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Ⅱ　活動

全体会

　全体会は役員会からの提案事項、各分科会からの提

案、行政からの要請事項を参加者全員の協議を経て 終

決定する機関で『全員での議論を大切に』をモットーに

している。

第 回全体会

日時

（平成 ）年 月 日

市川市教育会館多目的ホール

会長挨拶

平成１６年度の会費の納入、保険料金につ

いて

市民税１％の助成金の申請、来年は申請し

たい。

緑の推進課挨拶

進捗状況　 年 月に池築造が完了し県

の事業は完成

今後市の事業はビジターセンターと北部広場

の設計と建設

県と市の管理協定を結び、市民ボランティア

と市の協定を考えていく。

議　題

（１）平成１７年度役員の選出

４月２２日役員会にて意見交換し協議。本年度の

副会長、書記の人数は規定の変更をしない。今後

検討する。川野会長、鳥居副会長、横山孝仁書記、

横山哲也書記は留任、会計は当分の間横山哲也氏、

会計監査は鈴木健氏と広岡晴嶽氏とする原案通り

決定。分科会毎に分かれて分科会代表候補の互選

を行い、全体会で決定。役員の選出は以下の通り。

会長：川野勝義

副会長：鳥居雪子

書記：横山哲也、横山孝仁

会計監査：鈴木健、広岡晴嶽

啓発分科会：代表　芝田昇文、

同　副代表：山下幸治、荒井美穂子、植田稔、

齋藤慶太

運営検討分科会：代表　岩田孝昭　

同　副代表：大河内英夫、酒井雅朗、大峽章

禧男

施設検討分科会：代表　川上幸延

同　副代表：森角武久、矢島敬二、木下賢晴

市民側事務局：植田稔、酒井朗、黒崎玉江、杉

本公夫

（２）役員会・各分科会等からの報告・提案

開園準備検討委員会の報告

平成１７年度；一般公開イベントの充実

平成１８年度：臨時一般開放について市と市

民の双方が持ち帰り検討中。

平成１９年度：本開園

役員会の報告

活動報告書　２００４年度報告書討議用資料

を配布。６月中を目途に完成予定。

アドバイザーは望月先生、県立博物館　中村

先生に継続して委嘱　　講師料の支出がで

きる

今後の日程　１年間のスケジュール表を６月

全体会に提案の予定。

分科会報告　

啓発：芝田　今年度は３８人。役員会で７、

８月にアシ・ガマを刈るため試行的に池内に

入るりたい。今回は提案なしではなく、現地

を調査し分科会参加者で意見交換して次回全

体会に提案。

施設：川上　ビジターセンターの設計‥次回

全体会に提案予定

提案１：専門プロジェクトチーム　北部広場、

ビジターセンターの実施設計の検討にあたる

専門プロジェクトチーム（市の関係職員、コ

ンサル、市民会員が参加）の設立を会として

市に要望する。全体会で原案通り決定、市と

協議の方向を確認。

提案２：真間川改修事務所との協議の引き続

き進めていく。　全体会で原案通り決定、県

への提案は事前に全体会の承認を得ること、

幹事は引き続き施設検討分科会代表が行うこ

とを確認。

提案３：遊水池現地に仮設トイレ、水道を引

くように、会として市に要望する。全体会で

原案通り決定、申し入れをする了解

運営：岩田　本年度の遊水池立ち入りの許可



全体会

を県真間川改修事務所に申請し、県から了解

を得た。

（３）その他

役員会から：会費の徴収　未納の方　本日納

入してほしい　会報、電話で未納者に連絡

する。

市川広報： 月 日江戸川クリーン作戦で北

方遊水池の会の名前を使うことが提案され、

了承された。

第 回全体会

日時

（平成 ）年 月 日

市立八幡小学校体育館会議室

記録は別途印刷配布予定

第 回全体会

日時

（平成 ）年 月 日

市立八幡小学校体育館会議室

会長挨拶

９月市議会に向けて今回でビジターセンター

案の承認を得たい。

啓発の書類は要望とする。

平成１６年度報告書を 月 日に市長へ

報告

議題（１）役員会からの報告　

７月８日役員会の報告。全体会で提案が直接

提出される事に対し、提案は３日前までに役

員会に提出する。

役員会は議決機関ではない、会全体の運営調

整であることを再確認した。

（２）各分科会からの報告　・施設検討分科会：川

上、森角

７月６日県真間川改修事務所と調整協議

　北部広場：修景のため盛土を外から持ち込

むことを了解得た。後は市との予算調整。

管理道路：ビジターセンターの北側を迂回

園の北部出入口：北側の橋のたもととビジ

ターセンター東（駐車場北）

苗圃：北側の住宅地前の県有地を、市を通し

て借りるように調整。

水防小屋（プレハブ）：壊れるまで継続使用

可能。

北部広場に移植されている樹木：県と市で

調整。

南東角法面下湿地：県は開削して水路を作り、

会は枝の小水路を作る。

築造スケジュール：池内は今年夏まで、北部

広場の更地整備は来年３月末まで。樹木の移

植は 月、 月。県工事は今年度限り。

啓発：芝田、植田

６月２５日環境フェアに参加

ゾーニング案を検討中、別途に全体会提案の

予定。

ビジターセンターの展示啓蒙関連機能‥啓発

からの要望を施設分科会案の中に入れ込んで

もらう。

７月９日県中央博物館生態園見学‥林氏か

ら説明を受け、ゾーニングやヤナギの扱い

について意見交換。１５人参加。改めて報告

予定。

運営：岩田

７月２日分科会報告。

開園後の新しい運営組織について検討中。

（３）役員会提案　

全体会と役員会の開催スケジュール（案）、原

案通り承認された。

会費の使い方（提案）

出勤の手続き（役員会の承認を得て全体会に

報告する）など、原案通り承認。

（４）施設検討分科会からの提案

ビジターセンター検討の経過の説明

ビジターセンター基本設計の趣旨の説明と２

００４年８月基本設計案に寄せられた各意見

に対する見解の説明

ビジターセンター基本設計（案）の説明と利

用の具体例を説明

啓発からの要望との整合性、冷暖房や風の問

題、運営面からの意見あり。市はこの提案を

もとに実施設計に取りかかるとした。

第 回全体会

日時 （平成 ）年 月 日

市立八幡小学校体育館会議室



会長挨拶

課長と三役の打合せ‥ビジターセンターは

１２月までに会案が尊重される方向で実施設

計、３月議会にかける見通し。

来年３月に県から市へ管理移管‥北方遊水池

の会が他団体の池立ち入りの手続きの窓口と

なるよう、県と市で書式を検討中。

石井先生の北方遊水池関連の絵をビジターセ

ンターに掲げて、市民にみてもらうように先

生の奥さんに申し込みをし、快諾を得た。

議題（１）役員会からの報告

北方遊水池立ち入りの申し込みは市川市役所

を通すこととし、一本化した。

全体会の内容について　役員会からの提案を

する。

（２）各分科会からの報告啓発：芝田、植田

県中央博物館生態園見学の報告

同館林氏より、「ゾーニングは一つの観点で決

めない、バランスをとれた観点でみるべき。

１ １池に４００本余りあるヤナギ類の維持

管理は、もう少し様子を見てから判断しては

どうか。自然の関連は、随時に見直しをして

いくほうがよい」とのアドバイスを受けた。

従来の植物観察を植物カレンダー作りに変

更。来園者に今どんな生きものが見られるか

を案内する基礎資料とし、将来はビジターセ

ンター内に写真展示したい。

施設：川上

月 日市とビジターセンター、北部広場

について打合せ　北部広場の設計が了承さ

れた。

月 日の役員会で　今後の打合せ内容は全

体会を通してから打合せすることになった。

次回からの提案を分科会で討議してから、全

体会にかける。

運営：岩田

８月６日、９月４日分科会報告。

運営組織体制とその中の市民組織を検討中。

市民組織と市の分担を検討中。

（３）役員会からの提案

全体会のあり方について　　資料あり全体会

の中で、専門家の講演や会員からの話、テー

マを絞った意見交換など勉強会を行う。

会員同士の認識を深めレベルアップを目的

で分科会同士の交流と情報共有を図る場とし

たい。

原案通り承認された。

（４）啓発分科会からの提案啓発　提案　

ボッケ岬（突堤部）にコアジサシを誘致する

ため、県に突堤部の利用許可を申し入れる。

原案通り承認された。

池を目的別にゾーニングし、ゾーン毎に利用

の自由度の制限を設ける、市川の動植物に配

慮した維持・利用を行う、必要に応じて見直

す。維持を保全に変えることで承認

分科会で検討中の「各池のカルテ案」「維持作

業計画案」が資料として配付。

（５）その他

他団体の池内立ち入りの窓口を１０月８日ま

でに一本化するよう、県と調整中。

第 回全体会

日時 （平成 ）年 月 日

市川市役所本庁舎３階第一委員会室

会長挨拶

選挙のため、次回全体会を 月 日（土）

八幡小学校、次回役員会を 月 日（金）

市川市役所八幡分庁舎に変更。

１０月２６日に海老川瑞循環検討委員会が北

方遊水池を見学、三役が対応する。

議題

（１）役員会からの報告：横山哲也

１０月１２日役員会の報告

他団体の池内立ち入りの書式、窓口、受け入

れ手順を市と確認。

新しい組織体制案について、１０月１８日運

営検討分科会の作業部会、三役と市（緑の推

進課、公園緑地課）が話し合い、現在、議事

録を作成中。議事録ができた後に役員会、全

体会に報告予定。

（２）各分科会等からの報告

施設検討分科会報告：川上

１０月２２日分科会の報告

北部広場ビジターセンターのプレゼンテー

ションについて



全体会

啓発分科会報告：芝田、植田

１１月５日市民祭まつりに展示と物品即売

で参加予定。参加費 円、展示パネル

円× 枚で３万円程度かかるが、会予

算も厳しいので無理なお願いはしない。物品

即売で補う。

池内の地下水測定を啓発分科会で行う。

ゾーニングの打ち合わせを市と行う。

救急箱の内容と概算。ハサミ 円、ピン

セット 円、とげ抜き 円、ホカロンを

考えている。寄付あればいただきたい。

運営検討分科会：岩田

１０月１日分科会の報告

本日、新しい組織体制　提案をする。

市民組織ができる運営・維持作業の範囲につ

いての検討中の資料を配付。

新しい市民組織体制への参加のアンケート者

調査をするかについては未定。

作業部会で会則の検討をする予定。

新しい組織体制について、１０月１８日に作

業部会が三役とともに市川市役所との話し合

い　 月 日

開園準備委員会：鳥居

平成 （ ）年度に、臨時の一般公開をし

ない。一般向けのイベントを積極的に行う。

年 月に遊水池内の管理が県から公園

緑地課に管理移管される。市が都市公園指定

をするか現状では未定。

緑の推進課から報告

調節池内の立入の許可申請と報告書式につい

て報告

会計：横山哲也

　救急箱購入に約 円を支出する。

　市民祭り費用について　展示と即売に

２ブース分の参加費用　 円掛かる。

ネーチャークラフト班の材料費とを支払う。

販売売上金は北方遊水池の会会計に入れる。

　池の作業用道具購入のリストアップ、費

用の概算を啓発分科会に依頼した。

（３）分科会からの提案　

１）　運営検討分科会提案

新しい組織体制について

地域連絡会議の提案

市民組織の提案　

法人化は検討していない。内容の肉付けとし

て、規約を考えること。拍手で原案通り承認。

２ 施設検討分科会提案　

北部広場及びビジターセンターの基本計画に

関する打合せプレゼンテーションについて

ビジターセンター実施設計に当たっての要望

事項

北部広場実施設計に当たっての要望事項

「ビジターセンター実施設計に当たっての要

望事項」のうち、材料を特定し、市川市役所

が行う入札に対する情報となるので、次の項

目を削除する。１ 構造に関する要望事項の

３）「各部位の部材断面については、意見交換

にてすり合わせし、確認する。」２ 仕様・仕

上げに関する要望事項の２）「各部位の仕上

げについては、意見交換にてすり合わせし、

確認する。」

以上の修正をすることでプレゼンテーション

は承認。

（４）その他

遊水地内で作業部材の置き場がほしいとの要

望あり。対応にいたらず。

個人情報を守るため、連絡の際の電子メール

の宛先アドレスは として、配信すべき

との意見あり。結論にいたらず。

北方遊水池に訪問者が来たときに、配付資料

としてまとめたもので説明をしたい。市に案

内パンフレットの予算を要求したい。反対な

し、了承。

第 回全体会

日時 （平成 ）年 月 日

市立八幡小学校体育館会議室

会長挨拶

年 月 日（水） ： から　船橋

市海老川流域水循環再生推進協議会が北方遊

水池を視察。２６人参加。

年 月 日 静岡県河川協会がバス１

台で北方遊水池視察。北方遊水池は全国的に

注目されている。

議題（１）役員会からの報告：鳥居



１１月１１日役員会の報告

開園準備検討委員会で「開園準備予定表案」

を作った。各分科会での開園準備の検討事項

とその討議内容、業務と役割をまとめて役員

会に出し、役員会で調整の上、 月全体会に

開園準備予定表を提案出予定。

北方遊水池内トイレを早く使いたいとの要望

に対し、市川市役所で検討する。

各分科会からの報告運営検討分科会：岩田、大河

内、酒井

月 日新しい組織体制について三役、運

営検討分科会作業部会とで市との話し合い

を、議事録で報告。

月 日分科会の報告

月 日公園緑地課、緑の推進課と作業部

会で来年度の北方遊水池の管理費予算計上の

為、現地視察。口頭で説明報告、後日に資料

をまとめ次第提出する予定。

市民サイドから危険な場所を指摘。

市の草刈り範囲を外周部、法面として、たた

き台として池内部管理用通路は中央 ｍ幅

を市で草刈りすることを検討すると打ち合わ

せた。

年 月中旬に市公園緑地課でできる範

囲を教えてほしいとのこと。公園緑地課の補

足説明があった。

予算計上予定：現在、池ごとにどのように利

用するか未定であり、平成 （ ）年度は

池内の管理費予算を取らない。

市民が刈り取った草の処分は、検討の余地が

ある。

啓発分科会：芝田

月 日植生観察と 日野鳥観察の結果を

会報で報告。

月 日市民まつり参加の報告。北部広場・

ビジターセンターに関するプレゼン資料を検

討中。

月 日県真間川改修事務所と地下水位測

定で打合せ。

施設検討分科会：川上

１月８日分科会の報告。

県真間川改修事務所と打ち合わせの内容検討

洪水の確率を質問。確率として　何年に１回

あるか。

洪水時、池内の植物が枯れるか検討するため

棚池の湛水時間を問い合わせ。

棚池周囲にハンノキを植樹する事はどうか。

北部広場のメインゲートを引き戸方式にする

のか問い合わせ。

貯水量の確認をしたい。

月 日ビジターセンター、北部広場のプ

レゼンテーションは市緑の推進課だけの出

席。設計者であるコンサルタントが欠席のた

め 月 日は中止して、べつに設計者を参

加させて、再度開催することとした。設計者

の欠席理由は、都合がつかなかったため。

緑の推進課から実施設計者を含めて、再度プ

レゼンテーションを開催する発言があった。

プレゼンテーションの報告に対する意見が

あった。

出席者は設計者の参加も含め緑の推進課に一

任したので、設計者の出席を決めていない。

設計者の出席は前回の全体会で了承された内

容である。

配布の役員会議事録に出席者は市に一任と

なっているが、この内容は市サイドの出席者

の意味である。設計者は今までの経緯から、

設計者は出席の内容である。

決定内容：前回議事録で設計者の出席の必要

性の是非について、 月 日（金）に臨時

役員会を開く。

講演

北方遊水池の自然貝層：那賀美奈子さん

関東平野の変遷と東京低地の埋没地形：那賀

俊明さん

第 回全体会

日時 （平成 ）年 月 日

市立八幡小学校体育館会議室

記録は別途印刷配布予定

第 回全体会

日時 （平成 ）年 月 日

市立八幡小学校体育館会議室

役員会報告　横山



全体会

市川市：ゾーニングに関し立ち入り制限など

の規制を市民サイドで決める場合、一団体に

占有されることがないようにしたい。

ビジターセンター

市川市：来年度予算に関し、対応すべきこと

がある。水と緑の部で、ビジターセンター、

北部広場の予算が削減されている。

市民の要望については検討できるものは検討

していく。この吹き抜けの場合、 割程度の

維持費アップとなる。陸屋根について、

（繊維強化プラスチック）防水の事例がある。

汚水排水処理設備の高度処理設備について、

人槽は製造していない。クボタに問い合

わせたところ 人槽で から 万

円である（工事費別）。　

ソーラー発電設備は 畳の部屋（ ）

万円程度で、 時間の使用を考えると

万円かかる。屋根全面で 万円 。

市民要望は入れるが、予算の制限がある。理

解をしてもらいたい。

市川市では、実施設計に時間がない。来年度

ビジターセンター、北部広場全部整備するこ

とは　予算的に無理。

現状で今年度ビジターセンターと北部広場

の一部について予算を取る。北部広場は平成

年と 個年でやる。

質問

期限がない、予算がないから一方的に変更す

るとは、全体会での承認ルールに反する。今

回の案に対し、吹き抜けの有無にかかわらず

建設単価が、以前の案と同じであるのは吹き

抜けがあると建設費が高くなるとの主張はお

かしい。

市川市：北方遊水池全体会で決まったことに

対し、これを市川市がやるとは決まってい

ない。それを尊重してやるとは言った。それ

が大きく変わったら説明すると言った。そ

れが、 月になった。 月に予算がつくこ

とが決まるから、それに合わせて実施設計を

した。

シャワー室の使い方は一般市民が使うビジ

ターセンターに対し不適当。ソーラパネルの

金額に対しても、認識が違う。

全体会での吹き抜けつき市民案は、実施設計

の段階であり、承認図面の問題ではない。

億 万円でビジターセンター、北部広

場の工事ができないか検討する必要がある。

金額だけでなく、工事内容で判断すべき。

機能がどうかが問題で、吹き抜けの有無の問

題ではない。

機能について、決まっていて、来園者にイン

フォメーションを 優先、スタッフの機能、

周辺住民へのサービスなどが次との優先順位

が決まっている。吹き抜けがこれに対応する

と思う。

全体会で決まったことがどうしてこうなっ

たか。

市川市： 月に実施設計を受けた際に大きく

変化が出た場合は説明するとした。予算額が

分かったのが 月であり、昨年予定額より

減っている。

会長：時間がないので、全体会対応をどうす

るか。

質問に対し、納得できる回答になっていない

ので、再度説明会を開いてほしい。

分科会ごとに見解がそれぞれなので、全体会

で決めた方がよい。

陸屋根は次元の違う問題である。コンサルタ

ントに見解を求める。木造ではこのような設

計はしない。

結論： 再度役員会を開くか三役に一任する。

特にビジターセンターについての説明の補足

分として今後役員会を開くかどうか未定。　

分科会報告

啓発分科会：植田

会報 にある内容は割愛する。ビジターセ

ンターの修正提案として来月提案。

野鳥観察会は提案事項で説明する。

ゾーニング： 月の役員会で提案する。各分

科会で検討する事をお願いする。 年度

の内容とし、再来年度の開園を目処とする。

維持作業の用具などの要望について、 次案

として配布する。ガソリンタンクは今後購入

とする。

運営検討分科会：岩田

第 回、 回の分科会を開催。



市民組織ができる維持管理作業の内容検討。

本日の提案とする。 月 日第 回の分科

会で平成 年度の新組織の文案検討。平成

年度行政会員を含めた体系とする。これ

でよいか、行政会員の意見をいただけるよう

にお願いする。規約の半分程度の洗い出しを

した。

今後の進め方、 章以前の検討済み文面を作

業部会で修正。 章以降は運営検討分科会で

引き続き検討する。

横山（孝）：運営検討分科会で検討途中の規約

を各分科会に配布して検討を開始を要請する

ため、臨時役員会を開いてほしいとの要望が

あり、三役会に提案した。三役会では、運営

検討分科会で十分審議したものを役員会に提

案してほしいとなった。

川野：役員会を本日やるということであるが、

時間的制約で役員会はできない役員会を行う

という事をまえもって、伝達していただき

たい。

施設検討分科会：森角

補足植栽　本日提案内容。補足植栽の計画に

なっているので、 月までに行う。

啓発分科会の意見に対しても、施設検討分科

会で北部広場の整備の見解をまとめてある。

次回役員会で議論させていただきたい。

市との北部広場の打合せで、大型バスが敷地

内で方向転換できるようにしたいとのことが

ある。北部広場の設計の中でバスの駐車 台

普通車 台の駐車分を計画してある。バス

の方向転換スペースは大きく、これを採ると

植栽面積が極端に少なくなる。

学校の生徒は、道路際でバスの乗り降りをし、

バスの停車を別のところでする、市民プール

の入り口でターンをするなどの事も検討が

できる。道路脇にバスの駐車場を計画する案

も検討できる。市の設計案が出た状態で検討

する。

川野：バスの停車と旋回はポンプ場でもでき

るので、これを考慮してはどうか。

提案：運営検討分科会　岩田

北方遊水池の会の事業計画を明確にするた

め、平成 年度の内容を各分科会で検討し

ていただくために運営維持作業の役割分担の

提案する。

月中に分科会の意見を 月末までに運営検

討分科会にいただきたい。平成 年度の北

方遊水池の会としての事業計画を立て、市に

示すために、各分科会で検討をしていただく。

対象は北部広場、池の中として法面のしたの

部分であり、外周道路は平成 年度では対

象外。共通管理項目は遊水池全体に関連する

項目。実際に実行できると思われるところを

挙げた。北部広場は工事が完了していないの

で、維持管理範囲は限定される。よって水防

小屋 階の運用管理とした。

「北方遊水池の会」の名称は、 月か 月で立

ち上がる新組織を含めたものとする。「運用

管理」は利用面の管理と考えてほしい。「水

の管理」は棚池の水量管理、降雨や土地の乾

燥の管理と考えてほしい。

「通路」は棚池間の 通路で、公園緑地課と

の話し合いで、公園緑地課が通路の中央部２

の草刈りをし、池側両端 は北方遊水池

の会で草刈りをするとの区分けとした。

大型機械を使う園路の整備は、千葉県、市川

市の作業範囲とする。軽微な整地は北方遊水

池の会とする。刈り取った草をまとめて集め

る作業は北方遊水池の会とし、この処分は廃

棄物処分であり、市川市の範囲とする。

案内、利用指導の内容は詳細未定であるが、

観察会の開催、ガイド役は北方遊水池の会と

する。

行政関連の視察に対し、主体は市川市とし、

北方遊水池の会で支援する事もある。「共通

管理」で、事故対応、防犯については千葉県、

市川市と調整を図る。常駐管理の件は、詳細

未定であるので、市川市と北方遊水池の会と

今後の調整となる。

日常ゴミ拾い、イベントゴミ拾いは北方遊水

池の会とし、そのゴミの処分は県、市川市の

範囲とする。大雨で冠水後のゴミ拾いは県、

市川市の範囲とする。

植物、鳥の調査をして、自然環境の保持の計

画を北方遊水池の会とするが、市川市との恊

働の取り組みもある。イベントは北方遊水池



全体会

の会とするが、ケースがいろいろあるので、

市川市との恊働の取り組みもある。

提案内容の前提として、市民が責任を取れる

範囲の作業、市の作業範囲、恊働の作業範囲

に対する内容で、運営検討分科会でとったア

ンケート結果から、見解を定め提案内容を定

めた。

第 回全体会

日時 （平成 ）年 月 日

本庁舎 階第 委員会室

会長挨拶

議　題

（１）各分科会からの報告

（２） 月 日役員会報告

ビジターセンターの実施設計の説明

法人勉強会　森角さんに手配をしてい

ただく

中村アドバイザーの講演を開くことを提案。

新会員募集について　今年度は新体制が固ま

る時点を見極めて、募集をする。

ゾーニングの説明の後　各分科会で検討して

全体会に意見を持ち寄る。　

（３）討議

法人勉強会　森角　 月 日（土） ：

開始、各分科会で呼びかける。 に県

に問い合わせ。

中村アドバイザーの講演　全体会の中で 時

間程度講演をしていただく。

ビジターセンターの実施設計について（　

市川市役所　緑の推進課　松村　図面資料

配布）

予算が限られる。 階部分がない。ビジター

センターの機能から考え、設計。平屋となっ

た。延べ床面積市川市役所提案 、

北方遊水池の会提案 。市民プール側

に流し、足洗い場を設けた。屋根裏収納庫の

窓。北部広場側に出入り口。

今年度中の実施設計完成として、時間がない

ので、北方遊水池の会で意見をまとめ、夜に

役員会があるので、 月 日昼間の話し合い

とする。意見交換と要望を聞く。

岩田；運営検討分科会の検討事項が多いので、

各分科会に下ろさず、ビジターセンター検討

会を設定してほしい。

市川市役所の提案図面

大枠は承認された。大枠の内容は

延べ床面積 ㎡、 平屋、切り妻、

間取り、事務室位置、トイレ配置は提案内

容とする。厨房は作らない。 柱スパン、

外壁、内壁の位置。

これについては 月 日役員会で意見交換を

する。

水防倉庫は引き続き、市川市役所が県から借

りる。平成 年度は 階部分は使える。電

力、給水を検討する。

ゾーニングの提案については時間切れのた

め、次回提案をする。

北部広場提案を次回行う。時間切れのため。

第 回全体会

日時 （平成 ）年 月 日

市立八幡小学校体育館会議室

会長挨拶

ビジターセンター予算　 億 千万円の予算

がとれた。

分科会報告

運営：岩田、啓発：植田、施設：川上

役員会報告：横山（孝仁）

保険について　年会費 円から 円を

活動の際の事故対応の保険金として４月から

充当したい。

年会費 円とこの中から保険金 円を

当てる事は、承認された。

川野；本日支払える方は、支払っていただき

たい。領収書は以後発行する。本日は、名簿

に印をつけて支払いの確認をする。分科会経

由で会費支払いを連絡するが、分科会に属し

ていない会員もいるので、文書を作成し連絡

をする。

新規約を全体会に提出する事を役員会で了承

した。内容を後に発表し審議する。

月 月のスケジュールを提案。

平成 年度報告書を 月頃を目処として、



各分科会から編集委員を選出していただき

たい。

法人についての勉強会を 月 日 ：

： 　教育会館第二会議室で開催す

る。多数の参加をお願いする。

行政の参加については、結論が出ていない。

会費の支払いをすることは、以降も参加する

との意思表示となるか。

会長：そのとおりである。

分科会提案

運営分科会　平成 年度維持作業役割分担修正

提案

通路４ のうち、中央 市川市役所、水

辺側外側 （両側 × ）　実施時期　

、 、 、 月　野鳥の飛来時期に合わせて

行う。大型機械の使用は県、市川市役所とす

る。実施に当たり事前協議とする。

法面下の湧水のある部分の草刈りは北方遊水

池の会でおこなう。

刈った草の処理は市川市役所とする。

啓発分科会から上の段の池と下の段の池の草

刈り時期を変えた方がよいとのことがあり、

これを採用。時期をずらす計画とした。

市川市役所で草刈りの業者を決めた後、ここ

と調整をする。

質問なく、了承された。

市民組織規約：大河内

基本理念を打ち出すことを目標とする。

構成　

章　総則

章　目的および事業

章　会員

章　役員

章　総会

章　理事会　

章　資産および会計

章　変更、清算および合併

章

章　事務局

章　雑則

章の「理事会」のあとに部会を追加。千葉

県 法人作成例を参照し作成。平成

年度の実施を目指し、平成 年度から新規

約を施行する事を前提とした。この規定では

法人となった場合の内容は削ってある。

行政と恊働でないと北方遊水池内で活動する

事はできない。

活動に実績のある団体として、アピールした

いために規約を作った。市川市役所との関係

については今後の調整となる。役員会レベル

の調整となると考える。

市川市役所のお墨付き団体となれないか。

会長：草刈り作業の賃金を受け取る団体であ

ると、市川市役所が入るわけにはいかない。

賃金を別として、北方遊水池の会に市のお墨

付きがもらえないか。

三役と市川市役所の話し合いにしてもらい

たい。

月から規定を実施するとなれば、今まで市

川市役所がやってきた事をすべて、市民団体

でできるかについて疑問がある。作業人員の

確保の問題もある。

副会長：開園時に使える規約として考えてい

る。この規約が成立するための問題提起が完

全になされる必要がある。会員がこれを理解

する時間を必要とすると考える。 月以降こ

れで実施できるか疑問がある。持ち帰って検

討してもらいたい。

開園する際に必要な事項として、まとめた。

開園までの移行期間に対する規約とした。市

川市役所の意向として、いつから不参加とな

るか、どのように手を引くかも不明のままで

あるので、この規約の施行時期をいつとする

か不明である。この点を臨時役員会か三役で

市川市役所と調整してもらいたい。

会長： 月以降は公園緑地課が担当となる。

議会で鈴木議員の北方遊水池の質問があり、

現状は忙しい。 月の時点で公園緑地課に会

に参加してもらい、どのように考えているか

伝えてもらいたいとお願いをしている。実施

時期を開園時と考えているが、それまでの間

に円滑に移行できるように問題を検討しても

らいたい。

北方遊水池の会は市川市役所が招集したもの

で、この規約としては目的から外れてきたの

ではないか。
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北方遊水池の会の活動の根本は、この規約の

内容に沿っている。時期的な状況と市川市役

所側のこれにかかかる問題があると思う。

運営形態を官でやるか民でやるかわかってい

ない。地域連絡協議会を作るとすれば、北方

遊水池の会と市川市役所の三者の関連が決ま

らないと、その下の組織が決まらない。

会長：この提案については、多くの問題があ

るので、継続審議とする。

意見　 、 、 条の文面の格調を高くしてほ

しい。

松村：北方遊水池の予算は 日で水辺プ

ラザ事業で 万円。内訳ビジターセン

ター 万円、北部広場整備 万円、

管理用道路、池内草刈り除草　 万円。提

案された内容を時間のない状況でどこまでで

きるか、施設分科会との打合せにより決めて

いく事が了承されている。 月以降に建設の

占用許可が取れれば、工事にかかる。年度以

内に管理協定が県と市川市役所で結ばれる予

定。市川市役所の管理となる。鈴木議員の質

問に対しても、新年度も北方遊水池の会とと

もにすすめる。ビジターセンターの施設分科

会の案をコンサルタントに相談する。啓発分

科会からの提案、身障者を考慮し、入口引き

戸自動ドアを検討する。内部間仕切りをパー

ティションで検討。窓ガラスを強化ガラスで

検討。多目的ホールは開放感が有った方がよ

いとの事で、冷暖房費がかかる事もあるが採

光の利点もあり吹き抜けで検討する。床の高

さは洪水を考慮し、周囲より高くする。天井

収納へのアプローチを検討している。

その他

新市民組織の規約について、意見を提出して

ください。可能な限りメールで緑の推進課に

も連絡ください。

第 回全体会

日時 （平成 ）年 月 日

市立八幡小学校体育館会議室

１．会長挨拶

２．議題（１）各分科会からの報告

新年度の市川市の体制について

水と緑の推進課　清水主幹

担当は小泉、那須。

今後、草刈り等維持管理が中心になるので、

担当が公園緑地課になる。

公園緑地課　小林課長

今までは計画段階だったが、これからの維持

管理は公園緑地課が担当する。市では、従来

の枠を超えた柔軟性を持たせるため、局制を

止めて都市基盤統括部を設ける。基本計画に

基づいて、今年度は北部広場とビジターセン

ターの整備を設計管理課とともに行う。土木

技師の西山主幹が担当。

（２）役員会各分科会からの報告

運営：岩田

４月１日分科会の報告

寄せられた意見をもとに新市民組織規約案前

文の基本理念の表現を検討

年度北方遊水池の会の体制について意

見交換。市の姿勢を聞かせて欲しいと緑の推

進課、公園緑地課に要請。

啓発：芝田

月 日一般公開野鳥観察会、一般 人参

加で実施。

ゾーニング検討のための現状調査を計画、

年度実施予定。

施設：川上

４月１日分科会の報告

ビジターセンター、北部広場の実施設計につ

いて、 月 日に分科会正副代表、三役と緑

の推進課と話し合い。「実施設計に関する意

見」と提出。また、緑の推進課より要請があ

り「ビジターセンターの仕様・仕上げ」の資

料を提出。すり合わせ事項が山積しているの

で打合せの継続を求めたが、緑の推進課は時

間がないなどを理由に出来ないとした。

ゾーニングを含め自然復元・維持管理方法に

ついて、検討中。

（３）役員会からの報告：横山孝仁、鳥居

月 日役員会の報告

ボランティア保険が 月末で切れることから

会費徴収中、現在 人納入、 月 、 、

月 日に中央公民館に納入窓口を設ける。



三役から「 年度の北方遊水池の会の体

制について、現行と同じ体制としたい」旨の

提案、市は現規約の行政会員の項について緑

の推進課と公園緑地課が調整いて回答すると

した。

新年度市民会員の募集を市広報で出来るだけ

速やかに行うよう調整中。原則として途中入

会は認めない。

報告書編集委員は矢島、大河内、芝田、横山

哲也。

中村先生の勉強会： 月 日午後 時 分

から会員外の一般にも呼びかけて実施予定。

平成 年度草刈り作業の調整・打合せの窓

口に市は小泉、会は植田。打合せの際は各分

科会代表へ連絡。

（４）その他

ビジターセンターの実施設計について

緑の推進課：小泉

月 日 ： から中央公民館でビジター

センターの実施設計について　コンサルタン

トを含めた打合せを行った。

立面図、平面図打合せ

勾配、屋根裏収納：階段ができ２階建て扱い

になるため、基準法で難しい。出た意見を市

で検討する。実施設計を進めていく。

屋根裏がダメでも、収納スペースは確保する

よう工夫したい。

屋根の立面：プロポーションは池側に切妻が

ある形。金額の面の制約があるが、この形を

生かすかたちとする。

来年度早々にはオープン。北部広場の打合せ

は時間がなくできない。

第 回全体会

日時 （平成 ）年 月 日

市川市教育会館多目的ホール

会長挨拶

議題（１）各分科会からの報告

啓発：芝田

４月２７日市公園緑地課、大和造園と草刈り

の打合せ。同日、 取材

一般公開観察会を 月 日に延期、講師岡

崎氏。

従来 時から行ってきた野鳥観察を 時か

らに変更

運営：岩田

５月６日分科会の報告

継続審議となっている新市民組織規約案の扱

い：２００６年度は北方遊水池の会を現行規

約のまま行うのが妥当であるが、市の姿勢に

ついての公園緑地課・緑の推進課の回答を待

ち、再度扱いを検討する。

４月２７日草刈り打合せの報告

２００６年度試行的な維持作業の進め方、会

の会計について意見交換。

報告書作成に向け、当分科会の２００５年度

のまとめ、２００６年度の検討課題を検討中。

施設：森角

５月１３日分科会の報告

市案を受けてビジターセンター、北部広場を

再検討し、修正を市に要望。

平成１８年度草刈りの打合せの報告を受けて

検討。池の呼称の統一、維持作業の目的や範

囲の合意形成について全体討論が必要。

中村先生勉強会を受け、次回分科会でミニ自

然園見学を予定。

当分科会の次年度の検討課題を検討中。

北方小学校の植樹は学校からの返事待ちで６

月上旬を予定。

（２）役員会からの報告：川野、鳥居、横山哲也

新年度市民会員募集の市広報掲載を市と調整

する中で、事務局をどこに置くかが問題とな

り、５月９日三役と高山緑推進課長、小林公

園緑地課長で話し合った。席上、市は次の点

を述べた。

北方遊水池の会は今年３月３１日で役目を終

えている。もし引き続き会を行うなら市民独

自で行ってはどうか。

報告書を７月までに作ってもらいたい。それ

以降は職員の配置、予算はない。

ビジターセンターはたてまえ１１月、完成来

年３月末、開園は来年４月を予定している。

北方遊水池の会は開園時に解散する。

５月１７日役員会での報告・協議を経て、三



全体会

役は５月２３日田口水と緑の部長と話し合っ

た。田口部長も５月９日の市見解と同様だ

った。

北方遊水池の会の市の担当部署を７月までは

緑の推進課、その後は公園緑地課に移して事

務局を市民側にする、市は手を引くというも

のだったが、三役は開園まで市に事務局をお

願いしたいと強く要望した。市は再度調整し

回答するとした。

事前に市民側へ何の説明もなく、市は「ワー

クショップは３月末で終わった」と言ってい

るが、市議会では水と緑の部長が「開園後も市

民との協働の精神で運営する」と答弁してい

る。ビジターセンター、北部広場、利用者規

定、運営体制など検討しなければならない課

題は沢山あり、公園緑地課に担当が替わるの

に緑の推進課から引き継ぎも不十分。会が発

足したときの協働の原点を確認し開園まで市

に関与してもらいたいと強く要望してきた。

この報告に対し、市のボランティアを受け入

れる姿勢や北方遊水池の会の事務局に関して

意見が出された。高山緑の推進課長は、「次

回役員会で協議したい、今は見解を控える」

とした。

（３）会計から（報告と提案）

２００５年度北方遊水池の会会計報告と市民

まつり会計報告。

市民まつりの会計処理について、次の提案が

あり、報告とともに了承された。

会として啓発分科会に３万円を補助する。

今後、行事に参加する場合は必ず計画書（予

算等を含む）を作製し会の了承を得る。

（４）啓発からの提案（維持作業について）

「草刈り・清掃など作業推進を図り、また、観

察の機会を増やすため、入池日を毎週水、土、

日の週３日に拡大する」旨の提案。

短期集中でやる方が効率的との意見も出さ

れ、継続審議となった。

（５）市からの報告

市緑の推進課が、会からのビジターセンター・

北部広場に関する修正要望に対して見解を文

書で報告。

（５）その他の報告

会費納入状況　現時点で 人納入

ＮＨＫがコチドリの営巣に関連した取材・放

映について　コチドリの営巣

その他

市川市役所の意向として、 月まで参加、事

務局機能は市民サイドに移す。

利用者規程、管理方法について市川市役所が

検討している段階。

会計監査報告 会計報告　市民まつりに 万

円の補助を出す。報告は了承された。

池内の草刈りを毎週行う体制をとる。

第 回全体会

日時 （平成 ）年 月 日

市立ハ幡小学校体育館会議室

会長挨拶

議　題

（１）各分科会からの報告

啓発分科会　植田

運営検討分科会　岩田

施設検討分科会　森角

（２）役員会からの報告

月 日役員会報告

一般公開の観察会のお知らせを「広報いちか

わ」に出すことができる。

「今後（平成 年度限り）の活動支援につい

て　平成 年 月 日」の表を配布

市川市の考え方：緑の推進課高山課長

北方遊水池の会としては、 年 月 日

で終了したと考える。検討の積み残しがある

ので、報告書の完成時期に合わせて７月頃ま

でで北方遊水池の会は終了とする。

事務局について：事務局は会を統括する役割。

組織が変わる時期に　緑の推進課から公園緑

地課に事務局を移す。

現時点でも検討課題がある：緑の推進課は北

方遊水池の管理面で関わっていく。突発的に

維持管理面で懸案がある場合は公園緑地課が

対応。これも本年 月まで。理由　県から移

管された場合、公園緑地課で対応することに

なる。

月議会で田口部長が答弁した内容につい



て： 月を目処に市との関連が少なくなるの

で徐々に市川市役所は会から去っていく。

事務局の所在：市は統括をする意味で事務局

を置く。内容：「今後（平成 年度限り）の活

動支援について　平成 年 月 日」　表

一般公開の観察会のお知らせを「広報いちか

わ」に出す：関係課として緑の推進課で出す

には問題がある。北方遊水池の会で出すなら

ばよい。

質問：事務局は置くか　

質問：県との協定書締結後　事務局の管理部

署はどこになるか。

高山課長：公園緑地課である。関係部署が不

明確なものは緑の推進課が対応する。表の内

容については７月までということではない。

徐徐にそうする。

「今後（平成 年度限り）の活動支援について　

平成 年 月 日」について

説明：小泉

表の題目は「開園まで」の意味である。

会報の配布：郵送はなくす

表の項目（ ）事務局所在は市に置かない。

規約の改正あり

質問：規約の改正の必要ありとのこと、事務

局の他に関連事項あるか。

回答：行政会員としてはいままでも苦しむこ

ともあった。

小林課長：行政と市民は五分五分の関係。現

時点は残務整理。平成 年は整理の段階。

小泉：総括として市川市役所は参加する。表

に書いてある範囲で参加する。

北方遊水池の会は全体会の意見をまとめるため、

臨時役員会を開催する。内容は以下の通り。

会員任期

事務局を市川市役所に置くか

市川市役所が北方遊水池の会の主催とするか

新会員募集について

月 日役員会報告

会員任期：平成 年 月末日までとする事

を全体会提案とする。

事務局を市川市役所に置くか：市川市役所が

北方遊水池の会の主催とするかの内容は、緑

の推進課提出の表「今後（平成 年度限り）

の活動支援について　平成 年 月 日」

にかかわるので、三役が市川市役所を交渉す

ることを全体会提案とする。

任期が 年未満の短期間であることを了承し

た。新会員募集をする。

別表　今後（平成 年度限り）の活動支援につ
いて

平成 年 月 日
市川市水と緑の部公園維持課、緑の推進課

項目 市にての実施

全体会資料印刷 ◯

全体会開催案内作成 ×

全体会次第清書 ×

全体会会場準備 ×

全体会会場確保 ◯（注 ）

役員会資料印刷 ◯

役員会次第清書 ×

役員会会場確保 ◯（注 ）

役員会資料の印刷 ◯

会報印刷 ◯（注 ）

会報・全体会開催案内発送 ◯（注 ）

会報袋詰め作業段取り ×

平成 年度活動報告書印刷 ◯

ボランティア活動保険への加入名簿 ×

作成・申請書作成

平成 年度香味音感使用料免除 ◯（済み）

手続き

県水防倉庫鍵の貸し出し ◯

市民まつり等にて配布のチラシ ◯

印刷等

試行的維持管理作業・生態調査 ◯

等に伴う

改修事務所への立ち入り申請

海員名簿管理 ×

会員募集についての市としての

広報掲載 ×

イベントについての市としての ◯

広報掲載

一般団体が立ち入る場合の ◯

県・「会」連絡窓口

勉強会講師謝礼支払い ◯

水防体制時の連絡窓口 ◯

「会」の文書作成 ×

会長印の保管 ×

事務局の所在を市の内部とすること ×

平成 年度活動報告書印刷 ×

注 ：原則、無料施設を会にて確保願います。市での確保は、

無料施設が確保できない場合に市川教育会館・市民談話室・勤

労センターなど会名義では有料となる場所および市役所内会

議室を手配します。

注 ：原則メールでの配信または分科会・全体会での配布とし

てください。
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（３）監査報告・会計報告

監査報告　鈴木

経費の申請は事前に計画書を会計に提出し、

役員会で承認する。

現金の出納を月次内で処理する。

清算規定の必要あり。

清算は 日以内とし、行事などの支払いは終

了後 日以内の清算とする。

金銭以外の寄付は、別途記録をする。

資産は別表に記録すべき。

会計報告

横山哲也が平成 年度収支報告書を説明

拍手で承認された。

（４）平成 年度報告書編集委員会からの報告

矢島

第 回全体会

日時 （平成 ）年 月 日

本庁舎３階第１委員会室

会長挨拶

市川市役所からの事務局役割分担 項目に

ついて　三役と市川市役所と打合せをして、

役員会で内容を報告した。

議題

（１）各分科会からの報告：省略

（２）役員会からの報告：鳥居

月 日の臨時役員会の内容：市川市役所

の事務局役割の提案内容に対し、市川市役所

で従前通り事務局機能の引き受けを依頼する

こと。

月 日 ： に市川市役所と三役が打合

せを行った。

市川市役所からの提案は、 月末までは緑の

推進課、 月以降公園緑地課に置くことであ

りこれを了承。 項目は表の通りでお願い

したいとのことであった。

また、規約の行政会員は削除してもらいたい

が、規約の変更に時間がかかるので規約は残

したままとし、実質的には外れたこととして

もらいたいとの要請があった。

三役として、

　平成 年 月 日に北方遊水池の会は

解散すること

　事務局の件　 月末までは緑の推進課、

月以降公園緑地課に置くこと

を了承した。

この件は 月 日の役員会に報告した。

市川市役所

「以前は開園まで北方遊水池の会は存続する

事を市川市役所にお願いしていたが、今回は

開園前でも市川市役所の年度がわりのため平

成 年 月 日に解散することとなる。

規約では会員の任期は 年間であるが、積み

残した未整備の課題もある事から、暫定的に

会員、役員の任期を平成 年 月 日まで

年間延長する事としてほしい。市川市役所

は事務局を行うが、公募による新規会員の募

集を行わないことを了承してほしい。」

三役：「平成 年 月に開園とならなくて

も、開園までの継続的な組織なものに声をか

けてもらえますか、解散式をやりたいとの声

が出た場合は協力してもらえますか。」

市川市役所：「オープニングセレモニーの実

施を考えているので、それの実行委員会に声

をかけたいと思う。解散式への出席はできま

すが、記念品は無理、感謝状のみです。」

三役：「石井先生の剥製をどうしますか。石

井先生は思い入れが有ったので、ビジターセ

ンターに展示してほしいとの要望がご家族か

ら有ったが、倉庫に保管して必要なときに展

示してはどうでしょうか。」

市川市役所：「保存の問題も有り、公園緑地

課、緑の推進課で引き取れないので、自然環

境課や自然博物館で引き取るとの話も有る

が、今後の検討課題である。」

三役：「市が事務局をやる事は名簿の管理、会

長印の保管も市でやってもらう事と理解す

る。 項目の内容について細かく確認する

必要がある。」

市川市役所：「内容について後日の打合せと

する。」

市川市役所「 月からは予算がないので、会

報の発送はできません。役員会、全体会の回

数を減らせないか。」



三役： 月は役員会、全体会はない。 月以

降の予定について役員会で案を作成する、市

議会の開催も有るので、会と公園緑地課とで

調整をしたい。

三役：「事務局役割分担 項目の調整と役員

会、全体会の日程調整を三役と市川市役所で

行う。平成 年度以降開園後の運営体制に

ついて、年末頃までに行政の見解を伺いたい。

北方遊水池の理念については、会も行政の共

通の認識を持っているので、今後の具体的な

運営計画内容を示してほしい。」

市川市役所：「原則として都市公園条例に抵

触しない範囲と考えている。大洲防災公園な

どで実施している市民参加の管理作業に関す

る協定を活用する。会で作成する利用者規程

案を受けて市として検討をする。」

全体会での確認事項

事務局の件： 月末までは緑の推進課、 月

以降公園緑地課に置く

平成 年 月 日に北方遊水池の会は解散

すること

会員の任期を平成 年 月 日まで延長す

ることについて、意見をうかがい了承をして

いただきたい。

日程案について： 月全体会なしとする。

意見　

通信費予算がないので、連絡をどうするか。

会長：今後の検討とする。

ヶ月程度まとめて連絡し、会費の範囲でや

ればよい。

会長： ヶ月前に場所がとれるかの問題が有

り、 ヶ月程度で考える。

会員の新規希望が有る場合はどうするか。意

見として役員は各部会で決めてはどうか。や

めたいときはどうするか。

会長：やめる場合は分科会代表に辞任届を文

書でだすのが順序であると考える。

規約に準ずるべき、退会については会長に退

会届を出す事になっている。

会員のままで役員を辞めたい場合はどうす

るか。

会長：その場合、会長宛に出せば、各委員会

代表に連絡する。

解散のあと、市としては運営ボランティアを

募ることはやるか。

会長：特に募集はないようだ。草刈りなどし

たい希望が有れば、市に連絡すれば手伝いを

させていただくとのことです。

その道を作っていただければよい。

以上の意見と対応で、全体会での確認事項 の

件の内容は了承された。

報告書編集委員報告：矢島

報告期間は平成 年 月 日から平成 年

月 日までとする。

序文、組織、会員は従前通り。活動項目で役

員会、全体会、各分科会の活動内容とする。

月全体会が有れば、そこで報告する。

以上は拍手で承認された。

その他

月に市長報告できるようにしていただき

たい。

アオミドロとり、草抜き作業の協力依頼（日

曜日 時、午後 時作業小屋集合）

アオミドロとりは 、 、 。草抜き

は から終わるまで。

コアジサシの繁殖場所は砂地の場所で、北方

遊水池にはないので、コアジサシ誘致は本来

むずかしい。労力をかけるのは、考えた方が

よい。

内陸での繁殖は小集団である。

ゾーニングの内容を報告書に入れてほしい。

全体会で承認済みの内容を掲載する。

ゾーニング計画で全体会で承認を受けていな

い。市川市役所と調整をつけて今後提案をし

ていく。

公園緑地課：広瀬

県との管理協定について（施設分科会の質問

に対し）

月 日に管理協定書案について県と打合

せ。県で検討し 月中旬に報告がくる予定。

ビジターセンター説明：小泉（緑の推進課）

施設分科会の質問書（設計の進捗状況）につ

いて

事前協議が有る、来週に終わる予定、その後

建築計画通知を出す予定、 月、 月に建築

確認通知がくる予定



役員会

ビジターセンター設計図（平面図、東立面図、

断面図）が掲示された。

北部広場（図面）によれば駐車場台数の変更

がある。（ジターセンター駐在員用（開発協

議による））。園路舗装は透水性でない黒ア

スファルトとする。駐輪場 台。駐車場

台。

会員より舗装方法について意見あり。

確認事項

県との管理協定は 月中旬に終わる予定

ビジターセンター建築確認は 月頃に終わる

予定

質疑など

事務室のレイアウト、事務員数との関連　常

駐人数は 人とのことであるが、身分をど

うするかの見通しを決めてからの人数であ

るか。

透水性の土系舗装であれば、総合治水の観点

に応じたものとなる。工夫ができないか。

西山：公園緑地課：市の職員で検討している。

公園緑地課の配置換えでやっていく。透水性

舗装については、土系舗装は管理面で問題が

ある。

鳥居：自然環境復元協会　 名見学にくる。

（黒）

役員会

役員会は全体会に提出する議題の選定、懸案事項の検

討、行政との打ち合わせ等を行っている。以下役員会の

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

のみを記す。

第 回　役員会　 年 月 日

年度活動報告書編集委員会からの報告

会費納入状況についての報告

役員会・全体会の日程について：一部変更

中途入会希望者の入会許可について（啓発検討分

科会）

開園に向けての諸制度の整備とも関係する

ので今後さらに時間をかけて検討することと

した

北部広場基本計画について（施設検討分科会）

レイアウト提示

全体会に諮ることで了承

ビジターセンターの基本設計について（施設検討

分科会）

これまでに検討した第一案～第三案の経過を

整理する

再検討し、再度役員会に諮ることで了承

第 回　役員会　 年 月 日

役員会の役割と進め方について：川野会長から

委員各自が役割についての認識を持って効率

的な運営に協力する

『北方遊水池』について（啓発分科会）

早急に決定することなく再検討することで

了承

ビジターセンターの現計画案に至るまでの経緯と

検討内容

検討内容が了承され全体会に諮ることに決定

市長への平成１６年度報告書提出について

月 日　報告する　　三役で対応するこ

とを了承

会費の使い方について（使い方および手続）

会計から提案　全体会に諮ることを了承

第 回　役員会　 年 月 日

千葉生態園見学報告



『北方遊水池ゾーニング』について（啓発分科会）

修正案を作成し再度提案する

北部広場基本計画（ 月 日、 月 日全体会で

承認済み）に基づき実施計画の取り組み方の検討

開園後の新しい運営組織体制について（運営検討

分科会）

趣旨

『地域連絡会議』と『市民組織』

北方遊水池への立ち入り手続きについて

全体会のあり方について

アドバイザー、専門家を招いて勉強会の実施

第 回　役員会　 年 月 日

北部広場の基本設計の補足資料説明

プレゼンテーション実施の提案：了承

市民まつりへの参加：了承

２ブース使用

即売品：ネイチャークラフト班で製作

新しい組織体制について（運営検討分科会）

全体会に諮ることを了承

１７年度『見学』の実施について（開園準備検討

委員会）

見学会は実施するが一般公開、臨時公開はし

ない

市と会の作業部会との打ち合わせ

１０月１８日　　出席者　市：緑の推進課、

公園緑地課　会：三役。作業部会

第 回　役員会　 年 月 日

市と会の作業部会との協議報告（運営検討分科会

　～　作業部会）

議事内容の説明 次回全体会で報告する

各分科会での事業計画の立案について

開園時期を考慮し 年 月～ 月ごろを

目途に作成することを決定

北部広場およびビジターセンターのプレゼンテー

ションについて

月 日　 ： ～ ： 　中央公民館

参加者：市（　一任）、 会（三役、各分科会

代表者）

プレゼンテーションの提出資料 施設分科会

と啓発分科会で事前に内容の調整を行いまと

めること

傍聴可能

補足植栽計画（案）について

内容了承、全体会に諮る

市民まつりの報告

海老川流水循環再生推進協議会の北方遊水池の

見学

月 日：役員４名対応

　遊水池のトイレ設置：市川市清掃公社に貸し出

し依頼

第 回　役員会　 年 月 日

第 回全体会の議事録確認

注１　 月 日　プレゼンテーション開催

予定であったが実施設計者が突然欠席したた

め中止となった経緯がある

注２　 月 日　全体会において『 月

日の全体会で プレゼンテーションへの行

政側出席者は実施設計者も含めて行政に任せ

られていたかどうか？ についての会議録の

確認を行うこと』が決定されたのを受けての

役員会開催

（Ⅰ）横山哲（書記）からの報告

①書記の役割分担（イ）役員会会議録　（主）

横山哲　（補）横山孝（ロ）全体会会議録　

（主）横山孝　（補）横山哲

②会議録の記載基準・結論を記載する・決定

事項ではないが重要な事項または意見は明記

する・発言者の名前は原則記載しない

③プレゼンテーションの出席者について下記

資料による説明（時系列順に） 月 日　

　役員会資料（ 月 日啓発分科会検討資

料による） 月 日　　全体会資料 月

日　　役員会資料 月 日　　プレゼ

ンテーション中止にいたる記録

Ⅱ 　横山（孝）書記より 月 日　全体会会

議録の説明

問題となっているプレゼンテーションの出席

者について：色々な意見が出されたが実施設

計者が参加しないとの結論にはなっていない

当初の提案どおりプレゼンテーションには実

施設計者に参加してもらうとの結論となる

書記よりの説明を基に色々発言はあったが

終確認は出来なかった



役員会

市側の説明： 月 日のプレゼンテーショ

ンは中止となったが再度コンサルタントと日

程調整して実施する

第 回　役員会　 年 月 日

臨時役員会の報告

第 回全体会の議事録確認の件

北部広場およびビジターセンターの設計に関する

プレゼンテーションについて

月 日　 　教育会館で実施

実施設計者が出席する（市からの連絡）

プレゼンテーションの資料 月全体会承認資

料を使用

池のパンフレット作成　啓発分科会に依頼

事業計画にあわせて実施

月 日　市（公園緑地課、緑の推進課）と分

科会作業部会との遊水池現地視察の報告

第 回　役員会　 年 月 日

年度『北方遊水池の運営・維持作業の役割分

担について』

アンケートの分析結果を踏まえて、市と会と

の役割分担を検討した結果が提示された（詳

細は運営検討分担会の報告を参照）

提示された内容を次回、全体会に提案し、各

分科会で検討してもらうことを了承（ 月の

全体会に提案予定）

北方遊水池堤防に『木を植えよう』について（施

設検討分科会）

植樹の目的、総合的学習の内容について説明

があった

実施計画等について検討の結果、２月下旬を

目標に実施することを了承

樹種：クヌギ、コナラ、エノキ、ヤマグワ、シ

デ類、アカメガシワ等

北部広場整備に関する修正提案に対する見解（施

設検討分科会）

啓発分科会から北部広場の基本設計に関し修

正案が提出されることに対し施設分科会の見

解が示された（詳細は報告書を参照）

次回全体会に分科会の意見等を考慮し、修正

案を提出することを了承

野鳥観察会の実施について

月 日（日）定例観察会を一般公開する

募集方法：市の広報

募集人員： 名程度

以上について実施することを了承

年度北方遊水池ゾーニング設定について

年９月の全体会でゾーニングの考え方

は了承されている

具体的内容について検討するとの結論がでて

いる

今回、改めて『 年度暫定的なゾーニン

グ』が提案された

結論：ゾーニングについて急ぐことは無い　

時間をかけてみてはどうか

現状把握をしっかりして会員の共通認識を高

めることが必要

次回、それぞれ分科会で検討しておくことと

なった

第 回　役員会　 年 月 日

市民まつりの収支報告について

啓発分科会から収支が赤字の報告あり

クラフト班と調整するよう（役員）が要請

赤字部分の処理について役員会、全体会に対

して補助の要請するようアドバイスあり

ビジターセンターの実施設計について：報告と説

明（詳細は施設分科会の報告を参照のこと）

月 日全体会において、市から吹き抜けを

取り止め大きな変更が報告され会として対応

は施設検討分科会に一任された

月 日　施設、三役、市、コンサルタント

が会合を開催

市側から建物が平屋建てになる可能性がある

旨の説明あり

会案と市案の金額の差、具体的設計図を市が

示すことで了承

月 日　上記の件について説明あり　会

から修正意見を提示

ゾーニングについての提案（啓発分科会）

月 日の全体会での説明を了承（詳細は啓

発分科会の報告書を参照のこと）

自然復元についての勉強会の実施について

中村アドバイザーに依頼することを了承

平成 年度の新規会員の募集について



新体制発足目途がたった時点で実施すること

で了承

年度の事業計画、収支計画について

各分科会で検討し次回役員会で説明できるよ

うにすることを了承

第 回　役員会　 年 月 日

ビジターセンターに関する修正について

月 日に全体会で示された市提案に対し

て分科会での検討結果が報告された

改善要望（一部のみ表示）（イ） 多目的集会

室の位置変更と天井の設置（ロ） アクセス部

分へのスロープの設置（ハ） 庇がせり出して

いるため室内が暗い　また　風通しも悪い改

善の必要あり（ニ） 給湯、給水設備の設置が

必要（ホ） 空調設備が不十分　太陽熱による

暖房等の検討が必要（ヘ） 防犯設備等の設置

市の対応諸意見を参考に十分検討する　 月

日の全体会で受け入れられる物、受け入れ

られない物を明示する

新しい市民組織規約草案について（運営検討分

科会）

これまでの検討経過と修正案が提示（ 月

日　市川市との協議も含めて）

問題点は行政会員の取り扱い行政会員が会員

になることは補助金等の支援が受けられなく

なる

今後さらに検討する：全体会に諮るか　また

は　分科会で検討する

規約案は事前に会員に送付す

北部広場の修正案について：了承

勉強の実施

ＮＰＯ法人について： 月 日実施する　

了承

中村アドバイザーの講演依頼：了承

新年度の保険について

従来どおり実施することで了承

編集委員の選任： 月中に決める

第 回　役員会　 年 月 日

新年度の体制について

（１）市からの説明

今後は公園緑地課が主体となる

緑の推進課も側面から応援し全体会などにも

出る

公園緑地課では庶務生涯班、整備工事班、維

持管理班で対応する

池の維持管理については大和造園を選定して

いる

会、業者、公園緑地課の三者で現地立会いが

必要

業者には２ヶ月に一度池の手入れをしてもら

う予定

会が新しい組織に移行しても市と協力関係を

お願いしたい

（２） 会からの要請

会に対する窓口を明確にして欲しい

現行規約について（行政会員の扱いおよび会の今

後の方向性について）

（１） 三役からの提案

検討課題が多く残っている　１８年度も現規

約のままで進めてはどうか

（２） 市および役員の意見

行政会員は協力はするが今後は抜けるべきだ

（市）

ワークショップは一応発展的に解消する　市

民独自の組織にすべきだ（市）

ハード面の検討はある程度先がみえてきたが

ソフト面ではかなりの部分で未検討となって

いる（会）

規約を柔軟に見直してはどうか（市）

現規約から行政会員を削除するかどうかにつ

いて緑の推進課と公園緑地課で協議し回答し

て欲しい

当面現状のままとし問題が生じれば行政会員

の扱いを検討してはどうか（会）

（３） 結論

多数の意見が出されたが１８年度は現規約の

ままで北方遊水池の会を維持していくことが

示唆されたが明確な結論は出なかった

行政会員の件については両課で調整し後日回

答をもらうこととなった

新規会員募集について

早急に１８年度市民会員の募集をおこなう

途中会員は原則として認めない

特別な事情がある場合役員会で協議する



役員会

上記が了承された

１７年度北方遊水池の会報告書編集委員　～　了

承矢島、大河内、芝田、横山哲　４氏

中村アドバイザーの勉強会

５月１１日決定：一般公開とする

第 回　役員会　 年 月 日

ビジターセンターに関する事項（施設検討分科会）

屋根勾配を少なくすること

通柱　～　市の設計はバランスが悪い

耐震性に優れたものにする

二回裏の収納庫；トイレの上に設置する

北方遊水池草刈り作業分担：市と打ち合わせ内容

報告

草刈りエリア、草刈り分担、草刈り時期の決定

月 日付　全体会別添え資料（修正案）で

除草区分で了承された

新会員募集の件に関して（市からの説明と会の

意見）

水辺プラザ事業、ワークショップは 月

日でその役割は終わっている

新規会員募集は会の主体で実施すればよい

今後は任意団体とする

報告書の作成は本年度で終了となる

開園まであと１年も無いのに 月 日を

もってすべて終わりとなるのはおかしい

結論　新規会員募集についてはペンディング

とする

年度会計報告について

市民まつりの決算報告が明確になっていない

ので会計処理方法を３役で相談し次回役員会

に諮ることで了承

第 回　役員会　 年 月 日

平成 年度会計監査報告

収支報告が会計からあり

監査結果が報告され承認された

会計監査から今後の会計処理について参考資

料が出された

平成 年度の市川市の考え方について

（１）市の考え方

北方遊水池の会は一応 年 月 日で

終了したと考える

今後の対応は緑の推進課から公園緑地課に移

行する（時期は 月を目途とする）

今後の支援活動については別表の内容で実施

したい（後出「今後（平成 年度限り）の活

動支援について」参照）

今後　市としては総括的な意味合いで参加す

ることとしたい

（２）会からの質問と意見

事務局を行政内に置かない事となると規約改

正の必要があるのではないか

急にこのような内容を提示さえても困る　

少なくとも本年３月以前に説明されるべきで

あった

結論出ないまま持越しとなる

平成１７年度報告書について

（１） 編集方針および日程が提示され了承される

（２） 内容

従来どおりの編集構成とする

報告書記述期間　　 年 月　～　

年 月

第 回　役員会（臨時）　 年 月 日

臨時役員会開催の理由

去る 月 日の役員会に市から『今後（

年度限り）の支援活動について』項目別内容

が提示された（後出資料参照）

これに対し各役員から意見が出されたが結論

に至らず、再度　論議し会の意向をまとめ行

政に伝えるために開催したものである

各役員の意見（１）会長：　活動支援の内容が市

から提示されたが一番の問題は、事務局を行政の

中に置かないことである　ワークショップからは

じまり、これまで市民と協働で種々の問題を議論

し、積み上げてきたのにもかかわらず、会に何の

説明もなく突然３月末で水辺プラザ事業は終わり

ですというのは使い捨ての道具にすることであり

おかしい。今後はどのように進んでいけばよいの

か役員の意見を聞かせてもらい、三役でまとめて

市に意向を伝えたい　　開園も本当に間に合うの

か？　ビジターセンターも大丈夫なのか？　池の

管理に関する市と県の話もようやく軌道に入った

と聞いている　　ともあれ　市から提示された内

容について率直な意見を展開してもらいたい（２）



各役員の意見：　

活動支援の項目のうち　

は当然これまでどおり行政でやっても

らいたい

規約に基づいて、これまでの経過にも照らし

合わせて吟味すべきだ

行政内部の意見の違いがあってうまくいって

いないのではないか

「Ｉ＆Ｉプラン 」によると、水辺プラザ事

業が終了するのであれば、市がこれまでの経

過を踏まえて、当然、３月以前に会に対して

十分な説明をすべきである。やり方が非常識

である。手続に問題がある。

市の第二次総合計画では水辺プラザ事業は

年度までとなっている

開園前であり、行政との直接的関係の中での

組織であるべきである

少なくとも，工事施工中の遊水池に関わる市

民組織は任意の市民組織ではありえない

現行規約のまますすめるべきである

会の発足の本質をもう一度見るべきである

行政と市民と話し合っていこうという点にこ

だわるべきである

現在、検討すべきこと、検討していること等，

山積みになっている

例えば、利用者規定もその一つである

また、ボランティアの参加方法についても検

討の余地がある

突然３月末で打ち切るというのはおかしいと

感じた

まだ開園前であり、すべて完成していないの

であればもう少し行政と会は話し合いすべき

である　決して対立軸ではない

あと半年くらいのことであろう

入会したのは２年前であった　会と行政とは

信頼関係が大切である　それが確立されてい

ない

行政だけではなく会としても反省すべきとこ

ろは反省すべきである

行政と十分話し合って欲しい

活動支援のうちＮｏ． を除いてその他の

項目については受け入れてよいのではないか

会員名簿についてはこれまでどおり市で管理

すべきである

窓口はこれまでの経過を踏まえてこれまでど

おり緑の推進課ですべきである

いままで、オンブにダッコできたのではな

いか

会で出来るものは会で実施して欲しいとの主

旨であろう

したがって、会で出来ることは会でやるべき

である

全て反対というわけではない　別称でもよい

から事務局は行政に置いて欲しい

現在、行政が目途としているのは７月までで

あとは会の自主運営と言っているが８月以降

は任意団体となるのか？（質問）

このままでは任意団体の一つとなってしまう

少なくとも開園までは行政と関わりがあるの

だから任意団体となることはありえない

（３）会長：

会の発足の意味を考えて欲しい。発足当時、

自治会及び各種団体に声をかけて発足した。

急に事務局を置かない（投げ出す）というの

は理解できない。

もし、ワークショップが終わるのであれば今

後について代わるものを提示し市としての意

向をはっきりすべきである

結論

会としては開園まであとわずかであり、行政

に現状での活動支援を継続するよう要望する

　ただし、会で対応できるものは実施する

市との対応は三役に一任することを了承

北方小学校生徒植樹 年 月 日



運営検討分科会

運営検討分科会

分科会記録

第１回会合（通算 回）

年５月７日午後１時 分 ５時

東部公民館にて 人参加。

分科会メンバーの自己紹介。名簿の取扱いを協

議。

昨年度までの経過と今年度の課題を確認。

代表副代表の内定、司会記録の分担、連絡網、開

催日など分科会の進め方を協議。

第 回（通算第 回）５月 日

全体会に引き続き、教育会館にて 人参加。

代表に岩田孝昭氏、副代表に大河内英夫氏、大峡

章禧男氏、酒井雅朗氏を選出。

運営検討分科会の役割と前年度までの経過、今年

度の課題について、資料配布、説明。

第３回（通算 回）

６月４日午後１時 分 時 分、東部公民館に

て 人参加。

検討の進め方について協議。分科会全体での討議

を基本とするが、進行の効率化を図るため課題毎

に取りまとめを行う作業部会をつくる事とした。

早期・重点的な課題を開園後の運営組織、利用者

規定、人員配置の３つとする事で確認。

第４回会合（通算 回）

７月２日午後１時 分 ５時、東部公民館にて

人参加。

新しい運営組織について、７人が提案・意見発表。

作業部会メンバーの人選、発足。

年度報告書の一部（試行的な運営維持作業の

予定表）の記述に関し疑問が出され、意見交換。

第５回会合（通算 回）

８月６日午後１時 分 時、中央公民館にて

人参加。

７人の提案の整理と開園後の新しい運営組織の

検討。

検討の進め方を協議し次のようにした。

「北方遊水池の会」の発展的解消後の全体の運営

組織体制と市民側の実行機関の業務範囲に分けて

検討する。

運営組織体制‥市民側の実行機関、行政と市民と

の協議・合意形成機関の検討。

市民側の実行機関の業務‥全体の業務の中から市

民が責任を持ってできる範囲を検討。

第６回会合（通算 回）

９月３日午後１時 分 ４時 分、東部公民館

にて 人参加。

・開園後の運営組織体制について、作業部会より

「行政や住民、地域諸団体等がパートナーシップ

を図る地域連絡会議」と「市民が実際に運営・維

持管理する新市民組織」の二本立てとする素案が

提案され、協議。前者の主体を市川市と明記する

等、一部修正し了承。

・新市民組織の運営・維持作業の範囲について、

作業部会が 年度に策定された項目リストを

基に検討すると提案し、了承。協議の結果、各項

目を会、市、両者協働に区分けする事、その作業

を各自で行い次回に持ち寄る事とした。

第７回（通算 回）

月１日午後１時 分 ５時、東部公民館にて

人参加。

地域連絡会議は、防犯対策と主催者（市川市）の文

言修正。新市民組織は、組織構成、責任体制、業

務内容を追加検討。これらを「新しい組織体制」

として 月全体会に提案する事を確認。

新市民組織の運営・維持作業の範囲について、作

業部会が寄せられた個人意見の集計結果を報告。

協議し、集計結果の分析を進めることとした。

新市民組織への参加アンケート、作業部会スケ

ジュール、 年度北方遊水池の県から市への移

管が話題となり、意見交換。

第８回（通算 回）

月９日午後６時 分 ９時、中央公民館にて

人参加。

月 日市に新しい組織体制案を説明し、来年

度移管の対応を市より聞いた旨の報告。



分科会記録

新市民組織の今後の検討について協議し、次の

ようにした。来年度も行政会員が入った態勢を提

案。但し、新市民組織規約案は 法に準じて

作る。新規約は来年１月から３月にかけて検討、

７月頃に新組織立ち上げ。来年度は試行期間。新

体制の整う７月頃まで現市民会員の任期を延長す

る事を役員会に問題提起。来年度事業計画を３～

４月頃までに検討するよう各分科会に問題提起。

運営・維持作業の範囲について、作業部会が集計

結果の分析と来年度分担案を提案説明。

第９回（通算 回）

月３日午後１時 分 ４時 分、東部公民館

にて 人参加。

月 日市との遊水池現地視察を報告。

前回提案の市民組織ができる運営・維持作業の範

囲を検討。

第 回（通算 回）

年１月７日午後１時 分 ５時、中央公民館

にて 人参加。

月 日市のビジターセンターの実施設計案の

説明の報告を受け、意見交換。

前回に続き、市民組織ができる運営・維持作業の

範囲を検討、一部修正し了承。来年度分担案は、

事業計画に係わるので各分科会での検討要請を１

月全体会に提案する事を確認。

新市民組織の規約草案について、作業部会が提案

説明。

第 回（通算 回）

１月 日午前 時 分～ 時 分、東部公

民館にて 人参加。

新市民組織の規約草案の検討。第１章 第５章（総

則、目的及び事業、会員、役員、総会）の意見交

換と問題の洗い出し。

第 回（通算 回）

２月４日午後１時 分 ５時、東部公民館にて

人参加。

新市民組織の規約草案の検討。第６章 第 章

（理事会、資産及び会計、規約の変更、解散及び

合併、事務局、雑則）の意見交換と問題の洗い出

し。・規約草案上の行政会員の扱いについて、問

題提起と市の姿勢に関する報告があり、市緑の推

進課から話を聞く事とした。

第 回（通算 回）

３月４日午後１時 分 ５時、中央公民館にて

人参加。

２月 日市との協議（新市民組織規約草案を説

明し市の意向を聞く）の報告。

新市民組織の規約について、問題の整理。次の点

を確認。 年度の開園を前提に 法に準

拠して作る。 年度は、新規約施行前の経過

措置について役員会で問題提起し対応を求める。

法人化については、今年度よく勉強し、い

ろいろな面から検討して別途判断。

市の意向を受け修正（行政会員の削除等）した新

市民組織規約案を、作業部会が再提案。検討し、

理念と部会の項の追加等、一部修正。この案を３

月全体会に提案する事を確認。

ビジターセンターの市設計案について意見を代表

に寄せ３月役員会に提出する事とした。

第 回（通算 回）

３月 日午後２時 分 ４時 分、東部公民館

にて８人参加。・会と市の来年度運営・維持作業

の役割分担案について、施設検討、啓発各分科会

からの回答を受けて再検討。原案を一部修正し、

３月全体会に再提案する事を確認

。第 回（通算 回）

４月１日午後１時 分 ４時 分、中央公民館

にて 人参加。

報告書の編集担当者の選出。

新市民組織規約案に寄せられた意見を受けて、理

念の項を一部修正。

事務局及び資金調達、今後の運営管理システム、

新規約の施行時期、 移行等の問題提起があ

り、特に 年度の会の体制について意見交換。

年度の会に対する市の姿勢（ワークショップ

の目的達成度や行政会員の可否）を役員会で確認

することとした。

第 回（通算 回）



運営検討分科会

５月６日午後１時 分 ４時 分、中央公民館

にて 人参加。

報告書に掲載できるよう今年度当分科会のまとめ

（活動経過、今年度の到達点、来年度の課題）の原

稿を作成することを確認し、次回に到達点と課題

を検討するとした。

全体会で継続審議となっている新市民組織規約

案の取り扱いについて意見交換。市が 年度

の会に対する姿勢を回答することになっているの

で、その回答を待つ事とした。・４月 ７日公園

緑地課との草刈りの打合せの報告。

現在の試行的維持作業（草刈りなど）の参加体制、

会の会計について意見交換。

第 回（通算 回）

６月３日午後１時 分 ４時、東部公民館にて９

人参加。

今年度当分科会の到達点、同来年度の課題につい

て、原案を検討して一部文言修正し、報告書掲載

原稿にまとめた。

現市民会員の任期、会に対する市の姿勢について

意見交換。

分科会の到達点

（平成 ）年度運営検討分科会の到達点は以下の

とおりである。

運営と維持作業の実施計画について検討した。

年度当初に「早期・重点的に検討する課題」を

①開園にあたっての新しい運営組織、

②開園時の利用者規定、

③開園後の運営・維持管理に関する人員配置

の３つとした。そのうち、①については、「行政や

住民、地域諸団体等がパートナーシップを図る市

主催の地域連絡会議」と「市民が実際に運営・維

持管理する新市民組織」の二本立てとする運営組

織体制を提案し、同案は全体会で決定された。さ

らに新市民組織の規約案を全体会に提案したが、

審議未了となっている。

②利用者規定と③人員配置については、次の点か

ら策定に至らなかった。

予定では県と市の維持管理に関する覚書の締

結が 年度初め、遊水池利用の県から市

への移管が 年度初めとされていたが、県

と市の協議が継続中で覚書締結・移管に至っ

ていない。

開放された北方遊水池を都市公園指定する

方向が市から示されたが、地域連絡会議の設

置など具体的な内容や日程について市に委

ねた。

当分科会は開園前年度（ 年度）に新市民

組織を試験運用することを目指して同規約の

策定を優先させたため、検討時間を確保でき

なかった。

年度当初に「並行的に検討する課題」を

①池の自然の目標、

②市民と行政の役割分担、

③財源確保

の３つとした。そのうち、②については、新市民

組織の運営・維持作業の範囲を検討、 年度に

ついて県・市と市民の役割分担を具体的に提案し

同案は全体会で決定された。

①自然の目標については、検討時間が確保できな

かった。③財源確保については、新市民組織のＮ

ＰＯ法人化の問題などで話題となったが、十分な

検討には至らなかった。

県ＮＰＯ活動推進課を招いたＮＰＯ法人勉強会を

提起し、積極的に関わった。

規約案討議記録

会議名：新しい市民組織の規約草案について市川

市との協議

記録作成者：大河内

開催場所：市川市分庁舎・会議室

とき： 年 月 日（火）

出席者　市川市緑の推進課（高山、小泉）　北方

遊水池の会・役員（川野、鳥居）　運営検討分科

会・作業部会（酒井、森角、大河内）　以上　７名

冒頭、川野会長から、運営検討分科会で検討して

いる新しい市民組織の規約草案について、市側の

意向をお伺いできる機会を設けていただいたこと

への感謝の意が述べられ、議事に入った。

新しい市民組織の規約草案について



規約案討議記録

　作業部会　酒井氏から新しい規約草案につい

て、運営検討分科会で検討を重ねてきた。これは

１９年度の開園に向け、１８年度はその準備年と

とらえ、規約もその観点から検討しているもので

ある。また、事前に規約草案はお届けしているが、

基本は千葉県の 法に準拠しているものであ

り、第１章総則から第１１章雑則までで構成され

ている等の概要説明があった。

市の意向

　緑の推進課　高山氏、小泉氏から大柏川遊水池

（北方遊水池）への今後の対応を含め、規約草案

について、下記の通り市の意向が示されるととも

に、適宜アドバイスがあった。

（ ）基本的事項　大柏川調節池に関する現行ワー

クショップは、北方遊水池の会から種々の提

案・提言をいただいてきたが、ほぼ目的は達

成したと考えている。４月からは、遊水池の

管理の問題となる。

（ ）行政側の会への参画について

（イ）　上記の観点から、新しい市民組織「北

方遊水池の会」の規約には、行政側が会員、

オブザーバーなど名称のいかんを問わず、入

ることはないと考えている。

（ロ）　もし、１８年度に、規約の中に、何ら

かの形で行政が入ったとすれば、１％助成や

草刈りその他の補助金は一切受けることはで

きない。

（ハ）　草案の第２条に、事務所所在として、

「緑の推進課に置く」となっているが、これは

上記理由からできないので、「会長宅とか、理

事長宅とか」他の住所地に変更されたい。

（二）　草案第６条、第８条、第２１条、第２

８条、第２９条に「行政会員、云々」と表現

されているが、上記理由から削除されたい。

（ホ）　また、現行の「北方遊水池の会」の中

に規定されている行政会員に関する事項（第

３条、６条、７条、８条）、及び事務局に関す

る事項（第１５条）等についても上記理由か

ら削除されたい。

（へ）　新規約は、 法に準拠して作成さ

れているとのことであるが、新組織の志向が

よく分かると思う。あえて言えば、例えば、

目的にもっと「地域住民と一緒にやる」、「地

域学習に寄与する」とか、独自性を出すやり

方もあるのではないかと思う。

（ト）　また、会計はしっかりしたものとする

こと。即ち、財政基盤がしっかりしているこ

とを示すことが、今後の会の活動に必要であ

ろう。また、活動するにあたって、「費用対効

果」ということも十分考える必要がある。例

えば、会費だけでなく、個人的に会のために

負担しているものも、「寄付」という形にし

て、会計処理するのも一方法であろう。

（チ）　今後、管理が具体的になってくると、

どの団体に任せるかは、市の選択になってく

る。その際、市と団体間で管理について協定

書等を結ぶことになる。

（ ）市からの助成、補助金等について

（イ）　市の助成、補助金を応募した団体の中

から選定する場合、理事、役員が市川市の在

住か、在勤者であることが一般的である。勿

論、一般会員は地域に限定されることがなく、

広く参加できることが条件となる（これらを

備えているか、どうかが選定に際し評価）。

（ロ）　基本的に１％の助成を受けると、他の

補助（草刈り等）を受けることができないと

考える。

（ ）４月以降の池の管理について

今後遊水池の管理は、公園緑地課が担当する。

従って、緑の推進課を通して、早く同課と管

理について協議した方がよい。特に、①会の

ゾーニングの考え方を説明し、②草刈りにつ

いて協議するとともに、草刈り補助について

も条件を含め具体的に協議した方がよい。ま

た、水防小屋の貸借条件についても同様で

ある。

（ ）その他

（イ）　別途のワークショップについて 今後、

池の管理を進めていって、さらに市と市民と

が共に検討する必要があると市が判断した場

合には、新たな課題のもとにワークショップ

を設けることもあるだろう。

（ロ）　地域連絡会について 先に提案の地域

連絡会について、市の担当課が公園緑地課と

なることから、緑の推進課にて公園緑地課に

検討を依頼する。



運営検討分科会

　 後に、川野会長から、新しい市民組織「北方

遊水池の会」についての市の姿勢、規約について、

いろいろなご教示、ご指導に感謝します。本日の

お話、及びアドバイスをもとに会としての今後の

あり方を検討しますので、さらにご指導、よろし

くお願いします、との挨拶があった。

年度の課題

本年度の課題は、基本的に０５年度の課題のいく

つかがそのまま持ち越しとなっており、０６年度

は市の姿勢を踏まえつつ、引き続き残りの課題の

策定を行なう。　　　　　　　　　

遊水池の管理は、０６年４月から市川市・公園緑

地課が行なうことになっているが、県と市との間

で引渡し後の維持管理について、覚書の締結に向

け協議中とのことであり、締結後の市の姿勢がさ

らに明らかになるものと期待される。

上記のとおり、本年度は前年度の残りの課題を継

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。

開園後の利用者規定：継続検討

開園後の維持管理は、市川市が主体なので、

維持管理及び利用について、市民側の意向を

要望として取りまとめ市に提案する。開園時

間、禁止事項、注意事項、安全対策、防犯対策、

ゴミ対策等の検討された利用者規定は試行的

な運営維持作業・観察等にあって試験的に運

用し、開園までにより実効あるものとする。

市民側の開園後の運営維持管理に関する人員

配置：継続検討

具体的運営・維持作業について市民側の人員

態勢を検討する。「市民と行政の役割分担」に

ついて、今年の経験を踏えさらに検討する。

池の自然をどのように作り上げていくのか：

継続検討

生態系調査や植栽基本計画、試行的な運営維

持作業などを踏まえて、他の分科会とともに

検討し、目標をより具体化する。

市民側の運営維持管理に係る財源の確保：継

続検討。

必要経費をどう捻出するか。県・市の管理分

担と経費の予算化に対する働きかけ。

その他

遊水池の維持管理と自然環境の保全に役立て

るための勉強会や見学会。　

時宜に応じて出てくる課題への対応。

作業部会の活動について

年 月第 回分科会で、 年度の検討課題

「開園後の新しい運営組織」について、作業部会を設けて

推進することが決定され、メンバーとして、酒井、森角、

横山（孝）、大河内の 名が選出されたがその活動状況

は次の通りである。

作業部会では、分科会メンバーから出された上記

運営組織についての提案をもとに、検討を重ねた

結果、新しい組織体制として、①行政や市民、地域

諸団体等をメンバーとする市主体の協議機関地域

連絡会議、②市民が実際に運営維持管理する「新

しい市民組織」の２本立てとする案を取りまとめ、

９月の分科会に提案し、種々検討の結果、１０月

の分科会で承認された。また、遊水池の運営維持

作業の行政と市民との役割の分担（０３年度に策

定）についても作業部会が検討することとなり、

分科会メンバーの提案をもとに、策定することと

なった。

新しい組織体制について分科会の承認を得たの

で、全体会に諮る前に市側にこの考え方を説明し、

市の意向を確認することになり、１０月１８日、

三役及び作業部会メンバー出席のもとに、市・緑

の推進課及び公園緑地課の関係者に上記新体制に

ついて説明し、市の協力を要請した。その結果、

①市が主体となる「地域連絡会議」についての主

旨は了解した、庁内で検討したい、②「新しい市

民組織」については行政の云々するところではな

い、との意向が示された。また、作業部会で池の

運営維持作業の市民と行政の役割分担について検

討中である旨説明した。

以上の経緯を経て、１０月の全体会に開園後の

「新しい組織体制」について提案、了承された。ま

た、池の運営維持作業についての行政と市民の役

割分担について検討中である旨説明した。

池の運営維持作業に関連し、１１月１０日、市・

公園緑地課、緑の推進課の関係者と作業部会、各



分科会関係者が出席し、遊水池の現況視察が行な

われた。

１０月の全体会で開園後の「新しい組織体制」に

ついての承認を受け、作業部会では「新しい市民

組織」の規約の検討に着手し、規約草案を１月の

分科会に提案した。逐条検討を重ね、２月に分科

会としての草案が了承された。また、作業部会で

検討していた「１８年度運営維持作業の役割分担」

について、２月の分科会に提案し、了承された。

これを全体会に提案し、各分科会の意見を徴する

ことになった。

「新しい市民組織」の検討経緯を受けて、市との

協働態勢の趣旨に鑑み、現行規約と同様行政会員

の規定もあるところから、市の意向を確認するた

め、２月２１日、三役及び作業部会メンバー出席

のもと市・緑の推進課にその規約草案について説

明を行なった。これに対し、市側から１８年度以

降について①現行ワークショップは目的を達成し

たと考えている。従って、１８年４月からは池の

管理の問題となる。②市民組織の規約には、行政

は入ることはない。従って、１８年度以降規約の

中に行政会員に関する項目は記載しないこと、③

現在、事務局は、緑の推進課になっているが、別

途に事務所を設けられたい等の意向が示された。

作業部会は、この市の意向を分科会に説明すると

ともに、規約から行政会員に係わる項目を削除し、

事務所所在を会長宅にするなど修正した規約草案

を提出し、分科会の了承を得た。

３月の役員会、全体会で市民組織に対する市の姿

勢を説明するとともに、新しい市民組織の規約草

案を提案した。さらに、この規約は開園後の新市

民組織規約であるが、より実効あらせるため、承

認を得た上で、１８年度の適切な時期から試行的

に運用してゆきたい旨、併せ提案した。これに対

し、若干の修正意見があったので、再度分科会で

検討し、修正規約草案を全体会に提案したが、審

議未了で今日に至っている。また、「１８年度運

営維持作業の役割分担」については、一部追加修

正はあったが各分科会の了承を得られ、３月の全

体会で承認された。

啓発分科会

分科会記録

５年４月２日（土）第１２回（通算３０回）中

央公民館　１７名出席

１．野鳥班より３月２０日の野鳥観察報告　　

２．ＨＰ班よりＨＰ更新連絡①北方の由来②２０

０５年度活動スケジュール③今月の一枚

３．４月１６日の新会員への説明会への啓発分科

会の対応を話し合った。

４．２００４年度課題と実績（案）と２００５年

度の課題（案）の提示あり、話し合った

５．６月２５日の環境フェアーに参加する方向で

条件等を調べ、４月２２日の役員会にはかる事に

した。

６．「池の姿をどうしていくか？」について　①

「法面下湿地の姿」について話し合った結果を纏

め、今後、施設検討分科会主体で更に詰めて行く

事にした。②今後のテーマとして「水の管理」、

「水田の造成」などが出たがこれらを含めた検討

テーマの洗い出しを行うことになった。

５年５月７日（土）第１３回（通算３１回）中

央公民館　１５名出席

１．２００５年度啓発分科会メンバーと連絡 ①

啓発メンバー　３８名　（他に継続意向未連絡者

　８名は自然退会か？）　②電話番号、ＦＡＸ番

号、メール番号については、４月より施行された

個人情報保護法に準拠しメンバーの了解を得た項

目のみ開示する。

２．６月２５日（土）開催の環境フェアーへの参

加について話し合った。①展示スペース：ボード

（１８０ｃｍｘ１００ｃｍ位）１枚と長机１個　

②展示内容：・パネル２枚と写真数枚→昨年の市

民祭りの使用したもの　 ・縄文の貝の展示→これ

は長机に。 ・北方遊水池の会紹介のチラシ→昨年

の市民祭りの使用したもの

３．野鳥班より４月１７日の観察会の報告 →観

察した鳥たち　３５種

４．植生・昆虫班より４月１０日の観察報告

５．「池の姿をどうしていくか？」について 　①

柳の整理の件及び１－①の池のアシ、ガマの試行



啓発分科会

的整理の件は役員会を経て全体会にはかる事とし

た。②在来種の魚介類の放流を検討する為、どん

な魚介類がいたか調査を行う 　③高沢さんより

「池内の目的別ゾーニングを検討しては！」との

提案あり。　→高沢さんより素案を出して頂く事

とした。④斎藤啓太さん提案の「池の設計」につ

いて話し合い、これを基に今後検討を重ねていく

こととした。

年６月４日（土）第１４回（通算３２回）中

央公民館　１１名出席

１．６月２５日の環境フェアー当日段取りについ

て話し合った。

２．平成１６年度の活動報告と１７年度の検討・

実施項目「平成１６年度の活動報告と１７年度の

検討・実施項目」を確認し合った。

３．植生・昆虫班より５月１５日の植生・昆虫観

察報告

４．野鳥班より５月２２日の野鳥観察報告 →観

察した鳥たち　３０種 　珍しいアマサギを観察。

コアジサシの繁殖確認。

・５／２９の野鳥観察の後、池で「小亀」、「ハゼ

に似た魚」発見→斎藤さんが撮影。 　→在来種

の魚介類の検討（纏め：高沢さん）への情報　５．

ＨＰ班より５月１６日の更新連絡。　

６．「池の姿をどうしていくか？」について 「池

内の目的別ゾーニング案」（高沢さんと斎藤さん

提案）について話し合った。ゾーン別区分と今後

の検討項目（切り口）について全体会で提案する。

　７．開園後の展示について、内容、方法、展示

場所等、啓蒙については、環境学習・体験の内容、

施設・設備等について話し合った。継続検討課題

とした。

年７月２日（土）第１５回（通算３３回）中

央公民館　１５名出席

１．６月２５日環境フェア報告 参加３０団体位。

当会からは会員の来場者を含め１０名位で対応。

２．植生・昆虫班より６月１２日の植生・昆虫観

察と１９日の昆虫観察報告および５月１５日の柳

一斉調査の纏めの報告があった。

３．野鳥班より６月１９日の野鳥観察報告 →観

察した鳥たち　２３種。コアジサシが半島で営巣

していたが青大将などの侵入で壊滅状態であっ

た。コアジサシは市川の絶滅危惧種であり半島で

の繁殖活動は貴重。

４．ＨＰ班より６月の更新（２回）連絡　→イベ

ントのお知らせに環境フェアの様子を掲載　　→

会長挨拶文掲載。・遊水池の自然を更新

５．「池の姿をどうしていくか？」について　６

月１８日の全体会に提案した「北方遊水池ゾーニ

ング（案　その１）」についての報告→前回全体会

での討議内容を報告した。継続検討していく。

６．開園後の展示・啓蒙関連機能について　話し

合った結果を纏め、全体会提案することとした。

年８月６日（土）第１６回（通算３４回）中

央公民館　１１名出席

１．植生・昆虫班より７月１０日の植生観察とヤ

ナギ調査（ 回目）及び７月１０日の昆虫観察報告

２．野鳥班より 月 日の野鳥観察報告

３．現在行っている観察記録を今後動植物カレン

ダーの形に纏めて行く事を決めた。＊　出来る物

から作成していく。出来れば分布図も。

４．千葉生態園見学報告 見学結果を話し合った。

結論的には「行って良かった」。　内容は別途「千

葉生態園見学報告」に纏めた。

５．「池の姿をどうしていくか？」について　①

北方遊水池ゾーニングについて、６月の全体会で

の意見及び千葉生態園見学果を基に９月全体会に

改めて提案する事とした。②コアジサシ繁殖地整

備の件（提案）　コアジサシを来年も誘致する為、

９月全体会に提案することとした。

６．維持作業年間計画について　提出された叩き

台を基に話し合った。前述ゾーニングと絡め、池

の姿→観察→維持作業のサイクルの中で今後年間

計画を詰めていく。

５年９月３日（土）第１７回（通算３５回）中

央公民館　１０名出席

１．動植物カンレンダ－の作成について前回に引

き続き話合った。

２．植生・昆虫班より８月７日の植生及び昆虫観

察報告　２－①の池のツツイトモが消えた。６月

には確認している。来年しっかり観察する。

３．野鳥班より８月２１日の野鳥観察報告　ヒバ

リシギ（内陸湿地に鳥）が初めて確認された。

４． 班より８月３１日「注目の１枚」更新連

絡　・昨年６月から今年８月までのトンボ調査結

果　　・池を泳ぐアオダイショウ



分科会記録

５．「池の姿をどうしていくか？」について　①北

方遊水池ゾーニングについて纏めた。９月全体会

に提案する。　②コアジサシ繁殖地整備の件（提

案）を纏めて。９月全体会に提案する。

６．池毎の使用目的／管理維持作業について　８

月分科会からの継続である「池毎のカルテ案」を

９月全体会で報告すると同時に、他の分科会での

検討する資料として配布する事とした。

７．地下水位測定の件　　改修事務所からの会へ

依頼されている測定の目的、測定個所数などを詳

しく聞いて啓発分科会として引き受けるか検討

する。

年１０月１日（土）第１８回（通算３６回）

中央公民館　１２名出席

１．植生・昆虫班より９月１１日の植生観察　９

月１８日に下記を確認：　

・デンジソウ（絶滅危惧種）が繁殖している　

・７月頃にイトモ（絶滅危惧種）が消えていたの

で無くなったと思っていたが生育していることを

確認。

２．野鳥班より９月１８日の野鳥観察報告

３． 班より９月２５日の遊水池の植物・野鳥

更新報告

４．ネイチャークラフト班より１０月１６日に草

木染めを行う予定につき連絡。

５．市民まつりの展示品、会場設営等き話し合っ

た。昨年と異なる主な点は下記：　①２ブース出

展。１ブースは主として即売に使用。品物はネイ

チャクラフト班が作成中　②昨年使用の物に加え

新規パネル作成：地形図、動植物、その他

６．「池の姿をどうしていくか？」について　①

９月全体会に提案した「北方遊水池の目的別ゾー

ニングについて」は、全体会の意見を取り入れ、

今後具体的に検討を進めていく。　②９月全体会

で「ボッケ岬コアジサシ誘致作戦」が承認された。

　全体会の承認を受けて県改修事務所に 月

日お願いした所、ご協力頂けるとの回答を得た。

今後は、半島先端上部の草を抜き、砂利を敷き詰

める作業を進める。

７．池毎の使用目的、管理維持作業について　

「池毎のカルテ案」に基く詳細な検討を、新たに設

けた「池のカルテ班」（斎籐、高沢、酒井、伊藤、

荒井）で行う。本件は市の池に対する扱いと密接

に関係するので市との話し合いを開始するようお

願いする。

８．地下水位測定の件　啓発分科会で引き受ける

ことで役員会に報告する。新たに「仮称：水管理

班」（那賀、伊藤、植田、酒井、大峽）を設け対応

する。

年１１月５日（土）第１９回（通算３７回）

中央公民館　１０名出席

１．植生・昆虫班より１０月９日の植生観察報告

２．野鳥班より１０月１６日の野鳥観察報告

・カイツブリの巣と雛を確認→巣と雛が確認され

たのは夏のヒバリについで２例目

３．市民まつり（５日開催）の反省会

４．北部広場及びＶＣに関するプレゼンテーショ

ン提出資料について　素案について話し合った結

果、素案を修正しプレゼンに提出する事とした。

＜素案の構成＞　

１．ＶＣ関連　①７月の全体会に提出の「開園後

の展示・啓蒙関連機能」への補足

②ＶＣ利用に関連しての考慮して欲しい事項　

２．北部広場整備に関連しての考慮して欲しい

事項

５．地下水位測定の件　１０月２５日に真間川

改修事務所を訪問。観察井戸の配置図を見ながら

測定箇所、方法などについて意見交換した。詳細

（測定箇所の決定、方法など）について更に次回話

し合うこととした。
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年１２月３日（土）第２０回（通算３８回）

中央公民館　９名出席

１．植生・昆虫班より１１月１３日の植生観察

報告

２．野鳥班より下記報告：　①１１月２０日の野

鳥観察

・ホームページを閲覧しての初めての来園者が

名。

・オオタカがカラスを襲うという珍しい光景が見

られた。この池は猛禽類のハンティングの様子を

身近にみられる貴重な場である。

②野鳥班より 件報告あり

・今年営巣した鳥はコチドリ、コアジサシ、カイ

ツブリ、バン、ヒバリの 種でこの内、カイツブ

リとヒバリはヒナを確認。

・今年整備した「試行的コチドリ、ホオジロの繁

殖エリア」の維持経過写真の提示あり。次回全体

会で回覧する。

・「北方遊水池とり暦」のモデルが提示された。

３．池のゾーニング 　①年内に案を纏め 月の

分科会で話合い、 月の全体会へ提案する。

②他の分科会へは 月全体会で配布の「各池の

カルテ」を基に意見提出依頼 提出期限： 月

日）を行う。また、 月分科会への参加を呼び掛

ける。

４． 月の全体会資料「北方遊水池開園準備予定

表」について資料を基に話し合った結果：①新組

織発足まで会期を延長する事で了承。

②来年度の啓発分科会の活動項目（事業計画）に

「展示・啓発資料準備」を加える。

③新組織についての啓発分科会としての話合いを

今後続ける。

５．維持作業機材の纏め　今後、必要維持作業機

材を順次纏めていく。

６． ホームページ班より下記更新連絡：①１１月

２０日更新：スケジュールのページに今年度全体

会の日程と施設検討分科会予定を更新

②１２月４日更新　：遊水池の自然のページ「遊

水池の植物」にタチイヌノフグリ、タガラシ、ハ

ハコグサを追加。

年１月７日（土）第２１回（通算３９回）中

央公民館　１２名出席

１．植生・昆虫班より１２月の植生観察報告

２．野鳥班より１２月の野鳥観察報告

３．北部広場整備に関しての修正提案　１０月の

全体会で承認されました北部広場整備提案につい

て、啓発分科会にて種々意見が出され話し合った

結果を、 月に施設検討分科会に申し入れを致し

ました。その後、１２月の全体会でこの事を啓発

分科会の活動として報告した所、改めて修正案と

して全体会提案する事に決まりましたので再度分

科会で話し合いし修正提案する事にした。

＜要点＞　　①水防小屋の西側は機材置き場、作

業場所とする。②昨今の嫌な犯罪多発を考慮して

盛土、目隠し植栽はしないで見通しの良いオープ

ンな方が良い。③ 野鳥観察場生垣は現状で生垣

がなくても鳥への影響は変わらないことおよび有

ると観察しづらいので不要と考える。④北部広場

と棚池部の境に車止め（可動式）の設置

＊本件は 月 日の役員会で 月の全体会提案

は見送る事になりました。　４．一般公募野鳥観

察会実施提案の件　 月の役員会で提起された

表題について話し合った結果、実施提案すること

にした。

＜実施概要＞①時期　：　 月 日（日）　定

例観察会を一般公募として実施　　②募集方法と

募集人員　：　市の広報を通じて 名募集

５．市より説明のあった「ビジターセンター実施

設計案」について意見を纏めた。総論では市案で

了解。「身障者来園の視点」から話し合い具体的

な意見を纏めた。

６． 年度池のゾーニング設定提案の件　　

昨年 月全体会で「北方遊水池の目的別ゾーニン

グの考え方」について承認を頂いたのを受けて具

体的案を検討した結果を「 年度の設定」とし
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て纏め全体会提案することとした。

　＜要点＞　　①今回の提案は 年度のみの

設定とし、これから 年かけてしっかりしたも

のにしていくようにする。　　②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　　③ゾーニングは４ゾーンを設

定：・周辺部開放ゾーン　・自然環境活用ゾーン

　・生育環境整備ゾーン　・生育環境保護ゾーン

　　＊本件は 月 日の役員会で「２月の全体

会提案とする。その間、各分科会で検討」となり

ました。　７．維持作業用具一覧（０次案）　今

後必要に応じて順次、会として揃えて行くように

していくよう提案していく。　とりあえず素案と

して役員会、全体会に報告しておく。なお、観察・

実習・事務用機材も別途纏める。

年２月４日（土）第 回（通算 回）中央

公民館　８名出席

１．野鳥観察班より１月の野鳥観察報告

２．一般公開野鳥観察会の件

・全体会で、 月 日実施で決定

・一般者の当日の保険 円徴収当日の雨での中

止また欠席者分は会費より負担する。

・広報 月 日号　に掲載予定　原稿は、植田、

齋藤両氏で市と調整する。

３．昨年市民まつり会計報告　（芝田代表）

・収入（売上金＋カンパ費）、支出（各クラフト

班、ゲーム班の支出金）、寄付の三項目でまとめ、

２月の役員会へ提出する。

４．ゾーニング設定提案　施設検討会森角氏から

の提案を検討。

・北部広場、堤防上部の管理についての提案　里

山的管理の要素を入れる。

・一部外周法面下湿地の運用提案を自然環境活用

ゾーンに入れる。

・池の番号についての提案、過去の記録が啓発の

つけた番号で行っているので、このままの運用と

する。

・森角氏提案の自然目標等の表は、啓発の提案書

にあるので了承を得る。・北部広場、堤防上部、

法面、法面下部湿地については、今後既存のカル

テの様式に従いカルテを作成するので協力を依頼

する。・“専門家、アドバイザーの意見”について

は、現在の植生・野鳥観察会において毎月専門家

の意見を聞きながら進めている。必要に応じて、

県立中央博物館の研究員などの意見を求める。上

記上段 段の内容を訂正し２月の全体会にて提案

する。

５．維持作業部分担について

・運営検討分科会作成の役割分担については、基

本的に了解する。

・除草区分については、ゾーニングと同時に検討

した啓発の除草区分案を提案する。

＊ 年３月４日（土）第２３回（通算 １回）

中央公民館　８名出席

１．市よりのビジターセンター第 次提案につ

いて　第１次提案検討と同様に「身障者の来園を

視点」で話し合いあった。要点は下記。詳細は別

紙。　①ドアは引き戸に。　②集会スペースを使

用中でも玄関ホールから車椅子で行けるように

　③男子トイレと女子トイレを入れ換えた方が良

い。　④水防小屋のリホーム　⑤物置小屋の設置

を。⑥南側の３ｍ幅デッキをできるだけ延ばして

ほしい。

２． 月以降の活動予定について　今年度と同じ

ベースで活動予定（別紙）を策定。なお、維持作

業日については下記により変更が必要な場合は適

宜対応していく。① 新組織発足　②４月以降の

平日の入池の状況および　③除草作業の規模

３．３月１９日の一般公開野鳥観察会の当日の進

行について話し合った。　観察会リーダーは越川

さん、サブは斉藤さん。記事・写真は伊藤さんが

担当。

４．ゾーニング設定提案の今後の進め方　できる

だけ行政会員を交えて、継続して検討をしていく

こととした。

５．遊水池測定井戸についての県真間川改修事務

所との打合せ報告（ 月２１日実施）

＜改修事務所との打合せ内容＞　①測定井戸の数

　：２３　　②測定頻度　：週１回を希望。少な

くとも月１回　　③測定に要する時間　：１箇所

数分　④測定器具は改修事務所より貸与　⑤測定

結果フォーマットは追って改修事務所より提供　

⑥来月４月より実施を希望。

＜分科会での話し合い結果＞　来月４月より測定

回数月２回で引き受ける事とする。

６．法人化についての勉強　法人化について千葉
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県ＮＰＯ法人定款例などの資料に基づいて酒井さ

んより説明を　受けた後、話し合った。

年４月１日（土）第２４回（通算 ２回）中

央公民館　１０名出席

１．植生班より３月の植生観察会報告

２．３月１９日の一般公開野鳥観察会報告 　・応

募者総数　 名　内 名キャンセルがあり 名

が参加予定者数　・当日参加者数　９名　（参加

予定者の内、 名欠席

３．ゾーニング関連：現状調査の提案 　・開園前

の池の現状を記録して置く事の提案があった。こ

れは越川さん（野鳥班リーダー）から話があった

もので「近隣のこの種の施設」に初期の記録がな

い所が多く北方遊水池の場合は整備しておくと将

来貴重なデータになるとの提案。 ・今年度、池毎

に現状調査を実施することとした。

＜調査項目＞池毎に調査　・植生の概略　・水中

生物の概略　・水深　・写真　・時期：５～６月

頃と秋頃の２回を予定

年５月６日（土）第２５回（通算 ３回）中

央公民館　７名出席

１．野鳥班より４月野鳥観察報告　　観察３９種

２．半島に整備したコアジサシ誘致エリアの雛用

シェルター設置について　①４月に大田区森が

崎水処理センター屋上に整備されたコアジサシ営

巣地を見学し、管理している「リトルターンプロ

ジェクト」（リトルターン：コアジサシの英名）メ

ンバーから説明を受けた。その後、メンバー間で

シェルター設置について意見交換をしてきたが、

今回の分科会で設置することで意見の一致をみ

た。　② 中にコアジサシの飛来を確認した

ので善は急げと５月７日に設置することとした。

（５月７日実施済）

３．今年度の草刈に関する市との打合せ結果報告

　内容は添付打合せメモ参照

４．池の草刈りなどの維持作業の推進

市と合意した「草刈り・清掃」を実施するために

は、出来るだけ多くの会員の参加が必要であるの

で、まずは、入池日の拡大を図る。加えて、維持

作業に参加される方へは、現地で当日の作業内容

などを説明し協力を求める。　①草刈は新芽の内

に行うのが作業として楽なので早めの作業推進を

図ること、また、池の観察（草木、野鳥など）の

機会を増やすため、入池日を、毎週水、土、日の

週３日に拡大することを役員会に提案する。②集

合時間：午前１０：００と午後１時半　③集合場

所：水防小屋　④当面、下記の拡大入池日の当番

者を提案する。・毎週水曜：植田（大河内さんに

も別途お願いしてみる）　・毎週土曜：大峽、伊

藤　・毎週日曜：酒井、齋藤

５．一般公開自然観察会の開催　年間活動予定に

ある一般公開自然観察会を７月に開催するよう

ワークすることとした。

イベント活動

２００５年６月２５日環境フェアに参加

メディアパークで開催されたフェアに参加した。

参加３０団体位。当会からは会員の来場者を含め

１０名位で対応。フェアの状況は市川ＴＶが取材

に訪れ、当会のブースも放映された。７月２日～

８日の毎日１０時、１２時３０分、１５時、１８

時、２１時３０分の５回、放映された。なお、当

日の状況は当会ホームページに掲載。

２００５年１１月５日市民まつりに参加

大洲防災公園で開催された市民まつりに参加し

た。当日はからりと晴れて暑い位の良い天気に恵

まれ来場者も多く盛況であった。会のブースへも

朝から撤収時まで途切れなく入場者が訪れ即売

会、缶倒しは大盛況。池の模型、パネルも大勢の

方が熱心に見ていかれた。設営から撤収まで２０

名位の会員が関わって昨年に比し盛り上がった。

なお、当日の状況は当会ホームページに掲載。　

２００６年 月 日　一般公開野鳥会を開催

早朝から生憎の雨で心配したが、観察会開始時間

９時には嘘みたいに雨はやみ、曇り空になり観察

会ができた。　川野会長の挨拶の後、越川野鳥班

リーダーの話で観察開始。早速、斉藤慶太さんが

北部広場のキジ見つけて、一同感激。幸先の良い

観察会になりそうと一安心。春を告げる、本年初

見のツバメ、コチドリ、そしていつも遊水池を楽

しくしてくれている野鳥が勢ぞろいでした。残念

なのは、いつも顔を見せてくれていたオオタカの

姿がみえなかったことです。観察会終了時には、

生憎の天候にもかかわらず一般公募で参加された

９名の方々から満足の笑顔がみえホッとした観察
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会でした。（生憎の空模様で応募され方の内、２

名の方が不参加でした）

施設検討分科会

活動記録

平成１６年度第１３回（通算３１回）分科会（２

００５（平成１７）年４月９日）

・今年度（平成１６年度）の活動経過を振り返り、

反省や評価を交えながら、現時点での到達点を確

認する。

・来年度（平成１７年度）の検討項目について、

開園までのスケジュールを想定しながら、意見交

換を行う。個々の具体的検討については、次回の

会合以降から入っていくこととする。

第１回（通算３２回）分科会（２００５（平成１

７）年５月７日）

・新規会員交えての自己紹介　

・下記３項目を討議し、次回全体会（５月１４日）

へ提案することとする。①北部広場及びビジター

センターの基本設計に関する専門プロジェクト

チームの設立　②県真間川改修事務所との協議の

継続　③仮設のトイレ、水道、電気の設置

第１回全体会（２００５（平成１７）年５月１

４日）

・提案事項①、③は、概ね了承を得るが、市緑の

推進課の回答待ちとする。

・提案事項②も了承を得る。第１回協議に外周堤

防法面下の湿地処理の改善策を提案することと

する。

・代表、副代表は昨年同様の人選を公表し、了承

を得る。

第２回（通算３３回）分科会（２００５（平成１

７）年６月１１日）

・北部広場の基本設計（森角氏原案作成）の検討

を行い、次回全体会（６月１８日）への提案事項

とする。　

第２回全体会（２００５（平成１７）年６月１８

日）　→　北部広場の基本計画（案）が概ね承認

される。

・北部広場の基本設計（案）を提案し、概ね了承

される。

・前回提案事項①は、市緑の推進課との話し合い

形式に変更し、施設検討分科会が当会の窓口に

なって市との協議に臨むことで了承される。

・前回提案事項③は、一部の市民利用になるため、

できないとの市の回答を得る。

第３回（通算３４回）分科会（２００５（平成１

７）年７月２日）

・ビジターセンターの基本設計（川上氏原案作成）

の検討を行い、次回全体会（７月２３日）への提

案事項とする。

・外周堤防法面下の湿地処理の改善策（森角氏原

案作成）の検討を行い、真間川改修事務所との協

議（７月６日）の提案事項とする。

第１回（通算１１回）県真間川改修事務所との協

議（２００５（平成１７）年７月６日）

・北部広場の基本設計（第２回全体会で了承さ

れた会案）の資料提示と説明を行い、概ね了解を

得る。

・外周堤防法面下の湿地処理の改善策を提案し、

この案に沿って整備内容の詳細を検討するとの回

答を得る。

・観測井戸の水位調査について、来年度からは市

民側で行ってもらいたいとの県の申し入れを受

ける。

第３回全体会（２００５（平成１７）年７月２

３日）

・ビジターセンターの基本計画（案）が概ね承認

される。

・ビジターセンターの基本設計（案）を提案し、

概ね了承される。また、市からは、啓発分科会の

意見も含めて、今後の実施設計の段階で詳細を詰

めていくとの回答を得る。

第４回（通算３５回）分科会（２００５（平成１

７）年８月６日）

・北部広場及びビジターセンターの実施設計に向

けての当会の取り組み方や市との協働参画のあり

方（ルールづくり）等について討議し、その結果、

市緑の推進課との話し合いが必要であるとして、

市に申し入れることとする。

第 回市緑の推進課との話し合い（２００５（平

成１７）年８月２４日）

・北部広場及びビジターセンターの実施設計につ

いて協議を行う。



施設検討分科会

・市緑の推進課より、両者の今後の実施設計のス

ケジュールを下記とする旨、回答を得る。①市で

実施設計のたたき台をつくる。②９月中旬頃、当

会の窓口である施設検討分科会との協議を設け、

たたき台を提示する。③了承を得て、１２月末ま

でに実施設計を完了し、来年度整備の予算要求を

行う。④平成１８年２月議会で了承を得て、来年

度の整備に入る。

第５回（通算３６回）分科会（２００５（平成１

７）年９月３日）

・第１回市緑の推進課との話し合い（８月２４日）

結果をふまえて、問題点を洗い出し、次回市との

協議で北部広場の実施設計にあたっての要望事項

（森角氏原案作成）、および、ビジターセンターの

実施設計案（川上氏原案作成）をそれぞれ提案す

ることとする。

第４回全体会（２００５（平成１７）年９月２

４日）

・北部広場及びビジターセンターの実施設計に関

する市との話し合いの内容は、事前に全体会を通

して行うことを確認する。

第６回（通算３７回）分科会（２００５（平成１

７）年１０月８日）

・北部広場及びビジターセンターの実施設計に関

して討議を行い、下記の事項を討議、確認し、次

回全体会（１０月２５日）へ提案することとする。

①プレゼンテーション（実施設計に対する基本

設計の主旨説明）の早期の実施　②プレゼンテー

ションでは、北部広場及びビジターセンターの実

施設計への要望事項の申し入れ　③北部広場の実

施設計への要望事項（基本設計の補足として）

第７回（通算３８回）施設検討分科会（２００５

（平成１７）年１０月２２日）

・前回に引き続き、プレゼンテーションに向けて

の検討を行い、下記の事項を討議、確認し、次回

全体会（１０月２５日）へ提案することとする。

④（前回の③の続き）ビジターセンターの実施設

計への要望事項（基本設計の補足として）

・プレゼンテーションに臨む前に現地を確認する

必要があるとして、現地視察を行う。

第５回全体会（２００５（平成１７）年１０月２

５日）

プレゼンテーションの早期実施が了承された。

・提案事項①、②、③、④（上記第 回 回分科

会参照）とも概ね了承された。

第８回（通算３９回）分科会（２００５（平成１

７）年１１月８日）

・開園までの全体スケジュール（開園準備委員会

作成）をふまえて、当分科会の検討テーマ、検討

順序の確認を行う。

・県真間川改修事務所との協議が必要として、下

記事項をテーマにすることを確認する。①外周

堤防法面下の湿地処理の改善策について、県の検

討内容を聞く。②外周堤防補足植栽の実施を提案

する。③滞水確立年と滞水排水時間満水を聞く。

（生態系への影響が甚大であるため把握しておく

必要がある。）

プレゼンテーション（２００５（平成１７）年１

１月１８日）　

１２月７日に延期

・実施設計の作図を担うコンサルタントが欠席に

ため、実質のプレゼンテーションにならないとし

て、延期となる。

第９回（通算４０回）分科会（２００５（平成１

７）年１２月３日）

・プレゼンテーションに向けての対策を検討した。

プレゼンテーション（２００５（平成１７）年１

２月７日）

・出席者：市緑の推進課、コンサルタント、当会

三役、各分科会代表者、及び、会員傍聴者

・使用する資料は、全体会で了承されたもののみ

とし、第２回全体会の北部広場の基本設計案、第

３回全体会のビジターセンターの基本設計案、第

５回全体会の補足資料をもとに、詳細な説明を

行う。

・市緑の推進課、及び、コンサルタントからの質

問や意見は、全くなかった。

第２回（通算１２回）県真間川改修事務所との協

議（２００５（平成１７）年１２月１３日）

・第８回施設検討分科会（１１月８日）で確認し

たテーマに沿って協議を行う。①外周堤防法面下

の湿地処理の改善策については、県より整備の詳

細が提示される。② 外周堤防補足植栽の実施に

ついては、了解を得る。③滞水確立年と滞水排水

時間満水については、今後、コンサルタントに依

頼して正確に算定するとして、後日公表するとの
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回答を得る。④北部広場入口に引き込み戸を設け

ることについては、了解を得る。

第７回全体会（２００５（平成１７）年１２月２

０日）

・プレゼンテーション（１２月７日）、県真間川改

修事務所との協議（１２月１３日）の結果を報告

する。

・北部広場東側の道路沿いの水路を当会の基本計

画案では開渠整備としていたが、暗渠整備で工事

完了している問題については、市緑の推進課より、

県真間川改修事務所との調整不備が原因との回答

を得る。

第２回市緑の推進課との話し合い（２００５（平

成１７）年１２月２２日）

（市緑の推進課より、突然、話し合いの申し入れ

があり、当分科会の大表、副代表で話し合いに

臨む。）

・市側出席者：市緑の推進課、コンサルタント

・市よりビジターセンターの設計案（以下、市第

案という）が、平面図、立面図、イメージ図で

提示される。

・市第 案の内容は、木造平屋建て、吹き抜けナ

シ、陸屋根を特徴とし、全体会承認、プレゼンテー

ションを経た当会基本設計案と全く異なるものと

なっている。

・市緑の推進課は、市第 案とした主な理由を、

財政当局との調整で大幅な予算削減を余儀なくさ

れたためと回答。当分科会は、予算問題があると

しても、市第 案は、防水の問題、通風・採光の

問題、内外一体利用の問題など、大きな問題があ

るとして、根本に見直しを提言する。

第１０回（通算４１回）分科会（２００６（平成

１８）年１月７日）

・ビジターセンターの市第１案提示に至る経緯、

及び、問題点について討議する。市第１案は承認

できないとして、早急に、当会三役、役員会を通

じて、市との交渉を行うことを確認する。

・北部広場については、いまだ、市より実施設計

案の提示がないので、早期提示を要求することと

する。

・外周堤防補足植栽の実施を次回全体会（ 月２

８日）に提案することとする。また、北方小学校

児童を対象に、具体的準備検討に入ることとする。

第８回全体会（２００６（平成１８）年１月２

８日）

・ビジターセンターについては、早急に市と話し

合いの場を持つことを確認する。話し合いは、三

役出席で、当分科会代表、副代表で話し合いに臨

むことを確認する。・外周堤防補足植栽の実施に

ついては、了承を得る。

第３回市緑の推進課との話し合い（２００６（平

成１８）年２月３日）

・出席者：市緑の推進課、当会三役、施設検討分

科会代表、副代表

・市より、以下の回答を得る。

①ビジターセンターの市第 案は、大幅は予算

削減で混乱を招き、拙速の提示になってしまった

ものであり、白紙に戻す。次回全体会（２月２４

日）で、当会から代替案を提案してもらいたい。

②北部広場も予算が削られ、どこまで整備れきる

かも含めて、実施設計作成中である。近日に中間

報告として提示したい。③北部広場、ビジターセ

ンターとも、平成１８年度の単年度予算であり、

工事着手を今年夏頃とし、平成１８年度中に完成

を目指す。

第１１回（通算４２回）施設検討分科会（２００

６（平成１８）年２月４日）

・ビジターセンターの市第 案は廃案とし、以下

の手順で進めることを確認した。①早急に代替案

（以下、会第１案という）をつくる。②市との話し

合いを設け、その会第１案をベースに市側と調整

する。③次回全体会（２月２４日）へ提案する。

・外周堤防補足植栽については、北方小学校５年

生を対象に、２月１４日に実施。苗木の準備、ガ

イド人員、資料の作成などの細かい段取りを確認

した。

・平成１８年度運営・維持作業の役割分担（運営

検討分科会提案）の内容を検討し、草刈のやり方

に対して意見提示が必要として、次回全体会で意

見表明することとした。

・ゾーニング（啓発分科会提案）の内容を検討し、

さらなる検討の積み重ねが必要であり、次回全体

会では問題点の指摘に留め、承認については留保

することとする。

第４回市緑の推進課との話し合い（２００６（平

成１８）年２月７日）



施設検討分科会

・出席者：市緑の推進課、コンサルタント、当会

三役、施設検討分科会代表、副代表

・施設検討分科会より、ビジターセンターの会第

１案を提示する。

・会第 案の内容は、全体会で承認された基本計

画案を吹き抜けナシに変更したものを特徴とし、

基本設計案に朱記修正を施したものである。

・市より、会第１案では予算問題が解決できず、受

け入れられないとの意向表明で調整不調となる。

・市より、次回話し合いで、市側で会の基本計画

案をベースに平屋建ての案（以下、市第２案とい

う）を提示するとの回答があり、当会も了承する。

第５回市緑の推進課との話し合い（２００６（平

成１８）年２月１７日）

・出席者：市緑の推進課、コンサルタント、当会

三役、施設検討分科会代表、副代表

・市より、ビジターセンターの会の基本設計案を

ベースに、平屋建てにした案（市第２案）が提示

される。

・市第２案は平屋建て、変形寄せ棟の屋根形状を

特徴とするが、シルエットに問題があるとして、

再考することを要求する。市の修正案（以下、市

第３案）は、次回全体会（２月２４日）に提案し

てもらうこととする。

第１２回（通算４３回）分科会（２００６（平成

１８）年２月１８日）

・ビジターセンターの市第２案は廃案とし、次回

全体会提案予定の市第３案に対する対応策を討議

し、以下のことを確認した。

①会の基本設計案は会第１案を含めて、予算措置

上、断念せざるを得ない。平屋建ての方針は了承

する。　②実施設計に関する今後の対応は、当会

三役の下で、当分科会代表、副代表一任で対応に

あたる。　③実施設計に向けて、市、コンサルタ

ント、会の話し合いを今後とも継続し、実施設計

はその話し合いをふまえて進めて行く。　④北部

広場の実施設計の平面図がいまだ提示されていな

いので、早急の提示を市に再度要求する。

第９回全体会（２００６（平成１８）年２月２

４日）

・ビジターセンターの市第３案が提示される。

・市第３案は基本的に会基本設計案をベースに、

下記内容を特徴としたものである。①平屋建て　

②トイレは男女別　③屋根形状は切妻屋根である

が、切妻の向きが会基本設計案と逆　

・規模、間取りについては、大枠で、市第３案を了

承するが、屋根形状は変更が必要であるとして、

施設検討分科会より、修正提案（以下、会第２案

という）を、次回役員会（３月８日）を経て、次

回全体会（３月１８日）に提案することを了承さ

れる。

・外周堤防補足植栽（北方小学校５年生を対象）

の２月１４日の実施について、滞りなく完了した

旨を報告する。

第１３回（通算４４回）分科会（２００６（平成

１８）年３月４日）

・ビジターセンターの市第３案の問題点と、その

修正案である会第２案の検討を行う。　

第１０回全体会（２００６（平成１８）年３月１

８日）

シルエット案（会第２案）が承認される。

・ビジターセンターの会第２案（市第３案の間取

りのまま、立面図のみ新たに作成したもの）を提

案し、市第３案との比較考量（採光、通風、シン

ボル性など）を説明し、会第２案が了承される。

・市より、平成１７年度２月議会で予算承認され、

また、コンサルタント交えて検討した結果、予算

上も会第２案で可能である旨の回答を得た。

・会第３案の承認を受けて、実施設計の進め方に

ついて、近日に市との話し合いを設けることとし

た。また、市より、会で考えている仕様・仕上げ

を提示願いたい旨の申し入れがあり、併せてこの

市との話し合いで提示する約束をする。

第６回市緑の推進課との話し合い（２００６（平

成１８）年３月２２日）

・出席者：市緑の推進課、当会三役、施設検討分

科会代表、副代表　（コンサルタントは出席せず）

・当会より、北部広場及びビジターセンターの実

施設計に関して、今後詰めて行くべき課題や進め

方などについて提言し、それに対して意見交換を

行う。当会より、課題が山積する中、テーマをし

ぼった頻繁な話し合いの必要を提案したが、市は

時間がないなどの理由でそれには応じられないと

の回答を得る。

・当会より、ビジターセンターの仕様・仕上げの

詳細（案）を提示する。
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・市より、地盤が悪いため、ビジターセンターの

設置部分は、県整備の一環で、プレロード（盛土

をして、その自重の圧密沈下させ地盤を固める方

法）を行うが、その残土は北部広場の埋土に利用

するとの回答を得る。

第１４回（通算４５回）施設検討分科会（２００

６（平成１８）年４月１日）

・北部広場及びビジターセンター実施設計に関し

て、下記３項目を、三役を通じて、市に申し入れ

ることを確認する。　①市の窓口担当を明確にし

てもらうこと　②完成した実施設計図面（途中の

ものであっても）は、全体会などで当会に公表す

ること　③当会は公表された実施設計図面の点検

を行うが、修正の必要が生じたときは、市は図面

修正を行うこと

・自然環境復元及び維持管理方法（ゾーニングを

含めて）について、森角氏が作成した原案をもと

に、検討を行う。また、池の現状を把握する必要

があるとして、近日に現地視察を行うこととする。

現地視察（２００６（平成１８年）４月９日）

・ビジターセンターの配置（プレロードの盛土位

置）を確認する。

・北部広場北側道路との境界部分に歩道がないた

め（外周柵は県整備で設置済み）、設けるよう提案

する必要がある。　その他、視察での意見省略。

第７回市緑の推進課との話し合い（２００６（平

成１８）年４月１９日）

・出席者：市緑の推進課、コンサルタント、施設

検討分科会代表、副代表

・市より、下記事項の提示があり、意見交換した。

①前回第１０回全体会（３月１８日）で承認され

たシルエット案をもとにしたビジターセンターの

計画案（以下、市第４案という）。提示図面は、平

面図、立面図、断面図　②前回第６回市との話し

合い（３月２２日）で提示したビジターセンター

の仕様・仕上げの詳細（会案）に対する、市の案

　③北部広場の実施計画案（以下、市第１案とい

う）。提示図面は、計画平面図、造成平面図、電気

設備平面図、植栽平面図、施設平面図、給排水設

備平面図の６種

・①については、間取りの問題（トイレスペース

が大きくなったが、事務室、南東隅の部屋が小さ

くなった）、通し柱の断面が小さく大壁になって

いる問題、小屋裏収納スペースが不明確な問題な

ど、問題点を指摘したが、③についてと併せて、

当会で持ち帰って検討し、後日、改めて修正案を

提示することとする。

・②については、集成材の使用箇所、床の仕上げ

など不明な点を指摘する。床材は未定となる。

第１１回全体会（２００６（平成１８）年４月２

２日）

・市緑の推進課より、今年度の新人事の発表を受

ける。

・第７回市緑の推進課との話し合いの結果を報告

する。施設検討分科会より、市の案に対して修正

提案すべき事項があるので、近日中に申し入れる

こととする。

第８回市緑の推進課との話し合い（２００６（平

成１８）年４月２４日）

・出席者：市緑の推進課、施設検討分科会代表、副

代表

・ビジターセンターの市第４案に対して、当会か

ら以下の理由などを説明し、修正案（以下、会第

３案という）を提案する。①構造について、市第

４案では、強度上脆弱であり、地震時に柱のせん

断破壊のおそれがあるため、通柱は大断面とし、

結果として柱表わしの真壁構造とする必要がある

こと。構造の問題は、経済性よりも安全性を重視

すべきこと　②事務所、トイレ、シャワー室廻り

の間取りについて、市第４案では、煮詰められて

いないようで、特に、事務所が常時２名しか収容

できない狭さでは問題があること　③小屋裏収納

スペースの位置の提示と北側切妻部の窓形状をシ

ンメトリーになるようすることの指摘　④下屋を

３寸勾配でなく、２ ５寸勾配に戻すことの指摘

とその意味

・また、使用・仕上げについても、変更すべき事

項をその理由を説明し、提言する。

第１５回（通算４６回）分科会（２００６（平成

１８）年５月１３日）

・第８回市緑の推進課との話し合いで提案したビ

ジターセンターの会第３案について、内容含め了

承し、次回全体会（５月２６日）に会第３案に対

する市側の対応についての説明を求めることと

する。

・北部広場については、市第１案に対して、修正
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すべき事項を確認し、市に提案することとする。

下記に主な修正事項を列記する。①入口広場の大

きさの変更と北側道路の歩道と外周柵との取り扱

い　②駐車場とビジターセンターの位置の変更　

③ビジターセンター周りの交叉点広場の変更　④

園路の幅員変更　⑤管理用道路、園路は、県整備

の外周堤防管理用道路と同じ土系舗装にすること

　⑥植栽計画の変更

・その他、以下の事項を検討する。①平成１８年

度の草刈について　②５月１１日に行われた中村

アドバイザーの講演について　③昨年度（平成１

７年度）の積み残した課題の整理と、そのための

棚池、特に子供のために開放する 上段の棚池、

の自然環境復元の仕方と利用方法の検討の必要

第１２回全体会（２００６（平成１８）年５月２

６日）

・市緑の推進課より、ビジターセンターの会第３

案（４月２４日市に提案）に対する見解、及び、北

部広場の当会の修正事項申し入れに対する見解が

公表された。《ビジターセンターに関する市の主

な見解》　①下屋の屋根勾配は、会第３案のよう

に、２ ５寸勾配にする。　②柱断面は、市第４案

でも必要な強度は確保されているとして変えず、

経済的な大壁構造のままとする。　③事務所、ト

イレ、シャワー室部分の間取りは、市第４案のま

ま変えない。

《北部広場に関する市の主な見解》

　①入口広場は、提案どおり、広くする。　②北

側道路の歩道は、自然な蛇行を持つ線形とする。

　③ビジターセンター周りの交叉点広場は、管

理車両の通行を考慮して設定する。　④園路幅員

は、公園管理上、３ｍとする。また、ビジターセ

ンター南面前庭は１ ８ｍとする。　⑤ 県整備の

土系舗装は容易に風化し、公園管理上難点がある

などの理由で、管理用道路、園路は、市第１案ど

おり、アスファルト舗装のままとする。

第１６回（通算４７回）分科会（２００６（平成

１８）年６月３日）

・前回全体会（５月２６日）での北部広場及びビジ

ターセンターに関する市の見解について検討を行

い、以下の方針を確認する。　①北部広場につい

ては、概ね了承するが、管理用道路、園路の舗装

については、土系舗装は譲れない。　②ビジター

センターについての今後の対応は、代表、副代表

に一任する。その後、代表、副代表で討議した結

果、市の見解に対する意見を次回全体会（６月２

４日）に提案することとする。

・今年度の検討課題を洗い出し、それぞれについ

ての検討方針（検討テーマ）を討議する。

　《今年度の検討課題》

　①北部広場及びビジターセンターの実施設計へ

の対応について　②遊水池内の自然環境復元、創

造の整備と利用について　③補足植栽について　

④ 北部広場入口の命名板とビジターセンター内

の常設展示内容について　⑤その他、施設案内表

示の設計や安全対策について

・後半は、現地視察（ミニ自然園の見学を含む）

を行う。

第１３回全体会（２００６（平成１８）年６月２

４日）

・北部広場及びビジターセンターに関する市見解

に対する意見を提案し、概ね了承される。また、

出席された市公園緑地課も提案意見について庁内

協議するとの回答を得る。

第１７回（通算４８回）分科会（２００６（平成

１８）年７月８日）

・前回全体会（６月２４日）の北部広場及びビジ

ターセンターに関する市見解に対する意見表明だ

けでは不十分として、次回全体会（７月２１日）

に、下記の３事項を提案することとする。　①昨

年度中に締結するとしていた県と市との覚書は、

どうなっているのか。　②実施設計の作図の進捗

はどうなっているのか。　③建設に入るための手

続（農地転用手続や確認申請手続など）の進捗は

どうなっているのか。

・遊水池内の自然環境復元、創造に向けての整備

と利用について（主に下記事項について）検討す

る。　①外周堤防の北東部法面下の整備　② 上

段の棚池の特に子供への開放についての利用方法


