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前回までの振り返り

資料１
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令和3年度懇談会の開催状況

第１回懇談会（１月15日） 開催済

参加者：学識者、沿川自治会、市

① 境川沿川まち歩き（元町・中町・新町）

② かわまちづくり支援制度について

③ 自由意見交換

第２回懇談会（２月10日） 開催済

参加者：学識者、沿川自治会、関係団体（利活用、商工観光関係）、市

① 「かわまちづくり」支援制度について

② これまでの境川修景整備検討について

③ 懇談会の位置づけ及び今後のスケジュールについて

④ 第１回懇談会の振り返り

⑤ 各関係団体の活動について

⑥ 全体討議

第３回懇談会（３月29日） 本日

参加者：学識者、沿川自治会、関係団体（利活用、商工観光関係）、千葉県葛南土木事務所、市

① 前回までの振り返り

② 意見交換「境川での様々な活動」について

③ 意見交換「市役所周辺エリア（Ｄ1-1ゾーン）の整備」について

④ その他
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前回までの振り返り 第1回懇談会

まち歩きコースマップ
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Ｃゾーン左岸（猫実側）グループ１

平成27年度修景整備済

Ｃゾーン左岸（猫実側）グループ２

平成27年度修景整備済

Ｃゾーン左岸（猫実側）グループ３

平成27年度修景整備済

まち歩き Ｃゾーン左岸（猫実側）

平成27年度修景整備済
Ｄ1-1ゾーン 境川排水機場 Ｄ1-1ゾーン 境川排水機場（内部）

Ｄ1-1ゾーン 境川排水機場

（雨量局・浄化ポンプ）

Ｄ1-1ゾーン右岸（東野側）管理用通路

令和４年度以降に修景整備を検討中

Ｄ1-1ゾーン右岸（東野側）

境川公園

Ｄ1-1ゾーン左岸（猫実側）

親水施設

Ｄ1-2ゾーン右岸（富岡側）

富岡中学校前の花壇
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まち歩き：市役所周辺ゾーン

前回までの振り返り 第1回懇談会



Ａゾーン右岸側

旧町役場跡
Ａゾーン（新橋上流側）

Ａゾーン（新橋上流側）

親水施設へのアクセス階段

Ｂゾーン（新橋下流側）

緩傾斜護岸（階段形状の護岸） 工事現場

Ｂゾーン（新橋下流側）

緩傾斜護岸（階段形状の護岸） 工事現場
Ｂゾーン 旧宇田川家

Ｂゾーン 旧大塚家 Ｂゾーン（記念橋上流側）
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まち歩き：新橋周辺ゾーン

前回までの振り返り 第1回懇談会



Ｄ2ゾーン（高洲橋）
Ｄ２ゾーン右岸（高洲側）

（高洲橋下流側）

Ｄ２ゾーン右岸（高洲側）

カヌー艇庫（明海橋）

Ｄ2ゾーン（明海橋）
Ｄ２ゾーン左岸（明海側）

（明海橋下流側）

Ｄ２ゾーン左岸（明海側）

（明海橋下流側）

Ｄ２ゾーン左岸（明海側）

（日の出橋上流側）

Ｄ２ゾーン左岸（明海側）

（日の出橋下流側）

Ｄ２ゾーン左岸（明海側）

河口部

バス乗車時の手指消毒

（浦安市総合公園前）
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まち歩き：日の出橋周辺ゾーン

前回までの振り返り 第1回懇談会



懇談会

（市役所会議室）
グループ意見交換（グループ１） グループ意見交換（グループ２）

グループ意見交換（グループ３） 陣内先生（左）・佐々木先生（右）

開催状況（懇談会）
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前回までの振り返り 第1回懇談会



（学識者）
法政大学 陣内 秀信 特任教授
早稲田大学 創造理工学部 社会環境工学科 佐々木 葉 教授

（沿川自治会）代表者9名
第８区自治会、堀江三丁目自治会、猫実三丁目自治会、美浜三丁目自治会
入船リバーサイド自治会、レジアスフォート新浦安自治会、潮音の街自治会
パークシティグランデ新浦安自治会、タイムレスタウン新浦安自治会

（関係団体）代表者10名
境川であそぼう実行委員会、浦安水辺の会、浦安市カヌー協会、ふるさと浦安かっぱ村
うらやす景観まちづくりフォーラム、みどりのネットワーク
一般社団法人浦安観光コンベンション協会、浦安商工会議所
公益社団法人浦安青年会議所、株式会社オリエンタルランド

（事務局）
道路整備課 須賀課長、西村課長補佐、田中工務係長

河本主任主事、竹内主任主事、岩楯主任主事、宇田川主任主事
商工観光課 金島主任主事
郷土博物館 島村副主幹

（事務局補助）
公益財団法人リバーフロント研究所、株式会社建設技術研究所 8

前回までの振り返り 第2回懇談会

出席者



参加者 集合写真① 参加者 集合写真②
関係団体発表

境川であそぼう実行委員会

関係団体発表

浦安水辺の会

関係団体発表

浦安市カヌー協会

関係団体発表

浦安市郷土博物館

懇談会開催状況
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前回までの振り返り 第2回懇談会



関係団体発表

ふるさと浦安かっぱ村

関係団体発表

うらやす景観まちづくりフォーラム

関係団体発表

みどりのネットワーク

関係団体発表

公益社団法人浦安青年会議所

関係団体発表

一般社団法人浦安観光コンベンション

関係団体発表

浦安商工会議所

懇談会開催状況写真
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前回までの振り返り 第2回懇談会



昭和30年代には水辺に入って行ける場所があり、子どもたちは川の中で遊んでいた。 第1回懇談会

20年前は両岸にハゼ釣りをしている人がたくさんいたし、水と親しんでいる子供たちがいた。 第1回懇談会

昔の浦安は汽水域で半農半漁と言われるだけあって、ほとんど田んぼであった。そいう原風景を浦安の中に残
してあげたい。

第2回懇談会
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過去の風景

前回までの振り返り 主な意見１

中町地区より新町地区の川の水がキレイで驚いた。 第1回懇談会

一本の川が性格の違う３ゾーンを繋いでいてドラマチックである。 第1回懇談会

D1-1ゾーン右岸（東野側）の河川管理用通路は、普段歩くことがなく新鮮だった。 第1回懇談会

水門やまち並み木の景色がよいので、修景整備ができるとなおよい。 第1回懇談会

ヨーロッパのように旧市街地と新市街地がつながっている街は、他にないのではないか。 第1回懇談会

ゾーン毎にいろいろな史跡やビューポイントがあるが、活かせてない。 第1回懇談会

気付き

昔は子供たちが泳いだり、ハゼ釣りをしたり水辺と親しんでいた。汽水域の半農半漁が原風景だった。

性格の違う３ゾーンがドラマチック。ゾーン毎に史跡やビューポイントがある。
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前回までの振り返り 主な意見２

今後やりたいことや提案

飲食、パドルレース大会等のイベント、乗船やＥボート体験、マルシェ等やってみたい。
河口窪地の活用、親水テラスの活用、賑わいと子供たちのためのイベント、汽水域の復活等の提案。
母なる川である境川の護岸で縁日・飲み会ができると良い。 第1回懇談会

パドルレース大会（市長杯）を開催することで、若い人が参加すると親もくる。境川やまちも活性化し、出店も出せばそれなり

に成り立つのではないか。
第1回懇談会

水辺に入っていける場所があり、境川で泳ぐ練習ができ、泳ぎを教える人がいるとよい。 第1回懇談会

日常使用、イベント時の使用を分けて考えることが大事である。 第1回懇談会

河川管理者と浦安市、市民の声をうまく回すために市民としてできることは何か、市から具体的に示していただければ、自治会

でこんな声をあげようという話ができる。
第1回懇談会

境川の両岸の自治体や事業者が護岸や管理用通路の清掃活動が分担してできるような方向で考えている。 第2回懇談会

浦安市長杯カヌーマラソン大会 ディズニーランド一周約15㎞ 第2回懇談会

Eボート大会（10人乗りゴムボート） 第2回懇談会

境川（主として新橋～江川橋間）の親水護岸の環境改善を図り多くの市民が楽しんで散策できる魅力づくりに市民団体として協

力し声を上げて実現を目指したい。
第2回懇談会

ビオコリドーの形成：浦安のかつての自然特性である汽水域の自然と生物の復活 第2回懇談会

ふるさとの川としての意識の向上 第2回懇談会

境川河口の高洲側窪地の親水公園としての総合的公園づくり（干潟的環境形成、多様な環境整備、樹木・花壇などみどりの景観

形成、自然観察・バードウオッチング）
第2回懇談会

中高生にＳＤＧｓの実践計画を策定してもらう事業において、境川を題材に何かしらの事業を提案する可能性はある。 第2回懇談会

東水門から今川橋あたりまでのＥボートの運航には、親水テラス（東水門下）か、船係留の辺りから乗船できれば、船からの景

観（桜・こいのぼり）が楽しめる。
第2回懇談会

親水テラスが、もっと市民が親しめる浦安の水辺の拠点になるようなことが考えられないかと思います。川の駅という発想が実

現することを希望します。
第2回懇談会

飲食店の誘致 第2回懇談会

地域の賑わいと子供たちのためにイベントの開催（提案）

①七夕祭り（両岸の七夕飾りとLED電球を使った天の川）②灯篭流し③春秋２回の「お囃子船」を中心としたパレード④川沿いの

プレイロットを使った音楽会などのイベント

第2回懇談会

川床に生息する「リュウノヒゲ」の生息により、その保護の観点から、ヘドロの一斉除去などが難しいという話を聞いたことが

ある。「池の水を全部抜く」ような企画をテレビ局に持って行こうかと思っていたことがある。
第2回懇談会

�境川河口の窪地について、市民みんなで創る参加型の公園づくり：計画案づくりと体験型ワークショップを開催しながら計画案

を作成。体験型ワークショップの内容例：淡水池・田んぼ、ビオトープづくり、緑化・花壇づくり、実験的にイベントやマル

シェの開催、乗船体験などを行い、広く市民の参加を募りながら、境川全体への意識を高めていく

第2回懇談会

境川の乗船体験（川から見た「まち」の視点）、イベント、マルシェの開催などは、境川を知ってももらうと同時に、活用方法

などをイメージしてもらうのに有効
第2回懇談会



防災や修景整備・利活用の幅が広がるため、河口部に水門・排水機場の設置が必要。 第1回懇談会

河口部の水門・排水機場については、市民にあまり知られていない。費用対効果など情報をもっと出したほう
がよい。

第2回懇談会

施設（河口水門・排水機場）

河口水門・排水機場があると利活用の幅が広がる、費用対効果等の情報を出してほしい等

境川公園と管理用通路との連続性がなくて残念。 第1回懇談会

川沿いにある公有地、遊休地を活用し休憩場所あるいは緑空間、小さなイベントの会場として利用 第2回懇談会

河川沿いの植栽や花壇などに散水栓の設置、トイレ、休憩場の設置、これによって水と緑の道が形成できる 第2回懇談会

管理道沿いの草花の管理などの活動は、水やりが必須のため、散水用の水栓があるのが望ましい 第2回懇談会

駐車場、カヌー置き場、スロープ、浮桟橋など地上の設備（電気・水道・GAS、船溜まり周辺の整備と全面開
放）も含めて検討していただきたい。

第2回懇談会

川の横の緑道や公園を川と結びつける場所（トイレや休憩所）をスポット的に整備すれば、まち側の人たちと
川側の人たちで一緒にものごとができる。

第2回懇談会

新浦安駅前のような、インキュベーション施設のようなものがあることが望ましい。 第2回懇談会

管理用通路（D1-1ゾーン右岸・東野側）の舗装が必要。 第1回懇談会

管理用通路部は可能な限り広く使えるとよい。 第1回懇談会

境川公園と管理用通路との連続性がなくて残念。 第1回懇談会

中流域は、管理道が整備できていない為、雑草が多く人が歩かない。ゴミの量も多く、バイクや自動車が駐車
されている箇所もある。

第2回懇談会

中町地区の境川管理道は未整備の為雑草が多く、ゴミなどが捨てられている。 第2回懇談会

施設（管理用通路）

施設（陸側）
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前回までの振り返り 主な意見３

D1-1ゾーンの管理用通路の舗装が必要、境川公園との連続性がない、未整備部の雑草・ゴミの問題等

散水栓や遊休地を活用した休憩所、駐車場等があると便利。境川公園と管理用通路の連続性がない等



階段で川辺に降りられるように整備されている親水施設が、立入禁止で使用できない。（川に触れることがで
きない）

第1回懇談会

護岸の耐震性に問題はないのか。 第1回懇談会

西水門付近は小段に降りられない。また、転落防止柵も無く危険であり、整備としては不十分である。 第1回懇談会

Ｅボートやカヌー活動に子供たちを安全に乗船させる浮桟橋があるとよい。 第2回懇談会

干潮時は水面まで２ｍ近い護岸を、カヌーを片手に担いで梯子で降りる状況である。誰でもが安全に水面にア
プローチできる施設が設置されたらよりカヌー等の活動が活発になる。

第2回懇談会

カヌー利用時に安全に境川に降りるための施設を作ってほしい。 第2回懇談会

川岸で乗船できる場所や水に触れられる拠点施設があれば、より観光のPRができる。 第2回懇談会

駐車場、カヌー置き場、スロープ、浮桟橋など地上の設備（電気・水道・GAS、船溜まり周辺の整備と全面開
放）も含めて検討していただきたい。

第2回懇談会

中町地区は、護岸が高く境川と親しみのある空間になっていないため、早い整備が望まれる。 第2回懇談会

下流域の護岸に階段がついているにもかかわらずに、柵と鍵がついていて、親水性を疎外しているのは残念。 第2回懇談会

水辺へのアプローチが改善されると公園やオープンスペース、緑道との一体的利用が可能になる。 第2回懇談会

駐車場、カヌー置き場、スロープ、浮桟橋など地上の設備（電気・水道・GAS、船溜まり周辺の整備と全面開
放）も含めて検討していただきたい。

第2回懇談会

Dゾーンには降りることができる階段があったと思うが、その下の親水施設が沈んで使えない状況になってい
たと思う。早急に安全に使えるように、行政が整備をするべきではないか。

第2回懇談会

元町は、堤防はしっかりできているが、川に子供が落ちた場合に助けることができないような護岸になってい
る。川底まで着くような階段等があれば大人が入って助けることが出来る。

第2回懇談会
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前回までの振り返り 主な意見４

施設（護岸、水辺へのアクセス）

親水施設が利用できない状況である、水面にアプローチできる施設がない、水辺に親しめない等

西水門付近は小段に降りられない。また、転落防止柵も無く危険であり、整備としては不十分である。 第1回懇談会

元町は、堤防はしっかりできているが、川に子供が落ちた場合に助けることができないような護岸になってい
る。川底まで着くような階段等があれば大人が入って助けることが出来る。

第2回懇談会

江戸川区や江東区では水路がたくさんあるが要所、要所にロープが付いた浮き輪が手すり等に設置されている。 第2回懇談会

現状でカヌーが安全に乗り降りできる施設はない。 第2回懇談会

入船区間で子供が川に落ち、それを助けに飛び込んだタクシー運転手が泳ぎ着ける場所まで延々と泳がざるを
得なかった、という目撃情報

第2回懇談会

施設（安全安心）

転落防止柵がなく危険な状態の箇所がある、カヌー利用時に安全に乗降できない等
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前回までの振り返り 主な意見５

環境（生物）

水門間の水の交換による流れ、酸素供給がなされて水質が改善されると市民が水辺に親しむようになり、生物
の復活にも結びついてくると思う。

第2回懇談会

汽水域を再生させることにより、多様な生物の復活につながると思う。 第2回懇談会

水門間の水位管理区間でも水の流れが必要。臭い等の問題がある。 第1回懇談会

境川をかつてのように泳げる川にしたい。 第1回懇談会

水面利用をするにも、水がキレイでないとできない。 第1回懇談会

D2ゾーンは、冬はキレイだが夏は赤潮や青潮が発生する。 第1回懇談会

川に触れられると自然に水をキレイにしようと思う。 第1回懇談会

水質浄化について県と市に要望をした。この会としても要望を出してほしい。 第1回懇談会

浚渫を境川かわまちづくり計画から千葉県の河川整備計画への位置づけを働きかけたい。 第1回懇談会

水門間の水の交換による流れ、酸素供給がなされて水質が改善されると市民が水辺に親しむようになり、生物
の復活にも結びついてくると思う。

第2回懇談会

河口部の水門・排水機場の整備で東水門から下流の水質は悪くならないのか心配である。 第2回懇談会

水質の改善を図るため下水道未接続の解消、水門開閉頻度の大幅増を求めたい。 第2回懇談会

親水という観点では、濁った川の水というのは抵抗があるので、生活排水などの在り方や、ヘドロなどの浚渫、
ゴミの除去について、継続的な試みが必要。

第2回懇談会

環境（水質）

水の流れがない、臭いや生活排水・ヘドロの対策、水質改善による水辺への親しみの復活等

水の流れによる酸素供給が生物を復活させる、汽水気再生により生物の多様性が生まれる。



もっと若い方、女性の方々、子育て世代の人たちが積極的に参画できる懇談会運営を期待する。 第2回懇談会

誰もが境川に興味が持てるような「川まちづくり」の取り組みになることを願い、多くの市民にご意見をいただ
けるよう、広報での公開を希望する。

第2回懇談会

公衆トイレの設置など近隣住民の理解と協力が必要であり、今回の「境川かわまちづくり」で話し合いを深め、
一日も早い利活用が望まれる。

第2回懇談会

境川は浦安のシンボルとして認識している。卑しいという見方をする人もいる「金儲け」に境川が利用されるこ
とや、外部事業者の参入可能性ということに対して、市民・住民の理解が得られるか。もし、そのような施設が
必要だということになった場合、透明性を確保しつつ、理解を得られるよう説明をしていく必要が今後あり得る。

第2回懇談会

「かわまちづくり」は持続的に行わなければならないので、予算の確保、つまり民間がその「かわまちづくり」
の中で利益を生み出し、そこから維持管理などに資する原資の一部を調達する必要がある。

第2回懇談会

江戸川・見明川・境川に面した水面と三番瀬・総合公園・高洲公園・ディズニーランド周辺の海岸線を含めた水
際線は浦安を特長づける自然資産である。境川の次も視野に入れた計画策定をお願いする。

第2回懇談会

河川の親水化には権限と責任、予算措置などいろいろと困難な課題があるが、それを乗り越えて実現させた先進
事例から学ぶべき。（江戸川区など）

第2回懇談会

法令など様々な規制、制約等がある中で、一定の目的(環境整備)に向け、関係者がこれまで以上に柔軟な考えの
もと、具現化していく方法を追求していく姿勢が求められるものと考える。

第2回懇談会
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前回までの振り返り 主な意見６

河川一時使用届や護岸柵の鍵の借用等の事務を浦安市が代理で実施していただけると、近隣自治会や事業者等で
河川愛護のための清掃ボランティア活動が推進し易くなる。

第2回懇談会

入船橋から下流域は、護岸の階段に鍵がかかっていて降りれない。県の事務所まで鍵を借りにいかなければなら
ないため、浦安市で鍵の借用を代行してもらえると助かる。

第2回懇談会

小学校の授業の体験等で、境川を利用した水辺での活動を提案しているが、許可なしに降りてはいけないという
状況で、何かを企画しても学校からの了承は得られない。

第2回懇談会

現在は許認可に煩雑で労力がかかる。 第2回懇談会

市民利用のルールづくり 第2回懇談会

許可・管理

意見聴取・合意形成・資金・計画など

一時使用届や鍵借用の手続きに労力する、許可が必要なため小学校に水辺活動の理解が得られない等

多様な世代の参画が必要、トイレ設置等の住民理解が必要、かわまちづくりの中での利益確保等



境川であそぼう実行員会

• 今回参加している団体のほとんどが当団体に参加している。

• 楽しく境川に親しんでもらうということが大きな目標で活動している。

• 境川のクリーンアップということで、護岸及び管理用通路などのゴミ拾いをしている。

• 境川クリーアップ後に、べか舟乗船や自然観察、ハゼ釣りを行っている。

• かわまちづくりを通していろいろな団体と意見交換ができる場を来年度は作っていければと思う。
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浦安水辺の会

• 「浦安の安心安全な水辺」を目標に水辺であそぶ活動を行っている。

• 水辺ガイドは、リバーウォークとして境川の西水門から東水門までを説明しながら歩くことを行っている。

• 「水辺に乾杯」というイベントを行っている。

• A～Cゾーンは使い勝手が良いのでカフェテラスの時にEボート体験乗船を実施した。

• 水辺ガイドやEボートに乗船させるための人材養成を行っている。

• 子どもの水辺体験活動の推進ということで親子初めてハゼ釣り教室を行っている。

• マハゼの調査を行い、東京湾を良くするための指針作りを行っている。

前回までの振り返り 関係団体の発表内容

• 毎年11月にCゾーンの江川橋と新明橋間で千葉県カヌースラローム大会を開催している。

• Dゾーンの河口寄りで毎週土日及び祝日に通常の練習を実施している。

• 三番瀬やディズニーランド一周など周辺海域のツーリングを実施している。

• 境川クリーンアップに毎回参加している。川の中のゴミの引き揚げ作業はカヌーが有効と自負している。

• 昨年度、「境川にこいのぼりを泳がせる会」より依頼があり、両岸に渡るロープ張り作業を行った。

• 通常練習のときに干潮時は水面まで２ｍ近い護岸を、カヌーを片手に担いで梯子で降り状況である。誰でもが

安全に水面にアプローチできる施設が設置されたらよりカヌー等の活動が活発になる。

• 市長杯争奪のカヌーマラソンや高洲の船溜まりを利用したＥボート大会などできれば良い。

浦安カヌー協会
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前回までの振り返り 関係団体の発表内容

• A,B,Cゾーンにおいてべか舟・伝馬船・投網船等の木造船で乗船体験を行っている。乗り心地を味わうだけで

はなく、川からまちを眺めていただき浦安の新しい魅力を発見してもらっている。

• 境川沿いに現存している旧大塚家、旧宇田川家などの文化財住宅以外にも他の文化財、史跡を探訪するまち歩

きツアーを適宜行っている。

• 市民や市の職員を募って、木造船の漕ぎ手のグループを結成し、月１回練習で育成している。博物館の行事や

市の大きな行事で船を扱っていただけるまで活動が広がっている。

• 今後は観光、まちづくりの部署とコラボレーションしながら新たな境川の魅力を模索していきたい。

• 水門下流のDゾーンについてもエンジン付きの船を所有しているので活動を考えたい。

• 問題点は、船を保持していくうえで木造船を作ってくれる船大工がいなくなってしまうことである。

浦安市郷土博物館

• 2007年から「境川を河童のすめるきれいな川に」をスローガンに、水域を市の環境レンジャー課の協力で船を

出してもらい船上及び両岸の清掃活動を行った。

• 翌日は船数艘で船上パレードを実施し、川を汚さないよう協力を呼び掛けるキャンペーンを清掃と合わせて10

年間行っている。

• 市民まつりでブースを設け、子供たちに「河童の水かけ」や輪投げを楽しんでもらいながら「水の大切さ」

「川の浄化」を親子にアピールする活動を8年間行っている。

• 境川クリーンアップに積極的に参加している。

• 新橋から江川橋間の改修された護岸通路が、みんなが歩く散歩道として活用できるように先頭に立って魅力あ

る環境づくりの呼びかけを行っていく。

• 川沿いにある公有地、遊休地を活用し休憩場所あるいは緑空間、小さなイベントの会場として利用することを

提案する。

• イベントとして七夕まつり、川にLED電球をながして天の川を再現したり、以前行った灯篭流しの復活、お囃

子船などのイベントを企画していきたい。

ふるさと浦安かっぱ村



• 市民の視点でより住みやすく誇りの持てる浦安の美しい景観まちづくりを目指すことを目標としている。

• 実際の活動は、市民による景観資源の発見、インターネットの活用による景観資源マップの作成、景観資源の

評価・改善提案、関係団体、行政、地域交流による情報収集、意見交換、先進事例の見学会、勉強会の実施

（バスツアーなど）、景観まちづくり表彰、ホームページ制作である。

• 景観資源の発見ということで、境川の上流部を水辺の会に案内してもった。その後、先進事例ということで江

戸川区より親水空間の話しを聞き、ワークショップを行った。

• 2016年から2020年の５年間、浦安景観まちづくり賞の表彰を行った。境川沿いでの富岡中学校区健全育成連絡

会による花壇の管理運営、境川にこいのぼりを泳がせる会、舞浜倶楽部新浦安フォーラム等を表彰した。

• 「歩いて楽しいまちづくり」というテーマで３月にキックオフミーティングを行い、ワークショップに変えて

スマートフォンでパソコンに集約し、意見交換及び提言していく活動を考えている。

うらやす景観まちづくりフォーラム
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前回までの振り返り 関係団体の発表内容

• 浦安を水と緑豊かでうるおいのあるふるさとにするための市民のネットワークである。

• 活動内容は花と緑の育成、ビオトープづくり、お米づくりの体験学習、緑のカーテン、森づくり、水辺ルネッ

サンスの企画、実施である。

• 境川周辺での現在の活動は、海楽公園四季の花クラブが東水門の花壇でバラと草花を手入れ、明海の丘公園や

近隣小学校でのお米づくり体験を行っている。

• 高洲海浜公園から境川の「絆の森づくり」への協力、2008年から2013年までアオギスのねぶたを川に浮かべ

（アオギスプロジェクト）、灯篭流しや乗船体験も行った。

• 河川沿いの植栽や花壇などに散水栓の設置、トイレ、休憩場の設置、これによって水と緑の道が形成できる。

• 水門間の水の交換による流れ、酸素供給がなされて水質が改善されると市民が水辺に親しむようになり、生物

の復活にも結びついてくると思う。

• 水辺へのアプローチが改善されると公園やオープンスペース、緑道との一体的利用が可能になる。

• 境川河口の高洲側の窪地を親水公園として整備することを提案する。

• その他の様々な実験として自然観察、バードウォッチング、水上交通乗船体験、イベントやマルシェなどがで

きれば素晴らしい。

みどりのネットワーク



• 浦安の観光振興のために様々な活動を通じて浦安の魅力発信を行っている。

• 境川に関する取り組みとしてカフェテラスin境川、春まつりなどにおいて名産品の販売、釣り船体験等を通し

て観光PRを行ってきた。

• 全国からの修学旅行生の誘致を図るため、浦安トラベルという冊子を作成し、市内での学習体験の提供を行っ

ている。その一つに市民団体の協力のもと境川を活用したボート乗船体験プログラムの提供を行っている。

• アイデアとして観光の視点から見ると例えば川岸で乗船できる場所や水に触れられる拠点施設があれば、より

観光のPRができ、人を呼び込むことに繋がるのではないかと思う。

一般社団法人浦安観光コンベンション協会
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• 境川沿いでの活動は、以前は浦安市と浦安観光コンベンション協会と浦安商工会議所で組織していたうらやす

観光推進協議会で桜まつりやカフェテラスIN境川を主催していた。

• 現在は浦安市が市役所周辺で複数のイベントを集約した浦安春まつりにて、カフェテラスin境川で青年部が浦

安のB級グルメとして企画立案した浦安べか焼きそばの出店や女性会が野点を開催し協力を行っている。

浦安商工会議所

前回までの振り返り 関係団体の発表内容

• 社会貢献とそれを通じた若者のネットワークと能力開発の３つを目的として日頃から活動している。

• 特長としては、40歳を迎えると引退しなければならず、否応なく新陳代謝が進む組織である。

• １年間で役職が全て変わるため、毎年やることも変わるという特長を持っている。

• 川とのかかわりは、まちづくりということで愛郷心を育むテーマで、イベントの例を２つ資料に載せている。

• 親水ハロウィーン、親子ハゼ釣り事業では、水辺の会に協力いただいている。

• 昨今はSDGｓ（持続可能な開発目標）を意識して活動している。特に、川ではいろいろなテーマに思いを馳せ

るのにちょうどいいということで、活動の幅を川に広げていけたらよいと思う。

公益社団法人浦安青年会議所



前回までの振り返り 関係団体の活動整理表（案）
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団体名/活動場所
元町

Aゾーン
西水門～新橋

元町
Ｂゾーン
新橋～江川橋

元町
Ｃゾーン

江川橋～東水門

中町
Ｄ１ゾーン
東水門～入船橋

新町
Ｄ２ゾーン
入船橋～河口

境川であそぼう実行委
員会

浦安水辺の会

浦安市カヌー協会

浦安市郷土博物館

ふるさと浦安かっぱ村

うらやす景観まちづく
りフォーラム

みどりのネットワーク

一般社団法人浦安観光
コンベンション協会

浦安商工会議所

公益社団法人浦安青年
会議所

境川クリーンアップ

自然体験活動（生物観察等）

Ｅボート体験

境川クリーンアップ

境川クリーンアップ

境川リバーウォーク

夏休み親子はじめてハゼ釣り教室／シニア向けハゼ釣り教室

まハゼの住処調査

千葉県カヌースラローム大会（11月） カヌー練習（常時）

春まつりカヌー試乗会（東野プール）

乗船体験（年数回）／文化財めぐり（適宜）

木造船こぎ手の育成（月1回）

境川クリーンアップ

自主清掃及び船上から浄化呼びかけ

浄化活動キャンペーン（市民祭り）

浦安景観まちづくり賞表彰
浦安市景観まちづくり連続講座

境川クリーンアップ

Ｅボート体験
ビオトープ、田んぼ（明海の丘公園）

絆の森づくりへの協力

境川クリーンアップ

東水門のバラの育成

浦安灯篭流し境川（9月）

カフェテラスin境川
浦安春まつり（釣り体験等）

修学旅行生へのボート乗船体験

カフェテラスin境川（B級グルメ、野点）

浦安春まつり

親水ハロウィーン

ハゼ釣り体験会

境川クリーンアップ

水辺に乾杯

ビオトープ、田んぼ（境川沿いの小学校等）

「アオギスプロジェクト」に参加・協力

文化系

環境系

歴史系

レクレーション、スポーツ系
凡例

ゾーン別



団体名
/活動
場所/
時期

春（3・4・5月） 夏（6・7・8月） 秋（9・10・11月） 冬（12・1・2月）

元町
Aゾーン

元町
Bゾーン

元町
Cゾーン

中町
D-1ゾーン

新町
D-2ゾーン

元町
Aゾーン

元町
Bゾーン

元町
Cゾーン

中町
D-1ゾーン

新町
D-2ゾーン

元町
Aゾーン

元町
Bゾーン

元町
Cゾーン

中町
D-1ゾーン

新町
D-2ゾーン

元町
Aゾーン

元町
Bゾーン

元町
Cゾーン

中町
D-1ゾーン

新町
D-2ゾーン

境川であそ
ぼう実行委
員会

浦安水辺の
会

浦安市カ
ヌー協会

浦安市郷土
博物館

ふるさと浦
安かっぱ村

うらやす景
観まちづく
りフォーラ
ム

みどりの
ネットワー
ク

一般社団法
人浦安観光
コンベン
ション協会

浦安商工会
議所

公益社団法
人浦安青年
会議所

境川クリーンアップ

自然体験活動（釣り体験等）

Ｅボート

境川リバーウォーク

夏休み親子はじめてハゼ

釣り教室／シニア向けハゼ
釣り教室

境川クリーンアップ

水辺に乾杯

マハゼの住処調査

境川クリーンアップ

千葉県カ
ヌースラ
ローム大会

カヌー練習（常時）

春まつりカ
ヌー試乗会

乗船体験（何数回）
文化財めぐり（適宜）

木造船こぎ手育成

自主清掃及び船上から浄化呼びかけ

浄化活動キャ

ンペーン（市民
祭り）

境川クリーンアップ

夏休み親子はじめてハゼ

釣り教室／シニア向けハゼ
釣り教室

浦安市景観まちづくり連続講座

浦安景観まちづくり賞表彰

境川クリーンアップ

境川クリーンアップ

Ｅボート

浦安灯篭流し

東水門
バラ育成

Ｅボート

カフェテラス
境川釣り体験

修学旅行
乗船体験

カフェテラスi
境川グルメ、
野点）

親水ハロ
ウィーン

ハゼ釣り体験

境川クリーンアップ

絆の森づくり

ビオトープ、
田んぼ（小
中学校）

「アオギスプロジェクト」参加協力

22

文化系

環境系

歴史系

レクレーション、スポーツ系
凡例

Ｅボート Ｅボート

カヌー練習（常時）

乗船体験（何数回）
文化財めぐり（適宜）

乗船体験（何数回）
文化財めぐり（適宜）

乗船体験（何数回）
文化財めぐり（適宜）

木造船こぎ手育成 木造船こぎ手育成 木造船こぎ手育成

自主清掃及び船上から浄化呼びかけ 自主清掃及び船上から浄化呼びかけ 自主清掃及び船上から浄化呼びかけ

「アオギスプロジェクト」参加協力 「アオギスプロジェクト」参加協力 「アオギスプロジェクト」参加協力

東水門バラ
育成

東水門バラ
育成

東水門バラ
育成

ビオトープ、
田んぼ（明
海の丘公
園）

ビオトープ、
田んぼ（小
中学校）

ビオトープ、

田んぼ（明
海の丘公
園）

ビオトープ、
田んぼ（小
中学校）

ビオトープ、
田んぼ（明
海の丘公
園）

ビオトープ、
田んぼ（小
中学校）

ビオトープ、
田んぼ（明
海の丘公
園）

絆の森づくり

修学旅行
乗船体験

修学旅行
乗船体験

修学旅行
乗船体験

ハゼ釣り体験

境川クリーンアップ

自然体験活動（釣り体験等）

境川リバーウォーク

境川クリーンアップ

境川クリーンアップ

境川クリーンアップ

浦安市景観まちづくり連続講座

浦安景観まちづくり賞表彰

境川クリーンアップ

境川クリーンアップ

境川クリーンアップ

境川クリーンアップ

自然体験活動（釣り体験等）

境川リバーウォーク

境川クリーンアップ

境川クリーンアップ

境川クリーンアップ

浦安市景観まちづくり連続講座

浦安景観まちづくり賞表彰

境川クリーンアップ

境川クリーンアップ

境川クリーンアップ

境川クリーンアップ

自然体験活動（釣り体験等）

境川リバーウォーク

境川クリーンアップ

境川クリーンアップ

境川クリーンアップ

浦安市景観まちづくり連続講座

浦安景観まちづくり賞表彰

境川クリーンアップ

境川クリーンアップ

境川クリーンアップ

前回までの振り返り 関係団体の活動整理表（案）
季節別


