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提言１：渡良瀬遊水地におけるワイズユース／遊水地の魅力と価値 

ラムサール条約によって求められている渡良瀬遊水地の賢明な利用（ワイズユース）と

は、「日本を代表する生物多様性に富む低層湿原（ヨシ原）である渡良瀬遊水地の生態系

における機能的な関係と作用に着目し、生態系から得られる恩恵とサービスが公平に行き

渡るよう、様々な利害関係者が共同して、適切な空間的広がりの中で可能な限り詳細なレ

ベルまで順応的管理を行うことによって、渡良瀬遊水地の自然をはじめ歴史・暮らしと文

化・スポーツ等の多面的価値（＝「渡良瀬遊水地の魅力と価値」）を現在の私たち世代だ

けではなく、将来の世代も享受できるようにすること」である。 

このワイズユースを今後の渡良瀬遊水地に関わるすべてのビジョン、計画、施策の基本

とすることによって、遊水地に関わる自治体をはじめすべての利害関係者の間で共有する

「渡良瀬遊水地の魅力と価値」を将来世代に確実に引き継いで行かなければならない。 
 

 

１ ワイズユースとは 

渡良瀬遊水地は、２０１２年7月3日ラムサール条約湿地に登録されました。ラムサ

ール条約は、その第３条で締約国に対し、領域内にある湿地のワイズユースの促進を規

定しており、国際的に重要な湿地としてラムサール条約湿地に登録された湿地は締約国

の領域内の湿地の中でもワイズユースの実現が も期待されます。 

  ワイズユースという言葉は、日本語では「賢明な利用」と訳されるのが一般的で、「利

用」という語が入っているため、積極的な許容されるかのように誤解されることもあり、

条約が求めているワイズユースとはいかなるものなのか、正確に理解されなければなり

ません。 

２００５年の第９回締約国会議

（ＣＯＰ９）で採択された決議Ⅸ.

１付属書Ａにおいて、ラムサール条

約の「湿地の賢明な利用」と「湿地

の生態学的特徴」については、新た

な定義づけが行われています。「湿

地の賢明な利用」とは、「持続可能

な開発の考え方に立って、 生態系

（エコシステム）アプローチの実施

を通じて、その生態学的特徴の維持 

を達成すること」であり、「湿地の

生態学的特徴」とは、「ある時点に

おいて湿地を特徴付ける 生態系の

構成要素、プロセス、および恩恵／

サービスの複合体」であるとされま

した。 

私たち人類が湿地を利用し、湿地

の生態系サービスとそれによる恩

恵を享受するにあたっては、図１に示すような湿地の生態学的特徴の全体が将来にわ
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たって維持できるようにし、図２に示されるそれら湿地の恩恵やサービスの全体を持

続可能に享受できるよう工夫しなければならないのです。 

渡良瀬遊水地は単に日本を代表する低層湿原という自然生態系として重要であるだ

けでなく、歴史や文化、スポーツ等の様々な面においても重要な価値を有していますが、

図２の湿地生態系の恩恵とサービスをご覧頂ければ、渡良瀬遊水地の有する多面的な価

値全体が、湿地の生態系の恩恵・サービスの中に組み込まれていることが分かります。 

つまり、渡良瀬遊水地の多面的な価値自体が、渡良瀬遊水地という湿地を特徴付ける

生態系の構成要素、プロセス、および恩恵／サービスの複合体として、「渡良瀬遊水地

の生態学的特徴」ということができるのです。ラムサール条約の定義に従えば、渡良瀬

遊水地の有する多面的価値＝生態学的特徴を持続可能な開発の考え方に立って、エコシ

ステムアプローチの実施を通じて維持することが渡良瀬遊水地の賢明な利用というこ

とになりますが、「持続可能な開発の考え方に立って」や「エコシステムアプローチ」

の意味が分からないと正確に理解できません。 
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２ 渡良瀬遊水地におけるワイズユースとは 

「持続可能な開発の考え方に立って」とは、換言すれば、湿地の恩恵を、現在の私た

ち世代だけではなく、将来の世代も享受できるようにすることを意味します。 

また、「エコシステムアプローチ」とは、２０００年の生物多様性条約第５回締約国会

議で合意された、保全と公正な方法での持続可能な利用を促進する、 土地資源、水資

源、生物資源の統合管理のための戦略で１２の原則と運用指針からなっており、運用指

針の内容は次のとおりです。 
① 生態系における機能的な関係と作用への着目  
② 利益の公平配分の推進  
③ 順応的管理の実践の利用  
④ 取り組む課題に適切な空間的広がりで、また可能な限り も下位のレベルへの浸

透による管理の実行   
⑤ セクター相互の共同を確保 
したがって、渡良瀬遊水地の賢明な利用とは、日本を代表する生物多様性に富む低層

湿原（ヨシ原）である渡良瀬遊水地の生態系における機能的な関係と作用に着目し、生

態系から得られる恩恵とサービスが公平に行き渡るよう、様々な利害関係者が共同して、

適切な空間的広がりの中で可能な限り詳細なレベルまで順応的管理を行うことによっ

て、渡良瀬遊水地の自然をはじめ歴史・暮らしと文化・スポーツ等の多面的価値（＝「渡

良瀬遊水地の魅力と価値」）を現在の私たち世代だけではなく、将来の世代も享受でき

るようにすることと言えます。 

 現在、渡良瀬遊水地に関連する官庁、自治体は様々な計画を策定して、数え切れない

ほどの施策を実施していますが、ラムサール条約湿地として渡良瀬遊水地の賢明な利用

を実現しなければならない以上、すべてのビジョン、計画、施策は、渡良瀬遊水地の賢

明な利用を基本としたものでなければなりません。 
渡良瀬遊水地の自然をはじめ歴史・暮らしと文化・スポーツ等の多面的価値は「渡良

瀬遊水地の魅力と価値」と言い換えることができますが、この渡良瀬遊水地の魅力は、

おおよそ下記の通り整理することができ、これを遊水地に関わる自治体をはじめすべて

の利害関係者が確認・共有した上で、ワイズユースによって将来世代に確実に引き継い

でいかなければなりません。 
 

３ 渡良瀬遊水地の魅力と価値 

（１）自然 

①景観の魅力、癒しの場としての魅力 
まずは美しい景観が魅力です。たとえば、国内 大級の広大なヨシ原と周辺河川

から立ち上る朝霧、広がる山並み（富士山、秩父山地、浅間山、赤城山、日光連山、

筑波山など）や、山並みに沈む夕日などです。壮大なヨシ焼き。また四季を通じて

色彩豊かな植物が至るところに鑑賞できます（ヨシ焼き後の芽吹きの新緑はじめ

桜、杏、菜の花、フジ、ノイバラ、ヤナギの綿毛、桑の実など）。 
写真の素材として魅力が多いため自然写真愛好家が多く訪れています。春夏秋冬

の季節毎に素晴らしい景観が見られます。 
東京圏近郊にある広大な低層湿原であるため、都会から多くの人が訪れやすい地

理的条件を備えています。 
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非日常的な空の広がりと新鮮な空気は、一旦足を踏み入れると、日常のストレス

から解放される癒しの空間を提供してくれます。 
②生物多様性、絶滅危惧種の宝庫としての魅力  
広大なヨシ原を中心に多くの貴重な動植物が生息し、豊かな生態系を形成してい

ます。 
６４種の絶滅危惧植物が確認され、他の場所では見られなくなった貴重な植物が

群生しています。ヨシ焼という人為的行為で、トネハナヤスリ、ノウルシなど植物

の生育に大きくかかわっているのが特徴であり、同様にヤナギ・セイタカアワダチ

ソウ除去などにより、生物多様性が保全されています。 
チュウヒの越冬地として日本有数であることに加え、本来ならより北方や高原等

で繁殖する野鳥（コヨシキリ、オオセッカ、アオジ、クイナ）がヨシ原で繁殖し、

渡り鳥の国際的な一大中継地点ともなっています（これは周辺の水田地帯や河川と

密接に関連しています）。野鳥の絶滅危惧種は５８種。昆虫は、次々と絶滅危惧種

が発見されて現在６２種、貴重な固有種など、日本で注目される湿地性の昆虫の宝

庫です。 
遊水地の生物多様性は、かつての人里と一大湿地が長い年月をかけ、洪水による

攪乱を受けて成立したものです（現在みられる動植物は、過去の環境を忍ばせるも

ので、ここは里湿地ともいわれています）。 
（２）歴史、文化とくらし  

渡良瀬遊水地が現在の形になる以前、谷中村と周辺村落では 田畑の耕作、養蚕、

池や沼での漁業が行われており、人々が自然と共生する生活の中で形成してきた独

自の文化や歴史には他の土地にはない魅力があります。たとえば、常習的な洪水被

害地であったことから水塚など水害に対応した知恵が生まれ、自然環境を活かした

農閑期のヨシ産業、スゲガサ作り、十九夜講、御神輿などからは、恵まれた谷中村

の豊かな生活が忍ばれます。現在は、生井桑摘み歌、踊りの継承の取り組み、川魚

の食文化（フナ、コイ、ウナギ、ナマズ、雑魚、川エビ料理）の承継の取組みがさ

れています。 
明治期の殖産興業、富国強兵という近代化政策に伴い生産量を急速に増加させた

足尾銅山は、一 方で渡良瀬川流域を中心に広範囲にわたる鉱毒被害を引き起こし

ました。田中正造や住民らが反対運動に尽力したものの、遊水地化のため、谷中村

は廃村となり、住民は移住を余儀なくされた歴史があります。 
谷中湖畔の史跡ゾーンには人々の努力の結果、現在もかつての谷中村の面影（役

場跡、雷電神社、延命院跡、屋敷跡）が残されました。 
（３）スポーツ・その他   

人工物のない広大な空間と国内でも有数な好条件を生かした熱気球、スカイダイ

ビングなどのスカイスポーツ、谷中湖などでのウオータースポーツ、整備された長

いサイクリングロードを利用したサイクルスポーツなど多岐にわたるスポーツを提

供する場所として魅力があります。 
花見の季節には、旧思川の桜をライトアップした花見や、ヨシを使ったヨシ灯り

による花見を行うととても幻想的なロケーションになります。また、人工的な光が

少ないので星の観察をしたりするのも適しています（特に第３調節池）。 
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提言２：渡良瀬遊水地と周辺地域の一体性 

渡良瀬遊水地の周辺には広大な田園風景が広がり、 近ではふゆみずたんぼやなつみず

たんぼの取組みによってシギ・チドリ類やコウノトリにとっての貴重な採餌場・休憩場が

提供されている。栃木県南部水田はシギ・チドリ類の飛来地としてラムサール条約湿地登

録基準を充たす可能性が高く、将来の条約湿地範囲拡大も期待される。板倉町の利根川渡

良瀬川合流区域の水場景観や加須市北川辺地区の渡良瀬川と利根川の堤防によって輪中

をなす田園地帯、小山市生井地区の旧思川などは渡良瀬遊水地の原風景を色濃く残してい

る。旧谷中村から田中正造が上京する際の拠点であった古河市も旧谷中村とのつながりが

強く、現在もゆかりの史料が数多く残されている。 

野木町の国指定重要文化財及び近代化産業遺産群の一つである煉瓦窯は、元は旧谷中村

に所在し、野木町に移転後も遊水地内で採取した土を使って煉瓦を焼いていた。 

このように渡良瀬遊水地は周辺地域と一体の存在であることによってその魅力と価値

をより高めており、遊水地と周辺地域という広がりの中でワイズユースが実現されるべき

である。 

 

 

１ ふゆみずたんぼとなつみずたんぼ、栃木県南部水田 

渡良瀬遊水地の周辺では、広大な田園風景が広がり、 近ではふゆみずたんぼのよう

な環境にやさしい農業や収穫後の麦畑・休耕田に湛水するなつみずたんぼの取組みによ

って渡り鳥であるシギ・チドリ類や昨年２月から遊水地に定着しているコウノトリにと

っての貴重な採餌場・休憩場が提供されています。ここ 10 年位の間に水田で採餌する

白鷺等の数は確実に増えてきました。 
 

【小山市におけるふゆみず田んぼの実施状況 平成30年度】 
・取り組み人数  １３名 
・取り組み面積  ８３５ａ 
・反収（10ａ）当たり、3.2俵～5.7俵で、平均4.6俵である。 

   （参考：一般のコシヒカリの反収は平均約8俵） 
≪取り組みにおける問題点など≫ 
・水田の中における雑草（コナギ、ヒエ）の抑草が上手くいかず、養分等を雑草に取られて収量が

落ちてしまう。 
・雑草等の草取りが大変である（水田の中及び畦等）。 
・有機ＪＡＳの認定を受けている方が5名いるが、生産管理等が面倒である。 
・一部、周囲の方々が、取り組みについて良く思われていない。 
・抑草が上手くいけば、収量が上がるかも知れないし、考えようでは、管理についても手離れが良

いかも知れない。 
・周辺の方々が、取り組みをしないのは、管理等が大変だからだと思われる。 

 
【小山市におけるなつみず田んぼの実施状況 平成30年度】 
・取り組み人数  ４７戸 
・取り組み面積  ３１．２ｈa  
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≪取り組みにおける問題点など≫ 
・休耕用の活用としては良いと思います。 
・一部近隣の人からは、鴨などが来るのを嫌がる方がいます。 
・管理等で、雑草が生えるので定期的に代かき作業を行わなくてはいけないので、作業機の取り付

けが面倒である。 
・ある程度の期間潅水しなくてはならないが、水稲などが優先に水を入れるため、水が入らない場

合があったり、稲刈り近くなると水を出さなくなり、水が入らないケースもある。 
・周辺の方々が、取り組みをしないのは、二毛作等で飼料米を生産した方が収入があるからだと思

います。 

 

遊水地に隣接して栃木市、小山市、野木町に広がる栃木県南部水田はシギ・チドリ類

の飛来地としてラムサール条約湿地登録基準６の水鳥の地域個体群の個体数の１％の

基準を充たす可能性が高く、将来の渡良瀬遊水地の条約湿地範囲拡大も期待されてい

ます。 

 

２ 輪中集落などの水場景観とその文化遺産 
板倉町の谷田川や堤防のヤナギ、水塚、利根川との分流点などの水場景観は、国指定

の重要文化的景観に指定されています。また北川辺の本郷集落には輪中が存在しており、

その北の旧渡良瀬川はかつての流れの様子を今に伝える唯一の地域です。また野木町に

は谷中村恵下野から移築された雷電神社が地域住民によって守られています。この雷電

神社の華麗な装飾は、延命院北の雷電神社が以前どのような姿であったかを教えていま

す。こうした歴史的遺産は、渡良瀬遊水地の谷中村および周辺村落のかつての生活を偲

ばせるものとして渡良瀬遊水地と一体的に保存されなければなりません。 
 
３ なまいふるさと公園 

渡良瀬遊水地に隣接する下生井のなまいふるさと公園は、かつて思川が流れていた

場所です。渡良瀬遊水地の造成に伴う渡良瀬川改修工事の竣工（1922年、大正22年）

の翌年、思川も付け替え工事が行われ現在の流れへと変わり、旧思川が残されました。

これが現在の生井ふるさと公園となりました。渡良瀬遊水地の造成に伴い残された旧

思川は遊水地の歴史と一体のものであり、しかも、豊かな自然を伴う親水公園という性

格から将来的には渡良瀬遊水地周辺地域としてラムサール条約登録地に包含されてし

かるべき場所であります。加えて、この場所は昔ながらの農村の原風景を多く残してい

る地域でもあります。このような貴重な場所でありながら、十分な維持管理が出来てお

りません。そして整備改修をすることで十分に誘客が期待できる場所に変貌させるこ

とができます。 
このような観点に立って、両岸の遊歩道の整備、導水による水の浄化、植栽による景

観改善など早急に実行すべきです。 
 
４ 旧谷中村と田中正造翁にとっての古河 
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旧谷中村地区は江戸時代は古河藩領でした。東北線開通後旧谷中村村民が上京する際

には専ら古河駅から東北線を使っていましたし、廃村時に８８戸と も移住者が多かっ

たのも旧古河町です。このように旧谷中村自体が古河との関係が深かったのですが、正

造翁も上京するときは主に古河駅を利用していましたし、古河には正造翁の支持者が多

数いました。東京から帰ってきた正造翁が旧谷中村に向かう際に何度も立ち寄っていた、

手紙をはじめ掛け軸や書など正造翁のゆかりの品が多数残っている家も現存していま

す。正造翁が旧谷中村を中心に足尾銅山鉱毒事件関係の活動を行う上で、古河はとても

重要な場所だったのです。 

 
５ 野木町煉瓦窯 

国の重要文化財及び近代化産業遺産群の一つである野木町煉瓦窯（旧下野煉化製造

会社煉瓦窯）の発祥地は旧谷中村の下宮地区内であり、〝東輝煉化石製造所”の名称で

発足しました。野木村に移転後も、レンガの材料である粘土（原土
げ ん ど

）、川砂などを谷中

村から供給していました。粘土を採取した「原土堀」の史跡が残っています。 
渡良瀬遊水地内の排水機場の遺構には、野木の煉瓦窯で焼かれたレンガが使用され

ています。 
また、野木町煉瓦窯の側の加藤家は旧谷中村（惠下野）から移ってこられたお宅で、

移築した養蚕室も現存しており、旧谷中村との関係の深さが偲ばれます。 
 

６ 周辺地域と一体となったワイズユースを 
  このように渡良瀬遊水地は単独の存在としてではなく、周辺地域と一体の存在である

ことによってその魅力と価値をより高めています。したがって、私たちは遊水地と周辺

地域という一体となった広がりの中でワイズユースを実現して行かなければならない

のです。 

  



 
 

19 
 

提言３：ワイズユースにおける治水・利水の重要性 

渡良瀬遊水地の果たしている治水・利水の機能は、ヨシ原の形成をはじめ「渡良瀬遊水

地の魅力と価値」と密接に関わっており、すべての利害関係者間で、遊水地でのワイズユ

ースにおける治水・利水の重要性について共通認識が持たれなければならない。 

また、現在も水害の危険と隣り合わせで暮らす遊水地周辺地区の住民の安全確保はここ

数年顕著に現れている異常気象の下では喫緊の課題となっている。遊水地の周囲堤に隣接

する各地区が要望する水害対策は、地区によって個別の事情は異なっているものの、遊水

地という水害対策施設の性格からすれば、地区ごとの問題として矮小化すべきではなく、

遊水地全体のワイズユースにかかる問題として優先的に対応されるべきである。 

 
 
１ 渡良瀬遊水地の治水・利水の機能 
 （1）渡良瀬遊水地は，栃木・群馬・埼玉・茨城 4 県の県境にまたがる日本で 大級の

遊水地です。渡良瀬遊水地には，渡良瀬川・思川・巴波川・谷田川が流入し，下流の

利根川に合流しています。渡良瀬遊水地は，洪水を溜めて水害を防ぐ治水と谷中湖に

水を溜めて都市用水供給のための利水を目的に整備されました。 
 （2）渡良瀬遊水地には３つの調節池があり，これは，洪水のときに河川の水を調節池

にためて，利根川の計画高水流量への影響を極小化する目的で，昭和３８年から平成

９年にかけて整備されました。 
 （3）首都圏で水道用水として利用されている利根川の水が不足したときに，渡良瀬貯

水池（谷中湖）は，水道用水の補給を行っています。昭和５１年から整備され平成２

年から運用を開始しています。  
  

３ 渡良瀬遊水地の治水・利水とワイズユース  
 （1）治水機能の重要性 

渡良瀬遊水地は，上記のように首都圏の水がめとして利水の機能を有することか

ら，ヨシ原浄化施設を設置して水質浄化対策を図るなど利水機能の維持向上が図ら

れていますが，特に洪水常襲地として治水機能が重要といえます。すなわち，昭和

２２年のキャスリーン台風による大洪水被害を踏まえ，以後，改修や調節池化事業

が推進されてきましたが，平成２７年 9 月の関東・東北豪雨水害をはじめ近年全国

的に異常気象による災害が多発している中で、渡良瀬遊水地のもつ治水機能の重要

性が再認識されているのです。 
特に関東・東北豪雨水害の際には、遊水地の第２水門が開けられ、水位が高まっ

ていた思川の水を第２調節池内に入れたことにより、常総市での鬼怒川決壊のよう

な被害を免れることができました。排水門がこのように運用がなされたのは今回が

初めてでしたが、遊水地の治水機能の大きさが十分に示された今回の運用は、今後

大雨で遊水地への流入河川が増水した際の運用として定着が試みられるものと思わ

れます。しかし、この運用に期待するあまり、思川の河床が高く掘削が必要な状況

の改善が後回しになるようなことがあってはならないでしょう。 
 （2）治水機能と湿地保全・再生との調和 

このように，渡良瀬遊水地のワイズユースは，治水機能の維持向上が前提となる
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ところ、国土交通省は治水と湿地保全との調和の見地から平成２２年３月に策定し

た「渡良瀬遊水地湿地保全・再生基本計画」に基づき、第２調節池を対象として順

応的管理による段階施工で掘削を実施してきており、これにより動植物の生育でき

る水辺や空間が創出されていくことが渡良瀬遊水地の魅力と価値を高めるものとな

っているということができます。 
 （3）課題と今後 

もっとも，地下水位の低下等による乾燥化，掘削で荒れ地化が進み外来種繁殖に

よる在来種植生の駆逐，ヨシ原の維持，水辺の維持など、これまでの多数の関係者

の努力にもかかわらず未だに課題は残っています。 
そこで，今後も「モニタリングを積み重ねて自然再生に適した掘削の手法を一層

高度化し，順応的管理による湿地の保全，再生方法を確立する必要」（①）がありま

す。乾燥化への対応や自然再生に適した掘削の手法については第 2 調節池のみなら

ず第３調節池や周辺河川まで検討の対象を広げる必要もあります。 
また，「樹林化の原因となるヤナギや外来種であるセイタカアワダチソウ，外来魚

類の除去が効果を上げていることを見ても，かつてあった渡良瀬遊水地の魅力ある

湿地環境を取り戻すには、行政だけではなしえず市民参加による遊水地の管理が不

可欠」（②）です。 
さらに，「水辺を維持，創出して渡良瀬遊水地にかつていたはずの動植物を呼び戻

すには，現在行われています地下水位以下まで掘削して低栄養の地下水だけの水辺

を創出する方法では十分でないため、渡良瀬遊水地に流入している与良川の上流部

での流量制限を緩めるとともに水路を作ることによって導水する必要性」（③）が指

摘されて久しいですが、置き去りにされて進んでいない状況です。導水により、潤

いある生命力に溢れた魅力的なかつての渡良瀬遊水地が発現してくるでしょう。治

水機能を維持しながら導水することは可能なはずです。 
①，②，③を実践するによって生命力溢れる湿地を取り戻すことが渡良瀬遊水地

の治水におけるワイズユースとして、渡良瀬遊水地の魅力と価値を高めることにな

るのです。 
 
４ 渡良瀬遊水地周辺地域の治水問題とワイズユース 
（１）浸水被害の位置づけ 

    渡良瀬遊水地の周辺地域では、下記の通り、渡良瀬遊水地に流入する河川が台風

や大雨によって増水する際に周囲からの排水が浸水してしまう浸水被害の問題が

あります。遊水地自体は、流入河川の水位が高くなった際に越流提を越えた渡良瀬

川と思川の河川水を調節池に貯めることによって洪水を防ぐ施設ですから、遊水地

自体の治水機能として浸水被害が問題とされることはなく、また遊水地は国土交通

省の所管、農業排水の問題は県や農水省の所管ということもあって、浸水被害の問

題は遊水地の問題としてではなく各地域毎の個別の問題として各地域毎に被害対

策が取られてきました。しかし、遊水地周辺地域では、遊水地の周囲堤との関係で

どこにでも浸水被害の問題がありますし、 近の大雨時の降水量は以前とは比べ物

にならないほど大量で、線状降水帯によって長時間に大量の降雨が続くこともしば

しば発生していますから、この浸水被害の問題は、遊水地が満水になった際に周囲

堤が決して決壊しないような堤防強化、土砂が堆積してしまった河床掘削、流下を
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妨げる河川敷の樹木の伐採等の対策の問題と同様に地元にとっては極めて深刻な

問題となっています。遊水地と周辺地域のワイズユースとして治水の問題を考える

時には、この浸水被害の問題も個別問題と矮小化することなく、遊水地全体の問題

として施設の更新等の優先的な対策が取られるべきです。 
（２）与良川第１、第２排水機場（小山市生井地区） 
   小山市生井地区には与良川第１、第２排水機場があり、遊水地内の水位が高くな

った時に与良川の水をポンプで強制的に遊水地に排水できるようなっていますが、

関東・東北豪雨の際には、稲刈り後のため排水機場にある排水からゴミを取り除く

除塵機に大量の稲わら等のゴミがつまって排水機能が落ち込んでしまい、排水機の

ポンプだけでは排水が間に合わず、国土交通省からポンプ車が出動して排水作業が

行われましたが、床上6戸、床下7戸の浸水被害が発生しました。与良川第1、第

2 排水機場は、今後栃木南部地区国営土地改良事業によって、建て替えられる予定

です。 
 （３）杣井木川排水機場（小山市押切地区）、西前原排水機場（栃木市藤岡地区） 
    永野川は巴波川に合流して 終的に渡良瀬遊水地に流入していますが、永野川の

支流の杣井木川下流には大雨時に杣井木川の水を永野川に排水する杣井木川の排

水機場があります。この排水機場の建屋は老朽化していたため、関東・東北豪雨の

際には、建屋の隙間から水が入り込み、ポンプの電源部分が水につかって漏電して

ポンプが動かなくなって排水ができなくなり建屋自体が水没し、床上 70 戸、床下

9戸の浸水被害が発生しました。その後、ポンプは復旧され、漏電の問題も解消さ

れました。しかし、抜本的対策を取るために平成２９年度から１０年間かけてポン

プの増設と排水機場の上流部に調整池の建設が行われます。 
    また、栃木市西前原にある西前原排水機場は赤津川と新川の水を出水時に遊水地

に排水していましたが、ここも建屋が老朽化していたため、関東・東北豪雨の際に

は、建屋の隙間から水が入り込み、ポンプの電源部分が水につかって漏電してポン

プが動かなくなって排水ができなくなり、床上 15 戸、床下２５戸の浸水被害が発

生しました。西前原排水機場は、老朽化した巴波川西排水機場と統合されて平成29
年に建て替えられました。 

 （４）加須市北川辺地区 
    北川辺地区では渡良瀬川が付け替えられ後の元の渡良瀬川が旧川と呼ばれ、農業

排水や生活排水がすべて旧川に流れ込んで、北川辺排水機場から渡良瀬川に排水さ

れます。この排水機場は平成１０年に建替えられたものが５代目として稼働してい

ますが、ポンプの能力は３台合計で、３日間に２２０ミリの降雨に対して排水でき

るとされているが、平成２７年９月の関東・東北豪雨の際には２日間で２４０ミリ

の雨が降って旧川が溢水しており、さらにポン の能力を向上させないと 近の異

常な降雨には対応できない虞があると言われている。 
 （５）板倉町谷田川排水機場、新堀川排水機場 
    板倉町は、利根川と渡良瀬川の堤防に囲まれた低平地で、江戸時代から浸水被害

に悩まされ続けてきたので、利根川に排水する谷田川排水機場、谷田川第２排水機

場、新堀川排水機場のほかに、出水時に谷田川の河川水を遊水地の第１調節池に排

水する谷田川第１排水機場があります、昭和２３年に設置されましたが、平成２３

年に改築され、ポンプの出力が大幅に改善されました。  
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提言４：渡良瀬遊水地ワイズユース基本計画の策定 

 渡良瀬遊水地と周辺地域のワイズユースの実現のためには、遊水地を管理する国土交通

省の下で４市２町の官民が一体となった継続的な取り組みが必要である。そのために、４

市２町で速やかに「渡良瀬遊水地ワイズユース基本計画」を策定して現在各市町で行われ

ている渡良瀬遊水地に関する施策を可能な限り統一化すべきである。 
同時に渡良瀬遊水地と周辺地域の地域振興が「渡良瀬遊水地の魅力と価値」をより高め

るものとして実現できるよう、「渡良瀬遊水地ワイズユース基本計画」と４市２町の各地

域振興計画との一体性が確保されなければならない。 
 

１ ワイズユースはなぜ必要なのか 

  提言1で確認したように今後の渡良瀬遊水地にかかわる全ての施策は、ワイズユー

スの理念に基づくことが求められます。 

なぜワイズユースが必要なのでしょうか。それは渡良瀬遊水地という湿地が私たちに

とってかけがえのない宝であり，私たちにはこの宝を後世に確実に引き継ぐべき責任が

あるからです。 

渡良瀬遊水地は公害問題の原点という歴史的な場所であることに加えて、豊かな葦原

と瑞穂の国であった谷中村の消滅という代償を払いながら、湿地の底知れぬ生命力が豊

饒な生命体を招きかつ育み、世紀を経て国際的に重要とされる湿地へと蘇った場所なの

です。 

世界には重要とされる湿地が数多くありますが、渡良瀬遊水地のように歴史的な価値

と生態系としての価値を併せ持つ湿地は類がないといわれています。 

私たちは先ずはこの宝の価値について十分に認識する必要があります。 

 

２ ワイズユースと言える施策とは 

  次に各施策がワイズユースといえるためには、その施策が①遊水地に現在ある生態

系を維持、発展するものであること、②遊水地がもたらす豊かな恵みと共存し後世に

その恵みを継承できること、③結果として地域振興にも貢献できることが必要と考え

ます。また①から③の優先順位は①→②→③の順番とされるべきです。 

 

３ 遊水地に現在ある生態系を維持、発展するものであること 

  遊水地にある現在の生態系を維持、発展させることについて、現在、遊水地にはチ

ュウヒやオオタカを代表とする多様な野鳥が飛び交い、絶滅危惧種を始めとする植物

や昆虫の存在が確認されています。遊水地は人が容易に近づくことができない地であ

ったことが幸いして、これら動植物にとってかけがえのない聖地となり原生自然の姿

を留めています。 

生活する空間が暮らしの全てだった時代、私たちの先祖は四季の移ろいの中で大地を

耕し、大地の恵から命を育み、豊かな生態系に依り頼むことで生きてきました。近代化

の暮らしの中で私たちは便利で快適な生活を求めすぎた余りに、私たちの周りに残され
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た原生自然は今では極めて稀となっています。原生自然に代わるものとして遊水地の自

然のような人手が加わった自然（二次的自然）を残していかなければ、私たちは生命体

としての瀬戸際に立たされてしまうことを知っています。今世紀 大の課題が、現在か

ろうじて残されている原生自然の生態系とともに私たちの近くに残された二次的自然

を維持して後世に引き渡すことであることについて、私たちの多くは既に気が付いてい

ます。 

地方自治体の役割とは何でしょうか。端的にいえばそれは住民の福祉の増進を図るこ

とに他なりません。そして現在残された豊かな自然環境の保全を図ることが現在そして

将来の住民の福祉のために不可欠であることは、もはや疑う術もありません。 

そうであるからこそ、渡良瀬遊水地に現在ある生態系は、遊水地周辺の地方自治体が

自らに与えられた宝であり、失われつつある宝の 後の砦として主体的に守るべきなの

です。 

 

４ 遊水地がもたらす豊かな恵みと共存し後世にその恵みを継承できること 

遊水地がもらす豊かな恵みとの共存と継承について、遊水地の魅力と価値は提言１

の解説の中で整理しましたが、それで拾いつくせるものではありません。    

遊水地の谷中村遺跡群には今なお谷中村の暮らしの痕跡が残されており、村民の子孫

を始めとする谷中村に想いを寄せる人々の精神的な拠り所であり続けています。 

福島原発事故を経験した私たちは、遊水地の底にある谷中村の歴史が繰り返された意

味について改めて深く感じ入り、故郷を追われた数多の人々が谷中村遺跡を弔いました。 

また平成２７年９月の関東大豪雨の際には、遊水地の治水としての重要性について私

たちは改めて知らされました。地球の温暖化は異常気象という形で私たちに警鐘を鳴ら

していますが、湿地の冷却効果、洪水抑制機能は今後益々注目されることになるでしょ

う。 

さらにここ数年は放たれたコウノトリが遊水地を悠然と舞う姿が確認され、遊水地の

生態系の豊かさの現れとして私たちに希望を与えてくれます。 

遊水地に関わる地方自治体の施策がこれら無数の恵みと共存しつつ、次世代に恵みを

継承するものであるべきことは自治体の責務でありましょう。 

 

５ 地域振興への貢献 

地域振興への貢献が地方自治体の働きとして求められることはいうまでもありませ

ん。現在４市２町それぞれには渡良瀬遊水地に関わる各自の計画があります。これら

計画はそれぞれワイズユースの理念を取れ入れています。他方、現在ある各計画は遊

水地を観光資源として位置づけ、新たな観光地への誘客を主とした地域振興に重きが

おかれて、生態系の維持や遊水地の限りない恵みの次世代への承継を主眼としている

かは疑問があります。 

渡良瀬遊水地に関心を持つ方が一人でも多く訪れることは私たちもまた強く望むと

ころです。しかし、安易な観光化は一過的な誘客を招くに過ぎず、ワイズユースとは相

反するものになる虞があります。 

遊水地の豊饒な生態系が世紀を経て育まれたように、遊水地に関わる施策は短期的な
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結果を求めるのではなく、１００年後の将来像を思い描き更に豊かな生態系の保有を目

指して持続可能なものとすべきでしょう。 

遊水地に関わる施策とは、このように長期に存続する生態系に関わる施策です。４市

２町は地域振興に独自性を打ち出す地域戦略を追うことよりも相互に協働することを

優先し、ひとつの遊水地としての生態系の維持を主軸とした共通の「渡良瀬遊水地ワイ

ズユース基本計画」を打ち出そうではありませんか。 

また既に知られていることころではありますが、渡良瀬遊水地の生態系を維持するた

めには遊水地のみを単体で保全することで足りるものではなく、遊水地を取り巻く河川

や水田も取り込んで管理の対象としなければなりません。 

このような施策は各自治体が単体で取り組むことで目的が達成されるものではなく、

共通の目的をもつ自治体や諸機関そして民間が連携し知恵を出し合ってこそ目的に向

かって邁進できるものです。 

持続可能な地域振興のためには、遊水地の生態系の維持を主軸とした４市２町共同の

「渡良瀬遊水地ワイズユース基本計画」の共同作成が、今こそ求められているのです。 

そして、各市町で策定されている地域振興計画とこの基本計画との間に一体性を持た

すことによって遊水地を核とした４市２町のワイズユースによる地域振興を実現する

ことができるのです。 

 

６  渡良瀬遊水地ワイズユース基本計画の骨子案 

基本計画骨子案の一例として考えられるものは次の通りになります。 

・基本理念を遊水地のワイズユースとして、遊水地の魅力と価値を将来世代に確実

に引き継ぐことを目的にする。 

・組織体としては渡良瀬遊水地に関する共通の事業を行うために４市２町による渡良

瀬遊水地一部事務組合を設立する。 

・一部事務組合が行う渡良瀬遊水地に関する共通の事業として、「ワイズユースを目的

に据えた保全管理計画の策定」、「ガイド、ヨシ焼きの担い手、専門職員の育成」、「ガ

イドブックの作成、ＳＮＳ広報」、「水害、害獣、外来種、ゴミ対策」、「歴史教育・学

校教育」、「エコツアー、スポーツ利用の推進」、「周辺地域や関係サイトとの連携」

等を列挙する。 
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提言５：保全管理の将来ビジョンと保全管理計画 

 渡良瀬遊水地の保全・管理に関しては、渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会のエ

コミュージアム・プランを下敷きにした国土交通省の渡良瀬遊水地湿地保全・再生基本計

画や関東地方におけるコウノトリ・トキを指標とした生態系ネットワーク形成基本構想/

基本計画、栃木市の渡良瀬遊水地ハートランドプラン、小山市の渡良瀬遊水地第２調節池

エコミュージアム基本計画等様々な計画やプランが併存している。これらについて、渡良

瀬遊水地のワイズユースの基礎となる「生物多様性に富む低層湿原（ヨシ原）という湿地

生態系の維持」という保全目標との関係でそれぞれが果たすべき役割を明確に位置づける

べきであり、この作業は国土交通省だけではなく４市２町の官民も加わる形で行うことが

求められる。併せて遊水地全体としての保全管理上の将来ビジョンを明確にして、その実

現のための保全管理計画を策定すべきである。 

 

 

１ 登録後の遊水地の大きな変化に関わる各保全計画 

現在第2調節池では、渡良瀬遊水地湿地保全・再生基本計画に基づく掘削による湿地

再生事業が進み、広大な水面が現れ、桜づつみや鷹見台から見る第 2 調節池の景観は、

かつての一面のヨシ原から大きく変化しました。そのうち環境学習フィールド３では、

年に４、５回５００名から１０００名近くの市民が自治体主催のヤナギやセイタカアワ

ダチソウの除去作戦に従事し、また夏には自治体が主催する「おさかなワイワイ大作戦」

に多くの親子連れの市民が参加して外来魚の除去も行われるようになりました。 

また、野田市が放鳥したコウノトリが渡良瀬遊水地に何回か飛来して短期の滞在を繰

り返した後、オスの「ひかる」が昨年2月から6カ月以上遊水地に滞在して小山市から

特別住民票が交付され、オスの「きずな」、メスの「きらら」も飛来して3羽が一度に見

られることもありました。その後一時的に遊水地を離れても、「ひかる」は昨年末から継

続して滞在しており、遊水地とその周辺で日常的にコウノトリが見られる状況となって

います。 

渡良瀬遊水地の条約湿地登録前に登録６～７年後の遊水地がここまで変化すること

を正確に予想できた人は、おそらく誰もいなかったでしょう。ここまでの変化は、湿地

再生については利根川上流河川事務所の渡良瀬遊水地湿地保全・再生基本計画、コウノ

トリの飛来・滞在については関東エコロジカル・ネットワーク協議会議会の関東地方に

おけるコウノトリ・トキを指標とした生態系ネットワーク形成基本構想/基本計画に基

づくもので、渡良瀬遊水地の自然生態系の維持向上に関して、これらの計画が果たして

いる役割は極めて大きく、遊水地のワイズユースの基礎となる「生物多様性に富む低層

湿原（ヨシ原）という湿地生態系の維持」という保全目標はこれらの計画を基礎に実現

を図らねばなりません。 

 

２ しかしながら、利根川上流河川事務所が策定した渡良瀬遊水地湿地保全・再生基本計

画と、同事務所の上位機関である関東地方整備局を中心に関東農政局、関東地方環境事

務所の下で設立された関東エコロジカル・ネットワーク協議会議会が策定した関東地方

におけるコウノトリ・トキを指標とした生態系ネットワーク形成基本構想/基本計画や

その下位計画に当たる渡良瀬遊水地エリア エコロジカル・ネットワーク協議会議会で
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策定作業中の渡良瀬遊水地エリア エコロジカル・ネットワーク形成アクションプラン

は、元々違う目的で策定されているため、渡良瀬遊水地の部分では対象が重なり合うも

のであっても、各計画の相互の関係は必ずしも明確に位置づけられていないのです。ま

た、渡良瀬遊水地湿地・保全再生基本計画は、渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議

会が作成したエコミュージアム・プランを下敷きにしたものと言われていますが、エコ

ミュージアム・プランが導水を中心とした湿地再生であるのに、渡良瀬遊水地湿地・保

全再生基本計画は掘削による湿地再生であって、その湿地再生手法は大きく異なります。 

  渡良瀬遊水地湿地・保全再生基本計画に基づき第２調節池で現在進められている掘削

による湿地再生についても、治水機能を損なうことなく導水をして水路をめぐらすこと

ができるのではないかとの民間や自治体からの提案もあります。 

また、現在環境学習フィールドで実施されている外来植物や魚類の除去作戦は、元々

は湿地保全再生・基本計画の中の事業ではなく、ラムサール湿地ネットわたらせが主催

したシンポジウムで提案され、小山市の策定した渡良瀬遊水地第2調節池エコミュージ

アム基本計画に組み込まれたものです。 

  その他、第２調節池以外でも、栃木市の渡良瀬遊水地ハートランドプラン、野木町の

水と緑と歴史のふるさとプラン、加須市の渡良瀬遊水地利活用推進計画等が策定されて

おり、この中に各自治体の遊水地や周辺地区の保全管理に関する事業が盛り込まれて実

施されています。 

 

３ 保全管理上の将来ビジョンの設定と共有 

したがって、これらの様々な計画による事業のすべてが相俟って現在の渡良瀬遊水地

と周辺地区の自然環境が維持されているということができますが、保全目標である「生

物多様性に富む低層湿原（ヨシ原）という湿地生態系の維持」を実現するためには、こ

れらの様々な計画を統合して、保全管理上の将来ビジョンを明確に定めて共有化すると

ともに、各計画の相互関係と各主体が遊水地の保全に果たすべき役割を明示して、効率

的な連携を図ることが必要です。 

これらの計画を統合していくためには、各計画の 上位となる「渡良瀬遊水地の保全

再生ビジョン」というような３０～５０年後の共通のゴールを国交省、環境省、農水省、

４県４市２町はじめさらに周辺自治体や民間団体の総意により設定し、各計画とビジョ

ンとの関係が明確になるようにビジョンの下に各計画を位置づけるような方法を取る

のが現実的です。そして、実際に具体的な保全管理上の将来ビジョンを描くためには、

上記各計画の関係者間での意見集約が必須となりますが、渡良瀬遊水地の保全管理上の

将来ビジョンを構成する要素として次の①ないし⑧については 低限盛り込まれなけ

ればならないでしょう。 

①ヨシ・オギ原の分布状況 

②ヨシ焼きの実施状況 

②既存または再生された水路、池の位置、形状、面積、状態 

③コウノトリ、チュウヒをはじめとする野鳥の飛来生息状況、繁殖状況 

④絶滅危惧種をはじめとする植物、昆虫、魚類の分布状況 

⑤イノシシやアライグマ等の害獣、ブラックバスやブルーギル等の外来魚、セイタカ

アワダチソウやヤナギ等の外来植物の生息・分布状況 

⑥周辺地区における農地、水路、ビオトープの位置、面積、状態 
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⑦周辺地区における生物の生息・分布状況 

⑧遊水地への来訪者数、利用形態 

 

４ 具体的な保全管理計画を 

これらの構成要素の現状を正確に把握した上で構成要素ごとに将来どのような状態

にしていくべきなのか、構成要素から成り立つ遊水地の将来ビジョンを明確にするこ

とによって、私たちは今までのように予想もできない未来に向かって手探りで進むの

ではなく、遊水地の将来姿を念頭に置きながら遊水地と関わり、遊水地のワイズユー

スを実現するための取組みを進めることが可能になります。 

 また、現在存在する各計画において保全管理のための人手や予算は明確に定められて

いませんが、掘削による湿地再生が大規模に進められている現状では、遊水地の良好な

生態系を維持するための保全管理には益々人手や予算（国交省や環境省の従来の予算を

除く）が必要とされてきます。したがって、将来ビジョンを実現するために構成要素ご

とにどのような問題点と課題があるのかを整理した上、どのような主体がどのような役

割を担い、どのように費用を捻出していくのか、国土交通省や環境省だけでなく４市２

町の官民も加わる形で遊水地全体の具体的な保全管理計画を策定していく必要があり

ます。 

 

５ 将来ビジョンの具体的イメージ 

  渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会は１９９９年に渡良瀬遊水地・エコミュ

ージアム・プラン―歴史と自然まるごと博物館―（案）を公表し、その後数回の改定を

重ねました。第１ないし第３調節池について、エコミュージアム・プランとして次のよ

うな位置づけを行っています。 

 第１調節池・・・・渡良瀬貯水池（谷中湖）やヨシ原浄化池がつくられ、すでに人の

手が加えられています。また、旧谷中村の遺跡もありますので、多

くの人が楽しめる場と位置づけます。現在。谷中湖はコンクリート

護岸ですが、水生植物群落が繁茂する湖に変えていきます。湖にマ

コモが生育すれば、オオハクチョウの飛来も期待できます。 

 第２調節池・・・・より豊かな自然があったころの原風景の再生をはかります。原則

としてサンクチュアリにして一般来訪者が立ち入れる範囲を限定し

ます。 

 第３調節池・・・・原則としてサンクチュアリにしますが第２調節池とは違った視点

で自然の保全をはかります。たとえばここは背の高い樹木が多いの

でコウノトリ営巣を考えることもできるでしょう。 

そのうち、第２調節池については、前述のとおり、渡良瀬遊水地湿地・保全再生基本

計画の下敷きになったイメージ図が描かれています。水路で結ばれた沼を船でめぐるイ

メージはとても魅力的で、登録後湿地再生が進み大小多くの池が生まれた第２調節池で

すが、水面が現れてくればくる程、このイメージ図のように池同士が水路で結ばれたら

との思いが募ってきます。 

この第２調節池に限らず、遊水地全体の将来ビジョンの具体的イメージが描かれるこ

とによって、保全管理計画は机上の計画ではなく、私たちが共有できる生きた計画とな

るのです。 
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提言６：早急に対処すべき保全管理上の問題 

 渡良瀬遊水地の保全管理上対処しなければ問題は多数存在している。その中でもイノシ

シ、アライグマ等の害獣対策、外来種駆除、ゴミ問題、ヨシ焼きの担い手不足については

深刻で、対処が遅れれば取り返しのつかない事態を招きかねない。 

 いずれも国交省や環境省の下で４県、４市２町が一体となって取り組まなければ解決で

きない問題であり、現状を正確に把握し、効果的かつ抜本的対策として何が求められるの

か、各省庁、各自治体がどのような役割と責任を分担し、民間にはどのような協力を求め

るのか、提言５の保全管理計画の下位計画として問題ごとの計画を立て、早急に対処すべ

きである。 

 

１ イノシシ・アライグマ等 

  現在まで､幸いにしてこれら害獣による人への被害がなくイノシシによる乗用車への

衝突事故が１件報告されているだけですが、遊水地には全域に１３グループ、１２０頭

のイノシシが確認さています。今後、イノシシ多住地帯の栃木県南西部の足利、佐野地

区から渡良瀬川の河床を通じての移住が予想され更に増加する可能性があります。また、

昨年１００頭が捕獲された思川上流地帯（小山市区域）からの南下も予想されます。栃

木県では約２５，０００頭（H２８年度）のイノシシに対し、すでにワイヤーメッシュ

柵、電気柵を含め８０８kmを設置し､箱わな、くくりわなを約５０，０００個設置して

対応しています。未対策地帯の遊水地でも生物多様性の保全を考慮しつつも人に被害が

出ないうちに現在実施されている看板による注意の喚起・各種の広報と共に、まずは、

わなによる駆除を考えるべき時期です。 

アライグマ､ハクビシンについては単独行動するため生存数は確定できていませんが

死骸が確認されていることまた生存を目視確認している人が多々あることから１０匹

台単位での生息が予想されます。 

また、近年遊水地では野良猫が増えています。猫は小鳥や魚、小獣を餌にしているの

で、遊水地は絶好の住処です。このまま放置すれば、遊水地の生物多様性が脅かされま

すので、速やかに除去の方法が検討されなければなりません。 

 

２ 外来種対策 

（１）渡良瀬遊水地の生物多様性は、自然と人間の協働作業 

 渡良瀬遊水地の生物多様性の豊かさは、自然と人間の営力が生み出したものです。

すなわち、洪水による氾濫による自然的撹乱、ヨシ刈り、ヨシ焼き、掘削等による人

為的撹乱によって、様々な環境が形成されてきたことが、生物多様性に大きく寄与し

てきました。 

しかし、調節池化が完成してからは、渡良瀬遊水地内に水が入っても、速やかに排

水されるため、洪水による撹乱の影響は軽微でした。すなわち、近年では、自然的撹

乱はほとんどなくなってきています。 

また、ヨシ刈り面積の減少、年によるヨシ焼きの燃え残りにより、ヨシ・オギ・湿

地性植物以外の植物の繁茂が目立つようになってきました。人為的撹乱が減少するに

伴って、アレチウリ、オオブタクサ、セイタカアワダチソウ、ハリエンジュ、セイヨ

ウアブラナ、セイヨウカラシナなどの外来種が多くなってきました。新たな掘削地は、
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掘削後数年は豊かな湿地となっています、放置されることにより、ヤナギ林に遷移し

ていきます。ヤナギ林は、イノシシのねぐらとなっています。また、渡良瀬遊水地内

の水路や掘削池には、ウシガエル、オオクチバス、ブルーギル、アメリカザリガニ、

タイリクバラタナゴなどの外来種が多く生息しています。 

（２）生態系保全の一環として外来種対策を 

渡良瀬遊水地の外来種の代表ともいえるセイタカアワダチソウは、渡良瀬遊水地全

域に分布して、在来種の生育場所を奪っています。また、水中の外来種の代表ともい

えるオオクチバスも渡良瀬遊水地の水域に広く分布しており、在来種を捕食している。

このように、彼らは、在来種の脅威となっています。 

しかし、セイタカアワダチソウ、アメリカザリガニ、オオクチバスは、外来種だか

ら悪いのではなく、数が増えすぎて生態系のバランスを崩し、生物多様性の減少を招

くから悪いのです。在来種であるヤナギ類も同様であり、樹林化することにより、湿

地の多様性が失われていきます。しかし、彼らを渡良瀬遊水地から根絶することは現

実的には不可能です。 

そこで、人間が利用する場所と、自然の営みに委ねる場所とのゾーニング（区分け）

が必要となります。新しい掘削地・掘削池である「環境学習フィールド」等は、人間

が利用し管理する場所として、私たちが責任を持って生物多様性の保全を行うのです。

小山市を中心に実施されている環境学習フィールド3における「ヤナギ・セイタカア

ワダチソウ除去作戦」は、生態系のバランスを保つ営みで、「おさかなワイワイ大作戦」

も同様です。これらの活動は、わたらせ未来基金が、環境学習フィールド１で始めた

「除去作戦」がきっかけとなっています。これらの活動で得られた知見を、渡良瀬遊

水地全体の生物多様性の保全に役立てることが期待されています。 

 

３ ゴミ問題 
今年の遊水地のヨシ焼き後に実施されたクリーン作戦では参加者５，０００人が収集

したごみの量は周辺の市町村合わせて約２５トンでした。しかし実際はその他に年間に

収集されるごみの量は利根川上流河川事務所だけで何と約２７２トン（平成２９年度､

容積を量換算）と約１１倍もあるのです。更に民間団体の収集量を加えると３００トン

（推定）以上になります。 
しかし、ゴミ対策には一気に解決する妙案はありません。地道な取り組みがあるだけ

です。産廃・大物廃棄物には自動監視カメラによる監視体制、一般廃棄物にはマナーの

広報とパトロールによる監視、ごみ持ち帰り活動の徹底などを、どの部署が､何時、どの

ように実施するかです。民間団体、一般市民の協力を含めて地道な活動を続けて行く必

要があります。 
 

４ ヨシ焼きの担い手確保 

昭和３０年代から行われてきたヨシ焼きは、害虫駆除とともに、良好なヨシを生育さ

せるには不可欠なものとして続けられてきました。当初は、ヨシを使って作るヨシズ業

者の数も多く、ヨシズ業者が業務上の必要性からも中心になってヨシ焼きに従事してい

ましたが、近年では中国産のヨシズに押されてヨシズ業者の数も少なくなり、ヨシ焼き

の担い手を確保することが難しくなっています。２０１９年に行ったヨシ焼きの配置人

数は下記一覧表のとおりですが、誰が担い手となるかは地域によって違いがあり、ヨシ



 
 

33 
 

ズ業者だけが担い手になっている地域もあれば、自治会役員が担い手になる地域もあり、

住民が輪番で担当する地域もあります。今後ヨシ業者が増えるような状況にはないです

し、いずれの地域でも高齢化と過疎化は進行していますので、早晩今までのように担い

手を確保できない状況に直面せざるを得ません。 

他方、条約湿地登録後は渡良瀬遊水地のヨシ焼きは遊水地の風物詩として注目を集

め、アマチュアカメラマンをはじめ見物客も増えて 近は１万人近くの方が来訪して

いますし、ヨシ原の維持のためにはヨシ焼きは必須ですから、ワイズユースの観点から

も担い手不足を理由にヨシ焼きを中止したり、縮小することはできません。 

したがって、ヨシ焼きの担い手確保のために、今までヨシ焼きとは無縁であった地域

住民から希望者を募って、ヨシ焼き担い手を養成していくことが急務となります。これ

は遊水地全体での対応が必要ですから、４市２町が早急に統一した方針を立てて早急に

取り組まなければなりません。 

 

ヨシ焼き配置人数 2019年度 
 

栃木市 部屋 帯刀        41人  
西前原       23人  
石川        41人  
部屋        34人  

篠山 若い衆       13人  
秋山さん      2人  
島田さん（提外）  5人  
田中逸郎さん    部屋の松本さん割り振り 

東赤麻           41名 3地区 
西赤麻           98名 江川 大坪脱退 

かつての3分の一 
野木町  栗田さん      13名  
小山市 下生井           44名  

白鳥 （役員）      8名  
 
上記 保険適用者  363名 
板倉町  駐車場近くの耕作者と駐車場分職員がヨシ焼きを行った 
古河町  ヨシ焼き地なし 
加須市  ヨシ焼き地なし  
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提言７：ワイズユースを担う人材確保 

ワイズユースを実践していくためにはそれを担う人材が必要である。ワイズユースの核

となる４市２町においては、遊水地の魅力と価値、遊水地の沿革、条約湿地登録の経緯と

登録後の状況等の正確な理解が身についた職員を担当課に配置して、かつ専門性を高めら

れるような人事が工夫されなければならない。 

外部からの来訪者にとっては渡良瀬遊水地の顔となるボランティアガイドは、遊水地全

体のガイドとしての資質を備えることが重要であり、現在行われているような各市町単独

や団体単独での養成から、早急に４市２町の官民が連携した形での養成に移行すべきであ

る。 

大の利害関係者である住民については、４市２町間で積極的な交流を図ることによっ

て、各市町自治体の住民としてだけでなく渡良瀬遊水地周辺地域の住民としての意識を高

め、遊水地と周辺地域におけるワイズユースの担い手として長期的には も重要な役割を

果たしていくことが期待される。 

 

 

１ ４市２町の遊水地担当の職員について 

渡良瀬遊水地のワイズユース実現のためには、それを担う人材が欠かせません。先ず

は、４市２町の自治体の担当課職員には、遊水地の魅力と価値、遊水地の沿革、条約湿

地登録の経緯と登録後の状況等についての正確な知識や理解を身に付けてもらうこと

が求められます。しかし、現状の各自治体人事ではほとんどの担当課職員がわずか数年

で異動するサイクルのため、ようやく知識や理解を身に付けた職員がそれを十分に活か

せないまま担当課から外れてしまったり、また各職員が担当課所属の数年の間に積んだ

経験も組織として十分蓄積・承継されることがないという憂慮すべき事態が発生してい

ます。今年は条約湿地登録７周年となりますが、各自治体の担当課には７年前の登録前

後の状況を正確に把握している職員はほとんどいないと言っても過言ではありません。 

数十年単位で取り組むべき遊水地に関する施策は、継続性を維持することが も重

要ですし、そのためには、担当課職員の配置も施策の継続性を担保するものにすること

が必要です。したがって、遊水地担当課職員の中にベテランと新人が適切に配置される

ようにしたり、一度きりの担当課への配属ではなく、当該職員が遊水地に関する専門性

を高められるよう在職中に何度か担当課に配属させたり、担当課職員に対する４市２

町共通の遊水地関係の研修制度を設けて知識と理解の底上げを図る等の工夫が実践さ

れなければなりません。 

 

２ ボランティアガイドの養成について 

また、民間において遊水地に関わる人材の養成を幅広く行って行くこともワイズユー

スの実現のためには不可欠です。各自治体や団体で取り組まれているボランティアガイ

ド養成については、条約湿地登録間もなくから各自治体や団体でガイド養成が始まり、

数年すると一定数養成したとしてガイド養成を休止していますが、単に当該自治体のた

めのガイドではなく、遊水地全体にとってのガイドを各自治体が連携してわずかな人数

でも毎年継続して養成していくことがとても重要です。そして、既に各養成講座でガイ

ド養成カリキュラムを修了した方を対象に、既修者間交流や遊水地全体のガイドができ
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るようになるための４市２町が連携したスキルアップ研修の実施する等遊水地全体の

ガイドができる人材を一人でも多く養成していくべきでしょう。 

ガイド養成講座では、「渡良瀬遊水地の魅力と価値」について偏りなく学ぶことがで

きる座学は当然として、 近では、ガイドに単に知識を詰め込んで来訪者を案内する存

在ではなくインタープリターとしての役割が期待されていますので、インタープリター

の役割が身に付けられるような実地の研修が不可欠です。 

渡良瀬遊水地の魅力と価値をその人自身の感性を媒介にして来訪者に分かりやすく

伝え、来訪者と渡良瀬遊水地の魅力と価値の間につながりをつくり、それらを通じて渡

良瀬遊水地という地域ひいては地球を愛する人を増やしていく目的を実践できる存在

が渡良瀬遊水地のインタープリターであり、このような存在としてのガイド養成は、４

市２町はじめ民間も協力していかなければ決して実現することはできません。 

 

３ ４市２町の住民交流の必要性 

また、ワイズユースの成否は、 終的には、住民がどれだけ「渡良瀬遊水地の魅力

と価値」を大事に思い、守っていく意識を強く持てるかにかかってきます。渡良瀬遊

水地においてこの住民の意識を高める上で も問題となるのは、住民は通常の生活を

４市２町という異なる自治体のいずれかで送っており、渡良瀬遊水地４市２町地域全

体の帰属意識を持つことがほとんどないことにあります。一つの自治体の中でも遊水

地に近い地域と遠い地域では、自治体内の遊水地に対する関心と意識に大きな隔たり

がありますが、さらに住民が他市町に属する遊水地について高い関心と意識を持つた

めには、積極的な交流を図って、他市町に属する遊水地とその周辺に暮らす人を「知

る」ことから始めるための働きかけが必要です。 

  条約湿地登録以来、各自治体では自らの自治体の住民向けや東京圏からの来訪者向

けの行事は数多く企画していますが、残念なことに隣接自治体の住民との交流を図る

行事はほとんど企画されていません。 

  外から人を呼ぼうとする前に、遊水地周辺に居住する住民一人一人が遊水地の全体

を知り、遊水地関係自治体内での人的交流を重ね、遊水地地域の住民としての帰属意

識を持ち、遊水地全体のワイズユースの必要性を実感できててこそ、外部の人たちを

遊水地全体で受け入れることができるのです。 

  



 
 

36 
 

提言８：遊水地来訪者の受け入れ態勢の整備 

 「渡良瀬遊水地の魅力と価値」を伝える上で も重要な外部からの訪問者の受け入れに

ついては、４市２町官民の協力の下で遊水地へのアクセスやビジターセンター・ガイド等

の態勢を整えるとともに、「渡良瀬遊水地の魅力と価値」を体感できるエコツアーの実施

が必須である。 

そして、「渡良瀬遊水地の魅力と価値」を国内外に伝えるツールとして、４市２町の官

民で共同編集した「渡良瀬遊水地公認ガイドブック」を作成するとともに、ガイドブック

を常時更新していく形でのインターネットやＳＮＳによる情報提供を行う必要がある。 

 

 

１ 遊水地へのアクセスと池内移動手段 

（１）鉄道とバス 

鉄道でのアクセスについては、ＪＲ古河駅、野木駅、東武鉄道の柳生駅、板倉東洋

大前駅、藤岡駅等が主要駅となります。この内、唯一藤岡駅～谷中湖間は土日祝日限

定で一日３往復のバス運行があるのみです。それ以外はいずれの駅からも徒歩、又は、

レンタサイクルかタクシーに頼らざるを得ず、利便性という面では十分とは言えませ

ん。現状の鉄道利用によるビジター数では 寄り駅～遊水地間の公共バスの更なる運

行に踏み切るには程遠い現状ではあります。しかしながら、この状態を諦め放置する

のではなく、土日祝日のみ、もしくはゴールデンウィークなど期間限定で、①藤岡駅

～谷中湖間の増便、②急行停車駅である板倉東洋大前駅から谷中湖間シャトルバス運

行、更に、③ＪＲ野木駅～生井桜づつみ間のシャトルバス運行などを試行したい。 鉄

道会社とタイアップした広報宣伝をすることにより認知度を上げる努力を通してこ

そ、ビジター数を増やしてゆくことができます。このような考えに立った官民の協力

が必要でしょう。 

一方、小山市と栃木市の連携事業で「おーバス」が下生井地区、白鳥地区を経て栃

木市部屋地区の遊水地堰堤上までの運行延伸が始まりました（小山市、野木町、栃木

市地域間連携コミュニティバス実証運行事業）。将来的には間々田駅を出た「おーバス」

が野木町ボランティアセンター「きらり館」やJR野木駅への立寄りが実現されること

を期待します。 

（２）レンタサイクル、シェアーサイクル 

現状では、①藤岡駅近くの柿沼自転車店さん、②わたらせ自然館レンタサイクルセ

ンター（板倉町）、③谷中湖子ども広場レンタサイクル、④古河駅前子育てヤンチャ森

（旧花桃館）、⑤野木駅西口サイクルステーション、⑥野木町ホフマン館、⑦野木町ボ

ランティア支援センター「きらり館」、⑧間々田駅前シェアーサイクルなどが遊水地周

辺地域で利用可能なレンタサイクル、又は、シェアーサイクルのステーションとなっ

ています。この内、相互返却が出来るのは小山市と野木町の連携事業に基づく小山駅

前シェアーサイクルと⑤野木駅西口サイクルステーション、⑥野木町ホフマン館、⑦

野木町ボランティア支援センター「きらり館」、⑧間々田駅前シェアーサイクルの各ス

テーション間であります。また、④古河駅前子育てヤンチャ森と⑦野木町ボランティ

ア支援センター「きらり館」の間が相互乗り捨て可能になっています。それ以外のス

テーション間の相互リリースは出来ません。この不便を解消するには、４市２町共通
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のシェアーサイクル・システムを導入して、どの貸出ステーションにでも自由に乗り

捨て可能なシステムを導入する事を進めるべきではないでしょうか。これが実現する

ならば、ビジターはより変化にとんだコース選定が可能となり、渡良瀬遊水地の魅力

に触れることが出来ます。なお、①藤岡駅近くの柿沼自転車店さんは個人営業店であ

り、相互リリースのシステムへの組み込みが難しいと考えられるものの、ハートラン

ド城や湿地資料館へのアクセスには好位置にあり、単独のサービス提供としても利用

価値は高いと評価できます。 

（３）マイカー 

マイカーアクセスに関しては、エコロジー重視を考えれば遊水地内へ乗り入れを増

やす現時点以上の施策を講ずべきではなく、現状凍結が望ましいと考えます。今後、

マイカーでのビジターが増加することを考慮すれば、パーク＆ライド方式の採用も検

討の対象とすべきです。第１調節池の北エントランスを入って周囲堤を降りた下、谷

中湖西側多自然池公園横、更に、第２調節池の生井桜づつみとそれに続く栃木市部屋

地区の周囲提上には十分な駐車スペースがあり、此処を拠点としたパーク＆ライドが

実現可能であります。ライドの方法はかつてあった下生井の旧思川ふるさと公園のレ

ンタサイクルステーションを復活させるほか、後述の池内移動手段で紹介するグリー

ンスローモビリティの導入を以て実現させたいと考えます。 

一方、遊水地周辺国道、県道において遊水地へ誘導する案内表示は増やすべきで、

国、県への働きかけは継続すべきであると考えます。 

（４）池内移動手段の多様化 

 老若男女、障害者にも広く遊水地の魅力と価値を体験してもらう事とあわせて、  

後述する環境を保全しつつ多様な提案型ツアーを普及させることを目的に第２調節

池内の掘削工事用道路を活用すべきです。マイカー乗り入れは排除し、専用公共移動

手段（国土交通省と環境省が推奨しているグリーンスローモビリティ：下記注参照）

の導入を長期的視野で考えるべきでしょう。グリーンスローモビリティの導入につい

ては、民間と自治体の共同出資による第三セクター方式での導入を前提に十分なフィ

ージビリティ・スタディを行ったうえ実現を目指すべきでしょう。また、グリーンス

ローモビリティ構想が実現するまでの間は既存の掘削工事用道路を歩行者へ開放し

ていただけたらと願うものです。一方、既に公道化した生井～第二排水門～鷹見台の

ルートはこれまで通り一般車両の通行を可とせざるを得ないと考えます（添付地図参

照）。さらに、現在利用時間の制限がある野渡橋については、利用制限時間の撤廃か、

利用可能時間枠の拡大が検討されるべきでしょう。 

 
注：グリーンスローモビリティとは電動で20Km/h未満で公道も走行できる４人～１０名程度の車両

による低炭素化を目指す移動手段。 
国土交通省と環境省の連携事業で２０１９年度から運用を目指す法人、自治体に対して補助金が
交付される。関連資料添付 
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他方、エコツアーの原点は自然観察を伴う徒歩移動であり、第２調節池内の水辺め

ぐりなど徒歩散策コースを設けたいと考えます。この中には第２調節池ヨシ原内の徒

歩横断路（添付地図参照）があれば、ヨシの高さや密集度、ヨシの繁茂の下に生きる

植物など、より多様な観察プログラムが可能となるほか、ヨシキリなど野鳥観察にも

生きるものと考えます。また、ヨシ焼き後の池内移動は見通しが良く普段見慣れた景

観とは全く異なる風景を見ながら、トネハナヤスリをはじめとする芽吹きの感動が体

感できます。このため、池内歩道（未舗装で道幅は1メートルほどで十分）の設置検

討を提案します。但し、本来の治水目的を考えたとき、越水があった場合の池内歩道

は被害を免れず、予め想定しておかなければなりません。 

 

２ 遊水地関連施設、ビジターセンター、ガイド等の受け入れ態勢 

  当面は、関係自治体の他、渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団が既に運営して

いる既存施設、即ち、渡良瀬遊水地湿地資料館や体験学習センターわたらせの他、ハ

ートランド城、栃木市藤岡歴史民俗資料館、北川辺スポーツ遊学館、わたらせ自然館

（板倉町）、野木町ホフマン館、古河歴史博物館、更には、千葉県立関宿城博物館など

それぞれの長所や特徴を生かしつつ、更なる充実と有効活用を図ることが必要と考え

ます。このため、各施設間の連携、情報共有が必要であり、また、これを具体化する

ためには、連絡協議会の設置が望まれます。更に、現在ある渡良瀬遊水地の魅力と価

値は、長い歴史的背景によるものであることから、田中正造記念館（館林）、佐野市郷

土博物館、田中霊祠を初めとする足尾鉱毒事件に関わる田中正造顕彰施設や団体（谷

中村の遺跡を守る会）との連係も図り、我が国の産業公害の原点と言われる足尾銅山

鉱毒事件や田中正造の足跡など正しい歴史を伝えることを忘れてはなりません。そし

て、これらの渡良瀬遊水地関連施設は遊水地の将来に対する我々が共有する「共通ビ

ジョン」を発信する基幹施設としての役割を担っていただけたらと考えます。 

将来的には、一つの遊水地という考えに立って、民間団体、周辺自治体、渡良瀬遊

水地アクリメーション振興財団の共同運営による遊水地に関する中核となる施設が出

来る事を願ってやみません。ここでは、教育啓蒙活動、ガイド養成、情報発信、宿泊

体験、歴史や自然の博物展示、環境保全なども行う統合型センターの設置実現を望む

ところです。此処にガイドも４市２町から派遣プールしビジター対応を行うなど、幅

広く民間も関われる施設にしたいと切望します。これこそ究極の受け入れ態勢整備と

言えるのではないでしょうか。この事は、ビジターの多様な要求に応えるだけにとど

まらず、誘客増にもつながり遊水地内の提案型ツアーを提供する上でも効果を発揮す

るものと考えます。 

ガイドに関しては栃木市の渡良瀬遊水地ガイド・クラブ、小山市の渡良瀬遊水地エ

コツーリズムガイド協会が本格的な活動をすでに開始し、野木町では現在ガイド養成

中であると聞きます。また、谷中村の遺跡を守る会も谷中村の歴史と田中正造の功績

を広く後世に伝える活動を進めております。こうしたそれぞれのガイドはテリトリー

意識にとらわれず、課題や情報の共有化、資質の向上、ガイド時の連携協力も視野に

入れて相互交流を促進すべきであり、４市２町はこれを積極的に主導し支援をして頂

きたいと考えます。 
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３ エコツアーとガイド 

  エコツーリズムの定義ついて、日本エコツーリズム協会によると「地域資源の健全

な存続による地域経済への波及効果が実現することをねらいとする、資源の保護＋観

光業の成立＋地域振興の融合をめざす観光の考え方である。それにより、旅行者に魅

力的な地域資源とのふれあいの機会が永続的に提供され、地域の暮らしが安定し、資

源が守られていくことを目的とする。」、としています。また上記の定義づけに当たっ

て、いくつかある考え方の一つとして、「環境の保全を図りながら観光資源としての魅

力を享受し、地域への関心を深め理解を高めてもらう手段としてのプログラムがつく

られるべきであり、地域・自然・文化・歴史と旅行者との間の仲介者（インタープリ

テーションの能力を持ったガイド）が存在することが望ましい。」とガイドとその資質

の重要性を指摘しています。 

  以上の考え方に鑑み、エコツアーのプログラムを４市２町とガイド団体とが共に考

え、遊水地の提案型ツアーのプログラム提供を目指すべきであります。且つ、ガイド

養成も共通した同一レベルのカリキュラムを以て行われることが望ましいと考えま

す。 

  また、ガイドの行動範囲は遊水地内にこだわらず、外周地域のそれぞれの市町の歴

史、文化、地域遺産を積極的に紹介出来る能力を備え、ビジターに感動と共感を呼び

起こすインタープレター精神を以て地域活性化を目指す事も忘れてはなりません。 

 
  注：インタープリターの概念 （本来は通訳者の意味） 
   単なる情報の提供者では無く体験や教材を通し、事物や事象の背後にある意味や関係を判り易く

伝え、 聞く人に感動と共感をもたらす人 
インタープリターはただ自然に詳しいだけではなく、話術、突発的出来事への対応、全体構成

の企画演出、 参加者との一体感の創出といったことが資質として要求される。 

 

４ プログラム（提案型コース）について 

広大な面積を持つ遊水地は個々のゾーンで特徴があります。第１調節池は谷中村史

跡ゾーンと広大な貯水池である谷中湖、スポーツゾーン、そして、チュウヒが塒とす

るヨシ原。第２調節池は環境学習フィールドを初めとするヨシ原の中に点在する野鳥

のための大小の水辺と与良川の池内水路沿いの河畔林。第３調節池は落羽松の樹林や

点在するアカメヤナギの樹林と手つかずの自然。これらそれぞれの特徴を効果的に紹

介出来る提案型コースを設けたいと考えます。提案型コースを考える時、シェアーサ

イクルの利用に加えて前述の池内公共移動手段（グリーンスローモビリティ）がある

とより多様で効果的なルートが考えられるため導入を図るべきであると提案します。 

具体的な、提案型周遊コースのルート案は、アクセスや移動手段の検証と共に４市

２町、渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団、さらに、遊水地で活動する各団体・

組織を交えた検討会でいくつかのルート案を設定すべきです。具体的な例を示すなら

ば以下のようなルートを提案できたらと考えます。 

（１） 史跡探訪と水辺の自然観察ルート（バス、グリーンスローモビリティ、徒歩を

組合せて） 

板倉東洋大前＝谷中村史跡ゾーン～ウォッチングタワ⇒鷹見台～第2調節池水

辺散策～桜づつみ＝野木駅+ 

 （２）のんびりポタリング・コース（シェアーサイクルを使って） 
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野木駅＝きらり館→ホフマン館→野渡橋→見晴らしの良い堤→谷中村跡→鷹見

台→第三調節池→渡良瀬の里→ハートランド城＝藤岡駅 

 

５ 情報発信、及び、公認（公式）ガイドブックとインターネット 

渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団が販売中の冊子、「渡良瀬遊水地～生い立ち

から現状～」をはじめ植物、昆虫、魚類等の各図鑑は一冊100円と廉価ながらも利用価

値は高く、今後も改訂版で内容の改訂充実を図っていただきたいと思います。 

また、これに加えて、渡良瀬遊水地の多面的な総合案内誌の定期刊行なども検討すべ

きでしょう。 

（１）ガイドブック 

現状では、各市町がそれぞれに資料を作成しております。それはそれで各市町が売

り出したい部分や強調したいところに重きが置かれ、良い面がある反面、遊水地全体

を俯瞰し包括的に述べているガイドブックは皆無と言ってよいでしょう。一口にガイ

ドブックとは言っても盛り込むべき内容、その質や量こそが重要であり、4市2町共

同の編纂委員会で編集方針を定め、統一的なガイドブックを制作しては如何でしょう

か。前述の提案型コースのルート案検討会と重ねて編集検討を行うことが望ましく、

新たな視点での公式ガイドブックの作成が求められます。 なお、共通ガイド資料は、

利活用協議会の分科会で小山市が作成中であり、これの完成を見て更なる改良も考え

たいと考えます。 

（２）インターネット 

遊水地に関するネット上のホームページ検索では渡良瀬遊水地アクリメーション

振興財団のHPが 初にヒットします。これは代表的な遊水地の紹介HPと言えるでし

ょう。内容的には、①遊水地の成り立ち、②谷中湖を中心とした史跡・レジャー紹介、

③遊水地内で見られる生物（植物、野鳥、昆虫、魚類）紹介、④財団が管理する施設

の紹介と利用案内となっています。従って、当面はこのHPに各調整池の特徴や、見ど

ころ、様々なアクセスポイント、活動しているクラブ、団体、組織の紹介などを追加

掲載してもらい、多面的、且つ、総合的な遊水地紹介案内HPとして活用すべきでしょ

う。また、ネット上での遊水地に関する様々な問い合わせや照会に対して統合的に対

応できる遊水地コンシェルジェ的窓口機能を設置することが求められます。 

将来的には、前述のように４市２町と渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団共同

の中核施設が出来た暁には、HPもここに移し、前述の公認ガイドブックの掲載とその

更新情報なども随時掲載できるようにすべきです。また、HPの多言語化はラムサール

湿地と言う国際的なステータスからも必須です。 

  


