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     １．開  会 

 

事務局  定刻でございますので、ただいまから第 11 回「三番瀬環境学習施設等検討委員会」

を開催いたします。 

    議事に入るまでの司会進行を務めますので、よろしくお願いいたします。 

    はじめに配付資料の確認をさせていただきます。 

    お手元の資料として、 

     次第 

     資料１  平成 18 年度三番瀬環境学習施設等検討委員会報告 

     資料２  第 28 回三番瀬再生会議の開催結果概要 

     資料３  平成 21 年度事業実施状況について 

     資料４  平成 22 年度三番瀬再生実施計画（環境学習・教育事業）（案） 

     資料５  ビオトープネットワーク事業について 

    資料は以上ですが、不足等はございますか。 

    よろしいでしょうか。 

    なお、本日、資料４の追加の添付資料として、Ａ４横書きの資料を１枚追加しておりま

す。資料名が「平成 22 年度千葉県三番瀬再生実施計画（環境学習・教育事業）（案）につ

いての事前意見」というものです。よろしくお願いいたします。 

    本日は、委員は 12 名の出席をいただいております。委員 13 名の半数以上の出席という

ことですので、設置要綱第６条第３項の規程により、本日の会議は成立しております。 

    それではこれから議事に入りますが、ここからの議事の進行は吉田委員長にお願いした

いと思います。 

    吉田委員長、よろしくお願いいたします。 

吉田委員長  それでは、これから議事に入ります。 

    本日の議事の項目ですが、報告が１件、「第 10 回委員会の会議結果について」がござい

ます。議題が５件、「第 28 回三番瀬再生会議開催結果の概要について」「平成 21 年度事業

実施状況について」「平成 22 年度実施計画（案）について」「ビオトープネットワーク事

業について」「その他」でございます。いつもより少し議題が多いので、本日の会議予定

は８時までと考えておりますので、円滑な進行のご協力をお願いいたします。 

 

     ２．報  告 

 

       （１）第１０回委員会の会議結果について 

 

吉田委員長  それでは、まず、報告事項（１）第 10 回委員会の会議結果について、事務局か

ら説明をお願いします。 

事務局  7 月 31 日に開催した第 10 回委員会の開催結果について報告いたします。 

    第 10 回委員会の会議結果につきましては、9 月 2 日に開催された第 28 回三番瀬再生会

議で、その概要を資料に基づき報告しております。 
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    資料２「第 28 回三番瀬再生会議の開催結果概要」の頭から４枚をめくっていただきま

すと、「三番瀬環境学習施設等検討委員会の開催状況について」とありまして、そのペー

ジと次のページまでが前回委員会の概要です。ここから資料に沿って説明いたします。 

    前回委員会では、議事（１）三番瀬再生会議の開催結果概要についての中で、今年２月

７日に開催された市川市所有地における自然再生に係る合同ワークショップでさまざまな

いいアイデアが出ており、市川市だけでなく県も一緒に考えなくてはいけないのではない

かという意見がございました。 

    次に、浦安の三番瀬環境学習施設に関しては、平成 18 年度に当委員会が取りまとめた

報告書を原点として、例えば「三番瀬のための環境学習という視点を大事にして議論する

必要がある」との意見をいただきました。報告書については、本日の資料１として添付い

たしました。また、「施設周辺を含めたトータルなデザインや水辺への安全なアプローチ

方法、ルールづくりを検討すべき」「県は関係機関との調整やオープンな意見交換ができ

る場の設定に努力してほしい」といった意見をいただき、事務局といたしましては、委員

の意見を踏まえ浦安市など関係機関との調整、意見交換に努力したいと考えております。 

    なお、「関係部局のわかる図面を用意してほしい」との意見をいただきましたので、９

ページ、図面の括弧の中に手書きで関係部局名を記載しております。 

    戻っていただきまして、議題（２）平成 21 年度事業実施状況と、議題（３）平成 22 年

度実施計画策定の考え方については、一括討議を行い、実施計画については昨年度と同じ

流れで策定していくことで了承されました。 

    次の２ページですが、吉田委員長からビオトープネットワークについての質問をいただ

き、自然保護課から次回会議で資料の素案を提示する準備を進めている旨を回答したとこ

ろです。 

    その他の議題はございませんでしたが、フリーな意見交換では、環境学習施設建設後の

メンテナンスが大事であること、観察会への安全性を配慮すべき、さらに、ハードだけで

はない人材育成あるいは人材活用策を再認識すべき、といった意見をいただいております。 

    なお、前回委員会の会議録につきましては、会議終了後、速記録を委員の皆様にお送り

し、修正したものを開催結果概要の一部として既にホームページで公表していることを申

し添えます。 

    報告は以上でございます。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    委員の皆様から、何かご質問はございますか。 

    よろしいでしょうか。 

    それでは、これは報告ということですので、議題に入らせていただきます。 

 

     ３．議  事 

 

       （１）第２８回「三番瀬再生会議」開催結果概要について 

 

吉田委員長  議題（１）第 28 回「三番瀬再生会議」開催結果概要について、事務局から説明

をお願いします。 
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事務局  再び資料２をご覧いただきたいと思います。 

    資料２は、７ページまでが９月２日に開催された第 28 回三番瀬再生会議の概要を県の

地域づくり推進課でまとめたもので、その後ろに、先ほど報告した当委員会の前回の開催

結果の資料を加えたものです。 

    資料の頭から、当委員会に関係する部分を説明いたします。 

    第 28 回三番瀬再生会議では、冒頭、坂本副知事から、三番瀬は東京湾に残された貴重

な自然であり、千葉県の大きな魅力としてすばらしいポテンシャルを持っている。地元関

係者の皆様の意見が一番重要。引き続き皆様方の一層のご支援、ご協力をお願いしたいと

の知事メッセージが代読されました。 

    議事では、議題１で第 26 回・第 27 回再生会議の結果について報告・討議がされました。 

    ２ページのイの議題２以降ですが、平成 22 年度三番瀬再生事業の方向性について討議

が行われました。 

    その中で、４ページですが、市川市塩浜地区における自然再生事業については、議論が

平行線になっており、三番瀬再生実現化試験計画等検討委員会で引き続き検討するとされ

ております。 

    環境学習の事業は、第８節ですので、本来は資料の５ページに書き込みされる部分です

が、記載はございません。ただ、再生会議では、最初に後藤副委員長から「浦安に動きが

あることから県も積極的に対応してほしい」との発言をいただいております。また、漁業

者の代表委員から、「三番瀬は漁業権が多いところであることから、環境学習としての利

用において十分協議を積む必要がある」との意見をいただいております。さらに吉田委員

長からは、「三番瀬再生計画が毎年の事業計画になっている中で、まちづくりとか環境学

習、海や浜辺の利用のためのルールづくりとかがセクションに分かれてしまっているので、

もっと上から俯瞰したような三番瀬再生のグランドデザインを話し合うことを再生会議で

できないか」との指摘がございました。 

    これらの意見、ご指摘については、再生会議の場で環境政策課からは、浦安の動きにつ

いては当委員会の意見を聞きながら調整に努力いたしますが、漁業権の関係については研

究課題である、また吉田委員長の指摘については、多方面にわたる問題ですので、環境政

策課としてはできることについての努力惜しまない旨を回答させていただいております。 

    この部分の方向性のまとめとしては、６ページの中段の部分の「会長まとめ」の最後の

「・」ですが、会議の議論を踏まえて実施計画案を作成することとされました。 

    その下、議題３では、ラムサール条約、江戸川放水路、グランドデザインをテーマとし

た三つのワーキンググループを設置して、次回の再生会議で中間報告、来年度の最初の再

生会議で最終報告をするというスケジュールで進めることとされました。 

    ７ページ、議題４ 報告事項では、次のページ以降を資料として、前回の当委員会の概

要について環境政策課から報告を行いました。 

    また、オブザーバー参加の浦安市から、20 年度に用地を取得し、21 年度に基本計画を

予定している、市内部で基本設計の施設の機能・あり方、周辺の緑地・公園整備などにつ

いて検討している段階、環境団体からも意見聴取を行っている、緑地整備・護岸へのアプ

ローチについて県と意見交換を行っている、との報告がされました。 

    最後に、次回の再生会議については、11 月 20 日に開催予定と報告されておりますが、
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これは 12 月 14 日に予定が変更されると聞いております。 

    説明は以上でございます。 

吉田委員長  説明をいただきました。これについて討議をしていきたいと思います。 

    まず、出席された方は大体これで思い出したと思いますが、はじめてお聞きになる方も

いらっしゃると思うので、何か、ここは意味がわからないとか、そういった質問などござ

いますか。 

    よろしいでしょうか。 

    ご質問なければ、三番瀬再生会議の内容、特にその中でこの環境学習施設等検討委員会

で議論しているようなことも話し合われたわけですが、そのあたりについて、どなたから

でも結構ですが、ご意見があればお願いいたします。 

後藤副委員長  ちょっと振り返りになるのですが、再生会議の資料２の 11、12、13 ページで

すが、前回、寺島委員がお休みだったので、その辺の話も聞けなかったので、その辺の話

をお伺いしたい。貴重な時間の中、戻ってすいません。 

    それから、１枚、僕のほうで裏がカラーのものをつくらせていただいたのは、今までの

ものも含めて市民の意見を聞きながら多少わかりやすくまとめてみましたので、後で参考

にしてください。 

    それから、この環境学習施設等検討委員会及び再生会議以降の動きがもしわかったら、

県のほうでわかる範囲で結構ですので、教えていただければと思います。 

吉田委員長  最初の意見は、11～13 ページの事前意見について、もう一度お話ししてほしい

ということですか。 

後藤副委員長  あれば。 

吉田委員長  寺島委員がいらっしゃるので、直接お話しいただければということだと思います。

よろしくお願いします。 

寺島委員  前回、修学旅行から渋滞で帰るのが遅れ、欠席して申しわけありませんでした。 

    ここに書いてある私の意見としましては、私も当該浦安市に勤務しておりまして、学校

現場にいて、三番瀬の環境学習を進めているところですが、浦安市がそういう施設をつく

るということが急に耳に入ってきまして、ある程度話は固まりつつあるらしいという話を

聞き、浦安市では最も実際にやっている学校だと自負しておりますので、うちの教頭、校

長にも、実際に進めている私にも全然話がなかったので、実際には困る結果になるんじゃ

ないかな、実際に使おうというときに使えないということになるんじゃないかなというこ

とを心配しまして、学校現場の意見も聞くべきではないかということを申し上げました。 

    ２点目は、施設は、箱物である・ないは大分前に議論されたことではあるのですが、も

し施設をつくるとしたらの前提で学校の教員の立場から言わせてもらえれば、博物館の中

で学習するのも悪くはないのですが、護岸を越えて岸や干潟に出ることが最も大事なので、

施設がその近くにつくられるのだったらば、岸から行って帰ってきて、例えば採ってきた

生き物をそこで観察しつつ、例えばボランティアの方がいらっしゃって「この生き物は

ね」と教えてくださるような、そんなアプローチが干潟に対してできる必要があるのでは

ないかという意見を申しました。 

    浦安市のほうでは、この後いろいろ考えてくださって、現場のほうの意見を吸い上げる

ように、市の教務主任の集まりに意見を聞くような機会を設けてくださっていまして、先
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ほどの１点目の「学校現場の意見を聞かれたほうがいい」という点に対しては、かなりよ

くなってきたのではないかと感じております。 

吉田委員長  １番についてはその後改善されてきているということです。 

    ２番のほうは、県の見解は「市と意見交換に努めたい」ということですが、アプローチ

の部分は、先ほど図面も配られましたが、県が持っている部分、護岸とかもありますので、

市だけでもできないということで話し合いが必要ですが、そのあたりについては、これを

書かれたときと県の間で何か進展はございますか。 

事務局  この辺の進展については、市と県の関係機関との打ち合わせが、前回の再生会議は９

月２日でしたが、その前の 8 月 20 日に行われたところです。再生会議以降は、特に報告

できるような進展はございません。 

吉田委員長  実情を報告いただきました。今年度中に基本計画ということですから、そういっ

たものに反映されていくためには非常に大事な話し合いだと思いますので、打ち合わせを

ぜひ続けていただけたらと思います。 

後藤副委員長  寺島さんは前回お休みだったので、今の話をお伺いして、それから県の報告も、

大体わかりました。 

    一つ、この環境学習施設等検討委員会というのは、「施設」だけではなくて、わざわざ

「等」を入れて、少しでも、一歩でもいいものにしていこうよという議論がありました。

いろいろな利害関係もありますし。例えばアプローチしていくにしても、今の護岸だと、

学校の子どもたちが滑ったり、上がるのに脚立を持っていって上がっていくという状況も

ありますので、その辺も、将来非常にいいアプローチがとれて、自然体験の場としていい

ものになるように、そういうことをここでも議論しながら、もちろん計画はいろいろ浦安

市のほうで進めているようですが、ぜひいいものを。三番瀬再生と言っても、今、市川の

護岸をやっていまして、あれは緊急対策もあり、護岸が倒れるといけないということで僕

らも護岸検討委員会でやっているのですが、浦安については、せっかく環境学習施設がで

きますし、その前は、自然再生の場も含めて、真剣に、できないこともあると思いますが、

ぎりぎりまで詰めていって非常に厳しいこともあると思いますが、できるだけ将来のため

に、三番瀬のためになるような、潮間帯を復活させるとか、そういうことも含めて、趣旨

は今日お配りして、裏がカラーになっていますが、ここまではできないとは思いますが、

こういうのを目指しながら、一歩でもいいものに。県のほうの担当場所もありますので、

これは少しでも、一歩でも二歩でも方向性を進めていただければと思います。 

吉田委員長  ほかの委員の方から、この議題について何か意見等ございますか。 

    特になければ、傍聴席の方、どなたか発言希望はございますか。 

    よろしいでしょうか。 

    それでは、次に議題（２）に移らせていただきます。 

 

       （２）平成２１年度事業実施状況について 

       （３）平成２２年度実施計画（案）について 

 

吉田委員長  議題（２）が平成 21 年度事業実施状況について、議題（３）は平成 22 年度実施

計画（案）についてですが、これは非常に関連しているところがありますので、これにつ
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いては事務局から一括して説明いただきます。よろしくお願いいたします。 

事務局  まず、平成 21 年度事業の実施状況については、資料３をご覧願います。 

    最初に、三番瀬再生に係る環境学習検討事業ですが、これは当委員会の開催事業であり、

第 10 回委員会を 7 月 31 日に、今回の第 11 回委員会を本日開催しているところです。 

    環境学習基本方針推進事業のうち、スキルアップ講座につきましては、指導者のスキル

アップを目的に、三番瀬で 10 月 4 日、10 月 18 日に開催しております。また、「野山」と

ございますが、里山の関係等については、11 月 23 日に県の中央博物館で、12 月 6 日に市

原市民の森で開催を予定しております。 

    その下の県民環境講座につきましては、前回の会議で報告したとおり、三番瀬の関係で

課題を設定して公募をかけたわけですが、応募がございませんでしたので、急遽、地域の

教材作成事業の中で三番瀬をテーマに公募を行いましたところ、１団体から応募があり、

11 月 9 日に審査会を予定しております。 

    また、環境学習情報提供システムの供用については、４月から開始しております。ただ、

括弧内ですが、三番瀬に関する情報は全体 347 件の情報のうち 2 件、現在そういう件数で

すので、引き続き情報の収集、よりわかりやすい情報の提供などに努めてまいりたいと考

えているところです。 

    次に、平成 22 年度実施計画（案）については、資料４をご覧いただきたいと思います。 

    この実施計画（案）は、裏ページの「参考」の１の部分、ここが前回の会議で示された

実施計画策定の方向性です。これを基に作成しているところです。 

    実施計画（案）では、昨年の実施計画と表記の異なる部分にアンダーラインをしており

ます。特に大きな変更としては、三番瀬の環境学習教材作成事業を実施計画に位置づけた

いと考えているところです。 

    そのほかは、多くの県民が環境保全に向けての行動がとれるように、人材の育成と活用

の視点を中心に 22 年度の環境学習基本方針推進事業をリニューアルして体系的に事業を

推進することを考えておりまして、そのことに伴う事業名の変更となっております。 

    例えば、21 年度、スキルアップ講座がございましたが、それに対応するのが環境学習

指導技能向上講座です。22 年度事業は、千葉環境学習ネットワーク会議という会議を私

どもで運営しておりますが、そちらの意見を踏まえて、人材情報に登録された方を対象に

講座を行い、修了者は講師として登録することを検討したいと考えております。 

    その他、環境学習情報提供事業については、供用開始に伴い事業名を変更しております。 

    なお、実施計画（案）については、委員の皆様に事前の意見照会をしております。後藤

委員から修正意見をいただいておりますので、紹介させていただきます。それが本日追加

で添付したＡ４横の資料で、「平成 22 年度千葉県三番瀬再生実施計画（環境学習・教育事

業）（案）についての事前意見」としております。資料４とあわせてご覧いただきたいと

思います。 

    ご意見は、資料４のなお書き以下を、網掛け下線部分を追加する形で修正するものです。

修正意見についての事務局の見解は、資料の右側にまとめております。 

    まず、なお書きの環境学習施設や環境学習の場の部分については、本日添付した資料１

をご覧ください。資料１は平成 18 年度の当委員会でまとめた報告書です。それの４ペー

ジの中段「２－３．環境学習施設と環境学習の場のあり方」の中の「２－３－２．環境学
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習施設と環境学習の場の機能と構造」の書き出しの３行、そこには「環境学習施設や環境

学習の場については、………全体構想との整合を図るとともに、………慎重に検討を進め

ていく必要がある」とされております。実施計画（案）の表記はこの部分を基にしたもの

で、報告書は 18 年度に当委員会の７回にわたる長時間の討議の結果まとめられておりま

す。事務局としては、この報告書を基に表記したほうがわかりやすいのではないかと考え

ているところです。 

    次に、浦安市の三番瀬環境学習施設の計画に関しては、市独自の事業であり、県の実施

計画に書き込むのではなくて、三番瀬再生に係る環境学習検討事業の中で引き続き当委員

会に意見を求めながら、関係機関等との協議・調整に努めたいと考えているところです。 

    以上が、いただいた意見への事務局の見解です。 

    なお、実施計画の案については、本日ご討議いただき、取りまとめたものを 12 月 14 日

開催予定の三番瀬再生会議に提示する予定です。 

    説明は以上でございます。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    今年度の実施状況と来年度の実施計画（案）と続けて説明いただいたわけですが、今年

度の実施状況を見ますと、三番瀬のためにはこういう予算が取れますよということで提示

しているのですが、ちょっと低調だったということもありますね。県民環境講座について

は応募がなかったと。教材作成のほうは幸い１団体あったようですが。それから、情報提

供システムのほうも、実際にはもっといろいろな観察会が行われたりしているのでしょう

けれども、２件ほどしか登録がないというところで、ちょっと低調かなという感想はござ

います。それを踏まえて、資料４のような形でしたいというのに対して、後藤委員のほう

から事前意見があった。それに対しての県の説明があったわけでございます。 

    まず、後藤委員の話は後でやりますが、単純に資料説明について、何か疑問点とかござ

いますか。 

島田委員  １件だけ、資料としてこのままで結構なのですが、一応補足説明ということで。 

    資料３の基本方針推進事業のスキルアップ講座のくだりですが、三番瀬が 10 月 4 日と

10 月 18 日とあるのですが、今回、スキルアップ講座は、谷津干潟自然観察センターのほ

うで協力させていただきまして、10 月 18 日のスキルアップ講座は、谷津干潟自然観察セ

ンターにおいて、センターのレンジャーと一緒に実施いたしました。その辺だけ補足させ

ていただきます。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    ほかに何か、資料についての質問、追加の説明はございますか。 

    21 年度の事業実施状況については、確かに低調ではありますが、ですからこれからま

だ工夫の余地はあるのですが、これは現状を書いていただいているということで、22 年

度の実施計画（案）はこの会議の中で話して決めていかなければいけないことですから、

皆さんの意見を伺いたいと思います。 

    まず、後藤委員から、提案理由のようなものを説明していただければと思います。 

後藤副委員長  環境学習施設というのは、市でつくっているものもありますし、県と協力しな

がらつくっていくというのがあるのですが、特に我々が「環境学習の場」というのを非常

に強く言ったのは、資料１の報告の中で、先ほど引用された４ページの「２－３－２．環
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境学習施設と環境学習の場の機能と構造」。「慎重に検討を進めていく必要がある。」の後

の文章です。「三番瀬の海岸線の多くは、護岸によって断ち切られ海に降りて行けない構

造となっている。三番瀬再生の目標である『生物多様性の回復』や『海と陸との連続性の

回復』を目指した再生計画とあいまって、三番瀬の海の生き物に触れ合える環境学習の場

をつくり、環境学習施設をその入口とし、利用マナー指導の拠点とするということが考え

られる」ということで、むしろ内容的には「三番瀬再生のために」という形が随分出てい

て、そのために「生物多様性の回復」とか「海と陸との連続性の回復」「人と自然とのふ

れあいの場の確保」ということがあるのですが、当時は「慎重に進めていきます」という

ことですが、ほかの例えば浦安市の動きがあったということですので、それをいつまでも

慎重にやっていたら、施設だけ先にできちゃって、では場はつくれないではないか。18

年度に我々が考えて提案していたことは、小さな場でもいいですからぜひ実現させたいと

いう思いを込めて浦安のことを書かせていただきました。 

    ご説明はよくわかりますし、特に自然体験とか再生体験の場をつくっていこうよという

のが私たち 18 年度の報告書の一つの大きな話でしたので、その辺のフレーズはやはり入

れていく必要があるのかなと。実際の動きとしてはいろいろ難しい部分があると思います

が、「三番瀬のための」という学習、その辺については、「全体構想と整合性を図るととも

に」という中にはどういうものをつくっていこうとしているのかというのが感じられない

ので、その部分に「三番瀬のために資する」という言葉を入れさせていただきました。 

    あとはご議論いただければと思います。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    これはまた皆さんのほうからも意見をいただきながら進めるといいと思います。基本的

にこの委員会では 18 年度に報告を出しておりますので、これを踏まえるということは非

常に大事なことだと思います。 

    ちょっと留意しなくてはいけないのは、この三番瀬再生実施計画（案）というものは、

本当は各市が進められていることも全部含んだ総合的な、そういう境界を取っ払った三番

瀬の計画であることが望ましいと思うのですが、位置づけとしては「そのうち県がやるも

の」という位置づけですので、ほかの自治体がやることをああだこうだとなかなか書きに

くいというか、そういう書き方はちょっとしにくいというところはあると思います。そこ

をちょっと注意しなくてはいけないということ。もちろん、そのために県がこういうこと

をしていくということを書くことは構わないわけです。 

    もう一つは、資料１の 18 年度の委員会報告のほうは、先ほどの県の説明と後藤さんの

説明をそれぞれ伺っていると、全体をよく理解してこれは使わないといけないのではない

かと思います。「慎重に」というのは、18 年度の話の中で、施設だけ、箱物だけつくるの

はもういいんじゃないかということはかなり皆さんの中からも出ていましたので、それだ

けではなくて「慎重に」という言葉となって現れてきたと思います。ですから、それをち

ょっと後ろ向きに使われるのも、先ほどの説明としては困るのではないかと思ったのです

が。 

    一方で、ここで中身が、18 年度の報告をすっ飛ばしてわかるような言葉になっている

かというと、かなり専門的なことも書いてあったりします。そういうことで、下に脚注を

結構入れてあるわけです。そうすると、これに出た人だけがわかるような言葉遣いにして
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しまうのもちょっと困るところもあるかなと。具体的に言えば、例えば「三番瀬ため

（For）の環境学習」というあたりは、これを読んだ人はわかるのですが、ここに書いて

ありますように、環境学習の中に「In」「About」「For」という三つの環境学習があるとい

うことは、環境教育学会とかそういったところに出ている人はわかるかもしれませんが、

一般的に県の計画としてもわかりにくいというところもあります。その辺の言葉遣いは注

意しながら進めなければいけないだろう。両者の意見を聞いて、そんな感想を持ったわけ

です。 

    ほかの委員の方の意見も伺いながら進めたいと思いますが、この件について、ほかの委

員の方、何かありましたらお願いします。 

蓮尾委員  後藤さんの意見につきまして、事務局の見解というものが何となくちょっと慎重に

なりすぎじゃないかなと。後藤さんが書かれたことを書いて、何か大きな問題が起こるの

かなと。どちらも大変慎重なよく練った言葉遣いではないかと思うのですけれども。それ

について何かご心配な点、これを入れると県としてはちょっと困るのではないかというと

ころが何かおありなのでしょうか。ちょっと意地悪く伺ってみたいと思います。 

事務局  役所の用語は非常に慎重な物言いすぎるというご批判はよくいただくところですが、

先ほど委員長からご意見いただいたとおり、前半の部分については、「三番瀬のため

（For）」というのは、私も今年からですが勉強させていただいたのですが、公式文書とい

うことになると、できるだけわかりやすいもの、パッと見てわかる表現にしないと、ただ

でさえ三番瀬全体がいろいろどうなっているのかという話がある中で、できるだけここら

辺は万人にわかるような言葉遣いを、慎重にというと繰り返しになってしまいますが、使

わせていただいているところです。 

    後半の浦安市の部分につきましても、いみじくも委員長がおっしゃっていただいたとお

り、あくまでもこれは主体としても今のところ県が行えるものを中心に書かざるを得ない

という状況ですので、この施設については浦安市が事業主体ということは申しております

が、ここまで書くというのは、県の立場から言わせていただくと、かなり踏み込んだ表現

になることは事実でございます。まず三番瀬の問題については、三番瀬再生実施計画とい

う全体がありまして、その中の環境学習の部分というと、どうしても縛りというか制限が

あるということで、蓮尾委員おっしゃるとおり、後藤副委員長がおっしゃったような言葉

を入れても何ら問題ないというご意見もあるかと思いますが、そういう枠がある中で、で

きるだけ慎重な表現という形で我々は今まで行ってきているところでございまして、その

中で、今まで「慎重に」と言っていたところを、傍線が引っぱってありますが、「様々な

角度から」と。我々としてはこれも相当踏み込んだ表現だということをご理解いただける

と、大変ありがたいと思っているところでございます。 

    以上、説明になったかどうかわかりませんが、我々の真意はこういうところにあるとい

うのを少しでもおくみ取りいただけると幸いでございます。 

吉田委員長  ありがとうございました。慎重な説明だったと思います。 

    蓮尾さん、いかがでしょう。 

蓮尾委員  やはり、とても慎重なご発言だったものですから、私のようにかなり民間に近い人

間だと、どこがどう違うのかというのがいまだにやっぱりわからない。何といいますか、

後藤さんがお書きになったことぐらい言っちゃってもいいのではないのかなと。むしろ県
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の方の真意というものがあまりピンとこないというのが正直なところでございます。 

吉田委員長  県としては、今までは「慎重に検討を行います」と報告書でやっていましたけれ

ども、実際上、関係市のほうで動き始めたところもあるので、そこを「様々な角度から」

と書くことによって一歩進めようということなんですけれども。 

後藤副委員長  特に文章を変えていただかなくてもいいのですが、要するに、三番瀬の再生に

資するための環境学習施設や環境学習の場だという言葉、そのフレーズだけは入れていた

だきたいと思います。目標として、三番瀬の再生のためにやっていることで、場を議論し

たのも三番瀬がよくなるためにということだから、その辺は、「For」という言葉を使わな

くても結構ですので、目的だけはしっかり。もし可能であれば検討いただければ。 

    下のほうの浦安市については、市の名前が生々しく出てきますので、僕もどうしようか

なと思ったのですが、「市川における自然再生、湿地再生」という言葉は出ているのです

が、浦安については、むしろ市川のほうが先にやるのでということで置いてきぼりになっ

たところも再生会議の事情から言ってあると思うので、「様々な角度から」ということで

全体構想との整合性を図るということで、それが三番瀬の再生の全体構想だと思うのです

が、グランドデザインの議論も始まりますので、下のほうは無理に入れないで、むしろ上

のほうに、「三番瀬の再生に資する」とか「環境学習の自然・再生体験の場」という言葉

をもし付け加えられればうまく付け加えていただいて、そこで検討いただければと思いま

す。そうしないと、場というのはつくるのだけど、この文章からだと、ほかの人たちが見

たら、場とは一体何だろうなと思うところですね。例えばホールみたいなのが場かもしれ

ないし。そうではなくて、僕らが議論していたのは、三番瀬の再生に資する場である、そ

こで体験していく場であるということでしたので、上の文章だけだと、何を場と言ってい

るのかというのがおそらくわからないのではないか。ですから、少なくとも「三番瀬の再

生に資する」という言葉とか「自然・再生体験の場」という言葉だけもし入れられるよう

だったら、上のほうにまとめていただいて。それから、「様々な角度から」というのはご

努力いただいたのは前回もよく承知していますので、その中に浦安の話もきちっとここで

「関係機関との協議・調整に努めます」と書いていただいていますので、それについては

無理に文章に入れることはないと思います。 

吉田委員長  後藤委員から、ご理解いただいたり、再提案をいただいたのですが、ほかの委員

の方はご意見ございますか。 

寺島委員  18 年度の報告のときは、場については「三番瀬の再生に資する」というのが出て

きたかどうか、私は記憶にないのですね。今、報告書を改めてパラパラと見てみたのです

が、そのときは「三番瀬再生に資するための場」というような議論は確か出ていなかった

ような気もするのですけれども。私は教員ですので、子どもたちに、将来的にどういう力

を持つか、どういう考えを持つか、そういうためにこの会に参加させていただいているの

ですが、「三番瀬の再生に資するための環境学習の場」と言うとちょっと違和感を覚える

節はあります。ただ、後藤委員の思いもよくわかるので、では言葉はどうしたらいいのか

というとちょっと悩んでしまうのですが。それがまず１点です。 

    一つ目の後半の「県としての役割を明確にする」というのは、私はこれはあっていいの

ではないかと思っています。というのは、前々回でしたか、私は、この委員会が一体どの

ような役割を持って、本当に役に立つのかみたいな失礼なことも言わせていただいたので
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すが、そういう意味から、環境学習施設とか場について再生会議やこの委員会がどういう

位置にいるのかというのをはっきりさせることになるのではないかと思っております。 

    二つ目の浦安市の件については、いま消えそうなのでいいですが、私はないほうがいい

かなと思っております。 

吉田委員長  「資する」という部分については、こんなふうに書いてありますね。資料１の１

ページ、「環境学習プログラム」の「目的と理念」のところで、「三番瀬における環境学習

プログラムは受動的に学ぶものだけではなく、環境学習を通じて能動的に三番瀬の保全・

再生や維持管理を地域が担う『地域力』を高めるなど、三番瀬の自然再生に資するものと

なるべきである。」ということで、単に三番瀬の生き物とかを教えてもらって、あるいは

そこで貝を掘って遊んでということだけではなくて、それを通じて再生に結びつくような

環境学習をしていくべきではないかという意味で「資する」という言葉が使われたのだと

思います。確かに寺島さんがおっしゃったように、「三番瀬の自然再生に資する施設」と

いうようなフレーズでは使われていないということです。 

    ほかにご意見ございますか。 

    特にございませんようでしたら、今、後藤委員と寺島委員から出た話として、あまり浦

安市と特定したようなものは避けることにいたしまして、それの代わりとして、後藤委員

から「三番瀬の再生に資する」という部分についてはぜひとも入れてほしいと。いわゆる

地域振興ということはもちろんあるでしょうけれども、単に箱物をつくればいいというも

のではないというところをちゃんと明確にしてほしいということがございましたし、寺島

委員からは、県としての役割、つまり市民も含めた調整というような役割を果たしてほし

いというご意見だったと思います。それがうまく反映されるようにこの場で全部字句をつ

くるのは難しいと思いますので、委員長と事務局のほうで相談させていただいて、皆様方

に後ほど送らせていただくという方向で考えたらと思うのですが。 

島田委員  意見という形で述べられるかどうかちょっとあやふやですけれども、私は谷津干潟

自然観察センターで特に子どもたちを相手に環境学習等のプログラムを実際に行っている

立場からの話ですが、いま議論されている「三番瀬の再生に資する」という形もですが、

私が率直に思うのは、即ストレートにこう聞こえるのですね、当たり前じゃないかと。そ

こで施設等を仮に使って子どもたちに学習プログラムを提供するときに、「三番瀬の再生

に資する」ということであろうとは思うのですが、例えば私たちが谷津干潟をフィールド

として環境学習を進めていくときに、環境学習の場をいろいろ用意したり、そういう学習

の場をつくるのですが、実際にそこのフィールドは谷津干潟ですから、谷津干潟のフィー

ルドの中でいろいろな材料やテーマ設定をしていくのですが、当然子どもたちにはそのフ

ィールドに触れながらいろいろなことを自分なりに考えてもらうのですが、その先にある

ものは、谷津干潟の再生とか谷津干潟の保全とか谷津干潟の環境だけのことというふうに

は私たちは思っていないです。谷津干潟の環境に触れるプログラムの過程において、生き

物のすばらしさとか、環境を守っていく活動の意義とか、自分は何ができるのだろうか、

自分らはどういう形で参加できるのか、そういう子どもの目線でできること、考えられる

ことにつながっていってくれたらと思っているのです。確かにフィールドは谷津干潟とい

う場ではあるのだけれども、目指すところはもっと大きくなければいけないのではないか

と思うのです。フィールドの再生に資する、フィールドのためであるということは当たり
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前のことだと思うのだけれども、でも、それだけではない。ということは現場にいる者と

してはあります。子どもたちは決してそのことだけにとどまらず、環境のことを考えなが

ら水問題のことに広がっていったり、いろんな生き物の大切さにつながっていくわけです

から、ここの文言にどこまでこだわるかというのはちょっと微妙なところがあるかなと、

私は感じました。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    こういったものは、例えば自然保護の教育のところでも、自然保護が目的だということ

よりも、あえて書くと、自然保護だけやるのではなくて、もっと自然に触れ合うような自

然教育を含めて考えないといけないのだという意見も出たりするところで、確かにここだ

け絞って書くのは異論もあるところかもしれないですね。 

    この際、ほかの方もぜひ意見をおっしゃっていただいて、それを含めて考えたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

後藤副委員長  「資する」という言葉がちょっと強いのかなという気がします。その下のほう

にある「生物多様性の回復」「海と陸との連続性の回復」「人と自然のふれあいの場の確

保」というのが再生会議のほうの三番瀬再生の大きな目標ですので、それとの関係で全体

構想があるわけですね。特に「三番瀬の再生に資する」という言葉にこだわりませんので、

何のために環境学習施設や環境学習の場を準備してあげるかということで、これは三番瀬

の会議ですので、再生の目標であるそうした三つの視点と全体構想との整合性を図るとい

うことであれば再生の目標と一致していきますので、そういう書き方と、さっき寺島さん

が言われた「県と市との役割を明確にし」というのをやはり県として入れていただければ

と思います。「ための」とか「資する」という言葉が誤解を与えるようでしたら、三番瀬

の再生の目標、特に「多様性の回復」「連続性の回復」「ふれあいの場の確保」というよう

な全体構想との整合性を図るということを書けば、なるほど施設とか場についてはその目

標に沿っているのだなということになると思いますので、そういう言葉を入れていただけ

れば。その辺でうまく調整できないでしょうか。 

吉田委員長  三番瀬の再生目標が五つありますが、これは県の再生実施計画のすべての項目に

関係するところで、環境学習の項目だけにそれを入れるというのは、ちょっと違和感があ

るのではないでしょうか。ほかの項目を議論しているグループからは、全部にかかってい

るのにどうしてここだけに入るのかという感じがしないでもないですけれども。先ほど後

藤さんが言った「多様性の回復」と「連続性の回復」と「ふれあいの場の確保」というの

は、別にここだけではなくて、すべての再生計画に関係していることだと思いますね。 

    もう少し端的に言える言葉で皆さんが合意できるものだったらいいと思うのですが、あ

まり長いものだと……。 

    では、ほかにご意見なければ、趣旨として後藤委員と寺島委員から出たような意見を考

慮に入れたものを委員長と事務局で相談させていただいて、後ほど委員の方にお送りする

というような形でよろしいでしょうか。 

             （「はい」の声あり） 

吉田委員長  では、よろしくお願いします。すぐに名案が浮かびませんので、そうさせていた

だきます。 

    議題（２）と（３）の部分について、傍聴の方、何かご意見ございますか。 
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    よろしいでしょうか。 

 

       （４）ビオトープネットワーク事業について 

 

吉田委員長  次に、議題（４）ビオトープネットワーク事業について、事務局から説明をお願

いします。 

自然保護課  お手元に資料５という形で幾つかまとまってあるかと思いますが、確認させてい

だきたいのですが、資料５と書かれた１枚がありまして、次に「三番瀬流入河川流域にあ

ると考えられる小中学校一覧」という紙が１枚ございます。次に、アンケート（案）とい

う紙が１枚ございます。それからＡ３横長の図面が１枚あると思います。それからパンフ

レットですが、「みんなでつくる学校ビオトープ」というのがございます。それは 20 年度

分の冊子です。今年度分として、まだ冊子になっていないもので、その前のデータとして、

コピーで「平成 21 年度生物多様性体験学習推進事業 補助金交付対象一覧」というタイ

トルを付けてまとめたものが行っていると思います。過不足ございましたら、ご連絡いた

だければと思います。 

    それでは説明に入ります。 

    まず、資料５「ビオトープネットワーク事業について」ですが、このビオトープネット

ワーク事業というのは、「概要等」のところに書いてありますとおり、三番瀬再生計画に

規定された再生事業の一つとして位置づけられております。 

    また、18 年度の三番瀬環境学習施設等検討委員会の報告においても、三番瀬における

環境学習は関連するプログラムとの連携によりさらに発展することが期待される、とされ

ているところです。 

    三番瀬の再生には、流域を含めた住民の活動が必要であるということから、流入する河

川、幾つかございますが、江戸川、真間川、海老川などの流域にある学校等に整備されて

いるビオトープを活用して、また「上流から三番瀬までの命のつながり」をキーワードと

した流域をつなぐビオトープネットワークを形成することにより、環境学習項目の一つと

して、そこに生息する生物、生態系を通じた三番瀬を身近に感ずる環境学習の展開を目指

そうとしているものです。 

    事業計画、報告のガイド部分は裏面に抜粋という形で掲載しております。 

    次の「２．現在までの状況」の（１）ですが、流域にある学校等のネットワークという

形から、「上流から三番瀬までの命のつながり」をキーワードとしているものですから、

リストアップをとりあえずしたのが２枚目の「流域にあると考えられる小中学校一覧」で

す。それぞれの河川ごとに分けて記載し、それぞれの学校がどの辺の位置にあるかという

のをＡ３横長の地図に、小学校はピンク色で、中学校はオレンジ色で示したところです。

それぞれの学校はなぜこういう形でやったのかといいますと、内陸のほうにも学校は幾つ

もあるのですが、とりあえず「上流から三番瀬までの命のつながり」ということから考え

て、河川の近くにあるものをまず対象としてリストアップしたという形になっております。 

    それぞれの学校のビオトープの状況ですが、平成 18 年度に自然保護課として県下全校

を対象にビオトープの調査を実施したものがありまして、水環境のビオトープを持ってい

るところには「○」印をしてあります。水環境以外のビオトープを持っているところには
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「△」印をしてございます。ビオトープなしというところについては「×」を付けており

ます。あと、回答がいただけなかったところについては「―」で表示しております。 

    このような形でリストアップしてあるところですが、このビオトープの環境についても、

池、花壇、水田という表現が書いてあるのですが、18 年度の調査の中で、それぞれのビ

オトープの中にどのような生物が生息観察できるのですか、いるのですか、という項目が

なかったものですので、それぞれのビオトープ間の状況を比較するというのでしょうか、

ネットワークする上で、それぞれのビオトープにいる生物について、どのようなものがい

るのか、また今後どのような生物をそこに生息させたいと考えているのかという情報につ

いて、ここに挙げた一覧の学校を対象にアンケートを実施したいと考えたところです。 

    このアンケートの案が、１枚付けてあるアンケート（案）ということです。有無につい

ては 18 年度にも調査してあるのですが、その後の状況の変化もありますので、「あり」

「なし」から始めまして、アンケートの裏面のほうでは、具体的に調べたいと考えている

「どのような生物を見ることができるのでしょうか」とか「今後どのような生物を生息さ

せたいと考えているのでしょうか」というようなこと、最後の６番目では、近隣の小中学

校との連携・交流というのでしょうか、こういうものももしやられているようなら、その

辺についても参考までに調査をさせていただきたいと考えたところです。 

    そこら辺をした上で、資料５のペーパーの「３．今後の展開」ですが、ネットワークの

検討にあたり、アンケート結果をもとに学校間の情報ネットワークについてのあり方の検

討、生物の連続性についての検討、水環境のない学校ビオトープの状況把握、ビオトープ

のない学校等への整備の推進など、そこら辺も含めて進めていければと。その後、流域の

ビオトープのある高校、企業等も対象にやっていきたい。先ほども申し上げましたが、

「上流から三番瀬までの命のつながり」をキーワードとして、とりあえずは流域に関係す

ると考えられるところを対象にネットワークの形成というものを考えていって、その後に

河川から離れた地域の学校や高校、企業等にも広げていければな、いきたいなと思ってお

ります。 

    ネットワークの形成について具体的にどんなことがということもあろうかと思いますが、

それぞれの学校でやられているビオトープというものは、それぞれで完結しているところ

もあるかもしれませんし、交流されているところもあるかもしれませんが、特にどういう

生物がいるのか、見られるのかというものを一括してとりあえず把握し、それぞれを情報

提供していく。それぞれのビオトープの状況の違いもその中で明らかにしていければと。

同じ河川の流域と思われるところでも、生物の生息の違いとかあったりした場合に、また

そういうものを生息させたいと思っている場合にはどのような状況の違いがあるのか、そ

ういうものの情報交換、提供というものも含めてやっていけるようになるのかなと。ひい

ては、河川が三番瀬に流入していくものですから、三番瀬にどういう影響がというような

形なのでしょうか、そういうものを環境学習というものにつなげていけるようになればと

いうふうにも考えているところです。 

    あと、お手元に付けている「学校ビオトープ」のパンフレットですが、こちらは自然保

護課の生物多様性センターのほうでやっているものですが、１枚めくっていただきますと

「はじめに」というところにも書いていますが、学校ビオトープというものが、生物多様

性の保全・再生の場として、また環境学習の場として地域の自然と触れ合う窓口である。
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そういうものを推進していくために、学校ビオトープを整備する補助金制度を実施してい

るものです。そういうビオトープを整備するということが一つと、もう一つは、それらも

対象なのですが、ビオトープフォーラムというものも開催しているところです。県内のビ

オトープをやっているところや、補助金で整備されたところが集まりまして、いろいろな

意見交換を行って、それぞれの悩みというのでしょうか、問題点でしょうか、そういうこ

とについても活用していっていただければと考えて進めているところです。 

    また、この中にも各ページにありますが、それぞれのビオトープでも「地域との連携」

という項目が必ず出てきています。ビオトープが学校の中にあるからといって、学校の中

だけで使っているのではなくて、地域と連携してそれぞれで生物の多様なものの保全とか

そういうことにも役立てていますよということもありますので、三番瀬の再生事業の一つ

としてのビオトープのネットワークですが、学校のビオトープを活用していくことで次代

を担う子どもたちも対象ですが、その地域の人たちも対象として環境学習というものを進

めていけるようになればと、今これをやろうとしているところです。 

    今回このように考えたところですが、このアンケートの内容とかビオトープネットワー

クをまとめるにあたりいろいろ考えたことを書いてございますが、何かご意見ございまし

たらお願いしたいと思います。 

    以上でございます。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    学校ビオトープに関しては全県対象に県として補助をしたり進めていらっしゃるところ

ですけれども、特に三番瀬再生事業の一環として三番瀬の流入河川周辺のネットワークを

形成するためにアンケートを行うといった説明だったかと思います。 

    まず、説明内容について何か質問ございますか。 

清水委員  習志野市のビオトープの小学校一覧が秋津小学校１校だけですが、一番下にあるの

ですが、実は谷津干潟に一番近いのは谷津南小学校でして、実際、地図の谷津干潟のすぐ

そばについているピンク色の「○」印は谷津南小学校の位置です。秋津小学校はちょっと

離れているのです。「秋津」と書いた名前のすぐ左上が学校の位置でして。秋津小学校は

ビオトープを大変熱心にやっているのは聞いているのですが、谷津干潟と直接的に交流が

あるわけではなくて、谷津干潟と実際に総合学習とかで関わりを持っているのは谷津南小

学校のほうです。ビオトープについてはちょっとわからないですが。その辺どうなっちゃ

っているのでしょうか。 

自然保護課  ここの「○」がついているのは秋津小学校ではないよというご指摘かと思います。

申しわけございませんでした。名称のほうを誤ったのか、印を付けるほうを誤ったのか、

今はわからないのですが。申しわけございません。ピンクの「○」印がついている学校は、

谷津干潟のすぐそばにあって、水辺を持っているビオトープは、その排水関係もあるかな、

それが河川と関係があるかなという一つわかりやすい説明はあるのですが、谷津干潟の場

合は、水の排水関係では谷津干潟には何も関係ないはずだというのは十分わかっているの

ですが、谷津干潟のすぐそばということもありますので、ビオトープについて、一応ここ

のデータでは未回答となっているのですが、ビオトープがあるのかないのか、もし……。 

清水委員  ここにはちゃんと秋津小学校の回答はあります。 

自然保護課  それは今年度の補助金という形になっていますので、今年実施されているかと。 
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    このピンクの「○」印が付いているところは谷津南ですか、確かそういうご指摘かと思

っているのですが。このピンクの付いたところも谷津干潟のすぐ近くですので、何かしら

の関係があるのではなかろうかということで、ちょっとピックアップしたという形です。 

吉田委員長  清水さん、情報ありがとうございました。事務局のほうは、今まで平成 18 年度

にアンケートを送ったところを書いて、それでもう一度そこに送ってみようということで

あって、新たにこの流域でそういう取り組みをしている情報がわかれば、それをプラス・

アルファして送るということは、別に問題はないわけですね。 

自然保護課  何もありません。 

吉田委員長  それでは、委員から情報があればそれを加えていただいて、18 年度のフォロー

というだけでなくて、新たなネットワーク拡大をしていただければと思います。 

    小学校や中学校のことが書かれていますが、佐久田先生、寺島先生、近隣のことなどで

何か追加情報とかコメントとかございますか。 

佐久田委員  うちは塩浜中学校ですが、僕が来る前にビオトープがつくられている状況で、そ

のまま放ったらかしにされている状況です。いま見て、「あっ」という形です。一応、池

の形はあるのですが、ただ排水があまりよくないので、最終的には誰かが管理をしないと

いけない状況で、今のところは作動していない状況で残っています。当然、梅雨になると

雨が降って、自然としてオタマジャクシとかカエルとか。生徒は常にそこは通り道ですか

ら、そういうのを見ている状況はあります。誰かが手を差し伸べているというのは全くな

くて、枯れているときは非常に枯れている状況ですね。 

    隣が塩浜小学校ですが、あそこは市川市のほうでハイブリットの発電機が設置されて、

それを使って池と水田をしている。お互い同士ですのでその辺は知っていて、塩浜小学校

のほうにそれがあるので、同じように塩浜中学校でもそれが欲しいと言ったのですが、近

くのところでは難しいということで、本校はＰＴＡに予算を出していただいて、そして今

ハイブリットのほうをやっています。ただ、それはビオトープではなくて、真ん前が工場

なので、防犯的なものがあるので、ハイブリットでの電気を電灯という形で使っている状

況です。 

吉田委員長  寺島先生、いかがでしょうか。 

寺島委員  日の出南小学校はありません。私の学校では、平成 21 年度の今もありません。 

    日の出小学校は確かあったはずだと思いますが……。 

後藤副委員長  まだあります。 

寺島委員  日の出小学校は、私は今の状況は存じ上げていないのですが、あったはずです。 

自然保護課  寺島先生のところは、ご自分のところでお持ちになるよりも、三番瀬まで歩いて

いってよくやられているというふうに聞いておるのですが、それだったら、つくらなくた

って、ドアを開けちゃえばフィールドがあるわけですね。そういうものもあるかなとは思

っているのですが。そういうときにも、一応近くかなと思って「○」は付けてあるのです

が、またそれについては相談させてください。 

後藤副委員長  日の出小学校は、寺島さんが日の出小学校にいらっしゃったときに田んぼと池

をつくった記憶があって､子どもたちにつくらせた。田んぼのほうはつい最近も稲刈りを

やって、脱穀、もみすりを田んぼで取れたものでやっています。さっきも話が出たのです

が、管理をどうしていくかという問題が継続的にやっていく努力が非常に大変で、僕なん
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かも興味があって行って、池を掘ってはつくっているのですが、学校のほうで継続的に使

われていけば、田んぼなんかは総合学習で５年生で使っていきますので、それと一体とな

っていると比較的いいのですが、なかなか管理が難しいというところがあって、日の出小

学校も、生きていると言えば生きているし、生きていないと言えば生きてない。田んぼは

生きています。 

    そんな状況なのですが、僕がちょっと気になったのは、流域のポツポツポツというビオ

トープも子どもたちが環境学習をやって生き物と触れ合っていく一つの出入口としては大

事なのですが、さっき言われたように、谷津干潟のすぐそばにある谷津南小などは、ビオ

トープといえば谷津干潟に行って勉強されているというのを聞いていますし、そういう場

も一生懸命つくられているというのを聞いています。 

    それからもう一つ、資料５「ビオトープネットワーク事業について」の裏側。当時、確

か僕のほうでも「学校だけではなくて、公園・緑地等を中心にしたビオトープネットワー

ク」ということで、もちろんこれは始めていただいてすばらしいことだと思うのですが、

どうしても学校一つの規模だと生態系そのものは非常に小さいもので、そこで生き物とい

うのはものすごく大事なことですが、もうちょっと広げてみると、公園みたいなところも

ビオトープができてきて、あるいは河川の中で多自然化をやってビオトープをつくってい

るところも結構あるので、三番瀬に流れてくる川を意識すると、ポツポツポツとあるので

はなくて、それをきっかけとして地域に入っていって、地域の中でそこをつくったり、例

えばいい場所があればそういうところでまた人がそこに関わっていくみたいな、うまくそ

ういう流れが……。流れが閉鎖性のビオトープだとトンボとかカエルですが、それも非常

に大事な部分ですが、なかなか三番瀬までつながっているよというのは実感として難しい

ので、小学校にやって、河川のそばにやって、それが三番瀬まで流れていって、三番瀬の

そばには谷津干潟とか行徳野鳥観察舎もあり、三番瀬もある、そんなのを意識できるよう

なことに将来なっていけばいいなと思っています。そのときに「公園、緑地等」という言

葉を僕は入れた記憶があるので、そんなものができ上がってくるとすばらしいものになっ

ていくなと思います。 

自然保護課  学校等に限るということは考えてないところですが、とりあえず取っ掛かりとし

て誰しもがイメージがわくのかなというところから。その後は、三番瀬に関係する船橋市

の中には船橋芝山高校というすごいビオトープをつくっている高等学校もございますし、

また海の近くの工業団地の中の企業の中にもビオトープが中にあるかもしれません。ここ

ら辺、京葉辺りではそんなに聞かないですが、もうちょっと千葉の南のほうに行きますと

すばらしいものをつくっているところもあったりいたします。そういう企業が三番瀬の周

辺にあったりすれば、そういうことも調べて声を掛けていくということは十分対象になる

のではないかと思っています。まずはとりあえずこれを進めさせていただいて、どんどん

対象は広げていければよりいいかなという感じで考えております。 

後藤副委員長  当時、「水循環」という言葉を使ったのは、そういうものが海に流れていった

からで、それは、ビオトープだけではなくて、例えば生活排水を含めて、自分たちが流す

水がどこへ流れていくのだろうということを含めて、水循環の視点からまた見直してみる

と新しい目が開けるような気がします。なかなか難しいことだと思うのですが、実感とし

てわかすには、水循環を含めてうまくネットワークをつくって、生物多様性は千葉県で頑
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張っていますので、そういうところと相談しながらやっていただければと思います。 

自然保護課  水循環という話が出まして、実際には、家庭の排水が下水に入ってしまいますと

下水処理場に行ってしまう。河川に行かない。ただ、100％の下水普及率ではありません

ので、そこら辺も取り込んでいくというのでしょうか、テーマとして出していければ、そ

れはまたそれですばらしいのかなと。雨水排水は河川のほうに流れていくかもしれません

が、ビオトープそのものの排水がどうなっているのかというのは非常に興味があるのです

が、そこまで調べるとなると、学校の先生方もそこまではわからないのではないかという

気がしましたので、今回は項目には入れなかったのです。 

吉田委員長  鈴木さん、お願いします。 

鈴木委員  一つ情報からお知らせしたいと思います。 

    今、企業の話が出ましたが、まずは三番瀬に近いところで、サッポロビールの中にビオ

トープがありまして、それは申し込めばいつでも観察できる状況になっています。 

    もう一つ興味深いのは、その隣のクボタがやはりビオトープを。ここのビオトープに関

しては、社員がつくられたというのがとても興味深くて、社員の中の方が土日に出てきて

ビオトープをつくり、特に、そこに使う材料をクボタの中の資材を使いながら、溜池にし

たりいろいろして、一時私たちがやっている船橋の環境フェアの実行委員のメンバーで、

今から４年前ですが観察会に行かせていただいた記憶があります。そういう意味で、学校

だけではなく、三番瀬に近い企業のそういう形での取り組みもこういう環境学習の中に入

ってきてもいいのかなという感じがしました。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    今井さん、付け加えることはありませんか。 

今井委員  特にビオトープは、反対するとかは全くないのですが、今ひとつ、三番瀬とビオト

ープって、何かピンとこないなという感じがすごくありまして。先ほどから流入、水循環

とかあるのですが、その辺、もっと明確なと言ったら変ですが、環境学習ということで言

えばビオトープというのはわかるのですが、三番瀬ということを話しているところでビオ

トープというのが急に出てきたような気がして、ちょっと違和感があるのです。 

    もっと言うと、それぞれ悪気があってやられているわけではないとは思うのですか、ビ

オトープをつくってヒメダカを放したり、そこにいなかったものをそこに生息させて、何

となくビオトープ。それを見せられる子どもたちはどうなのかな。現実的に三番瀬にそう

いうものはいないわけなので、その辺の整合性というのですか、お仕着せのビオトープと

いうことほどつまらないものはないんじゃないかな。やること自体は大賛成ではあるので

すが、三番瀬との関係ということにおいてもう少し明確な部分があったほうがいいのかな

という気がちょっとしております。 

吉田委員長  桑原さん、いかがでしょうか。 

桑原委員  多分、仮定の話ですけれども、吉田先生がビオトープというものは何かということ

で学生さんに試験を出したとしますと、皆さんのうち何人が満点を取れるかという問題に

なるのではないかと思います。ここの場合、例えば事務局のほうでは、ビオトープという

のは簡単に言うとどういうふうに言われますか。 

    多分、日本人は横文字に弱くて、ビオトープという言葉自体がわからなくなってきてい

るんですよ。そんな感じ、しませんか。 



 －19－

    例えばこのアンケートを出す場合に、ビオトープというのはどういうものか、１枚別紙

を付けてとりあえず出すというのが一つですね。 

    それと、皆さん、ビオトープというとこんなものかという感覚があるのですが、私は水

辺の鳥をよく扱っていますので、多分、皆さんのビオトープという感覚と大分違っている

と思うんですよ。「ある生物群の生活史を完結するものがビオトープ」と最初に定義した

ものがあったかと思うんです。ありましたね、最初にドイツのほうから来たときに。それ

が今変化してしまって、面積が小さくて、花壇とか学校のものでもビオトープと呼んでい

るのです。その時点でビオトープというもの自体が変わってきているのです。ですから、

こういうずれが生じてきているのではないかと思います。 

    例えば、先ほどの話ですが、「ビオトープそが」というところが東京電力の敷地内にあ

るのです。そこでは、例えばコアジサシとかそういった水辺の鳥を保護して守っていこう

という目的の生物があるわけです。その目的の生物があると、例えば巣立つと、それが三

番瀬に行くというと、生活環でいくと、全然荒地なんですが、それが一つのビオトープに

なるという発想です。 

    だから、ビオトープというものを考える場合、面積というものが重要であるということ

と、あと、動物群によっては、昆虫とかそういったもの、例えば哺乳類でも生活サイクル

が短いものは、例えば小さい面積で完結するわけです。でも、鳥とか大きなものになって

くると、非常に大きな面積が必要になってきまして、ビオトープといったらとらえようが

ないものになってしまうのです。これは観念的な話ですが。その辺が皆さん多分わからな

くなっていると思うので、例えばこういう場合はどうするということが必要なのではない

かと思います。 

    それともう一つ、ビオトープをやっているといった場合に、悪い言い方で言うと実験と

いうふうに考えると、目的があって、実験のやり方があって、結果があって、考察みたい

なものがある。今回の場合は、アンケートはよくできているなと思うのですが、４番、例

えばですが、ビオトープの場合だと、「今後どのような生物を生息させたいとお考えです

か」を目的もしくは考察のほうに入れたらいいんじゃないかと思うのです。だから、もう

一度順番を考えてアンケートを考えていただければと思います。 

    このアンケートでは、目的とか方法みたいなところが足りないのですね。例えば、ちょ

っとこれは書きにくいかもしれないですが、予算をどのようにつくっているか。人件費、

どんなふうに大変か。ちょっと書きにくければ、では年間何人日かかっているか。先生の

労力がかかっているというのと、生徒さんと一緒にやるのと、また違うと思うのです。そ

の辺を工夫してもう 1 回つくり直していただければと思っております。非常におもしろい

アンケートだと思いますので。 

    それと、また全然別な話ですが、こういうビオトープ事業を学校とか、学校でなくても

やるというのは、生物だけの問題ではなくて非常に有効な問題があります。地域の警備と

か保全とかそういうことにもつながるかと思います。これもデータをきちんと把握したわ

けではないですが、きれいな町のところでわりと犯罪が少ないとか、犯罪が多いところで

は何かあやしいなということがありまして、何回も言うのですが、東京湾岸は非常に怖い

ところで、ここのところはごみが多いなと思うと結構恐ろしいことが起こったりしている

ので、とにかくそういった面でも考えていただければと思います。 
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    それと、先ほどの話、大きな生物群ですと大きな面積が必要ということですが、今、ビ

オトープ以外に、国の環境省のほうでエコロジカルネットワークというのを考えるという

ところがあります。野鳥、特に水辺の鳥の場合は、ビオトープという範囲にとどまらなく

て、エコロジカルネットワークというところでビオトープが完結する。この定義には乗ら

ないかもしれませんが。ですから、今ホームページがアップされているのではないかと思

いますので、一度、エコロジカルネットワークいうところを見ていただければと思います。 

    ビオトープがだんだんわからなくなってきているというのは、そういった事情があって、

それをどう解決するかというのはわからないのですが、現状だけを説明させていただいた

次第です。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    蓮尾さんはいかがですか。 

蓮尾委員  基本的なところで、この学校ビオトープに関するアンケートは、三番瀬のこの環境

学習の委員会に関係した予算取りで行われるのですか、それとも、全体の環境政策のよう

なところで……。きれいなパンフレットをつくられた基になったのは千葉県全県的な調査

ですが、その中の三番瀬絡みのところにタッチしようという形なのか、その辺はどちらな

のでしょう。この委員会絡みというのですか、環境学習に関わる事業としてやられるのか、

それとも全体に 18 年度になさったものをもう一度やられて、その一部を参考にするとい

うのか、どちらになるのですか。 

自然保護課  18 年度に全県下のすべての小中学校を対象にアンケートはいたしました。その

ときには生物多様性ということもあったものですから、それでとりあえずアンケートをし

たという形で、その時点のデータが県にはありました。その後、三番瀬の再生計画がまと

められまして、その中の 44 事業の一つとしてビオトープネットワーク事業というものも

取り組まれたわけです。その中で、全学校にアンケートをとりました。それの中で三番瀬

に関係するのは４市、浦安市、市川市、船橋市、習志野市です。そこの全学校のデータも

ございますけれども、「上流から三番瀬までの命のつながり」というキーワードもありま

すねという形から、とりあえずはその中で流域と思われるものをピックアップしたという

形で、今回このネットワークを考えていく上での基礎資料としていきましょうというふう

に考えたところなのですけれども。 

    これでお答えになっているか……、ちょっと何か違うかなと。 

蓮尾委員  アンケートを今度もう 1 回なさるということですか。 

自然保護課  やります。 

蓮尾委員  そのときの対象はどこになるのかということ。全県にわたるのではなくて、三番瀬

の流域にというような形でなさるということですか。 

自然保護課  そうです。 

蓮尾委員  その場合、流域があると考えられる小中学校一覧というのがありまして、そこが対

象のアンケートということでしょうか。 

自然保護課  そうです。 

蓮尾委員  先ほど、だんだんに範囲を広げてと言っていらしたのですが、ビオトープというの

は、それぞれの学校で取り組んでいても、比較的面積的にも小さいし、予算上のこととか

お手数のこともあるのですが、関わっていくところの小中学校の意識というような意味合
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いを含めて、先ほど言われた４市の小中学校全部ぐらいに広げないと、何かあまりおもし

ろいことが出てこないのではないかと、率直に思いました。 

    学校ビオトープということでなくても、例えばプールのトンボの救出ですとか、いろい

ろな形で、ビオトープという一つの花壇の延長みたいなものをつくっているのではないけ

れども、もっと生き物にとっては有効なものをやっていらっしゃる学校もあるかなという

気がするんですよ。 

    桑原さんが言われたように、アンケートについてはよくできていると思うのですが、あ

と２、３項目付け加えて、例えばいつできたもので、どんなことをしてきたか、している

か、どんな問題を抱えているかということを答えやすい言い方で何か付け加えられないか。

もう一つ、学校ビオトープと言ってしまうとかなり限定されちゃう。本当に花壇の延長み

たいなことで考えてしまわれるところもおありですし、そこのところでどう言ったらいい

かちょっとわからないのですが、生き物のネットワークについてこんなことを学校で取り

組んでいらっしゃるのでしょうか。１枚の解説の中に、例えばプールのヤゴの救出も含め

ちゃうとか、水田をつくっているのも入れてしまうとか、そうするともうちょっと広がり

があるかなという気がするのです。 

    ビオトープはビオトープで、昔、ドイツから直輸入で、当時、言葉が輸入されたときは

私は腹が立って。要するに、ヨーロッパの亜寒帯みたいなところの自然をそのまま持って

きて「ビオトープでございますよ」という方向がとても強かったので。今は日本の温暖な

地域で水田を中心としたものが随分増えていますが、その辺で、アンケートをなさるのだ

ったら、おもしろい回答が出てくるようなアンケートがいいかなとちょっと思いました。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    ビオトープの定義などについては生物多様性センターがつくられた「みんなでつくる学

校ビオトープ」を開いたところに書いてあるわけでして、「Bios」と「Topes」を合わせた

ものです。生物の生息・成育空間ということなので、必ずしもつくったものだけではなく

て、自然に残っている生息空間もビオトープなんですね。そこら辺を日本人は非常に誤解

していて、ビオトープというと、穴を掘って水を溜めなきゃいけないというふうに思って

しまう。実際に流山でも、小学校、中学校を幾つか、ビオトープを設計したいというので、

うちの学生が設計したところもあるのですが、「水がなくて困っているのです」と言うか

ら、「それでは水がなくて草むらにしたらいいじゃないか」と言ったら、「えっ、ビオトー

プって水がなくてもいいんですか」と言われましたけれども。そのぐらい誤解されている

と思うのです。 

    県のほうでも、最初は学校ビオトープということでまず全県で進めてこられて、次のス

テップとして、三番瀬の再生に資するように、三番瀬再生事業の一環として、今度はつな

がりを意識してアンケートをとった上で、その流域での何か方向性を見出していこうとい

うことかと思います。その辺、ビオトープというものは、学校の校庭の小さな部分だけで、

もちろんそれは教育効果というものではあるのですが、先ほど話が出ましたエコロジカル

ネットワークというような意味からすれば、全体がつながっていかなくてはいけないとい

うところを意識して今回はアンケートをとらせていただくということがうまく伝わるとい

いなという感じがいたします。 

    そういう面から言って、先ほど皆さんから意見が出ていましたように、小中学校という
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ことで終わらないで、高校とか、企業とか、そういったところにあるものも次のアンケー

トとして必要でしょうし、あるいは、生物が移動可能になってくるわけですから、既存の

緑地、公園の緑地や斜面の緑地といったものも含めて三番瀬の流域と考えていく。事務局

としては当然そういうお考えはお持ちかと思いますけれども、その辺がうまく伝わるよう

にしていただけるとありがたいと思います。 

    今日は非常に活発なご意見をいただいて、18 年度に報告を出した中でこれは一番具体

的に出てきたもので、皆さん非常にうれしくなったんだと思います。 

    この件で、ほかに何かご意見ございますか。 

後藤副委員長  僕は、今、吉田さんがビオトープの定義は非常に広いものだよと言ってくださ

って、ほっとしています。小学校の授業で、浦安というのは川もあるし、すぐ近くに三番

瀬もあるし、今つくっているビオトープは非常に小さなものだけど、これは創造型だよと

か、原自然に近いのはどこにあるかなという話をしながら、河川の周りもあるよねとか、

よく考えたら三番瀬があるよねという話をやっていたものですから、非常に広い意味でつ

ながりをもっと。三番瀬、河川、学校で自分たちでつくったもの、そういう意識づけも環

境学習のプログラムに少しでも入ってくれば、そのときに、三番瀬はすぐに密着しなくて

も、自分たちでそういうふうに川がつながり海につながっているのだということが何とな

くわかっていけば非常におもしろいものだなと思いますので、何とかうまく仕上げてほし

いと思います。よろしくお願いします。 

寺島委員  私は知識がないので、もし知識がある方がいたら教えていただきたいのですが、水

のビオトープに限定して言えば、私が見たのは全部淡水なんです。海水のは現実的には無

理なのかな。私は自分のところで、１年中子どもが三番瀬の生き物に触れられるようにし

たいと、ちょっと広めの入れ物に人工干潟をつくりながらやって、ゴカイだけは卵を産む

まで行ったのですけど、いつの間にかアウトになる。浦安の郷土博物館の学芸員の方から、

窒素を処理する生き物がいないのではないかと。そういうのをもしやっている学校がわか

ればちょっと話を聞きに行きたいと思いますので、そういうのがもしあったらまとめてい

ただきたいと思うのが 1 点。 

    それから、先ほど今井委員がおっしゃられた三番瀬の件とビオトープがちょっと違和感

があるなというのは、私もパッと字だけ見るとあるのですが、私の中でこう解釈している

のです。身近にビオトープに限らず生物に触れるような体験をいっぱいしている子は、三

番瀬にもきっと興味を持って生き物に触れたりするだろう。それは直につながることでは

ないけれども、回り回ってつながって、どこか根っこでは同じところに行くのではないか

と思って、うちの学校はさっき話がありましたようにすぐ近くにあるので行っちゃったほ

うが早いのですが、もし仮にうちの学校にそれがあったとしても決して無駄になることで

はないのではないかと考えています。 

吉田委員長  私もちょっと思い出したのですが、ビオトープの議論をするときに、昔の漁師さ

んからヒアリングをしたのです。そのときに、昔は例えばトンボなんかも海側から飛んで

きて、内陸のほうまでものすごい量のトンボが飛んできたよという話もあって、必ずしも

海の生物だけでなくて、いろいろな生物が内陸部とつながりを持っていた。そういったと

ころも三番瀬再生の一つですね。だから、海の生き物を再生するということもできなくは

ないかもしれませんが、そういうことができる小学校、中学校というのはものすごく限定
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されて、海に近いところでないとできない。そうでなくても、例えば淡水の生き物でも、

トンボでも、必ずしも水が直接つながっていなかったとしても、生き物は飛んでいったり

するわけですから、そういったつながりも一つのつながりの復活になるのではないかとい

うようなこともあったと思います。それでビオトープネットワークという話になってきた

というふうに思い出したのですけれども。そういった点から、違和感があったかもしれま

せんが、学校ビオトープを個別個別につくっている、それを個別個別に補助していくとい

うだけではなくて、それをつなげていこうというのが一つの出発点かなと思っています。 

島田委員  ビオトープについては、今いろいろな意見をいただきましたので、私のほうであえ

て申し上げることはないのですが、寺島委員の海のビオトープの話ですが、実は谷津干潟

は残念ながら護岸に囲まれていて中に入りにくい干潟ですが、一部木道のエリアがありま

して、この木道のエリアは計画に反して陸地化してしまっている部分が多い。今、約７年

ぐらいかけて、ワークショップ形式で、その陸地化してしまった木道周辺を盛り上げて、

そこに自然の力で生物の再生を促して、それをモニタリングしたり、先ほど清水委員から

出た谷津南小学校の子どもたちも含めて一緒に観察したり、体験学習の場として使ってい

るのです。これは、私たちは「ビオトープ」という言葉はいま使っていないのですが、ビ

オトープ的な海の場所だというふうに理解していますので、機会があれば１回見ていただ

ければと思います。 

    ただ、ここは海の一部ですので、実は台風ですとかそういった状況によってかなり被害

が出るのです。通常の学校ビオトープ等と一番違うのは、いろいろな意味で変化していく

ということです。その変化そのものも一緒になって維持したりモニタリングしたりするこ

とも含めてやっているのが私たちのビオトープ的な場所です。 

寺島委員  実は私は５年前に谷津南小と交流したことがありまして。インターネットを使った

テレビ会議システムでお互いの活動とか生き物の紹介をやったことがあったので、その前

の状況もそのとき紹介していただいたので、ちょびっと存じ上げているのですが、それは

私のさっきの話のときに頭の中にあって、「ああいうのはいいよなぁ」と思っていたので

すが。うちは、目の前と言ってもちょっと遠いので、たった 500ｍですが、てくてく 500

ｍばかり歩いていかなければいけないので。内陸の一歩下がった学校とかがそういう環境

を何とか手に入れたいというときには何かヒントがあるのかなと思いまして、そのうちわ

かればいいなと思った次第です。ありがとうございます。 

吉田委員長  今の寺島さんの話も非常に参考になりますね。流域だけどもっと内陸だという小

中学校は、三番瀬は非常に遠く感じていらっしゃるかもしれませんが、流域でつながって

いて、それを感じられるような、もっと海の近くにある小中学校との何らかのビオトープ

の交流を通じて、それをきっかけになるべく三番瀬にも来てもらうとか、そういう方向性。

ビオトープのネットワークをつくるだけでなくて、小中学校のそういうネットワークもつ

くって、みんなが三番瀬のほうを向いてくるようにするというようなことも期待したいと

思います。 

 

       （５）その他 

 

吉田委員長  （５）その他ということで、何かございますか。 
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事務局  「その他」の議題はございません。 

吉田委員長  資料を配っていただいた方で、委員の中から何かイベントの紹介とかそういうの

は一言ございますか。 

桑原委員  11 月 3 日は無料になっておりますので、ぜひ。生物とか自然に関するイベントが

たくさんありますので、ぜひご家族を誘って来ていただければと思います。 

    資料４の案に関してですが、今は当たり前と思うかもしれないですが、絶対に変わると

思いますので、ぜひ事務局と委員長のほうで確認し合ってちゃんとした文章にしていただ

ければと思います。先ほどのビオトープの話でもございませんが、言葉というのが変わっ

ていってしまうのです。文章はとにかく重要だと思いますので、ぜひ確認をして進めてい

ただければと思っております。 

蓮尾委員  イベントの紹介で、この土曜日に行徳では新浜収穫祭というのをやります。水田の

実験でつくっている古代米を使ったお餅つきをやりますので。参加費 300 円です。ぜひ時

間がおありでしたらのぞきにいらしてください。 

今井委員  浦安の「博物館だより」で配られたと思いますが、その辺、紹介というか、宣伝を

させてください。 

    「博物館ガイド」と上のほうに書いてありますが、裏のイベントの一番上ですが、「浦

安の海は今」ということで 11 月 1 日から 12 月 13 日まで企画展をやることになっていま

す。地元の団体として調査等に協力をしたので宣伝をさせてもらうのですが、今年の４月

から毎月１回ずつ特別採捕許可をいただいて、夜、底生生物の調査をしました。その辺の

調査結果も出しますし、古い歴史上の浦安の位置づけとか、昔の干潟はどうだったとか、

そういう文献もあったりしますので、昔と今、現在の生物の状況も多少見ていただけるか

と思いますので、お時間のある方はぜひご覧になっていただければと思います。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    「その他」が出尽くしたようでしたら、これで本日の議題はすべて終了ということにし

まして、進行は事務局にお返しいたします。 

 

     ４．閉  会 

 

事務局  長時間の討議、ありがとうございました。 

    以上をもちまして、第 11 回「三番瀬環境学習施設等検討委員会」を閉会とさせていた

だきます。 

    皆様、どうもお疲れさまでございました。 

―― 以上 ―― 


