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     １．開  会 

 

事務局   ただいまから第 12 回「三番瀬環境学習施設等検討委員会」を開催します。 

    議事に入ります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。 

    本日の委員会については、朝日新聞社が取材の申し入れということでお座りになってお

りますので、よろしくお願いします。 

    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  その裏面に委員会の委員及びオブザーバーの名簿、座席表がございます。 

    さらに、委員の方々には委嘱状があります。 

    次に番号のついた資料として、 

     資料１－１ 三番瀬再生計画（事業計画）節評価票 

     資料１－２ 三番瀬再生計画（事業計画）事業評価票 

     資料２   平成 22 年度事業実施状況 

     資料３   三番瀬再生計画（新事業計画）（環境学習・教育事業）（案） 

     資料４   ビオトープネットワーク事業について 

     参考資料１ 平成 18 年度三番瀬環境学習施設等検討委員会報告 

     参考資料２ 三番瀬環境学習施設等検討委員会設置要綱 

     参考資料３ 第 11 回三番瀬環境学習施設等検討委員会 概要 

    以上となっておりますが、不足等はございませんか。 

    あるようでしたら、途中でまたお申し出いただければと思います。 

    次に、会議定足数の確認をさせていただきます。 

    本日は、委員 13 名中 10 名の出席をいただいております。設置要綱第６条第３項に定め

る定足数を満たしております。 

    なお、蓮尾委員については少々遅れるということで連絡をいただいております。 

    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については吉田委員長にお

願いいたします。 

    吉田委員長、よろしくお願いいたします。 

吉田委員長  皆さん、今日は、天気が悪い中、寒い中をお集まりいただきまして、ありがとう

ございます。 

    昨年から久しぶりにお会いするという感じを持ちますし、今日辞令をいただくと、もう

12 月 26 日で終わりということで、今年最初で最後の会議の感じですが、22 日には三番瀬

再生会議があるということで、これまで環境学習に関して県がやってきた事業の評価につ

いて、それからこれからの計画などについて、環境学習に限らず全般的なことを三番瀬再

生会議で話すわけですが、特に環境学習の部分については皆様の御意見を伺って進めてい

きたいということでございますので、どうぞ御審議をよろしくお願いいたします。 

    議題が御覧いただきますように二つで、事業計画評価案と新事業計画案でございます。

８時終了と予定しておりますので、円滑な進行に御協力いただければと存じます。 
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     ２．議  事 

 

       （１）事業計画評価案について 

 

吉田委員長  まず、議題（１）事業計画評価案について、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局  それでは、資料１－１「三番瀬再生計画（事業計画）節評価票」をお開きください。 

    三番瀬再生計画につきましては、皆さんのほうが大変よく御存知だと思いますが、基本

計画が平成 18 年 12 月に策定されております。続きまして、平成 19 年 2 月に５年間を計

画期間とする事業計画がつくられております。毎年皆様に御検討いただきました実施計画

が毎年つくられて、今まで運用されてきました。事業計画の５ヵ年が今回この年度で終了

するということで、その５ヵ年の評価ということでこの評価票が作成されております。 

    まず、最初の「節目標」ですが、こちらは事業計画の目標がそのまま転記されておりま

す。 

    「予算・決算」の額の部分ですが、これは毎年の決算額及び今年の予算額が記載されて

おります。 

    「実施結果」ですが、こちらがこの会議を含めて５年間で環境学習・教育についてやっ

てきた実施結果の内容となっております。ここで書かれているのはこの会議で検討された

ものしかないというのは、この節については、事業がこの会議で御検討いただいている関

係の１事業のみということで、この会議の今までの内容等が書かれております。内容とし

ましては、検討委員会を開催して委員の方々に討議をいただきながら、環境学習の場の提

供、環境学習を担う人材育成、学習教材作成などに取り組んでまいりました。 

    具体的にこの５ヵ年の実施状況や事業の実施状況が次に書かれておりますが、平成 18

年度は、この会議を８回開いていただいた上に視察会２回を実施し、参考資料１に付いて

いる報告内容について検討していただいたということで、一定の成果となっております。 

    平成 19 年度は、残念ながら会議の開催等事業がございません。 

    次に 20 年度は、この検討委員会を２回開いたほかに、県としましては、全県的な環境

学習の取り組みも含めながら、県民環境講座、環境学習スキルアップ講座を開催し、環境

学習教材の作成をしました。スキルアップ講座では、人材育成のための講座ですが、船橋

の三番瀬海浜公園をフィールドとした講義を行っております。また、環境学習教材の作成

につきましては、先だって皆様にお送りした『ちば環境学習“水”ハンドブック～印旛

沼・三番瀬～』を作成したり、その他二つ、テキストと絵本をつくった事業になっており

ます。 

    続きまして平成 21 年度は、会議は２回、県民環境講座、同じくスキルアップ講座で、

こちらは船橋の三番瀬海浜公園と谷津干潟それぞれでフィールドを使った実習を行ってお

ります。環境学習教材作成事業につきましては、こちらも先だって皆様にお送りした教材

があります。『みつけてみよう！ひがたの生きもの～ひがたのハンドブック』ということ

で三番瀬を題材にした教材が一つ。そのほかに、環境を題材とした歌留多と双六といった

ものをつくってまいりました。 

    平成 22 年度につきましては、会議は今回の１回を見込んでおり、その他の事業につい

ては、後で 22 年度事業の実施状況ということで説明させていただきます。 
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    これらの県としての評価については、「部分的に達成された」ということで評価させて

いただいております。 

    続きまして「現状と課題」の部分ですが、この５年間やってきた中で現状と課題として

はこういったものでしょうということを記載しております。「より広範に多くの人々が三

番瀬に関心を持ち、再生への活動に参加できるよう環境学習に必要なプログラムや人材育

成・確保に努める必要がある」でしょうということで、それを踏まえて今後の方向性とし

ましては、環境再生計画では、「地域全体で主体的に進められるよう環境学習・教育のた

めの検討組織を設置し、施設の整備や場の提供に取り組むとともに、人材の育成・確保を

目指すこととしています。そのため、引き続き環境学習・教育に関する人材育成、三番瀬

に関する環境学習・教育活動の支援を行い、必要に応じて広域的な視点から地元自治体間

の調整なども配意したいと思っております。また、環境学習施設や場の整備については、

三番瀬再生の全体の構想の進捗を見極めつつ、適宜、委員会に意見を求めながら、慎重に

検討を行っていきます。」ということにさせていただきました。 

    こちらの評価票については、９月の三番瀬再生会議において一度討議されておりまして、

吉田委員長からも一部意見をいただき修正したものがこちらになっております。 

    この評価票の今後についてですが、平成 22 年度の決算額が確定し次第、６月以降に公

表されることとなっております。 

    また、22 日の三番瀬再生会議にもこの議題が出ることになっておりますが、本日いた

だいた意見につきましては、申し訳ありませんが、22 日の資料には反映できない状況と

なっております。 

    続きまして資料１－２、事業評価票になりますが、先ほどお話しましたように、８節の

事業はこの環境学習・教育事業として当課で行っている事業一つのみですので、ほとんど

同じ内容が書かれているということで、説明は割愛させていただきます。 

    次に、資料２について説明いたします。５ページをお開きください。 

    平成 22 年度事業実施状況について説明します。 

    この中に書かれているのは、三番瀬特有の事業と、それ以外に全県的な取り組みとして

県が環境学習に取り組んでいる部分と、両方記載されておりますので、まず三番瀬再生に

係る環境学習検討事業について説明します。 

    こちらには二つ記載されておりまして、最初の三番瀬の委員会の開催については、本日

の会議について記載しております。また、今年度は、地域教材作成事業というものを実施

しており、これについては希望団体を各種団体やホームページで公表して募りましたとこ

ろ、１団体から応募がありましたので、15 日に審査会を開催して、その作成先に適して

いるかどうかの審査をして、事業の実施をしながら教材を作成する予定となっております。 

事務局  続きまして、全県を対象にしたものについて説明いたします。 

    まず、「人材の育成」という観点で人材の育成の講座を開いております。環境学習指導

者養成講座というものを、導入コース、発展コース、教員コース、この３つのコースに分

けて実施しております。導入コース、発展コース、教員コースは、今年度はすべて終了し

ております。それとともに、既に環境学習の指導者として活躍されている方の技能をさら

に高めていただこうという観点で、環境学習指導技能向上講座というものを実施しており

ます。これは、現在開催中でございます。 
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    今申し上げた４つの講座の中で、上から二つ目、環境学習指導者養成講座（発展コー

ス）の１日は、ふなばし三番瀬海浜公園をフィールドとして行いました。 

    次に、「環境学習の場の提供」という観点から、県民環境講座というものを今年４回開

催いたしました。これは県内で市町村に協力していただいて行ったものですが、今年度は、

市川市、山武市、香取市、柏市、この４市において開催いたしました。テーマは、そこに

書いてあるとおりでございます。 

    それともう一つ、これは講座ではございませんが、やはり「場の提供」という観点から、

環境学習アドバイザー派遣事業というのを行っております。現在 19 名のアドバイザーが

おりますが、主催者がこういう内容でこういうときにこういう場所でやりたいという希望

にあわせて、県からアドバイザーを派遣する制度でございます。 

    それから、こどもエコクラブ支援事業というのがあります。これも広く言えば人材の育

成に当たると思いますが、子どもにも広く環境保全の意識を育てるということを目的にや

っております。具体的には、このこどもエコクラブの面倒を見てくれる大人の方を対象と

したサポーターとコーディネーターの研修、そして、これからまた行うのですが、こども

かんきょう会議というものを予定しております。あとは、クラブ向けにニュースレターを

年に２回発行しております。 

    最後になりますが、「環境学習情報提供事業」ということで、県のホームページを使っ

て環境学習に関するさまざまな情報を提供しております。ただ、県のホームページ自体が

７月から９月にかけて大きくリニューアルしたものですから、それにあわせて環境学習の

関連事業のページも、今、手を加えて見やすくしている最中でございます。 

    以上で説明を終わります。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    それでは議題（１）の討議に入ります。 

    まず、評価票については 9 月 21 日に開催された三番瀬再生会議のほうでも説明されま

して、それに対する意見などが出まして、現在こういった形になっているわけです。12

月 22 日に次の再生会議が開かれますので、そこに出すということでございまして、資料

は早めにということで委員のほうに送られていると思いますので、ここで議論したものは

その事前の段階で直すというのはちょっと間に合わないかもしれませんが、重複している

委員もおりますので、できる限り皆さんの意見が反映されるように再生会議の中でも議論

できるようにしたいと思いますので、ぜひともご意見をいただきたいところです。 

    先ほど事務局からも説明がありましたように、今年の平成 22 年の部分だけではなくて、

５年間の総括ということですので、平成 18 年に集中的に計画をつくっていただいたわけ

ですが、それがどれだけ進展したかということも含め御意見をいただければと思います。 

    それでは、どなたからでも結構ですので、よろしくお願いいたします。 

    資料で簡単な質問とか、そういったものはございますか。 

    では、私のほうから質問ですが、資料２の「三番瀬に係る環境学習検討事業」の地域教

材作成事業は、15 日に審査会開催予定というのは、12 月 15 日のことでしょうか。 

事務局  そうです。 

吉田委員長  では、もう間もなく行われるということですね。 

    ほかに皆さんから、質問でも意見でも結構です。よろしくお願いします。 
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後藤副委員長  資料１－２ですが、「部分的に達成された」という評価を県のほうではなさっ

ているようですが、例えば「計画内容」の中に（１）三番瀬を活用した環境学習の内容、

（２）人材育成システムづくり、（３）、三つのものが入っていて、これだとどこが達成さ

れたのかというのがわかりにくいので、それぞれ三つについて、達成できたのかできない

のかというのは関心ある人たちは興味があると思いますので、（１）（２）（３）について

どんなふうに、そして最終的に部分的に達成されたということになると思うのですが、ほ

かの分野についてどうなのかということをちょっとお伺いしたいと思います。 

吉田委員長  具体的には（１）（２）（３）とありますので、それぞれについてどう考えている

かという自己評価で結構ですから、県のほうから。 

事務局  担当としましては、これをつくったときに、（１）（２）は、県の全県的なカリキュラ

ムであったり、そういった事業で取り組んでこれたと思っておりましたが、最初にこちら

の委員会なり事業を始めたときに施設の整備ということが挙がっていたようですので、そ

れについては残念ながら達成できなかった部分があったということで、全体としては「部

分的に達成された」という評価をさせていただきました。 

後藤副委員長  わかりました。 

    参考資料１、平成 18 年度の三番瀬環境学習施設等検討委員会の報告書ということで、

これをみんなで話し合いながら、一般の人にも入っていただいて、かなり盛り上がった記

憶があって、それをいかに文章にしていくか吉田さんも苦労されてやられたのですが、こ

の中の趣旨と、全県的な取り組みもあるので必ずしも一致するとは思いませんが、三番瀬

に関して、ここの中で私たちが提言したことが事業として果たして５年間かけて十分それ

を理解された上で「できた」「できない」ということならいいのですが、何となく箇条書

きの項目だけで評価されているのではないかと。一つ一つ言うと長くなるのですが、ここ

はみんなで一生懸命つくって、ここの委員の皆さんも、それから今日は学校の先生方は見

えていないですが、教育の立場からもいろいろな記述があって、やはり来年度以降取り組

まれるときに、これに対してもう一度県のほうで深読みしていただいて、一生懸命やって

「できる」「できない」は別問題だと思うのですが、どうも、その理念と事業の進み具合

は違うのではないかという気がします。 

    もう１点は、県の中にいろいろな部署があって、もちろん教育委員会も県でしょうから、

そうした学校との連携というものがもっと深くやられて、いろいろな学校が三番瀬に来る、

そこで本当に環境学習をやったよというのが５年間ありましたので、そういう実績みたい

なものを。もし今回まだできていないのでしたら、養成講座はやっているというのはわか

りましたが、実際に、○○小学校が三番瀬まで来てこういう提言を出した結果、近くの学

校がみんな来て、地域の宝として三番瀬の楽しさとかおもしろさを感じたということ。こ

の計画の中でワクワクするような体験をさせてあげたいねというのがかなりあったと思う

ので。やはり、形だけではなくて、できるところで積み重ねをしていくことによって、多

くの子どもたちも含めて次世代の子どもたちが育っていく。そういうことを少し次年度か

ら考えられるのでしたらやっていただきたいということ。 

    それから、ある程度教材が欲しいよという話が随分先生方から出て、例えばパソコンで

パッと見れば多少授業にも使えるということで、私のほうからも施設のものをお渡しした

のがあるのですが、それと比べて県のほうのそうした勉強をする、あるいは先生方が忙し
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い中でそういうものを出していけば、ある程度現場で使える。どっちかというと、一般論

ではなくて、三番瀬の浦安なら浦安、市川なら市川、船橋なら船橋で生物も違いますので、

そうしたものをもうちょっと深堀りしていただければ、せっかく学校の先生方もお忙しい

時間に来ていただいて一応報告書をつくりましたので、その方たちにも「本当に県は進め

たな」というのがわかれば本当はいいのかなと思っています。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    教材とか人材養成のプログラムとか、地道に実施されてこられたのですが、それが三番

瀬の環境学習というふうにつながっていったのか、特に学校現場への働きかけとかそうい

ったものは十分であったのか、というご意見だったかと思います。そのあたり、県のほう

ではどうお考えでしょうか。 

事務局  今、副委員長からお話があったことについて、答えさせていただきます。 

    まず、評価は３段階で統一されておりまして、その中でつけるということになりますと、

確かに副委員長がおっしゃることも痛いほどわかるのですが、かといって、三番瀬を対象

とした環境学習という形で５年間話し合ってきたというこれ自身は代え難いことだと我々

は思っておりまして、その意味で真ん中の評価ということになりました。この部分につい

てはいろいろな意見があるということはよくわかっておりますが、今のところの事務局案

という形でご理解いただければと思います。 

    それと、学校との連携につきまして、もう少し、これだけのものがあったのだからいろ

いろなものを深掘りするべきではないか、あるいは実績について書き加えるべきではない

かということにつきましては、我々としても、これから残していくということであれば非

常に大きな部分だと思いますので、もう一度中身も再精査して、加えられるものがあれば、

22 日の段階では間に合わないとは思いますが、最終公表は６月で、それまで時間がござ

いますので、改めて、今日は欠席ですが、教員から委員になっていらっしゃった方等とも

連携を図って中身を見ていただき、また後藤副委員長にも見ていただきながら、反映でき

るところは反映してまいりたいと、このように考えております。 

    貴重な御意見、ありがとうございました。 

吉田委員長  蓮尾委員、今いらっしゃったところで、５年間の総括の評価をやっているところ

ですが、なかなか難しいかもしれませんが、最初の年に集中的に計画をつくりまして、そ

れがどのように実施されてきているか。県のほうの評価は３段階ですので、全部できたと

は言いにくいし、全然やらないとは言いにくいからどうしても真ん中になってしまうので

すが、それは置いたとしても、どういったところはやるべきだったのではないかとか、こ

れからこういうことがまだやれるのではないかとか、今後に対しても皆さんの御意見は非

常に重要だと思いますので、そのあたり御意見を続けていただければと思います。 

蓮尾委員  ちょっと伺っていることでは、三番瀬の環境学習の教材の公募、それが今年はほと

んど応募がなかったというようなことを漏れ聞いておりまして、それは大変残念だな、せ

っかくいい企画なんだけれども、何が足りなかったのかなと。今、三番瀬のできている教

材は、それはそれでとてもいいものなんだけれども、もっと欲しいというようなことが声

としてはあるのだと思います。そこのところがＮＰＯのほうとはうまく連携できてなかっ

たんだなということを、私としてはとても残念に思っております。 

吉田委員長  応募が少ないのは、応募する側の問題もあったかと思うのですが、広報は十分だ
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ったかという質問かとは思うのですが、いかがでしょうか。 

蓮尾委員  そうですね。周知徹底が足りなかったのではないかと。 

事務局  昨年からこの事業は行っておりまして、そこら辺も含めて、去年も、正直、活発な応

募だったとは言い難いところもございました。これは三番瀬に限らずの状況でございます。

ですので、今年につきましてはできるだけ早目に事業の存在等を周知いたしまして、また

いろいろ団体の方にも声をかけさせていただいて、我々としてはやれることはやったとい

うつもりはございますが、結果として１団体で、活発とはちょっと言い難いというのは、

おっしゃるとおりだと思います。予算的なものが非常に厳しい中でこういうものをつくり

なさいという制約があるというのも、ちょっと逃げの言い方にはなるのですが、あるとは

思います。ただ、少なくとも一つ出てまいりまして、これから内容を審査いたします。そ

の内容なども見ながら、来年度以降つなげられるものについてはぜひ反映させていただい

て、いい方向に持っていきたいと考えているところです。 

吉田委員長  委員から、ほかに御意見いかがでしょうか。 

後藤副委員長  今のに関連してですが、公募するのに非常にたくさん広報をしてもなかなか難

しいということで、前回、僕ははっきり自分で言ったことを覚えていないのですが、ここ

にいろいろな経験を持った方たちがいるので、いろいろなマニュアルにしてもそういうこ

とについても、個別でいいから先生方を含めて聞いていただければ、皆さん協力してくれ

るのではないですか、という話をした気がするんです。公募というのも非常に大事な要素

だと思いますが、その事前段階で、谷津干潟から来られている方もいらっしゃいますし、

船橋のほうで実際にやられている方もいますし、浦安でやっている方もいますし、蓮尾さ

んのところも後背湿地としての行徳湿地でやられていますし、それから先生方も、日の出

南小学校でやられている寺島先生、今日はいらっしゃっていないですが、そういう方たち

にヒアリングをして意見を集めておいていただいて、公募が来たときに、こういうポイン

トでやっていけば例えば学校サイドでは役立つのだなと。それから、例えば実際に今まで

環境団体の方たちがどういうことにご苦労して、こういうところは子どもから「おもしろ

かったよ」という感想をもらっているよとか、そういう意見を少し集めていただいてから

県の見通しをつくっていったほうが、むしろ早道かなという気がします。多分、僕らの報

告書をつくったときはそういうことがニュアンスとしてあって、みんなで三番瀬のことを

よくしようよ、ワクワクするようなことをやりたいねというのが原点だったと思いますの

で、いろいろ難しいところはあると思いますが、委員も委嘱後何日かで終わってしまうの

ですが、委員の方たちは、県にとっても貴重な財産ですし、三番瀬にとっても貴重な財産

だと思いますので、ここの会だけじゃなくて、ＮＰＯも含めて、そういう方たちにぜひ積

極的にヒアリングしていただいて、それを自分のところのデータとして持っていただくと

いうのが今後重要かなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

吉田委員長  これは要望ということで、よろしくお願いいたします。 

    ほかに、桑原委員、いかがですか。 

桑原委員  このまとめの話とは違うのですが、社会的な状況がこの何年かで大分変わっていま

す。次の議題に関連していると思いますので、ちょっと注意していただければと思います。 

    というのは、多分、おそらくですけれども、外へ出ている人が減少しているという話が

出ています。これはいろいろな面で確認しないとわからないですが、とにかくそういう状
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況が１点あるということと、もし外に出られたとしても、使う単価が落ちているというこ

とですね。それで、多分、そういう施設の人はすごく苦労されているかと思います。 

    というような社会的な動向があって、いろいろこういう評価に関わっているのではない

かと思うのですが。 

    自分の仕事の話をすると何なんですが、やはり入場料が稼げないということがありまし

て、非常に苦労しております。その辺が今後重要になってくるのではないかと思います。 

    やはり、環境教育といって教育という面ですけれども、そういう面だけではなくて、社

会的な状況とか動向とかそういったものをちょっとレクチャーをしていただける方がいら

っしゃれば、昔の５年前と状況が違っていることを、検討していただければと思います。 

吉田委員長  ちょっと回答が難しいようなご質問だったかとは思いますが、例えば県側として

これをこんなふうにやってきたというだけじゃなくて、年次を追っていろいろ研修会を毎

年毎年やっているわけですので、その参加人数がどうなってきているとか、参加者層がど

うなってきているとか、そういう桑原委員が言われたような変化というものがある程度あ

るのかとか、そういうものを把握されていれば、わかっている範囲で教えていただければ

と思うのですが。 

事務局  私が環境学習を担当していて感じたことから申し上げると、今ちょっと環境学習に関

する熱が冷めている状態ではないかと感じております。というのは、いろいろな講座を企

画しても、その参加者を集めることが結構難しい状況にある。広報期間が短いというのも

今までの反省としてありましたので、これを以前よりも長めに取ってみたのですが、それ

でも参加の度合いは低い。 

    それから、学校のほうからよく言われる言葉ですが、国では「環境学習をやりなさい」

と言われているのですが、ではいつやるのだ。英語も入ってきたし、実際にやる時間がな

いじゃないか。基礎学力もつけなければいけないから、やりたい気持ちはあるんだけれど

も、現実としてちょっとできにくい状況にあるという話も聞いております。 

    環境とか環境問題に関する広い知識を県民に広めるために県民環境講座というのを開催

しているのですが、これも行ってみると、参加者が「あっ、また会いましたね」というよ

うな感じで、決まった人がその講座を受講することが多いという話もあります。 

    ということで、これから環境学習の裾野をいかに広げていくかということは非常に大き

な課題と担当としては感じております。 

    具体的な資料を提出してお話できなくて申しわけないのですが、感想ということでこの

ようなことを感じております。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    私は、10 月に名古屋で開かれたＣＯＰ10 でも、千葉県は生物多様性の県民会議の方な

どもいらっしゃっているし、全県的にほかの県と比べると熱心な方たちが多い県だなとは

思うのですが、でも、全体的に見るとなかなか盛り上がっていないということなのかなと

いうふうに今感じました。 

    生物多様性という条約の中でも、Communication, Education and Public Awareness、

教育普及という部分が非常に重要だということで、そういう決議も採択されていますので、

環境学習のほうも地球温暖化の部分と生物多様性とかリサイクルとかいろいろあるとは思

うのですが、こういった三番瀬も含んだ生物多様性という部分の重要性というのはそうい
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った国際会議の中でも言われていますので、ぜひともその部分は、そこだけ重視しろとい

うわけではないですけれども、全体のバランスの中でこれからも重視していただきたいと

感じております。 

    今井さんはいかがでしょうか。 

今井委員  環境学習とか教育ということの目的の評価をどこで見るかということだと思うので

すが、非常に難しいのだろうなと思います。要するにこれは、提供していくほうの立場で

これこれ提供しましたということが一つあって、だけど結果はどうだったのかというのが

検証されようがないということですね、今で言うと。これがもしかしたら、３年後、４年

後、５年後かわからないですが、こういうことがあったからこれがありますよと言えるの

かもしれませんが、22 年度で言えば、年度内でそれは検証しようがないことだと思いま

す。ただ、環境熱とかそういうふうな言い方で、今そこに参加している人が多いとか少な

いとかいうことだけで今やっていることを評価するには、拙速というか、評価自体がどう

いうものなのかというのは非常にわかりづらいと思います。 

    ただ、これはやらないといけないのだろうなという気はするんですね。ただ、やり方が

よくわかっていない。それと、手の書き方がよくわかっていない。今度 15 日にやられる

応募が１団体しかなかったということも、多分同じことだと思います。どういうふうにや

ればいいのかということがわかっていない。もっと言うと、もしかしたら、こういうふう

にやりましょうよというもっと手前の入口を見せてあげなければいけないのかなという気

も少し反省としてあるのです。ずっとドアの向こうにいて、「こっちへ来い」と言っても、

これはドアに穴を開けないといけないんじゃ困るので、すぐそこにあって入ってこれるよ

うな、それこそ違う意味の環境をつくらないと。ドアを２枚も３枚も開けないと入ってこ

れないような、ドア２枚、３枚向こう側で「こういうことをやりましたけど、全く興味を

持つ人もいませんでした」と言われているような感覚が今あるのは、非常に残念な気はす

るのですが。 

    ただ、さっき言いましたように、だからといって、今すぐにそれが「いけない」とか

「いい」とかいう話ではないと思うので、評価されるところはどこにあるのかわからない

という意味では、今これはやり続けなければいけないのだろうなという気はしています。 

    ちょっとまとまりませんが。 

後藤副委員長  さっき、社会的な状況が変わってきてなかなか外へ出てこないという話があっ

たと思うんです。ところが、三番瀬というのは、都会のど真ん中にあって、いい自然があ

って、実を言うと、旅行は行けないけど、いい場があれば行きたくなる場所なんですよ。 

    僕も実は小さな公園でビオトープをつくったりしているんですが、その公園というのは、

みんなが手入れしているせいもあるんでしょうけど、とにかく人が増えてしようがないん

ですよ。人が来過ぎて。日曜日なんかいっぱいになっちゃって。何でかなと思うんですけ

れども、心地よいだけじゃなくて、浦安の新町みたいなきれいさは普段休息するときによ

くなくて、むしろ樹木がいっぱいあって、寝っ転がれる場所があって、生き物がいて、そ

ういう場には人が集まってくるんですね。 

    僕も、代かきから始めて、注連飾りが 12 月にあるんですが、１年間ずっとディープな

体験をさせるわけです。最初のうちは、例えば代かきみたいなことは、簡単にやらせて泥

がかかったり目に入ったら危ないんじゃないかと思ったんですが、最近は親の許可があれ



 －10－ 

ばどっぷり浸かってくださいと。子どもたちは頭まで潜り込んで。そういう体験ができる

ということになると、親も、こんな体験はじめてできましたということで、また次にリピ

ーターになって来るんですね。 

    実を言うと、本当は三番瀬というのは逆にチャンスなんですね、都会の中の。博物館は

離れていますから、博物館は遠いので、見ている場合はなかなかそういう実感はないと思

いますが。蓮尾さんのところはどうか知らないですが。でも、子どもたちが五感で感じら

れるというのは都会の中で非常に少なくなっていますので、いい場所があれば、今はいや

なほど集まってくると思います。それは、遠くへ行けないから。お金もかかるし。という

ことはどういうことかというと、裏返すと、いい場所があって、そこにいい人たちが集ま

っている、少し変なおじさんたちがいる、変なおばさんもいて、とにかく生き物が好きで

教えてくれる。そういうのが「原体験をさせる」ということの原点になるはずだと思うん

です。 

    県の報告を聞いていると、何となくそうしたワクワクした感じはあまりしないので。む

しろ三番瀬で「いい場」というのは何なのか、そこに人が集まるという要素は何だろうか

ということを、もう一度、環境学習という名前じゃなくて。体験学習かもしれません。原

体験をつくることかもしれません。蓮尾さんのところも、いろいろな体験を地域の人たち

にやってもらったり、学校に行ったり、大変な人数が来ていることを聞いていますので、

その辺の体験を少し集めていただく。三番瀬に無理やり来なさいと言ったって、来ないと

思いますので。 

    それからもう一つ、学校の状況ですが、確かにさっき言われたように、ゆとり教育から

転換が図られて、今年からかなり悲惨な状態になっています。総合学習でやってきたこと

もだんだん焦点を絞られるようになった。僕も小学校で田んぼをつくったりして、子ども

たちと一緒に、５年生ですが、１年間つき合っているのですが、僕は多分減るなと思って

いたんですよ、忙しくなるから。そうしたら、増えていくわけです。それはターゲットを

絞ってくるんですよ。子どもたちに１年間本当にいい体験をさせられるということになる

と、先生たちも安心するんです。ところが、僕らがただ呼ばれて講義をするというタイプ

だったら、絶対にこれはつぶれていくと思います。子どもたちが何かしら一緒にやりなが

ら、準備も僕らのほうでやらないと。学校というのは先生方お忙しいですから、２、３日

前に行って準備をするとか、そういうディープなことをやらないと、多分、これから成立

していかないのではないかと思いますので、その辺をもっとよく考えてやっていただけれ

ばと思います。 

    だから、逆に、時代からすると悪いようで、今こそ本当にいいものができ上がってくる

可能性があると思いますので、あまりあきらめないで、ここに子どもたちを連れて行けば

いい体験ができるのだと。谷津干潟もそうだと思いますし、蓮尾さんのところもそうだと

思います。三番瀬もそうだと思います。そこでちょっとディープに人を結集してやらない

限り難しいかなと思いますので、お金をかけるとかかけないじゃなくて、そこの場を本当

に好きな人がいるよという情報があればどんどん集まってくるでしょうし、そういうディ

ープなことをやらないといけないんじゃないかと僕は思っていますから、決して捨てたも

のじゃないと思っています。 

吉田委員長  ディープという意味は、平成 18 年の報告書、通しのページで 16 ページに、「三
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番瀬の干潟生物とふれあう自然体験型プログラム」、これが最も重要で、それから「海苔

すきやヨシ簾づくり等、伝統を伝えるとともに歴史を学ぶプログラム」とか、人数は少な

くとも三番瀬に深く親しんでもらえるようなものもやっていく。これは場合によっては、

そういったものが報道されることで、またそれに参加する人、そういった指導者になりた

いという人が増えてくるといったこともあるんじゃないかと思います。そういったあたり

も重要だと思っております。 

    いろいろ状況の変化がある、あるいは人数などの変化もあるということですが、施設を

運営されている側として、島田委員はいかがでしょうか。 

島田委員  ５ヵ年の振り返りということで、私は５ヵ年の途中から委員に参加させていただい

たので、私の知る限りということでお話させていただきます。 

    観察センターとしては、本事業の人材育成、資料作成、また場の提供ということにはか

なり積極的に関与させていただいております。その中で振り返りますと、私が委員になっ

て以降ですが、少しずつ実績が出てきたのではないかと思っています。そういった意味合

いにおいて、県のほうで自ら「部分的に達成された」というような評価なのだろうと解釈

しているのですが、この実施そのものが、例えば場の提供で指導者育成の場をつくるので

すが、まだ回数が少ないのと、参加者もそんなに伸びていないので、このことを続けて回

数と人数を増やしていく努力がこれから必要なんだろうなと思います。やっぱり、これは

継続ですよね。 

    あともう一つは、やっていて参考にしていただきたいのは、参考資料の 16 ページの中

にも載っていると思いますが、「2－1－3．教材」のところで、図鑑や双眼実体顕微鏡等の

道具などの用意ですね。あと、少なからず観察会等を実施していくと、どうしても細かい

道具が出てくるのです。これをそのたびそのたび三番瀬に持っていくことがなかなか難し

いので、今、観察センターのほうで一時預かりしているものもあるのですが、そういった

ことで道具をどうするのか、それをどういった形で用意して、誰でも使えるような、そん

な体制づくりは今後必要になってくるのだろうなと考えました。 

    それと、先ほどの社会情勢等々の関係についてですが、実際に今、観察施設の管理者の

立場からしますと、あくまで参考意見ですが、谷津干潟は今年の４月から入館料が値上げ

になったんです。この値上げによるマイナスの効果が多分あるだろう、来場数等は多分減

るであろうと予測したのですが、実は逆で、増えたんです。これは手前味噌であれなんで

すが、多少の入館料の値上げ等々があっても、管理者等の努力と工夫によってはまだまだ

必要としていただけるのか。それは谷津干潟だけではなくて、三番瀬においてより生のフ

ィールド、大きなフィールドがあるわけですから、それをうまく使えば、かなりの人がそ

こに来て一緒に先ほど出ていた「ワクワクする体験」が可能なんじゃないかなと感じてお

りました。 

吉田委員長  清水委員、いかがでしょう。 

清水委員  大体、島田委員がみんな言ってくれたような感じがするのですけれども。 

    やっぱり気になるところでは、場の提供ということですよね。ワークショップでもすご

く熱が入ったところだと思うのですけれども、そこら辺が一つも見えてこない。５年間経

っても、「何か変わったことってありましたっけ？」というくらい。人材育成のために何

か講座を開いている場所というのは、ふなばし三番瀬海浜公園ですよね。そこを利用して
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人材育成をしているという現実がありながら、そこの使う環境については何ら改善されて

いないというのがちょっと気になるところなので、できるだけその辺を忘れずに努力をし

ていただきたいと思います。 

吉田委員長  鈴木委員、いかがでしょうか。 

鈴木委員  ５年間ここと関わってきて感じることは、今終わるというわけではないけれども、

ここに来ていて一体財産として何が残ったのかなということを考えていくと、こういう形

で資料が残っていって、それから環境学習と関わる方たちと皆さんと出会ったということ

が一つの大きな成果だと思うのですけれども、まだまだ現場のところで環境学習をやって

いる人たちと行政との食い違いが何かあるような感じがしております。特に教材などもい

ろいろおつくりになったり、それから資料として送っていただいてありがとうございます

ですけれども、それが何部ぐらいあって、それが誰にどのように配布されているかという

のがとても見えないところかなと。それが２年後、３年後もちゃんと残っているのかとい

うのがすごく気になります。 

    講座のほうは、幾つもの講座があって、発展コース、上級者コースという形で県として

おやりになったことはすごい評価されることだと思いますが、そこでの卒業生の方たちが、

今後、環境学習の中で、個人だけではなく、何か県のそういう講座の中で生かされるよう

な形をぜひ後押ししていただければと思います。 

吉田委員長  御発言の中に、教材は、ものによるでしょうけれども、どのくらいつくって、ど

ういうところに配布されたのかということがございましたので、そのあたりについてお答

えいただければと思います。 

事務局  その件についてお答えいたします。 

    教材作成が平成 20 年度から始まりまして、20 年度ははじめてということもあって、こ

ちらとしてもちょっと悩みながら進めたところがございます。20 年度は３種類つくった

のですが、今、私は正確な数を覚えておりませんで申しわけなく思っております。 

    21 年度の教材は、３種類つくりましたが、最低 500 つくってくださいとお願いしまし

た。 

    でき上がったものについては、市町村、市町村の教育委員会に配布しております。それ

から、指導者がここの場所で使いたいという希望があったときにお渡ししていることもあ

ります。ということで、現在、すべてはけたわけではなくて、在庫は県のほうで保有して

おります。 

    やはり、今後、教材の活用をしっかりと考えていかなければいけないということをこち

らも肝に銘じておりますので、今年つくる教材はその辺もあわせてしっかりとした活用が

できるようにと考えております。 

吉田委員長  市町村教育委員会ということですが、実際、学校の現場とか、あるいは指導者の

ほうも、例えばＮＰＯで指導している方とか、そういった使う場所にまで届いてはいるの

でしょうか。 

事務局  先ほど申しましたとおり、20 年度から行っておりまして、ちょっと試行錯誤という

部分があるところは申しわけなく思っております。徐々に先端の使う現場から、こういう

ものがあるんだよ、出して欲しいという声も聞こえてまいりまして、若干ですけれども手

応えは出てきておりますので。そうは言っても、表に見えるかというと、まだその段階で



 －13－ 

はないということも重々承知しております。 

    先ほど申しましたとおり、在庫自体がもうはけちゃってどこか行っちゃったとか、そう

いうことは全くございませんので、これから広報体制とかそういうものをきちんとして、

できるだけ活用されるように努力してまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

吉田委員長  それでは、大分時間も過ぎてまいりましたので、この議題については、ほかに委

員からなければ終わりにしたいと思うのですが、いま皆さんからの意見を伺っていると、

スキルアップ講座とか、指導者養成、教材作成といったものは地道にやってきてはいるけ

れども、具体的にそれがどのぐらい成果が出ているのかという検証がまだではないかとい

う話とか、それが学校教育の現場とのつながりとか、あるいは、こちらのほうは難しいの

ですが、この委員会は「環境学習施設等検討委員会」ということで、施設のほうがなかな

か遅々として進まないというか、いま進んでいる途中ですので、そういったところとの連

携という部分とか、そういったところが十分ではないのかなとお感じになっている部分も

あるのではないかと思います。 

    最後に、梅木さん、環境政策としては県全体の環境学習のことを考えていかなければい

けないと思うのですが、三番瀬に関してはどうしても学校教育現場とかＮＰＯとかそうい

ったところとのつながりが必要かと思うのですが、そのあたりについて何か御意見があれ

ばお願いしたいと思うのですが。 

梅木委員  私どもとしては、いま事務局からいろいろ答えさせていただいているのですが、正

直言って、先ほど担当からも申し上げたとおり、いろいろと試行錯誤がございます。基本

的な考え方は、環境学習というのは千葉県は取りかかりもほかの団体さんに比べても早く

て、千葉県としても力を入れているところです。私どもとしては、できるだけ、私どもの

自己満足に陥らないように、皆さんのほうからいろいろと意見をお聞きして進めていきた

いと考えてきました。これは全体的にも言えますし、三番瀬の関係もそうです。皆さんか

らはいろいろとご意見を今もいただきましたので、まだご不満もあると思いますが、例え

ば私どもが企画するのではなくて、皆さんにむしろ企画していただいて、いろいろと皆さ

んが持っているノウハウを参考にさせていただくとか、そういう形で環境講座とか教材等

にもご協力をいただいているところです。ただ、皆さんからするとまだまだ不十分なとこ

ろとか、もう少し工夫したらいいところがあるというのも確かにご意見としてよくわかり

ますので、これから私どもとしてもまたご意見をいただいて、こちらのほうでできるだけ

有効に事業ができるような、そういうことを私どもとしては考えていきたいと思いますの

で、また引き続き御意見をよろしくお願いしたいと思います。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

 

       （２）新事業計画案について 

 

吉田委員長  それでは、次の議題（２）新事業計画案について、事務局から説明をお願いいた

します。 

事務局  議題（２）新事業計画案でございます。資料３、通しページで７ページをお開き願い

ます。 
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    まず、この計画案の性格ですが、今後の三番瀬全体の再生の取り組みにつきましては、

平成 23 年度を初年度とする３年間の事業計画を策定いたします。そして、新たな推進体

制の下で取り組まれていく。こういう旨が、現在開会中の 12 月県議会でも明らかにされ

たところです。今回の７ページから８ページにかけての資料は、その新たな３ヵ年事業計

画における環境学習・教育事業のパートの部分のたたき台としてお示ししているところで

す。従いまして、この新事業計画案につきましては、現在の三番瀬再生会議に代わる新た

な推進体制の下で検討され、最終的に取りまとめられる。この点についてご留意いただき

たいと思います。 

    それから環境学習以外の部分に関する新事業計画、ほかにもいろいろな三番瀬関係の事

業があるわけですが、この部分の文案については、12 月 22 日に開催予定の三番瀬再生会

議の場で原則的に初めて示され検討されます。そういうこととの整合をとる必要がござい

ますので、22 日の本体会議では、今お示ししている文面のまま会議資料として使用する

こと、この旨もあわせてご了承いただければと思います。 

    もちろん、この後ご議論いただく内容につきましては、しっかりと議事録を残しまして、

12 月 22 日の三番瀬再生会議の議論とあわせて新たな推進体制に引き継ぎ、計画の確定部

面に極力反映させること、これは当たり前のことでございますので、そのように努力して

いくことをご了承いただきたいと思います。 

    それでは、簡単に７ページから８ページにかけての資料自体について説明させていただ

きます。 

    冒頭にございます「基本計画 第２章第８節」以下に記された四角囲み内の文章は、平

成 19 年 2 月に策定された千葉県三番瀬再生計画の事業計画編 40 ページに記された該当部

分をそのまま転記しております。 

    その次にございます「現状と課題」「目標」及びこの資料の８ページに記した「事業」

欄につきましては、現在の三番瀬再生実施計画、あるいは千葉県三番瀬再生計画の事業計

画編及び事業計画における事業評価などを下敷きとしてたたき台を作成して、今日お示し

しているところでございます。 

    なお、新たな三番瀬再生のための取り組み方針につきましては、推進体制を筆頭にして

まだ流動的な部分が多々ございます。従いまして、今回お示ししているたたき台の案は、

全体的な表現が、千葉県が進める環境学習全体の中での三番瀬の存在を位置づけるという

テイストになっております。このあたりにつきましては時点的な制約も多分にあるという

形でご理解いただければ幸いでございます。 

    以上、簡単ではございますが、事務局からの説明とさせていただきます。よろしくご審

議、ご議論いただきますようお願いいたします。 

吉田委員長  説明ありがとうございます。 

    資料３に示されているのがこれからの３年間の目標ということですが、これについて、

どなたからでも結構ですが、ご意見があればお願いします。 

蓮尾委員  直接に新規事業にリンクできるものかどうかわからないのですが、この検討委員会

が始まった頃に、特に桑原委員から盛んにご発言いただいたことが、ともかく印刷物をつ

くるより人に投資しろというお話が多々あったかと思います。これは行政にはなかなかな

じみにくいものなのかもしれないですが、今、例えば企業でもインターンシップというも
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のが随分言われています。学生さんであれ、あるいはちょうど私なんかど真ん中であるリ

タイアした団塊の世代であれ、人に投資をするということがお金の一番有効利用じゃない

かなという気がいたします。それが人材育成のシステムづくりというか、それが紙に書い

たものではなくて、生きてくるものだろう。 

    例えば半年間、谷津干潟に誰かを送り込んでしまう。アルバイト職員として。あるいは、

行徳でももちろん結構です。半年間なり何ヵ月間なり送り込んで、そのペイをする。幾ら

かかりますかね。100 万円ぐらいでかろうじてアルバイトならできますね。その人たちは

印刷物をつくるわけではないけれども、そこでおそらくかけがえのないものを学ぶであろ

う。アルバイトという考え方が難しければ、インターンという考え方で十分だと思います。

自分の持ち出しでなければ構わないと、家に来ているインターンさんにはよく言われてい

ます。お弁当代と交通費ぐらいは何とかという形で。その人たちの感想なり体験なり実績

なりというものを取りまとめて発表する場というようなものにしてもいいのではないかな。 

    これは特に最初のころ桑原さんがしきりに言っていらしたことなので、できれば桑原さ

んにもコメントをいただければと思います。 

桑原委員  あまり理解していないでお話をすることがあるかもしれませんけれども。 

    ちょっと話ははずれるのですが、最初か２回目のときに、ペットボトルを我々は「いい

です」と言って、かなりこれで本数を減らしたと思いませんか。会議を何回もやって、か

なり減らした。 

    ちょっと皆さんにお伺いしたいのですが、例えば１年間、ペットボトルをどれくらいも

らいますか。事務局の方で、お一人でも。 

事務局  でも水筒を最近持ってくるようにしましたので、確かに……。 

桑原委員  そういう具合に、困るんですよね。 

    最初にお話した話というのが、自分で毎年どこの会社のを何本飲んでいるかと、みんな

調べているんですよ。 

    例えば、トイレットペーパーは１年間に何個使われますか。 

事務局  家族ということになると、ある程度把握しているのですが。 

桑原委員  ある程度って、どれくらいですか。 

事務局  １ヵ月で 12 玉という感じですね。 

桑原委員  そういうふうにやっていって、ある目標を決めて具体的に落としていかないと難し

いと思うんですね、こういう問題は。 

    ですから、観察会に参加する人数とかそういう人数で評価されるというよりも、例えば

の話ですが、かなり県のほうで努力されて、「三番瀬を知っているか」と例えばアンケー

トを取ると、この５年間で「知っている」というのは増えたんじゃないかと思うんですよ。

同じ温暖化対策のグループだと思われますが、例えば木質プラスチック部会。木質プラス

チックというのは４年前はほとんど知られなかったのですが、結構「知ってるよ」という

方が増えまして、それは観察会とかそういったものはやっていないですが、かなり広報さ

れて周知されていると思うんです。ですから、評価が真ん中になってしまったのですが、

皆さんかなり努力されて非常によくやられたのではないかと思われます。ただ、先ほど申

し上げた社会的情勢も考慮されて考えられるといいのではないかと思います。 

    もう一つ、ホームページのアクセスとか、そういったものでも評価ができるのではない
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かと思います。今度５年間、観察会とか講座の数字、観察の人数という数字ではなくて、

質が、５年後どうなっているかということで考えてもいいんじゃないかと思います。その

辺を考え、事業を組み立てていただければいいんじゃないかと思います。 

    イベント的な観察会、講座も必要ですが、蓮尾委員がおっしゃられたように、行徳とか

谷津干潟に人を張りつけて、広報普及をしていただく、手法も取れるのではなかろうかと

思います。雇用ということで考えますと、県が負担しないで、もしかしたら国からいただ

ける可能性もあるかと思います。行徳で例えば三番瀬を説明する人を配置するとか、谷津

干潟で配置するとか、そういったことが可能ではないかと思います。どれぐらいの紹介を

したかということで評価の対象にしてもらうというのもできるのではないかと思います。 

    ちなみに、ペットボトルとかお茶を配るのをやめたことによって、ここの会議自体でも

環境教育の実践になっているかなと思っております。 

    もう一つは、かなり環境に対する意識が変わってきました。これもデータがないので何

とも言えないのですが、一日テレビとかメディアを見ていて、環境に対して使われている

時間のパーセンテージが上がってきていると思います。パーセンテージは上がらないにし

ても、回数が増えてきていると思います。その辺は興味を持たれている方は増えていると

思います。これらも、組み入れていただければなと思っております。 

    広報としては、例えば、大きなイベントをやって、それに乗っかるという手もあると思

います。エコプロダクツとか、エコメッセとか、に参加することでもかなりいろいろと知

ってもらうことができます。「三番瀬」をいろいろな次元から検討されるのもいいんじゃ

ないかと思います。いつもオブザーバーの方に聞かれているのですが、そういう感じでオ

ブザーバーの方に聞かれてみてもいいのでは。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    目標を決めるのであれば、指標をつくって３年後には達成されたかどうかということを

ちゃんとやったほうがいいというご意見がまず一つかと思います。あと、人材のことを蓮

尾委員も桑原委員も言われていたのですが、先ほどご覧いただいたように、二百数十万と

いう予算の中で 100 万もなかなか一人のインターンに出せないのでしょうけれども、県の

ほうでもインターンの受け入れはやっていて、そんなにお金をかけないで、夏休みとかそ

ういう期間に県の仕事を学生にやってもらうということはやっていると思うのですが、玉

井委員、自然保護課のほうで、あるいは生物多様性センターといったところで、三番瀬関

係でそういうのを受け入れるご予定とか、今までの経験とか、そういうのはございますか。 

玉井委員（代理 自然環境企画室長）  玉井は所用がございまして、私は代理で参りました入

交と申します。 

    先ほどのインターンシップなどの関係ですが、実のところ、私が承知する限りは、三番

瀬に関わる中でのこういった活動はまだされてきていないと考えております。ただ、行徳

湿地にしましても、今後、将来的に一般利用という形も含めた中でどうしていこうという

検討もこれからしていこうという形になってきております。そういった中で、いろいろな

方が参加・協力していく中で、管理も含めた中での有効な活用・利用を考えていかないと

いけないということだと思っておりますので、提言された内容につきましては、貴重なこ

ととして今後考えていきたいと考えております。 

吉田委員長  ほかに、次期の計画、３ヵ年計画について、何かございますか。 
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後藤副委員長  これは、今回は新しい体制になるということで、全県的なものを挙げていただ

いたということだと思います。推進体制がまだ決まらないのでということだと思うのです

が。 

    例えば、千葉県は今、生物多様性という言葉を一生懸命やられていますね。むしろその

中で三番瀬というのはどういう位置にあるのか。県として一番進めていきたいものの中に

きちっと三番瀬の位置も入れていただくということが大事かと思います。どうしてかとい

うと、全県でやりますよというと、たまたま三番瀬が１回ぐらい入ってきたよとか、そう

いう位置づけしかないので。例えば生物多様性を追求していく中で、三番瀬は生物多様性

の中でどういう位置を持っていて、だからそれは海と川との出会いの場として多様性から

して非常に重要なんだと。それから汽水域の力はすごく弱くなっています。そういう認識

を入れておかないと、結局、お金がかかるから三番瀬は重要とか、低目とか、高くなった

とか、そういうブレが出てくると思うんですよ。そうでなくて、例えば行徳湿地も谷津干

潟もそうですけれども、後背湿地としての位置づけとか生物多様性の観点から、だからこ

ことここはきちっと将来に向けて千葉県として重点としないといけない場所だと僕は思い

ます。ですから、三番瀬だけ会議があるからそのときはやるけれども、だんだん三番瀬も

県のほうでやっていてお金がかかるからやめちまおうと言うのではなくて、むしろ 50 年

後、100 年後を目指した中でこういう位置づけですよというのをもうちょっときちっとや

っていただいたほうがいいのかな。 

    特にビオトープネットワークというのは僕のほうで提案させていただいたような気もす

るのですが、それも非常に抽象的ですが、海と川の出会いの場として、かつての三番瀬も

含めた江戸川の下流としての干潟とか後背湿地とか、そういうものを含めてどうやってこ

れから失った多様性をもう一度持ってくるのか、水循環をどうするのか、そういう中で三

番瀬の位置づけをきちっとしていただいたほうがいいのかなと実は思います。三番瀬だけ

ではなくて、生物多様性の中でここは本当に大事なんだよ、ここがつぶれたら例えば東京

湾の中のカレイが獲れなくなるじゃないかとか、イシガレイは稚魚が育つ場所がなくなれ

ば東京湾全体の魚がいなくなっちゃうよとか、そういう位置づけをして、県だけではなく

て、東京湾全体とか、そういう部分にアピールしていくようなことをやらないと。むしろ

千葉県がそういうことをはっきり東京都とかほかの県に言っていくとか、例えばあそこを

つぶしちゃったらイシガレイが三浦半島の先のほうで獲れませんよとか、そういうアピー

ルをしないといけないんですよ、実感として。 

    どうも三番瀬があるから無理やり書かれている感じの文章をつくったという感じがあっ

て、むしろそうした大きなところからの位置づけをぜひ１回深く考えていただきたいと思

います。 

吉田委員長  前半の部分は、ぜひ全部の部署がいる三番瀬再生会議で、後藤さん、もう一度言

っていただいて、全体に入れていただきたいと思います。 

    後半のビオトープネットワークのほうは、後でビオトープネットワーク事業についての

報告はいただこうかとは思っていたのですが、後藤さんのほうから話が出ましたので、川

から海までの流域のつながりということでビオトープは特に重点化してほしいという要望

もありましたので、自然保護課のほうから何か御意見があればお願いしたいと思うのです

が。 
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自然保護課  ビオトープネットワーク事業につきましては、こちらもビオトープを上流から下

流までの命のつながりということでかなり壮大な計画と考えておりまして、どうやってそ

のような内容を具体化していくかというのをまだ模索しているような段階です。正直に言

わせてもらうとそのようなところです。ただ、今後も、三番瀬を世のほかの人たちに認識

してもらうという中では、そのようなものを少しずつでもやっていくことが重要かなと考

えております。その進み具合と言うほどでもないですが、それらにつきましては後ほど資

料の説明をさせていただきたいと思います。 

環境研究センター  私どもの環境研究センターと水質保全課のほうで、11 月に２回、海老川、

三番瀬、谷津干潟をずっと巡って、東京湾の浄化のためにつながっているんだよという公

開講座を催しました。バスそれぞれ１台分ですので焼け石に水ではありますが、参加者の

方は、初めて三番瀬というものを見た、谷津干潟で鳥を間近に見られたということで、非

常に好評でした。 

    それから 11 月に行いました指導者養成講座も、ふなばし海浜公園でやらせていただい

たのですが、そのときの参加者も、初めて三番瀬というところに来たという方が多くいて、

まだ圧倒的に実物を見ている人が少ないですね、県民の中で。少しずつでもできるだけ何

回もいろんなチャンスをつくって、皆さんに三番瀬に立っていただく。それが大事かなと

いうことを感想に思っております。 

吉田委員長  確かに三番瀬での観察会もやっているのですが、バスなどで流域をずっとつなげ

て見るという視点で、自分たちの流した水の行き先として海があるのだという視点できち

っと把握してもらうというのは、すごく実感してもらうのに大事なことだなと思いました。 

後藤副委員長  後で報告していただくことがあると思うのですが、実は、ビオトープというと、

小さな池をつくったらいいとか、県としては幾つつくられているよとか、どうしてもそう

いうことになると思うんです。実はそうではなくて、自然のメカニズムのあり方の中で自

然というのはあって、上流から三番瀬まで来て三番瀬を見たときに本当にわかるわけです。

形とか物が幾つできたよ、学校の中に幾つできたよということではなくて、そういう自然

のメカニズムの中で、昔だったら干潟というのはどういう役割を果たしていた、そういう

ことを体験させることが大事で。 

    もう一つ、学校ビオトープというのがいいのは、例えばそこに穴を掘ってシートを敷い

て水を入れてやると、必ずトンボが来たり、入れなくてもその近くに棲んでいるものが来

るわけです。子どもたちにとって、自分たちで水を、バケツでもいいんです、貯めたこと

によって、蚊も来るかもしれませんが、何かが来るというのが、自分の近くにあれば目に

見えて実感として体験できる。 

    それとさっき言ったネットワークとしてのビオトープの考え方とくっつかない限り、そ

れは学校の自己満足にしか過ぎません。自然のメカニズムの中で自分たちがつくったもの

はどういう位置づけにあるのだろうかということと、もし三番瀬をテーマとしたら、自然

のメカニズム、川の働きとか海との出会いの場とか、そういうことを原点として覚えてい

て、自分たちが小さなところでやったことが、大きなところに目がいったときに実感とし

てわかってくるということが大事だと思うので、あまり形にこだわらなくて、何をやりま

したということでなくて僕はいいと思うのです。本当に子どもたちの心の中に何が残せた

か、もうちょっと大きな自然のメカニズムの中の一つとして三番瀬を教えられるのだった
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ら近くの学校の子たちに教えていく、そういう二つのことがないと、何となく、いっぱい

池をつくりましたよという話になってしまって。 

    それはそれで貴重なことだと思います。都会の中で減っていく一方のものが、少しでも

生物が棲める場ができていく。浦安で穴を掘って水を入れておくと、ニホンアカガエルも

棲みます。それは昔からいて、今もどこかに隠れていて、水溜まりがあったらニホンアカ

ガエルは必ず棲みます。希少種だと思うんですけれども。ちょっとしたことをやることに

よって生き物が入ってくる。 

    ただ、三番瀬の場合、近くに海があって、そこではもっと大きなメカニズムが働いて、

だから干潟とか三番瀬は大事ですよと、そういうことを教えてほしいのです。結果として

こういうことをやりましたではなくて、そういう視点で県は動きましたということを、哲

学を持ってやってほしいというのが僕の要望です。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    後でビオトープのアンケートについて説明していただきますけれども、タイトルがビオ

トープネットワークということだと、学校ビオトープの小さい池があって、それだけに目

が行きがちですが、趣旨としては、ここに書いてあるように、上流から三番瀬まで水と緑

でつながったネットワーク、どちらかというと命のネットワークとかエコロジカルネット

ワークということだと思いますが、そういったところを理解してもらえるような表現でい

かないといけないというご指摘だったかと思います。 

    ほかに委員の方からございますか。 

    では、ここで、議題（１）評価案と（２）事業計画案について、オブザーバーの方ある

いは傍聴人の方から御意見があれば承りたいと思いますが、いかがでしょうか。 

発言者Ａ  「浦安三番瀬を大切にする会」の事務局の○○と申します。 

    今日の話を伺っていて、私たちも団体としては、県の環境学習の教材づくりや生物多様

性の事業で水槽などをつくらせていただいて、市民の皆さんをなるべく三番瀬に向けよう

と、目を向けようとする努力はさせていただいております。 

    あとは、団体から県にお願いしたいことは、環境学習しやすい環境づくりをしていただ

ければ。それが一番県にお願いしたいところでございます。 

吉田委員長  具体的には、環境学習しやすい環境というのはどういうことでしょうか。 

発言者Ａ  浦安からは干潟に出るようなところに護岸があるので、護岸を越えていけばいいの

ですが、全面立入禁止というところを越えなければいけない。私たちはそれを連れて行く

という立場ですが、市民の皆さんが一人で来れるというところではないので、また次に行

くときには一人で行ってみたいというような環境ができればいいなと考えています。 

吉田委員長  本当に、そういったところまで含めると、県土整備部なども含めて全体的な取り

組みをしてもらわないとそういう場づくりができないということですので、これは三番瀬

再生会議のほうでもぜひとも委員からも意見を言っていかなければ。後藤さん、浦安だか

ら、意見を言ってほしいと思います。そういったことを全県的にやっていかないといけな

いと思います。 

桑原委員   会議を５年やっている間に、用語がまた変質した可能性があります。10 年ぐら

い前にビオトープが出たときの「ビオトープ」という用語の使い方とかなり変わってきた

のと、日本人のうまいところで、和製英語をよく使われているところがあったりして、も
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し次の会議をやるようなときに、まとめられる方がいたら、用語がどういうものであるか、

特に「ビオトープ」とかの用語ですね、それをもう一度再確認して、あまりにも使われて

いるのが長くなっているようでしたら、ビオトープの歴史をどなたかに簡単に書いていた

だくことも必要ではないかと思われます。 

    鳥のほうで言うと、ビオトープと言われると、もう鳥の生息域という範疇を超えていて、

どちらかというとエコロジカルネットワークのほうが使いやすい。ビオトープというのは

ちょっと違和感があります。 

    それと、これは環境教育とはちょっと違うのですが、「モニタリングサイト 1000」とか

いう事業で「何年続ける」という目標があるのですが、続けることによって、それも環境

教育というか人材育成ということにつながります。いろいろな調査が行われたり、用語が

変質してきたりしているので、次回、例えば再生会議でも構わないですが、もう一度その

辺の確認だけはされたほうがいいのではないかと思われます。 

    計画を立てられているかと思いますが、10 年前の計画と現在では立てられたのは、言

葉は一緒だけれども、かなり変わってきているかと思います。それは引き継ぎで検討して

いただければと思います。 

    学校ビオトープと鳥のほうで言うビオトープというのはかけ離れたもので、別の単語だ

と思っていただければいいのではないかと思います。 

吉田委員長  そこについては、16 ページに、日本の中で意味が変わってきてしまった部分も

含めて、注４で「ビオトープ」というのは「生物（Bio）の生息場所（Top）を表わすドイ

ツ語。本来は自然の生物の生息場所を指す」ということで、まさに桑原さんがおっしゃっ

たとおりの意味ですが、現在では、失われた生息場所の復元や、新たな生息場所の創出、

特に校庭とか公園でビオトープを復元するというようなことに使うことが多いのでそうい

うふうに思われていますが、本来はエコロジカルネットワークとかそういった意味を持っ

ているわけです。ですから、そこは、きちっと本来の意味を忘れないでということを言い

続けないといけないと思うのですけれども。 

    御指摘ありがとうございました。 

    それでは、特段ほかにございませんでしたら、議題（２）は終息したいと思います。 

 

     ３．報告事項 

       ビオトープネットワーク事業について 

 

吉田委員長  引き続きまして、報告事項ということで「ビオトープネットワーク事業につい

て」。アンケートなどの事業をされましたので、事務局から説明をお願いいたします。 

自然保護課  先ほどビオトープのことについても幾つか触れられましたが、ビオトープネット

ワーク事業自体まだそれほど進んでおりませんで、とりあえずは、ここで言うところの学

校ビオトープ、いわゆる学校において生物の生息環境をある程度創造して学校教育に使っ

ているというビオトープに対して、ビオトープネットワークの事業をやる中で、ある程度

物理的もしくは情報の共有ということでビオトープ同士をつなげるという事業を考えてお

りまして、それの前段として、三番瀬の流域にあります小学校・中学校でビオトープが実

際どの程度あるのかということをまず把握しましょうということで、昨年度一部報告した
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のですが、その報告の中で、さらにどのようなものがつくられているのかということにつ

いてももう少し詳しくアンケートしてくださいと言われまして、その後アンケートした内

容を今回取りまとめて報告するものです。 

    資料４、９ページを見ていただけますか。 

    平成 21 年 11 月に、前回のこの会議の後になりますが、三番瀬の流入河川流域にある学

校を対象として、ビオトープに関するアンケートを実施いたしました。アンケート対象校

としては、そのときに小中学校ということで実施いたしましたので、小学校 63 校、中学

校 32 校の計 95 校に再度アンケートを配布して、うち 93 校から回答がありました。 

    そのうち「ビオトープがある」と回答していただきました学校は 19 校です。 

    場所については、13 ページに三番瀬の流域、ちょっと薄いですが実線で書いてあると

ころが水域になります。学校の場所が番号で示されております。 

    学校につきましては、11 ページ及び 12 ページに、アンケート全部を載せますとかなり

多くなりますので、その辺は事務局のほうで取りまとめまして、「ビオトープを持つ」と

言った学校 19 校をそれぞれ表にしてございます。「学校名」、「住所」、「ビオトープ環境」

ということで、どのようなビオトープがあるかということを簡単にこちらで取りまとめま

した。例えば小川、池などを含む雑木林で構成されるとか、もしくは水田をつくっている

ところなどがございまして、これらは全部のビオトープが池もしくは田んぼもしくは水の

流れを持っております。 

    その中で生息している生物としましては、11 ページの表の中では「ビオトープの生

物」ということで「動物」及び「植物」が書いてありますが、メダカ、ヤゴ、カエル等が

その水域において確認されております。そのほか、周りにタンポポなどの植物が確認され

ているというようなビオトープを持っているところがほとんどでした。 

    どのようにビオトープを活用しているかといいますと、当然ですが、小中学校ですので

児童・生徒の学習に使用することが多い。あとは、主にビオトープネットワークというこ

とで物理的な交流というのは難しいですが、情報交換等の他校との交流があるかというこ

とですが、残念ながら「他校との交流がある」といったところは、ビオトープをつくって

いない学校も含めて３校。ここには２校しか書いてありませんが、他校との交流内容とし

ては、メダカ等の配布、他校が見に来るという内容で、実際には情報の共有というのはな

かなか図られていないという結果になりました。 

    さらに、アンケートの表のまとめには入っていないのですが、維持管理は主に生徒や教

師が行っておりまして、管理上の問題もありまして、実際に今後ビオトープを拡張してい

くような予定があるかというようなことも聞いております。それについては表にあるので

すが、拡張予定は、大体が現状維持でビオトープを経営していきたいという内容でした。 

    なお、ビオトープを回答した学校に今後の設置予定を聞いたところ、「ない」というの

が大半でございました。 

    11 ページ、12 ページのアンケートの一覧表に記入しきれないものについては、集計結

果として 10 ページにその内容を簡単に取りまとめて説明してございます。 

    ちょっと補足で説明させていただきますと、「（４）今後生息させたい生物」という中で、

その一番上に「現状維持」というのがあります。１校だけそういうふうに書いてきました

ので、一応アンケートに書かれたものは全部その中に入れてあります。 
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    活用方法としては、具体的な活用方法はどんなことをしますかというようなことで、ビ

オトープの活用方法で書かれた内容を抜き出しています。ビオトープで育てた金魚やメダ

カの配布などをやるところもありますし、「他校との交流」というのは、他校が見に来る

という内容だと思います。 

    そのほか、一番下の４の（２）、生き物のつながりの学習としては何かありますかと聞

いたところでは、学習指導の範囲内とか、三番瀬と岩井海岸を比較して学習発表会で発表、

あとは勉強、もしくは、これはビオトープをそのまま使ったわけではないと思いますが、

水槽内で育った稚魚の放流、「一人一鉢」というのは植物を育てるという内容です。その

ようなことをやっているという学校の回答がございました。 

    簡単にまとめたアンケートの結果は、以上のような状況になっております。 

    このようなアンケート結果が出ましたので、環境教育としてビオトープのネットワーク

をつくっていくということですと、まず他校との交流。つまり、情報の共有がなかなかま

だなされていない状況なので、なるべく他校との情報の共有をしていきながら、例えば近

いところでは、飛翔力のある昆虫が共通利用しているかというような内容をマーキングと

かで調べていくということもあるかと思いますが、そういう活動をしていきながら交流を

していく、させていくというようなことも考えられると思いますが、また今後考えていき

たいと思っております。 

    以上です。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    ただいまの報告に対して、質問とか、こういうふうにしたらいいのではないかという御

意見がございましたら、お願いいたします。 

桑原委員  アンケートは大変うまくまとまっていてすばらしいと思いました。 

    ちょっと逆説的な意味なのかもしれませんが、こちらのほうに出ている生物ですが、三

番瀬のほうで重要と言われている種は出ないです。当たり前ですが。だから三番瀬は重要

なんだというアンケートになるんじゃないかと思います。だから環境学習は学校ビオトー

プではできないと思います。非常におもしろい、よくまとまったアンケートなのではなか

ろうかと思います。こういう環境学習が三番瀬で必要だというのは非常に出ているのでは

ないかと思われます。 

後藤副委員長  マップを見ていておもしろいなと思う。行徳湿地のところに何校かある。④⑤

あたり。13 ページの地図です。 

    例えば、行徳は海水が入ってくる湿地。そうすると、近くの子どもたち、④⑤あたりの

子どもに、潮が入っているところは生物がどう違うかということは、展開としてはおもし

ろいかもしれないですね。つながるわけじゃないんだけれども。個別個別がおもしろい展

開の仕方があるのかなと思います。今言われたとおり、全く切れているので。 

    ただ、さっき僕がちょっとこだわったのは、川と海が連続したものというのが非常に少

なくなっているので、例えば旧江戸川とか江戸川放水路との位置づけを。僕はちょっとび

っくりしたのですが、浦安の境川というあまり流れていない川があるのですが、元町のほ

うの水門の中ではギンヤンマが産卵していたり、結構おもしろいことが起こっているので

す。淡水と、少し行くと、もう完全に入江的な環境になっている。 

    その辺も含めて、実を言うと、こういうことを言うとすごく怒られちゃうんだけれども、
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今、三番瀬再生会議では連続性ということがテーマになっていて、事業として淡水がどう

にか入れられないだろうかということで全然進んでないんですよ。本来は汽水域というの

がしっかりあった。ですから、大きな計画の中では、そういうものが少しでも回復される

ことによって、そういう場所をずっと見続けさせることによって、本当の意味でのネット

ワークというか、汽水域を含めた海と汽水域と川。そういう拠点をつくってくださいませ

んかと言ったら大げさなんですけど。 

    千葉県として、生物多様性からしても、別に三番瀬だけじゃなくていいですから、例え

ば極端な話、江戸川のところにちょっとしたワンドをつくってみたらどうなのかとか、そ

ういう場所を追求して、そういう場所ができたときにどういうメカニズムが働くのかとか、

そういうことを少しやっていかないと、何となくただアンケートを取りましたということ

になっちゃう。自然が連続性がないのですから、その辺の連続性をつくっていくという視

点で、生物多様性の視点からと三番瀬オリジナル物を含めてそういうことが整理できれば

すごくいいなと思います。そんな視点を常に持っていただければと思います。 

    よろしくお願いします。 

蓮尾委員  先ほど後藤さんが言われました塩浜小学校では、大分前ですが、何回か干潟の観察

で来ていただいています。三番瀬キッズの見学会でも、海の生き物と行徳の中では湿地の

生き物も見られて、その対比を見ていただくということは結構いいテーマになっているよ

うでしたけれども。 

    このアンケートを拝見していて思ったのが、「縮小したい」というところがゼロだった

というのはちょっと感動的だなと。実際は、池にしても厄介じゃないかなと思うのですが、

それでも「拡張したい」というところがあって「縮小したい」というところがゼロという

のは、ちょっとうれしいなと。 

    学校ビオトープとダイレクトにつなげられるかどうかいま一つわからないのですが、プ

ールのヤゴの救出をやっていらっしゃる学校も結構あると思います。行徳トンボ研究室を

立ち上げられた互井さんがとても熱心に、浦安でもプールのヤゴの救出をやっておられま

すし、そういうところもこの学校ビオトープの池・水田という中に入れても、トンボとか

アメンボは飛びますので、つながりということもあるのかなということを感じながら拝見

いたしました。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    私は、10 ページの「その他」の「三番瀬や自然環境についての学習」の 25 校というの

は、確かに浦安、市川、船橋、習志野の 95 ある中では少ないかもしれないけれども、で

も 25 校が三番瀬についての学習をしていると答えてくれたというのは、これはかなり大

きいのではないかと思います。これから、ビオトープというだけでなく、これとつなげて

いけたらいいのではないかと思います。 

    それから、ビオトープというのは、学校ビオトープが導入されたときに、「校庭に池を

つくって」というイメージで、その時点で、先ほど桑原委員が言われたように、言葉がも

う変質してしまっていたのかもしれないですね。自然のビオトープ、自然の生息地とのつ

ながりの中で環境学習をする施設だというふうにとらえられなかったということがあるの

ではないかと思います。 

    そういう点で言えば、三番瀬に近い学校は、別に校庭にビオトープをつくらなくたって、
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三番瀬に環境学習に行って、そこにいた生き物をしばらくの間でも海水の水槽の中で飼っ

てみるとか、それだけでも、それもビオトープ学習だと思うのですが、そういうふうには

あまり理解されていない。 

    私が江戸川大学のときにつくるのをお手伝いした八木北小学校は、普段、大堀川の生き

物観察をやって、その上で校庭のビオトープにその一部を持ってきて、普段、川を思い出

しながらそれを見るということで使っているのですが、そういう自然のビオトープと人工

のビオトープとのつながりで見ないと、人工のビオトープだけ見ていてもあまり意味がな

いのかなという感じもしないでもありません。 

    また、学校同士があまり交流がないというのも、「ああ、そういうことなのかな」とい

う感じがしましたけれども。そうなると、当然、ビオトープ自体のほうも交流がないとい

う状態でしょうし、先ほど自然保護課から今後のことということで提案がありましたが、

他校との交流とか、トンボとかそういった移動ができるような生き物にマーキングをして、

こっちの学校で見たものが今度は隣の学校で見られるということはなかなか難しいでしょ

うけれども、もしそういうことがあれば、そういった交流、「ああ、移動しているんだ

な」ということもわかりますし、今後の可能性としていろいろな発展があるのかなと思い

ました。 

    ほかに御意見いかがでしょうか。 

桑原委員  環境関連の話というのは、多分皆さんよく知っているような感じになってきている

と思います。ちょっと語弊があるかもしれないですが、比較というのはこの項目になかっ

たかもしれないですが、他県と比較すると、千葉県はそういったことに対する関心は非常

に高いのではないかと思います。だから、そんなにこの評価は悪くはないという気はしま

す。 

    あと、報告書をコピーするのを忘れたのですが、木質プラスチック部会が出している報

告書がありますので、そこで環境教育をどうやって取り組んできたかということを見てい

ただければと思います。３年の間で大分方針を変えてきて、最初はイベント系というか参

加型が多かったのですが、だんだん広報型に切り替えてきて、それで、アンケートは取っ

ていないのですが、例えば「木質プラスチックは知られている」というのが増えているん

じゃないかと思います。今後も、体験型と広報型、特に情報を知ってもらうということに

関しては、３年の間にホームページとかインターネットとかその辺のものが変わってきて

おりますので、その辺はもしかしたら分けて考えなければならないのかもしれないと思っ

ております。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    よろしければ、本日の議題はこれで終了いたします。 

 

     ４．その他 

 

吉田委員長  「４．その他」ということで、何かございますか。 

事務局  事務局の議題はこれ以上ございませんが、ここで少し時間をいただきまして、委員の

皆様にお礼を申し上げたいと思います。 

    平成 18 年 3 月の第１回開催以来、２回の任期更新、さらに現在の委員の皆様には、本
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来今年３月までの任期を、三番瀬再生会議委員の任期に合わせる形で本年 12 月 26 日まで

の延長をお許しいただきました。委員長、副委員長をはじめとして、最も長い委員の皆様

には 4 年 9 ヵ月、委員会だけで 11 回おつき合いいただいたという形になります。今回の

メンバーの会議は、冒頭、委員長のほうからもございましたが、本日が最後ということに

なります。本当にありがとうございました。 

    なお、現在開催されている 12 月議会でも知事から答弁いたしましたとおり、本県の三

番瀬再生に対する取り組みにつきましては、現在の三番瀬再生会議に代わりまして、新た

に学識経験者による組織と、地元住民や漁業関係者などから意見を広く聞く場を設定する

こと、及び新しい３ヵ年の事業計画を策定する方針が明らかとなっております。 

    また、この三番瀬環境学習施設等検討委員会は、現在の三番瀬再生計画案をもとに、三

番瀬における環境学習に関する県の事業計画策定、事業実施にあたりまして具体的助言を

いただく目的で設置されております。したがいまして、三番瀬再生の取り組み及びその推

進体制が大きく変わることとなりましたので、当委員会の今後につきましても、現体制に

おける最後の会議となります。この 22 日の再生会議の結果及びその後の方向性を見極め

ながら検討していく、このようになる旨御説明申し上げます。 

    以上でございます。 

    三番瀬と環境学習という重要テーマにつきまして貴重な御意見をいただいたことに感謝

いたしますとともに、また今後ともいろいろな機会で県行政にご協力いただくことを改め

てお願い申し上げまして、事務局からの感謝の言葉に代えさせていただきます。本当にあ

りがとうございました。 

吉田委員長  皆さん、平成 18 年にこの構想をまとめて以来おつき合いいただきました。いろ

いろとご意見をいただき、議事進行にも御協力いただきましてありがとうございます。私

からもお礼申し上げたいと思います。 

 

 

     ５．閉  会 

 

事務局  吉田委員長、また委員の方々、長時間にわたり御討議いただきまして、大変ありがと

うございました。 

    それでは、これをもちまして第 12 回「三番瀬環境学習施設等検討委員会」を閉会させ

ていただきます。 

    大変暗くなっておりますので、気をつけてお帰りください。 

    本当にありがとうございました。お疲れさまでした。 

―― 以上 ―― 


