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     １．開  会 
 
事務局  ただいまから、第１回「三番瀬環境学習施設等検討委員会」を開催いたします。 
    議事に入るまで司会進行を務めます千葉県環境生活部環境政策課の松岡と申します。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 
    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 
     その裏に、検討委員会の委員及びオブザーバーの名簿がございます。 
     資料№１   三番瀬環境学習施設等検討委員会設置要綱（案） 
     資料№１―２ 千葉県三番瀬再生計画（事業計画）（素案）抜粋 
     資料№２   三番瀬再生計画案（抜粋） 円卓会議案の環境教育に関連する部分を

抜粋した資料です。 
     資料№３   千葉県における環境学習への取組み 
     資料№４として、各委員から提出いただいた環境学習の取り組みに関する資料 
     資料№５   三番瀬環境学習施設等検討委員会の今後の進め方（案） 
    資料は以上ですが、不足等ございますか。 
    また、委員の皆様には机上に委嘱状を入れた封筒を置いておりますので、よろしくお願

いいたします。 
 
     ２．あいさつ 
 
事務局  それでは、議事に入る前に、本委員会の事務局を務める県環境生活部環境政策課の森

茂課長からご挨拶申し上げます。 
森環境政策課長  ただいま紹介いただきました県の環境生活部環境政策課長の森と申します。

よろしくお願いいたします。 
    まずは、委員をお引き受けいただいた皆さん、そしてまたオブザーバーに参加していた

だきました地元市の皆さん、また会場にご参加の皆さん、年度末大変お忙しい中、本日の

この第１回「三番瀬環境学習施設等検討委員会」にご参加いただきまして、ありがとうご

ざいます。 
    現在、皆さんもご承知かと思いますが、県では、三番瀬の再生に向けて、三番瀬の再生

計画というものを策定中でございます。三番瀬の再生計画は、内容として基本計画と事業

計画を含むものですが、これを策定中でございます。その中で、再生に向けた具体的な施

策について定める事業計画の中で、環境学習に関しては、検討委員会を設置して、環境学

習の内容、あるいは人材の確保、さらには施設のあり方や場の提供、そういったことにつ

いて検討することにしております。 
    それこそ三番瀬は都市地域に残された大変貴重な自然でございまして、ここで三番瀬の

再生を進めていくということは、きょうのこの検討委員会にも「環境学習」という文字が

ございますが、環境学習を言うなれば三番瀬という非常に具体的なフィールドで進めてい

くことになるというふうにも考えております。環境学習、まず三番瀬に対して関心を持つ、
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そしてまた三番瀬の再生というのはどういうことなのかということを学び、また理解する。

その中での課題を見つけて、それぞれが三番瀬の再生のためにどう行動できるか、こうい

ったことが環境学習ということのいわばプロセスということになろうかと思いますけれど

も、これに沿ってたくさんの方々が三番瀬に関心を持って、再生に向けた活動ができるよ

うにしていくということが大変重要なことになっているわけでございます。 
    三番瀬の再生に向けて環境学習を充実させていくという場合は、やはり三番瀬というこ

のフィールドをまずは好きになる。あるいは愛する。さらには、三番瀬というものをきっ

と尊敬するということもあるのではないかと思います。そういうことを基本として、環境

学習の内容、それから先ほど申し上げました人材の育成・確保、さらにはいろいろな方々、

市民、あるいは環境保全団体、漁業者の方、また行政、三番瀬の再生に関わることになり

ます各主体の連携、さらには環境学習施設のあり方、こういったことが重要な検討課題に

なろうかと思っております。 
    今回、ここにおいでの委員の皆さん方は、それぞれ地域、学校、あるいはいろいろな施

設で環境保全活動あるいは環境学習を進めておられる方で、実地に即した豊富な実践経験

をお持ちの方々でございます。これまでのそういう中での知識あるいはノウハウを基にし

て活発なご検討をいただきまして、県としても、先ほど申し上げましたような環境学習に

関する事業計画をつくり上げていかなくてはなりません。そこにつながる率直なご意見を

いただければ大変ありがたいと思っております。 
    また、会場にご参加の皆さん方からもご意見を伺いながら検討を進めていくというのが、

この三番瀬のいろいろな場面でのスタイルのようでございます。会場の皆さんからも後ほ

どご意見をいただきたいと思いますので、またどうぞよろしくお願いいたします。 
    ご挨拶にかえさせていただきます。 
 
     ３．委員及びオブザーバー紹介 
 
事務局  続きまして、委員及びオブザーバーの皆様を、配付した「次第」の裏にございます名

簿に従ってご紹介いたします。 
    三番瀬再生会議委員の中から、 
    吉田正人委員でございます。吉田委員は、三番瀬再生会議の副会長で、現在、江戸川大

学で環境学習について教鞭をとられております。 
    蓮尾純子委員でございます。蓮尾委員は、（財）日本野鳥の会評議員ということで、三

番瀬再生委員としても参加していただいております。 
    後藤隆委員でございます。後藤委員につきましては、三番瀬再生会議の公募委員という

ことで再生会議のほうにもご参加いただいております。 
    続きまして、地元住民ということで、 
    市川市から町田恵美子委員でございます。町田委員は、ＮＰＯ法人三番瀬環境市民セン

ター等でご活躍でございます。 
    船橋市民から鈴木恵子委員でございます。鈴木委員は、「ふなばしネイチャーゲームの

会」等でご活躍でございます。 
    清水惠子委員でございます。清水委員は、谷津干潟自然観察センターボランティア等で
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ご活躍でございます。 

    浦安市から、今井学委員でございます。今井委員は、「浦安水辺の会」等でご活躍でご

ざいます。 

    続きまして、博物館職員または教員の分野から、 

    桑原和之委員でございます。桑原委員は、県立中央博物館上席研究員ということで、環

境学習研究科のほうで勤務されております。 

    佐久田忠彦委員でございます。佐久田委員は、市川市塩浜中学校で理科の教諭というこ

とで環境学習等に携わっていただいております。 

    続きまして、船橋市立峰台小学校教諭・福原敏子委員ですが、本日は所用のため欠席で

ございます。 

    続きまして、海老原幸作委員でございます。海老原委員は、本日、所用のため欠席でご

ざいますが、谷津干潟自然観察センターの所長ということでこちらの委員会に参加をお願

いしております。 

    寺島泰誉委員でございます。寺島委員は、浦安市立日の出南小学校において環境学習等

についてご活躍でございます。 

    続きまして、行政として、 

    県から、環境政策課の森茂委員でございます。 

    同じく県から、自然保護課長の近藤勝委員でございます。 

    オブザーバーとして、地元４市、市川市、船橋市、習志野市、浦安市から参加していた

だいております。ご紹介申し上げます。 

    市川市から、環境清掃部自然保護課長の清水敏男様でございます。 

    船橋市ですが、オブザーバーとしては、環境生活部参事兼環境保全課長の森内榮一様で

すが、本日は所用のため欠席との連絡をいただいております。 

    習志野市から、環境生活部自然保護課長事務取扱で環境生活部次長の長谷川昭仁様にご

参加いただいております。 

    浦安市から、環境生活部環境保全課長の仲谷幸一様にご参加いただいております。 

    紹介は以上でございます。 

 
     ４．議  事 
 
       （１）三番瀬環境学習施設等検討委員会の設置について 
 
事務局  はじめに、議題（１）三番瀬環境学習施設等検討委員会の設置について、事務局より

説明いたします。 

事務局  議題（１）の検討委員会の設置について、ご説明申し上げます。 

    資料№１－２「千葉県三番瀬再生計画（事業計画）（素案）抜粋」をご覧ください。こ

の素案は、おととい（3 月 28 日）に再生会議で諮問されたところでございます。 

    次のページに事業計画の全体の目次がついていますが、「第２章 三番瀬の再生に向け

て取り組む事業」の中の第８節に「環境学習・教育」が位置づけられております。 

    現在のところの事業計画（案）ですが、その裏にページ 34 と振ってあるものがござい
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ますが、この形で現在諮問されております。 

    上の四角の中に、県の再生計画の基本計画（案）の中の「環境学習・教育」の部分が記

されております。いわゆる円卓会議案を受けて県の再生計画を策定しているところですが、

基本計画（案）の中で環境学習・教育については、３段落目、「地域全体で主体的に学習

が進められるよう、環境学習・教育のための検討組織を設置して、施設の整備や場の提供

に取り組むとともに、人材の育成・確保を目指します」という形になっております。 

    下の「計画事業」をご覧ください。 

    現在のところでは、事業計画については、「事業内容」のところに書いてございますと

おり、今後、検討委員会を設置して、（１）から（３）、環境学習の内容、人材育成のシス

テムづくり、あるいは施設のあり方や場の提供について検討しますという形で記載してご

ざいます。こういう事業計画（案）を受けて、本日、環境学習に関わる検討委員会を設置

するということでございます。 

    資料№１に戻っていただきまして、本委員会の設置要綱（案）について説明申し上げま

す。 

    第１条（目的）ですが、三番瀬における環境学習・教育について、円卓会議から提案さ

れた「三番瀬再生計画案」をもとに、県の事業計画の策定や事業の実施にあたり具体的な

助言を得ることを目的として設置するものでございます。 

    第２条（検討事項）ですが、この目的を達成するために一から四まで検討事項を掲げて

ございます。一が「三番瀬を活用した環境学習プログラムについて」、二として「三番瀬

を活用した環境学習を担う人材育成・確保について」、三として「三番瀬を活用した環境

学習のための施設について」、四として「その他、三番瀬を活用した環境学習について」

という検討事項を書いてございます。 

    第３条（委員及び任期）ですが、「委員会の委員の構成、定数については、別表第一の

とおり」ということで、このペーパーの裏になりますが、別表第一をご覧いただきたいと

思いますが、構成として、三番瀬再生会議委員、地元住民、博物館職員・教員、漁業関係

者、行政、合わせて定数 15 人以内という構成としてございます。 

    先ほど委員の紹介の中で名簿をご覧いただいたと思いますが、この構成定数の中で４の

漁業関係者については、こういう形で枠を設けてございますが、現状ではなかなか参加が

難しいということで、今回の検討委員会の立ち上げにあたっては漁業関係者を除いた 14

名で出発することにさせていただいておりますので、ご了解いただきたいと思います。 

    要綱の第４条に（オブザーバー）という規定がございまして、オブザーバーについては

別表第二ということで、地元の４市の参加をいただいております。 

    要綱第５条（委員長等）ですが、委員会には委員長１名と副委員長を１名を置くという

ことで、委員長は委員の中から知事が指名する。また、副委員長は委員長の指名により定

めるとしてございます。その他、委員長と副委員長の職務について規定したものでござい

ます。 

    第６条（会議）ですが、会議は委員長が招集し、委員長が委員会の議長となる。第２項

として、「必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる」という規

定を設けてございます。 

    第７条（事務局）といたしましては、県の環境政策課ということです。 
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    また、第８条で、「委員会は、公開するものとする」としてございます。 

    この要綱は、本日、18 年 3 月 30 日から適用するということです。 

    附則の２項として、委員の任期の経過規定と申しますか、本日委嘱された委員の任期は、

ちょっと変則ですが、20 年 3 月 31 日までということで、経過規定を置いてございます。 

    本委員会の設置について要綱案を説明いたしました。以上でございます。 

事務局  ただいま説明いたしました議題（１）三番瀬環境学習施設等検討委員会設置について、

ご質問、ご意見等がございましたら、お願いいたします。 

後藤委員  １点は、「（検討事項）」の第２条三項、「三番瀬を活用した環境学習のための施設に

ついて」という表現で書いてありますが、先ほどの事業計画 34 の「第８節 環境学習・

教育」の中には、「計画事業」の一番下の（３）、「環境学習のための施設のあり方や場の

提供」と入っていますので、ここで、「施設」だけではなく「場」というものを入れたほ

うがいいのではないかというのが一つ意見です。 

    もう１点、議事の公開ですが、この公開に関してはどのような方法をとるのか、ご説明

いただければと思います。 

    以上２点です。 

事務局  まず「（検討事項）」ですが、要綱案のほうでは「三番瀬を活用した環境学習のための

施設について」ということで、確かに事業計画（案）とちょっと整合が取れない部分がご

ざいます。当初、「施設について」で包含して読むということでこういう要綱案をつくっ

たわけですが、確かに場の提供というのは「施設について」で包含するにはちょっと無理

があるのかなということで、もし皆様のご意見をいただければと思います。 

    議事の公開ですが、本日もそうですけれども、基本的に、会場のスペースの問題がござ

いますが、傍聴の方を入れて、また会の運営の問題もございますけれども、なるべく傍聴

の方から意見を聞きながら進めていきたいと考えてございます。 

吉田委員  今の件ですが、第２条三のところは、34 ページの「第８節 環境学習・教育」の

ところと同じように「施設のあり方や場の提供について」と合わせたらいかがでしょうか。 

森委員  今の意見は、要は、「施設について」というよりも、「施設のあり方や場の提供につい

て」というほうが広いということなのですね。ただ、言葉の違いというだけではなくて。

意味はそういうことになるのですね。 

後藤委員  はい。 

    僕は、環境学習というのは体験する場が非常に大事だと思うので、これだけですと「施

設をつくる」というイメージがありますので、そういう意味で、場とか、吉田委員から

「施設のあり方」ということが出たのだと思います。 

事務局  ほかの皆様、よろしいでしょうか。 

    よろしければ、先ほど提案がありましたとおり、要綱案の第２条第三号については、

「三番瀬を活用した環境学習のための施設のあり方や場の提供について」と修正させてい

ただければと思います。 

後藤委員  どうもありがとうございます。 

町田委員  「（目的）」についてですが、私たちは県の事業計画の策定や事業の実施について助

言をするということでよろしいのですか。 

事務局  この要綱案にございますように、この検討委員会自体、再生会議の個別の検討委員会
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の設置の考え方に基づいてつくっているわけですが、県の事業計画の策定、事業実施にあ

たって助言をいただいて、最終的にそれを県が事業計画の策定あるいは事業実施に活かし

ていくということでございます。 

町田委員  もう１点、円卓会議との関係を明らかにしていただきたいと思うのですが。 

事務局  今も申し上げましたように、ここにも書いてございますが、円卓会議から提案された

三番瀬再生計画案、これは後ほどご説明申し上げますが、三番瀬再生計画全体に言えるこ

とですが、この円卓会議案を最大限尊重していくということですので、この円卓会議案を

いわば出発点としながらここで議論していただくというふうに考えてございます。 

町田委員  ここで助言したことが、また円卓会議のほうに行ったりということはあるというこ

とですか。 

事務局  円卓会議と申しますか、再生会議のほうに諮るという手続になります。 

町田委員  諮るんですね。 

事務局  諮ると申しますか、最終的に助言をいただいたものを受けて県として事業計画案をつ

くりまして、それを再生会議に諮問するという手続になります。 

町田委員  そうすると、ここで話し合ったことがまた再生会議のほうへ行って変わってしまう

ということもあり得るということですか。 

事務局  再生会議に行く前に、県でも議論を受けて県としての計画案をつくるというステップ

もございますが、当然また再生会議に諮問した段階で再生会議のほうでの議論はあると思

われます。 

町田委員  わかりました。 

後藤委員  差し出がましいようですが、僕も再生会議の委員ですので、それから吉田さんも蓮

尾さんもそうですので、ここで皆さんが合意できたことは、できるだけ再生会議でもその

方向でやっていただくということで努力したいと思います。またそこで齟齬が生じるよう

なことがあれば、この委員会のほうに発言していただければよろしいのかなと思いますの

で、その辺はチェックしながらやっていただければなという感じがいたします。それ以上

のことは言えないのですが、よろしくお願いします。 

事務局  それでは、本要綱については、先ほどの部分について一部改正ということで、これか

らの議事については改正した本要綱に基づきまして進めさせていただきます。 

    要綱の第５条第２項の規定により、委員長は委員の中から知事が指名することとなって

おります。吉田先生に委員長をお願いしたいと思います。 

    それでは、ここで、吉田委員長よりご挨拶をお願いいたします。 

吉田委員長  ご指名をいただきました吉田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

    私とこの三番瀬とのかかわりですが、私自身は千葉県の生まれでして。ただ、東京湾側

ではなくて、佐原の生まれなのですが、佐原市というのがなくなって香取市になってしま

って、大変寂しい思いをしております。 

    寂しい思いといえば、大学は千葉大学だったのですが、子どものころ親しんでいた干潟

というもの、谷津遊園にも子どものころ来ておりましたが、そこから先は４キロ先まで干

潟だったというのは自分でも体験した、そのくらいの世代なのですが、それも大学のころ

に来てみたら全然変わっていたということで、非常にショックも受けましたし、そういっ

た環境を、全く元のとおりに戻すことは難しいのですが、ぜひ取り戻したいなと。そして、
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将来の子どもたちにも伝えたいなと思いまして、大学時代に自然観察のクラブをつくった

りして、そういった環境教育活動をやっておりました。 

    また、大学を卒業しましてからは、日本ナチュラリスト協会という自然観察の会をつく

りまして、この京葉地区でもそのグループで活動していたわけです。その後、日本自然保

護協会というところに移りまして、高尾山の山頂のビジターセンターで自然解説の仕事を

したり、あるいは環境教育のテキストとして、ネイチャーゲームの鈴木さんもいらっしゃ

いますが、ネイチャーゲームを翻訳したり、そんな環境教育にも携わってまいりました。 

    円卓会議の際は、日本自然保護協会、日本野鳥の会、ＷＷＦといった団体から推薦され

て委員になったわけですが、2004 年から江戸川大学に移りまして、皆さんに書いていた

だいた資料４の最初に、１ページだけですけれども、江戸川大学でも三番瀬を生態学や環

境学習に使わせていただいております。 

    ただ、それはわずか２年でございますので、私なんかよりもはるかに長い期間この三番

瀬に関して環境学習を進めてきた委員の皆さんもいらっしゃるわけですし、この場にいら

っしゃらないグループの方にも、三番瀬に関わって環境学習を行っているグループの方が

たくさんいらっしゃるわけです。 

    そういった点で、たくさんの方の意見を聞きながら、環境学習のプログラムや、人材育

成、施設のあり方を検討していくことは大事な仕事だと感じております。特に三番瀬の自

然再生の中でも、自然再生を通じて人材を育てていく、環境学習を行っていくということ

が非常に大事なことだと思います。そして、子どもたちの世代のときには今よりもよりよ

い環境を残せたらと、そういう気持ちでおります。それには、大変忙しい時間帯、皆さん

においでいただいて、何度も何度も議論を続けなければいけないと思いますが、そういっ

た点では皆様に負担をおかけいたしますが、どうかご協力のほどをよろしくお願いいたし

ます。 

    挨拶にかえさせていただきます。 

事務局  吉田委員長、どうもありがとうございました。 

    それでは、ここからの進行は、要綱第６条第１項の規定により、委員長が委員会の議長

になることになっておりますので、吉田委員長にお願いいたします。よろしくお願いいた

します。 

吉田委員長  まず、資料№１の要綱ですが、第５条３で副委員長を委員長が指名することにな

っておりますので、私から指名させていただきます。 

    三番瀬再生会議の委員でもある後藤委員に副委員長になっていただいて、補佐をお願い

したいと思いますが、皆様いかがでしょうか。 

             （ 拍  手 ） 

吉田委員長  では、どうぞよろしくお願いいたします。 

後藤副委員長  後藤ですが、よろしくお願いします。 

    皆さんができるだけ和気あいあいとできるように吉田委員長を補佐したいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

    １点だけ、副委員長になるにあたって、委員長になると、再生会議の会長でも、なかな

か発言しにくいところがあるので、まとめのときは委員長としての役割があるのですが、

途中もし何かご意見があるようなことがあれば、僕のほうにサインを送ってもらえば、僕
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のほうでしていくような形で進めたいと思います。そんな形でよろしいでしょうか。 

    よろしければ、そんな形で、できるだけ発言されるようにサインを送っていただければ

と思います。よろしくお願いします。 

吉田委員長  それでは、議事を進行させていただきます。 

 

       （２）三番瀬再生計画案（円卓会議案）における 

          「環境学習・教育」について 

 

吉田委員長  議題（２）三番瀬再生計画案（円卓会議案）における「環境学習・教育」につい

てですが、事務局より説明をお願いいたします。 

事務局  資料№２「三番瀬再生計画案（抜粋）」をお開きください。円卓会議において環境学

習・教育について提案されたものについて、いわゆる出発点と申しますか、そういうこと

を含めまして、ご説明、ご紹介申し上げます。 

    まず、「環境学習・教育」ということで、「（１）はじめに」とございますが、最初のと

ころでは、環境学習・教育というものが人類の生き残りの成否を問うほど重要なものであ

るという形で、環境学習・教育の重要性、役割が記載されてございます。 

    ２段落目に、その環境学習にあたり、特に身近な自然の存在が特に重要です。その中で

三番瀬については、都会の人間生活のすぐ近くに残された「身近な自然」であり、潜在的

な価値が非常に高い地域である。まさに総合的な学習の場としてエコ・ミュージアムとい

うような形で三番瀬の価値を生かしていくことが可能であるということでございます。 

    ３段落目ですが、三番瀬の環境を維持・再生していくにあたりましても環境学習・教育

に期待されている役割が大きいということで、そのために、環境学習・教育を考える上で

いわゆるハードウエア（箱もの、施設）をどのようにつくるかということだけではなく、

中身（ソフトウエア）について、環境学習の内容、活動、人材、財源、こういうものを含

めてきちんと見据えていく必要があるということが書かれてございます。 

    130 ページ、具体的に環境学習・教育に期待される内容が書かれています。第一のもの

として「自然体験」。「復元体験」「再生体験」、こういうものが期待されるということでご

ざいます。 

    「（２）現状」ですが、「三番瀬」の存在は、現在の状況では市民にとって必ずしも近し

いものではないということです。しかしながら、いろいろな形で三番瀬における環境学

習・教育が進められているということで、その例を書いてございます。近隣の学校や公民

館などでの「総合的な学習」や講座、あるいは小学校などでビオトープづくり、こういう

ものが取り組まれております。また、市川青年会議所の提唱で行われている「クリーンア

ップ三番瀬」、あるいは三番瀬フォーラム、千葉県野鳥の会、こういう市民団体、環境保

護団体の実践活動が続けられているという紹介がございます。 

    また、施設として、三番瀬周辺には、浦安市の郷土博物館、行徳野鳥観察舎、ふなばし

三番瀬海浜公園、こういう施設が存在しておりまして、こういう施設をもとにいろいろな

学習活動が行われているということでございます。 

    131 ページですが、例えば浦安市においては、日の出地区の前面に自然の干潟があり、

そこが環境教育の場所として利用されているという現状がございます。また、浦安市にお
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いては、「三番瀬の保全・再生及び水辺の活用に関する浦安市の基本方針」をまとめてお

り、環境学習を進めているということでございます。 

    市川市においては、市川塩浜駅前に市有地があり、意向としては、この市有地に環境学

習施設を積極的に導入していくということがございます。また、行徳野鳥観察舎において

は、30 年近くにわたる環境学習活動が続けられているということでございます。 

    船橋市ですが、ふなばし三番瀬海浜公園において潮干狩り等の利用が盛んに行われてお

ります。また、船橋市においては、三番瀬を中心としたミュージアムや、いわゆる「海を

活かしたまちづくり構想」というのを掲げております。 

    132 ページ、２段落目ですが、環境学習・教育の中で大事なこととして、適正な人員配

備が必要となるということですが、博物館の統廃合、人員削減、いろいろな厳しい現状が

あり、またＮＰＯ法人においてもいろいろな課題があるということが記載されております。 

    こうした現状や問題点を認識した上で、「（３）目標」で掲げておりますのが、一つとし

て「環境学習・教育施設の設置」でございます。これにつきましては、２段落目にありま

すように、円卓会議の護岸・陸域小委員会の各ワーキンググループで各地域の特性を踏ま

えた議論が行われてきたということで、これらの議論をもとにして十分な議論をさらに重

ねた上で施設整備を進めていきますというのが、１番目の目標でございます。 

    ２点目ですが、「環境学習・教育の実施」で、一つとしては、対象をどのように設定す

るかということで、幼児、小学生から一般、高齢者レベルまで対象の設定を検討するとい

う課題があるということです。 

    それから、具体的な内容として、三番瀬における自然体験として期待されるものとして、

潮干狩りや釣りなど、あるいは漁業体験など、記載のような自然体験が期待されるという

ことがございます。 

    それから、三番瀬における「復元・再生体験」と書かれているのが、湿地の復元（水田

づくりなど）、あるいは塩田の再現など、記載のような形で「復元・再生体験」というも

のも考えられるということです。この「復元・再生体験」には、例えば高校生以上のイン

ターンシップ、企業研修ということも重視する必要があるということです。 

    134 ページですが、こちらでは、イギリスにおける「グリーンホリデー」のように、自

然の中で施設管理等のボランティア活動でありますとか、イギリスのナショナル・トラス

ト活動、あるいはアメリカの国際鶴財団、あるいは日本国内のいろいろな先進事例がござ

いますので、そういう先進事例を参考にしながら取り組んでいくということが記載されて

おります。 

    「目標」の３点目ですが、「人材の育成・確保」です。環境教育の成否にはこういう人

材、市民参加型のボランティア活動が大きな役割を果たすということで、人材の確保・育

成が再生計画全体の成否の鍵でもあり、最も重要な課題です、ということで整理されてご

ざいます。 

    次の「（４）アクションプラン」ですが、この目標を受けて、アクションプランとして

は、一つとして、「検討組織の設置」ということで、多様な主体による設立の準備委員会

を組織して時間をかけて議論をしていこうということでございます。 

    その後に浦安、市川、船橋それぞれについての記載がございますが、浦安については、

郷土博物館と連携して、干潟の利用指導の機能、自然体験学習の機能、自然再生の場とし
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ての機能を持たせた自然環境施設が望ましいということです。 

    次のページ、市川ですが、市川の塩浜ゾーンの市川市所有地付近で湿地の再生と一体と

なった環境学習施設・研究施設の整備についての記載がございます。 

    また、船橋におきましては、ふなばし三番瀬海浜公園の全体を、生態系の学習ができる

場所、自然再生の体験学習ができる場所、または漁業や港町の歴史・文化がわかる場所な

ど、環境学習の場所としていくことが必要ですと記載されてございます。 

    137 ページ、「アクションプラン」の２番としては「環境学習・教育の実施」というこ

とで、先ほど申し上げていますが、「自然体験」「復元・再生体験」などを進めていくとい

うことで、その例としては、地元の児童・生徒に例えば船で三番瀬の干潟の見学ができる

ようにする。あるいは学校教育の内容に三番瀬の自然体験を取り入れていく。あるいは各

学校、各公園などでビオトープづくりを取り入れていくというようなことが考えられてお

ります。 

    ３番目の「人材の育成・確保」ですが、専従のスタッフの確保、体制づくり、こういう

ものを最重要課題として検討して実践していくということでございます。 

    駆け足ですが、円卓会議案では８節のところはそういう形で整理されております。 

    138 ページ以降は、環境学習・教育そのものではございませんが、学習・教育に関連し

てくるものということで抜粋してございますので、こちらは簡単に説明したいと思います。 

    まず、「９ 維持・管理」ですが、三番瀬の自然を豊かにし、後世に引き継いでいくと

いうこと。また、人が自然を育み、自然が人を育てる「里海」からの始まりということで、

三番瀬をふるさとの海――「里海」と感じ関わるという意味での維持・管理が、この第９

節です。特に学習・教育との関わりという面では、140 ページに維持・管理の目標を掲げ

ておりますが、多くの個人や団体が参加できるきっかけづくり、順応的管理、モニタリン

グの枠組みづくり、広域的なネットワークの確立、こういうものが学習・教育とも関連し

てくるものではないかと考えております。 

    時間の関係で飛ばしますが、次に 96 ページの「第５節 海と陸との連続性・護岸」を

お開きください。 

    こちらにつきましては、98 ページにこの目標が掲げられてございます。海と陸との自

然な連続性を取り戻すこと、あるいは 99 ページ、人と三番瀬の健全なふれあいを確保す

ること、というような目標がございまして、その中で特に「アクションプラン」の中では、

浦安、市川、船橋それぞれについて、今申し上げた目標のような形での護岸のあり方が記

載されているわけです。 

    その中で、例えば浦安においては、遊歩道、サイクリングロードなど三番瀬を視覚で楽

しめる護岸ということ。市川においては、市川市所有地に環境学習・研究の場を設けて、

海と陸との自然的な連続性を確保するための事業を実施するというような記載がございま

す。船橋におきましても、102 ページですが、ふなばし三番瀬海浜公園において海と陸と

の自然な連続性を確保できるようにという記載がございます。 

    次の 103 ページ以降に具体的なイメージ図がつけてございます。例えば 105 ページは

「浦安市日の出の自然再生」イメージということで、この中には、例えば観察舎でありま

すとか、三番瀬サロンというイメージも記載されてございます。 

    次のページには、市川市の塩浜にございます所有地、ここでは環境学習エリアのイメー
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ジということで、こういうイメージ図が描かれてございます。 

    次の船橋ですが、船橋においても海浜公園のイメージということで、自然再生を進めつ

つ環境学習ができる場の検討ということで、円卓会議のほうではこういう形でイメージ図

が記載されているところでございます。 

    駆け足で申しわけないですが、再生計画案（円卓会議案）ということでは、以上のよう

なところが「環境学習・教育」に関係する部分ではないかということでご説明申し上げま

した。 

    以上でございます。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    ざっと再生計画案の「環境学習・教育」について関係するところを説明いただきました

が、委員の皆さんからご質問とかございますか。 

後藤委員  円卓会議のときは、市川、船橋、浦安という３市だったのですが、今の再生会議で

は習志野市にも加わっていただいて、きょうもそういうメンバーになっているはずです。

再生会議では習志野市の方たちにも入っていただいてやっておられますので、この記述自

体は、円卓会議の範囲がそういう範囲でしたので、ちょっと誤解されるとまずいので、一

言だけ付け加えさせていただきます。 

吉田委員長  ほかに、質問とかコメントとかありますか。 

    円卓会議の報告は、それぞれ会議の委員が分担して何人かで執筆したものですが、環境

学習や教育のところで執筆された蓮尾委員、何かご意見ございますか。 

蓮尾委員  この「環境学習・教育」というのは、実は円卓会議の中では、皆さんがある意味で

は諸手を挙げて賛成というか、どんどんやるべきだということで話が出た分野です。ある

意味ではとても書きやすいというようなところがあったのですが、一方では、どんどんや

るべきだという話は出ているけれども、では具体的にはどうするのだろう。円卓会議の場

では、いま説明ありましたように、浦安、市川、船橋の三つの市が、それぞれ自分のとこ

ろにこういう施設をつくりたいというような形で、どんどん箱のほうの話が膨らんでいき

そうで、肝心な運営といいますか、そこに盛り込むべき精神というか、そういったところ

の論議は、とてもじゃないがこれは追いつくまいという雰囲気が大変強くありました。そ

れで、あえて、ここも私は提案させていただいたのは、円卓会議では結論は先送りにしよ

うと。どうしてもあと時間をかけてゆっくりとあり方について検討していかないと、形だ

けつくって、こういう施設ができましたよと言って終わりにしてしまうのは、とんでもな

いことだろうと思ったわけです。 

    先ほども申し上げましたように、円卓会議の中で「環境学習・教育」については、ある

意味では異論が全然出なかった。どんどんやりましょう、やらなければいけないですと。

それにもかかわらず、ではどうしましょう、自分はどういうふうにかかわりましょう、何

を必要として、どんなことがあったらいいか。むしろ環境学習の検討委員会の中では、一

つには夢を語っていただきたい。こんなことが三番瀬ではできるのではないかと。もう一

つには、現実も見ていただきたい。実際に千葉県の中では博物館の統廃合がどんどん起き

ています。千葉県の財政事情も非常に苦しいし、これは市のレベルになっても決して楽で

はない。その一方では、今この場に来ていらっしゃる先生方も、ＮＰＯじゃなくてもそれ

ぞれの地域代表の方も、皆さん自分たちで環境学習を実践していらっしゃる。そういった
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実践していらっしゃる方たちがどんなことがここでできるのか、そのためにはどういうこ

とをこの場でやっていったらいいか。 

    私は、こういう会議の場で非常に不満を持っていることが一つあります。この机に並ん

でいる人たちのところには、一つはお茶がありますね。お茶はよろしいとして、ある意味

ではその人たちだけの問題ではなくて、会場の方は「別に時間を設けます」といって発言

を一旦控えなきゃいけないような雰囲気があって、どっちかというとこの委員会は、もっ

とラフに自由にどんどん意見が出なければ、委員会をやる意味はないと私は思うのです。 

    そういった点で、きょう多分、皆様方の取り組みをそれぞれ少しずつお話しいただくこ

とになっています。あるいはそれを先にやってから話をしていったほうが、もう少し打ち

解けた、緊張した顔じゃなくて笑顔で話をしていけるような……。中には白熱した場面で

丁々発止で、灰皿……灰皿はなかったですね、何か飛んでも構わないと思うのですが、と

りあえずは、どんどん笑顔で何気なく、「こんなこと言っていいのかしら」と思わないで

意見が出るような場に。これは、座長さん、ぜひよろしくといいますか、お願いしたいと

思います。 

    考えてないわけでは決してないのですけれども、できるだけ自由にいろいろな形でやっ

ていかなくちゃいけない。そうかといって、時間が無限にあるわけではないし。この委員

会の結論というのは、再生会議では非常に強く尊重されます。おそらく再生会議で「こ

う」と言っても、委員会のほうで「そうじゃない」と言うと、委員会のほうが尊重される

可能性が高いぐらい尊重されています、これまで私が出席した会議ですと。ですから、逆

に言うと、この場が活発でなければ、活発に進めていくことができないのです。というの

で、最初は紹介を兼ねてご意見をいただいたほうがよろしいのかなと思っていますが、い

かがでしょうか。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    いろいろ円卓会議での議論を思い出させていただきましたが、まさに「環境学習・教

育」のところは、総論は皆さん異論は全くないので、逆に十分な時間を取って丁々発止の

議論は余りできなかったところなのですね。ですから課題として残っているということで、

きょうお集まりの方々も、こういうのができているからそれでいいのだではなくて、十分

な議論がまだできていない、たくさんそういう課題が残っているということで、ぜひ皆さ

んから活発なご意見をいただきたいと思っております。 

    蓮尾委員からは議題を順番をかえたらどうかという提案もありましたので、場合によっ

ては県の取り組みよりも委員の取り組みを話していただいたほうがいいかもしれませんね。 

    とりあえず県から説明していただいたことについて、この際、何か意見とか質問とかあ

ればぜひ承りたいと思いますが、いかがでしょうか。 

    よろしいですか。 

 

       （３）環境学習に関する県の取組みについて 

 

吉田委員長  それでは、次の議題（３）県の取り組み、これも短いものですので、説明してい

ただきましょう。資料№３「千葉県における環境学習への取組み」を、県のほうから説明

をお願いいたします。 
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事務局  資料№３「千葉県における環境学習への取組み」をお開き願います。 

    環境学習への取り組みを説明する前に、簡単に千葉県の環境施策の取り組みの概要も少

しご紹介したいと思います。 

    皆さんご存じだと思いますが、堂本知事の下、環境づくり日本一の千葉県を目指すとい

うことで、「豊かな自然を守り、貴重な財産として次の世代に引き継いでいく」というこ

とを目指していろいろな取り組みを進めているところでございます。まさにこの三番瀬再

生を含めて、例えば里山条例ですとか、生物多様性の問題、資源循環型社会づくり、こう

いうさまざまな取り組みを県としては進めているところでございます。 

    こうした環境施策を進めていく中で、その基盤となる環境学習は非常に重要だと考えて

おりまして、「県における環境学習への取組み」ということでこのペーパーは記載してご

ざいますが、実は平成４年に「千葉県環境学習基本方針」というものを策定しておりまし

て、この基本方針に基づいて各種の環境学習施策を推進しているわけですが、この基本方

針の考え方をこのペーパーの１ページ、２ページに簡単に書いてございます。これについ

てはかなり総論的なものですので、ごく簡単に見ていただければと思います。 

    環境学習については、「基本的考え方」の中で「目標」等ございますが、いわば一人ひ

とりが環境に対する豊かな感受性と関心を育て、また人間活動の環境に及ぼす影響を認識

し仕組みを理解する、あるいは知識を身につけていく、その上で環境問題を解決するため

の理論と実践方法を学ぶ、そして最終的には積極的に行動に結びつけていく、ということ

が「目標」ということで掲げてございます。 

    「役割分担」として、（１）～（５）に書いてございますが、県民、学校、各種団体、

企業、行政、それぞれがその役割分担の中で積極的に環境学習あるいは環境保全活動をし

ていただくということでございます。 

    裏の２ページですが、環境学習を進めていく中で、生涯の各時期、幼児期から始まりま

して高齢期まで、それぞれの時期にあわせて感性を育み、あるいは知識、技能を習得して

いくことが必要ですということです。 

    実際の環境学習の推進方策ですが、県といたしましては、四本柱で、「機会づくり」「教

材づくり」「指導者づくり」「拠点づくり」ということで進めてございます。 

    ３ページ、県の 17 年度の環境学習は具体的にどういうことをやっているかということ

を若干説明させていただきます。 

    この四本柱の中で、「機会づくり」としては、県民の方々に環境に対する意識を高めて

いただく機会を設けてございまして、例えば各種の講座を開いております。 

    一番上の県民環境講座は、県内、今年で言いますと５地域で、いろいろな環境問題の現

状、先進的な事例を紹介しておりまして、概ね各会場で 50 人程度の参加をいただいたと

ころでございます。 

    それから体験型環境講座、こども環境講座、この辺につきましては、県が直接やるので

はなくて、いろいろなノウハウを持ったＮＰＯ法人に委託して、体験しながら学習すると

いう講座を開いておりまして、大人向けを２回、子ども向けを２回開いております。 

    その下に環境シンポジウム、あるいは「エコメッセちば」というのがございますが、こ

れは、県がやっているというよりは、市民、ＮＰＯ、企業、こういういろいろな主体と連

携した実行委員会方式で開いておりまして、ともにもう 10 年近く継続的に実施している
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ものでございます。こういう連携した活動も進めているところでございます。 

    また、こどもエコクラブの支援ということで、紹介いたしますと、県内では現在 104 の

クラブで 3,000 名以上の子どもさんが参加しているという現状でございます。 

    それから環境学習アドバイザーの派遣ということで、地域において環境に関する学習会、

研修会を開くときに、こういうアドバイザーの方を講師として派遣しており、17 年度に

おいては 74 回の実績がございます。 

    また、「教材づくり」ということについては、ホームページ、あるいはビデオ、学習キ

ットの貸し出し、あるいは環境家計簿のようなものを教材としてつくってございます。 

    「指導者づくり」におきましては、エコマインド養成講座というのを、これももう 10

年近くやっているわけですが、一般の県民の方向け、教員向けという二つのコースを設け

まして、例えば県民コースですと、10 日間以上の体験を中心とした学習をするという、

一過性ではない深い講座なのですが、これを受講していただいて、地域での学習とか保全

活動の指導者になっていただく。今年で言いますと、県民の方 42 名が卒業されておりま

す。教員コースにおいては、16 名の方に参加していただきました。 

    最後の「拠点づくり」ですが、手賀沼親水広場ですとか、市原にある環境研究センター

などの県の施設がございますし、ここには書いていませんが、もちろん各種の博物館、青

少年教育施設、こういうところを拠点としてさまざまな学習活動を推進しているところで

ございます。 

    雑駁ですけれども、以上が県の環境学習の取り組みということで、直接三番瀬に何とい

うことではございませんが、県全体でこういう取り組みをしているということでご紹介い

たします。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    委員の皆様から環境学習の取り組みを紹介していただく前に、まずは県のほうを紹介し

ていただきました。 

    これについては、何かご質問等ございますか。 

    よろしいですか。 

 

       （４）環境学習に関する各委員の取組みについて 

 

吉田委員長  よろしければ、先ほど蓮尾委員がおっしゃったように、活発に話ができるように、

お互いに知り合うということが大事ですので、次の議題として、各委員から、環境学習に

関してどんな取り組みをされているのかということをお話しいただければと思います。 

    名簿順というのも何ですから、並んでいる順にやっていただいたほうが自然な感じがし

ますので、今井委員から順番にお願いできますか。 

    申しわけありませんが、５分以内ぐらいでお願いします。 

今井委員  「水辺の会」をやっております今井です。 

    言うまでもなく、浦安は三方を水辺に囲まれていまして、その水辺を、まず、どういう

ふうになっているのか知ってもらいましょうということで始めた会です。知ってもらうこ

とからいろいろなことがわかってきて、結果、こうやったらいいとか、ああやったらいい

という話になっていけばいいというところで、まず知ってもらうところから始めるという
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ので、これは全く原稿段階なのでこれからいろいろ手を入れるのですが、境川「歴史・文

化」コースとか、「新町」コースとか、「よくばり」コースという名前がついているコース

を設定しまして、これは実際に歩きました。 

    最後に三番瀬のオプションコースとして潮干狩りコースとかいろいろありますが、三番

瀬を中心として活動している「浦安自然まるごと探検隊」というのがありまして、実はそ

ちらのほうが今回の三番瀬に関してはいろいろやっています。そちらのほうも私は参加し

ているので、その辺の話のほうがいいのかなと思います。 

    そういう水辺を実際に知ってもらう中で、貴重な自然が残っているというので、後でお

配りしたこういう二つ折のこれ、これからの予定ということで古いのも入っていますが、

こういうのを使って実際に観察会をしています。お子さんなんか来られると、目の色を変

えて喜ばれるので、大人の人をどうこう言うよりもお子さんにいろいろお話したほうが早

いのかなぐらいの感じになるのですが、本当に楽しいです。こんな近くにこんなに生き物

がいっぱいいるのかなというような、本当に素直な感想なのですが。それは「水辺の会」

と同じで、なるべくたくさんの人に知ってもらいたいなというので、いま現在やっていま

す。近くには、干潟観察会のチラシのように、4 月 15 日（土曜日）にもやります。余り

多人数はさばけないのですが、非常に皆さん喜んでいただいて、楽しんでやっております。 

    時間が余りないと思いますので、このくらいで。 

吉田委員長  資料は、傍聴の方に配る分がなかったようで、失礼しました。 

    引き続きまして、清水委員、お願いします。 

清水委員  皆様こんにちは。私は、谷津干潟の自然観察センターで８年ほどボランティアをし

ております。 

    谷津干潟では、海水の中のプランクトンから、シギやチドリ、カモといった鳥たち、鳥

の中ではオオタカまで見ることができます。その観察を通じていろいろなことを学んでい

るのですが、谷津干潟自然観察センターそのものが環境学習の場となっております。その

中での私たちボランティア活動なものですから、自然と環境学習というプログラムの中で

活動していたことが今になって改めて気づかされているというのが正直なところです。実

際、自分のやっていたことを振り返ってみると、環境学習というものにすべてつながって

いたのだなということを改めて感じております。 

    たくさんの生き物たちをいらしてくださった子どもたちを含めてたくさんの方に見てい

ただくための解説をしているのが、私の活動です。そのほかにも、習志野市の施設ではあ

るのですが、ボランティアの方は 100 人以上いまして、市川の方も、船橋の方も、市原の

方も、もしくは埼玉の方とか、たくさんの方がボランティアとして活動してくださってい

ます。ですから、習志野市の施設というよりも、あそこに来てくださっているボランティ

アの方は、谷津干潟が好きで、谷津干潟のファンで活動してくださっている方だと私は感

じております。 

    実際に私の三番瀬海浜公園での環境学習の活動といいますと、三番瀬海浜公園の前の干

潟を利用させてもらっています。年に数回ぐらいですけれども、干潟体験、干潟観察とい

うものがございまして、そのスタッフとして活動しています。対象は、一般市民の方、公

募された方です。そのほかに、とても数は少ないのですが、船橋市内の小学校の生徒さん、

県内の公民館の自然観察をするグループの方たち、それから、１回だけですが、教師の方
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の環境ゼミというのもございました。その方たちと一緒に、三番瀬の自然観察といいまし

ても、水鳥中心ではなくて、砂浜と潮溜まりで遊ぶだけで、あっという間に時間が過ぎて

しまうのですね。その中で小さな生き物、カニのつくった砂だんご、そんなものをほんの

ちょっと紹介するだけで、私たちはきっかけづくりをしただけで、参加者は、あと、それ

で十分に遊んでくださいます。最後に私たちがそれらのものをちょっと説明するだけで、

十分に干潟に触れ合うというチャンスはあると思います。そういった活動を今のところし

ております。 

    干潟の学習の中で、時には青潮の質問があったり、「こんなに遠浅の海なのに、なんで

あんな大きな船が通れるのですか」という参加者の質問もあるのですね。そういう質問が

きっかけで、干潟のことや今ある問題を参加者の方とお話する機会もございます。 

    私は三番瀬が大好きなんですが、小学生が社会体験という形で参加するチャンスが少な

いのだなということがわかりました。こちらの資料にもございましたように、小学生の方

たちが１年に一遍は干潟体験という形で、本当に泥んこ遊びで終わってしまうことが多い

のですが、それがとっても楽しそうで、付き添いの先生たちも、「安全管理をしてくださ

いね」とお願いしているのですが、どこかに飛んでいってしまいまして、先生が夢中にな

っている姿を見ることもありました。もっともっと小学校の学習の中で干潟に触れ合える

チャンスがあったらいいなというのが、今の私の気持ちです。 

吉田委員長  引き続きまして、鈴木委員、お願いいたします。 

鈴木委員  「ふなばしネイチャーゲームの会」の鈴木恵子と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

    私は船橋のほうでネイチャーゲームをやっておりますが、それと同時に、船橋環境フェ

アの実行委員長を２年間続けてやっております。 

    船橋は、ご存じのように、三番瀬ということで海浜公園というわりと大きなところがあ

りまして、海浜公園ではいろいろさまざまな行事も行われていますし、自然環境もあると

いう中で活動させていただいています。 

    ネイチャーゲームということですが、ご存じの方もいらっしゃると思いますし、また、

全く知らないという方もいらっしゃると思うので、簡単に説明させていただきますと、ネ

イチャーゲームというのはそもそもはアメリカから来たゲームで、ジョセフ・コーネルさ

んという方が 1979 年にある本を出しました。その本がすぐ日本に来まして、先ほど吉田

委員長からもネイチャーゲームの話がありましたが、そのころから携わっていただいてい

るそうですが、知らなくて申しわけなかったなと思っております。 

    ネイチャーゲームは、かつてはアメリカから来たゲームでしたが、プログラム自体とし

て今現在 150 プログラムぐらいあります。ネイチャーゲームは、場所を選ばない。海でも

山でも川でも公園でも、下手すると室内でもネイチャーゲームができてしまう。そして、

幼児から大人まで、高齢者の方にもネイチャーゲームが今かなり広まっている状況です。 

    それはどういうことかというと、ネイチャーゲームの場合はある程度のプログラムがあ

るのです。特に感性といって五感の部分を非常に多く使ったプログラムがあります。そん

な関係で、逆に、高齢者の方とか障害を持つ方たちの中でも、感性を生かして、残された

感性の中で十分にプログラムができるということで、ネイチャーゲームが、今、福祉の分

野とか高齢者の部分でもかなり多くされています。 
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    資料としては、資料№４の真ん中あたりに「シェアリングネイチャー」というリスの絵

を描いたものをきょうは用意してきましたので、そこを見ていただければと思います。 

    実は、これ、真ん中からひっくり返っているようなんですが、これは３枚折のパンフレ

ットで、そうするとちょうど「ふなばしネイチャーゲームの会」というのがうまく出るよ

うになっています。真ん中だけひっくり返ったような形で申しわけないのですけれども。 

    その資料の裏側に、これは本当はカラーですが、白黒で出ていますが、こんな活動をし

ています。一番上に、丸いもので「そーっと！のぞいて見てごらん 何か生き物がいる

よ」と、こんな川の中、水の中の世界を見るゲームがあったり、それから「親子でネイチ

ャーゲーム」ということで、芝生の上で子どもたちとネイチャーゲームをやっている姿。

それから、「森のネイチャーゲーム」といって、これは船橋の三咲小学校の子どもたちが

森の中へ来て、こういう形で葉っぱでネイチャーゲームをしています。 

    最新のお話でお伝えしたいなと思うのですが、真ん中の「親子でネイチャーゲーム」で

すが、実はこれは、かなり幼児、本当にヨチヨチ歩きの子どもたちと親子が集まった例で

す。本当は 20 人か 30 人来てくれたらいいなと思っていたのですが、当日、九十何人もい

らっしゃいました。もうびっくりしちゃったんですけれども。今、実際に子どもに自然を

じかに体験させようという若いお母さんたちのニーズがあるということを一つ付け加えて、

私からのご紹介とさせていただきます。 

吉田委員長  引き続き町田委員、お願いします。町田委員の資料は、その一つ前のページにつ

いております。 

町田委員  三番瀬環境市民センターの町田と申します。 

    私は、三番瀬の保全活動に関わって 15 年ぐらいになります。ＮＰＯになってからまだ

５年ぐらいですけれども、その前にＮＧＯとしてやっていた時期があり、合わせると 15

年ぐらい。その間ずっと三番瀬の環境学習に携わってきたと言えると思います。 

    今、大潮周りなものですから、干潟に出られるちょうどいい時期なもので、きょうの昼

間は青潮の実験のために三番瀬に船で出ていまして、明日は、三番瀬にアマモ場を再生し

たいと考えていまして、そのために富津にアマモの苗を取りに行きます。あさっては三番

瀬に移植して、モニタリングしていくために生物の調査もあさって一緒にやるということ

で、ここ連日、三番瀬浸りなんですね。 

    ほんの 15 年前は、私は、三番瀬ぐらいは知っていましたが、そこがどんなところなの

か何もわからないで飛び込んだのですが、今は、そんな私が三番瀬の再生を引っぱってい

たり、環境教育に携わっているというのが、何かとても不思議な感じがするのですけれど

も、三番瀬という場の環境学習効果というのは、私を見れば、多分皆さんは実感できるの

ではないかと思っております。 

    今、私たちは、市川市の三番瀬塩浜案内所という施設をお預かりしています。これは市

川塩浜駅のすぐそばにあり、2003 年 7 月にオープンしました。こういった施設をつくり

ませんかという提案から始めて、つくりましょうという話になって、実際にこんな建物な

んですけれどもという話をいただいて、では部屋はどうするのかと。これはプレハブ建て

で、展示室と多目的用途室という会議室、２部屋でできているのですが、そんなつくりで

も、こういうことをしたいというのがあると、この部屋は逆にしてくださいとか、入口は

ここじゃなくてこっちにしてくださいとか、ここは窓じゃなくて掃き出しにしてください
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と、そういう提案をしないと私たちがやりたいことはここではできないよという話ができ

るのですね。先ほど蓮尾さんが、円卓会議のほうで箱物の話があったときに、「精神がな

ければ具体的な話をしても」ということをおっしゃっていましたが、それはすごく賢明だ

なと思ったのですが、逆に、やりたいことがあれば、こういうものをつくってくださいと

いうふうに私たちは言えるなと思って聞いていました。 

    この三番瀬案内所でもそうですが、市民へのサービスとして三番瀬の環境学習というメ

ニューがあります。プラス私たち独自の事業としてもずっと環境学習というものを大事に

しておりまして、一番長くやっているのが三番瀬の干潟散策会です。これは独自にやって

いるものもありますし、案内所で市川市の事業としてやっているものもあるし、最近では、

ちょうど塩浜中学校の先生のレジュメがありますが、ここにもうちの理事長が案内しまし

たと出ていまして、学校の総合学習の一部としてお手伝いしたり、学校の遠足で対応して

くださいとか、修学旅行で対応してくださいというのがありまして、去年の１年間のガイ

ドはどれくらいしたか数えてみたのですが、約 80 回やっていました。すごいなと自分で

も思うのですが。私一人でやったわけではなく、みんなで分担して 80 回ぐらいのガイド

をこなした。それくらい干潟の観察会のニーズは高いなと思っています。 

    この干潟の観察会が、干潟がどんなこところなのか、三番瀬がどんなところなのか知っ

ていただく導入の部分ですが、そこからまた一歩進めて、「三番瀬で生きてきた知恵を知

ろう」みたいなことを私たちは次のステップとして考えていて、そこで、三番瀬で昔から

やっている海苔づくりや塩づくりの体験を。それを実際にやっていた人たちから、漁師さ

んから教わったり、地域に住んでいてずっと海と関わっていた人たちに教えてもらうとい

うようなプログラムをつくっています。 

    さらに進めて、この海を再生をしていく担い手となってもらうような人材を育てたいと

いうことで、これも独自のものですけれども、三番瀬のレンジャー制度というのをつくり

まして、ただの三番瀬に遊びに行く人ではなくて、具体的に「私は再生に関わっていきた

い」という人たちを集めてレンジャーとしてまず講座を受けていただいて、さらにフォロ

ーアップをして、実際に再生の現場に出てもらうという環境教育もしております。 

    語らせれば幾らでも三番瀬のことは語ってしまうのですが、私たちのやってきたこと、

やりたいことなどをこの会議の中で役立てていけたらいいなと思って参加していますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

吉田委員長  では、蓮尾委員、お願いいたします。 

蓮尾委員  皆さんが熱い思いを語ってくださるので、ねらいは成功だと。本当は会場の方まで

それが回ると。いろいろなお顔が見えますので。あとは、本当を言いますと、ぜひ市の担

当の方々にも、時間さえつくれれば、県の取り組みだけではなくて、市がやっていらっし

ゃることも言っていただければなと思います。 

    私は、1964 年に初めて新浜というところに来た、ただ古いだけの人間です。その当時

一面に広がっていた干潟だけではなく、内陸のハス田とか水田とか、あるいは新浜鴨場の

中にあったサギのコロニーとか、そういったものが目に焼きついています。今、私は行徳

野鳥観察舎に勤めて 30 年と４ヵ月ぐらいになりますが、その中で私たちがそう呼んでい

た「新浜のかけら」、それを再現したいということをずっと続けています。私たち関わっ

てきた人間の中には、すべて、新浜あるいは行徳の魂がどこかに宿るだろう。そして、そ
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の関わってきた人たちの魂も、どこか行徳や新浜に宿るだろう。同じことが三番瀬にも言

えると思います。 

    これからどんどん、皆さんのいろんな熱い思い、あるいは楽しい思い、辛い思い、そう

いったものも出していけるような会議になるといいなと思っております。 

吉田委員長  後藤委員、お願いします。 

後藤委員  横枠の「浦安におけるビオトープ、環境学習の展開」というのをつくったので、余

り長く話すとあれなので、簡単に。 

    僕が一つきっかけになったのは、左上の「小学校」。浦安市立見明川小学校というとこ

ろに、1998 年からですが、小さな池をつくりました。当時、ビオトープということはそ

ろそろ出てきた時期ですが、そこにメダカ池とかつくって、最初のうちはゲリラ的に教頭

先生なんかと一緒につくってきたのですが、だんだん広がってきて、じゃあ今度は田んぼ

をつくろうよ、水路をつくろうよということでやっていくうちに、学校のほうで総合学習

に田んぼを使えないかなというので、現在でも５年生が毎年、代かきから始めて田植え、

ずっとそのお手伝いをして、最後はしめ飾りをつくったり、しめ縄をつくったり、子ども

たちがいろいろ調べたことを体験として泥の中に入ってやっていくというのが始めでした。 

    次に、一緒にやっていた教頭先生が入船南小学校にいらっしゃって、たまたま創立 20

周年記念だったので、ホタルの里をつくりたいというとんでもないことを考えまして、そ

こにビオトープを、ちょっとお手伝いした程度です、ここは。ゲンジボタルをやっていた

のですが、なかなか手がかかるので、ヘイケボタルが自生するような環境になればいいな

ということで進めました。 

    また、その教頭先生が、日の出小学校、これは三番瀬のすぐそばですが、そこに行かれ

たときに、ビオトープづくり、田んぼづくりをお手伝いしました。ここでたまたまビオト

ープの関係で、ビオトープとして一番いいところは、原自然に近いのは三番瀬があるじゃ

ないかという話で、当時、校長先生に、「学校の中の閉鎖的なビオトープと田んぼと、そ

れから三番瀬があるのだから、中に水族館みたいなものをつくったらどうなの？」みたい

な冗談をちょっと話しました。それが広がっていって、ここにいらっしゃっている寺島先

生も非常に努力されて、春に採ってくると廊下に水槽がズラッと並びます。それは後でお

話があるので。それのきっかけづくりみたいなものをやらせていただいた関係があります。 

    それからまた明海小学校のほうに移って、そこで、浦安の公園がまだ全部できてないの

で、開発のときに必ず公園をつくるので、そこも意識しながら田んぼづくりをやって、こ

こも総合学習で今もずっと付き合っています。 

    そういう話を聞いた幼稚園のほうも、「少しつくりたいんだよ」みたいな話が出てきて、

そのお手伝いをしているうちに、真ん中のボックスの見明川幼稚園というところでやった

りしています。 

    浦安は、不思議なことに、ニホンアカガエルというのがいまして、すぐ街中ですが、池

をつくると、植木で冬を越すのかよくわからないのですが、産卵すると、ビオトープにち

ょっと入れてやると、またそこに戻って、何回も、いやというほど卵を産みます。これは

レッドデータブックの中にも載っているやつだと思うのですが、浦安にはいやというほど

います。これも不思議な環境で、多分、埋立の放っておかれたところに生き残っていたの

かなと思います。外から持ってこなくてもいました。 
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    「公園」のほうに移りますが、明海のほうに、多少、池とか田んぼをつくってもらいま

した。これは都市機構のほうでやった公園ですが、そんなところにちょっと池をつくって

みたらどうだろうかと。もう一つ、一番左のふれあいの森公園というのが、うちのすぐそ

ばの公園ですが、３ha。これは県の処理場、下水処理場、焼却場が昔あったところですが、

そこを公園にするということで、今、川と池と田んぼと、もともとあった木を残してもら

って、そこを少し里山的な環境にしようということで、設計段階から住民と話し合ってワ

ークショップで設計からずっと入っています。木は１本１本全部、何を植えるか、何を切

るか、全部住民のワークショップの中で市と話し合いながら、要はパートナーシップ的な

ものでやらせていただいて、まだ池のほうは完成していないのですが、３年がかりで、こ

こにはグリーンハウスというちょっと活動の場になるような場所ができてきます。浦安市

のほうも意欲的で、里親制度というのを今年度つくっていただいて、一部管理を住民とや

っていこうという形になっています。 

    それから円卓会議のほうに参加させていただいて、今日まで三番瀬と少し関わらせてい

ただいている。 

    言いたいのは、小さなところでもいいから場をつくってあげる。そこでおもしろいなと

思ったものが広がっていく。何となくそういうことが大事なのかなと僕は思っています。

学校の中とか公園というのは閉鎖ですので、河川とか海とかそういう連続したビオトープ

がまだ浦安にはできてないし、埋立ですので原自然が壊れちゃっていますので、川とか海

と連続したビオトープができれば本来の三番瀬の環境学習ができるのかなと思っています。 

    最初の要綱のときに、「場」という言葉を言ったのですが、ぜひ場をきちっとつくって、

小さくてもいいので、そこでみんなが集まって、管理までやって、おもしろいねという場

ができればと、そんなことを考えています。 

    以上です。 

吉田委員長  続きまして、桑原委員、お願いします。 

桑原委員  ここの会議の場所で、銚子付近の出身の方っていらっしゃいますか。 

    いらっしゃらない。 

    私、違うことを言っちゃうかもしれないのですが、銚子の漁港の右側のほうというか南

のほうに「黒生（くろはい）」というところがあるのですが、今、埋立地状になっている

のですが、そこを地元の人に話を聞くと「くろへぇ」とか言うらしいんですよ。漢字で書

くと漢字だけしか残らなくて、発音とかそういう話になると、もしかしたら変わってきて、

残ってない可能性があるんですね。そういったものを残していって、100 年後、200 年後

でも、どういう地名だったのかと。私は専門は地名とか地形ではないのでそういうことは

やってないのですが、そういう記録を残すような仕事をしています。 

    最初、「さんばんせ」と言ったら、知り合いの方に怒られちゃいまして。「さんばんぜ」

と言うんだと。そしたら、「さんばんぜ」というのを「さんばんぜぇ」とか言うと、これ

はフランス語みたいだと思っているんですけど。それもわりと残されてなくて、古文書み

たいなものもきちんと残されてなくて。本当にどうなのかということを記録に残すという

ようなことをやっています。 

    それがどういうことにつながるかというと、現況を知っていただくということにつなが

ると認識しています。環境教育とか環境学習をされている方というのは、一人一人によっ



 －21－

てかなり違っていて、いろいろ取り組み方があって、「あぁ、こういうことをやっている

のだな」とわりとわかるのですが、博物館のやっている取り組みは、結構時間がかかって、

理解されないけれども、結構いろんな人から質問があって、「どうなの？」と言ったとき

に、最終的に回ってきて答えるというようなことをやっています。それは結構大変で、例

えば船橋、市川、習志野に何種類いたかというのは調べられていなくて、そういったこと

を調べたりして、きちんと答えるようにしています。 

    そういった質問が、私の場合だと年間 500 回くらい来まして、500 回いろいろな質問が

あるのですが、それの大体３分の１の人が博物館にいらっしゃって、そういったことで説

明するというのが環境学習とか環境教育につながっているのではないかと思っています。 

    例えば鳥というと、特殊な技術が必要ではないかと思われるのですが、そんなに難しい

ことをやっているわけではなくて、例えば、きょう、ペットボトル、危ないかなと思った

のですが、持ってきて、ペットボトルではなくこっち（紙パック）を怒られたのですが、

例えばこのペットボトル、年間どれくらい自分が消費するか測られたことはありますか。

聞かれて、たいがい数字をどこかから引いてくるのですが、私の場合は実測しています。

私の場合だと、年間、大きいものは使わなかったのですが、正確な数字はわからないです

が、50 本。この紙パックのほうは年間３、４本しか使わなかったのですが、これだけ

（この会議で委員に配られた分）で私の５年分ぐらい使った。蓮尾委員から出たように、

きっとこれ（紙パック）を使うのが嫌いな方が多いのではないかということで、では、こ

れ（ぺットボトル）に入れてくるのだったら許されるのかなというようなことに取り組ん

でいます。 

    あと、観察会とかイベント的なものだとかなり皆さん来られるのですが、講座というと

引かれて余り来ない傾向があるので、必ず講座をやってから観察会をやるという形で取り

組んでいます。それは年間 50 回ぐらいやっておりまして、どういうふうに今後やってい

こうかなというのは、いろいろモニタリングしながらやっております。 

    以上です。 

吉田委員長  続きまして、佐久田委員、お願いいたします。 

佐久田委員  塩浜中学校の教務をやっています佐久田と申します。よろしくお願いいたします。 

    先ほど県のほうからあったのですが、エコマインド養成講座を教員として受けまして、

その後、市川の東国分中学校に赴任いたしました。あそこは以前、非常に汚い春木川とい

うのが真ん前にある状況だったので、そのことで少し環境について生徒に話をしたり、市

川市内でエコライフ推進委員という方がおられまして、特に本校のＰＴＡの役員の方もそ

れでおられまして、その方々の協力で講演会とか、市川市が環境ＩＳＯということで、東

国分中学校はそこの指定を受けてやってきました。そして、昨年、塩浜中学校のほうに赴

任してきました。 

    この塩浜の場合は、三番瀬は非常に近いということがあって、何とか環境問題ができれ

ばなと思っているのですが、昨年は、１年生のほうで環境に興味を持たれる先生がおられ

て、先ほどの本にあるような講演会とか、三番瀬の実際のところに体験に行かれたり、自

分のほうは、環境関係ということで、エネルギーセンターへ申し込みをして省エネルギー

のモデル校という形で去年と今年やることになって、そこに書いたようなことを昨年度は

やってきたという状況です。 
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    実際に環境について知るためには、体験が一番だと思います。ですから、そこ（資料

４）に載せているように、１年生の生徒は三番瀬に実際に行っていろいろな感想を持って、

またそこから環境に対するいろいろな講演会を聞いて、少しでも気持ちが向いている状況

にはなっているのですが、ただ、中学校というのは授業もどうしても束縛がありまして、

総合学習というのがありますが、例えば船橋に行こうと思っても、非常に小さな学校なの

でバスをチャーターすれば行けることは行けるのですが、そればっかりやっているわけに

はいかない状況なんですね。１年間、三番瀬という形で進めていくことはできない状況。

一つの取っかかりとして三番瀬があって、そしてまたほかの環境の講演会を聞いてもっと

深く理解する状況という形。ですから、先ほど言ったように、先生方の協力がないと、講

演会を聞くぐらいはできると思いますが、実際には子どもたちのほうに実感として湧きづ

らいというのがあります。多分、後で小学校の先生の話があると思いますが、その点は小

学校と中学校は違う点だと思います。 

    ただ、市川市の中のよその学校に比べれば塩浜は恵まれているほうだと思うので、ぜひ

とも今年度も、三番瀬の実際の体験をさせたり、目をつけてやっていきたいなと考えてい

ます。 

吉田委員長  佐久田先生の資料は、配付資料の後ろから３枚目にございます。 

    次のページに寺島先生の資料がございます。寺島委員、お願いします。 

寺島委員  浦安市立日の出南小学校の寺島と申します。よろしくお願いします。 

    熱い思いを語っていただきましたが、私は子どものころ、父親の仕事の関係で、北は北

海道から南は長崎までいろんなところに住んでいまして、食事のときに自分の子どもに、

お父さんの小さいころ、住んでいたところの話をよくしてしまうのですが、そういうこと

を自分で思い出したときに、僕自身が小学校の小さいころにどういうところで育ったか、

どういうものに接してきたかというのがとても大事で、それだから今の私があるのだろう

なと。そうすると、私は小学校で教員をやっていますが、この子たちに何を教えるのか、

どういうことを感じさせたいのかと考えたら、この子たちを 10 年後、20 年後どういう大

人にしたいのかということを考えざるを得ない。というたいそうなことをいつも考えて授

業をやっているわけではないのですが。 

    浦安というのは、ディズニーランドがあって、「浦安ってどういうところですか？」と

言うと、真っ先に「ディズニーランド！」と出るのですが、それだけじゃちょっと寂しい

ものがあるかなと思っています。 

    日の出小学校と日の出南小学校は、日の出小学校は校舎から三番瀬が見える。日の出南

小学校は、一歩遠いので、３階まで行けば見えるという状況です。そういう環境にある中

で、子どもたちが地域を愛する、自分の住んでいるところを愛するのに、三番瀬はとても

いい材料。これは飛びつかない理由はないなと、自分では思っています。 

    私は今年度は日の出南小学校という新しくできた学校に来まして、１年目の学校ですが、

そこはようやく校歌が昨年 12 月にできまして、歌詞は公募したのですが、「三番瀬」とい

うのが歌詞に入りまして、「三番瀬には豊かな学び、たぷたぷ胸にあふれくる」という歌

詞も入りまして、個人的にはよしよしと思っているのですが。そんな場所でこれからも活

動していけたらなと思っています。 

    資料のほうには、前年度の日の出小学校は私は長かったのですが、どんなことをしてき
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たかというのですが、細かく書いてありますが、１、２年生から３、４年生まで、子ども

たちに一番魅力が感じられるところは生き物の姿ということで、とにかく目の前にある干

潟に子どもたちを連れて行って、そこで活動させる。そうすると、ちょっと質問されたり

するのですが、さっきどなたかがお話したのと同じように、子どもたちは自分で好きな生

き物を探し、時間になっても帰りたくないというような状況がもう毎回なのです。私はよ

く言うのは、飽きるほど活動させると、５、６年生になってくるとちょっと違う視点にな

ってくる。ずっと３年生、４年生と遊んできたら、何か汚いところに気づくぞ。そうする

と、今の海はどうなっているのだろうとか、単に生き物と遊ぶだけでなく、この生き物に

ついてさらに深く自分で知ってみたいというような欲求が、高学年になると出てくる。そ

ういうためには、まず第一段階として、干潟なり浅瀬に行ってその場所に浸るということ

がまず大事なんだなと思っています。そういう意味では、日の出小学校、日の出南小学校

は、幸いに今とても干潟が出る場所に近いので、ここ数年間活動をやらせていただいてい

ます。 

    ただ、今年、数週間前に、そこに行く途中の道路を管理する都市機構から、道路を通っ

ちゃいけませんよというファックスが１枚届いちゃいまして、さぁどうするかなというこ

とで、今、とてもとても困っています。今ここに書いてある活動が全くできなくなってし

まうとしたら、これは大きな財産がなくなってしまうことなので、今の教頭、校長にも相

談し、後藤さんにも相談し、できればいらしている市の環境保全課長さんにも考慮してい

ただいて、何とか、10 年後、20 年後の子どもたちのために、今そういう地域に触れるこ

とができる道を残していただけたらなと考えています。 

    うちの教頭の言葉を言いますと、「行政にお願いしたいことは、ただ、行かせてほしい。

あとは俺らがやる」ということを教頭も言っていました。そうですよね。 

    きょう持って参りました資料は、またご覧いただければと思います。詳しい取り組み等、

もし質問があればし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。 

    両課長さんは先ほど挨拶していただいたということで失礼させていただいて、先ほど蓮

尾さんから提案がありました「時間があれば関係市も」ということですが、関係市のほう

は、ぜひ次回以降少し時間を取って取り組みについてお話しいただく機会をつくりたいと

思います。きょうは船橋市もいらしていませんので、ほかの市の方だけというわけにはい

かないと思いますので。ぜひ、今後のお付き合いもありますので、自己紹介も兼ねて何か

一言ずついただければと思います。 

    市川市の清水さんから、いかがでしょうか。 

市川市（清水課長）  市川市は三番瀬と直接的につながらないところが多分にありまして、市

川に海があるということを知らない方々もかなりいらっしゃいます。それらの中で市川市

は、今までの市川市の成り立ちの中で人と関わってきたということをコンセプトに、市民

の方に三番瀬を知ってもらうイベント等を今までやってまいりました。これからも、市民

とともにこの三番瀬を考えていくイベントを続けていきたい。またそれについて、ＮＰＯ

の方々、また大学の方々のバックアップをもらって、ただ単に楽しいだけじゃなく、学術

的な意味合いを持ったものを今後も続けていきたいと思っています。 

浦安市（仲谷課長）  浦安の仲谷と申します。 
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    浦安市内では、先ほど今井委員から説明があったと思いますが、三番瀬を中心に活動し

ているグループが、「浦安三番瀬を大切にする会」「自然まるごと探検隊」「水辺の会」と

いうのがあるのですが、その３団体から、昨年、三番瀬活用に関してどのような取り組み、

市民と市が協働してルールづくりとか、そういった要望がございまして、それについて、

18 年、今年の４月から浦安市の第３次実施計画が始まるのですが、その中で市民と協働

に向けてルールづくりに対する場づくりをしていこうと、遅ればせながらですが、そうい

った事業が採択されています。 

    これは本題から離れちゃうかもしれませんが、今現在、三番瀬に出るにあたっては都市

再生機構の土地があるのですが、今月に入りまして、急遽、４月以降、再生機構の管理用

地に立入り禁止だと一方的にファックスと電話で来て、それについて、３団体もそこを中

心に活動しているわけですから、ただ電話１本でそんなことはうちのほうでは当然承知で

きないと、今、浦安市の担当の企画政策課を通じて再生機構のほうとやり取りをしていま

す。例年行っている三番瀬のクリーンアップ大作戦も５月に予定しておりますので、それ

にかなりの市民の方が参加されている状況ですので、なるべく市民の方が三番瀬に触れる

ことができるようなことを市のほうとしては考えている状況です。 

習志野市（長谷川課長）  習志野市の長谷川と申します。よろしくお願いいたします。 

    習志野市では、ご承知のとおり谷津干潟というところがございます。この谷津干潟では、

平成６年７月に観察センターをオープンしました。谷津干潟は私どもにとっては市民の貴

重な自然財産と位置づけて、そこでは私ども行政としてはコーディネーター役に徹しまし

て、あそこで活動する方々、あそこを利用する方々は市民の方々だという視点に立ったい

ろいろなプログラムづくりをしています。先ほど清水さんのから発表がありましたボラン

ティア活動などもその一環としてやっております。 

    平成６年といいますと、もう 12 年ぐらい経つのですが、ボランティアの方々もだんだ

ん成長というか、活動が盛んになり、また参加した方々の数も多く増えて、今度、三番瀬

との関わりといいますと、谷津干潟にこだわらず周辺のいろいろな場所に活動の場を広げ

ていっているというのが現状でございます。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    議題としては次は「今後の進め方」ですが、「今後の進め方」を決めて一応きょうは終

わりとしたいと思いますが、熱い思いを語っていただいたので時間はもう８時になってい

るのですが、申しわけありませんがあと 30 分ぐらいはかかるかもしれません。ちょっと

お付き合いいただきたいと思います。 

    進め方としては、「今後の進め方」を話して、それで会場からの意見ということになっ

ているのですが、そうすると会場からの意見が進め方に反映されないということもありま

すので、引き続いて会場から、先ほど蓮尾委員からも話がありましたように、私はこうい

う団体から来ているということで、特にご意見がなくても団体名と名前ぐらいを簡単に。

これからも、ああいう方が傍聴しているなということで、きっと委員の方もお顔に気づく

でしょうから、環境学習に関係していらっしゃる方があれば言っていただければと思いま

す。その上で、もし進め方等についてご意見があれば、手短にお願いしたいと思います。

委員のように１人５分はございませんので、来たという、こういう者だという紹介だけで

もお願いしたいと思います。 
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発言者Ａ  八千代から参りました前川です。 

    市民会議の船橋でやっているフェスタとか、そこら辺で２年ほどお手伝いさせていただ

いて、一つだけ気になったことは、「三番瀬」という文字が地図の中に入ってないという

ことですね。これはメディアに向かって行政も言ってほしいと思うんだよね。事実、三番

瀬再生会議をやっているんだから、三番瀬のエリアってここだというのが地図に入ってな

きゃおかしいと思うんだね。そうすれば、大人も子どもも、「三番瀬ってあそこなんだ

ね」となれば、あっ海があるんだとわかってくると思うんだね。船橋でやっているとき、

「どこにあるんですか？」と言われるわけですよ。「そこから続いているんですよ」と説

明をするんだけれども、地図にないと悲しいね。これはどうしても、あんまりお金がかか

る話じゃないから、行政がメディアに言ってくれればいいんですよ。それだけです。お願

いです。 

発言者Ｂ  船橋の佐藤と申します。今の話と同じようで、まだまだ三番瀬と谷津干潟を混乱し

ている方が多いので、ぜひその辺、環境学習の中でも、違いとか、つながっているとかい

うことも今後視点に置いていただけたらいいと思います。 

発言者Ｃ  牛野と申します。千葉県自然保護連合で埋立反対をやりまして、蓮尾さんよりは７

年ぐらい遅いのですけれど、30 年ぐらい埋立反対をやっております。 

    きょう委員の皆さんの話を聞いていて、皆さんいろいろな活動をやっていまして、これ

から環境教育、こうやったらいい、ああやったらといいというのが出てくると思います。 

    一つ私が言いたいのは、フィールド・ミュージアム。あそこに三番瀬といういい環境の

海があるから、それだけが一番重要で、それを目指していけば、もういろいろなことがで

きるのではないか。それをお願いいたします。 

発言者Ｄ  横山と申します。1999 年から三番瀬でクリーンアップをやっております。先ほど

浦安の環境保全課長さんからも話があったように、５月にクリーンアップを行いますが、

ホームぺージにアップしたすぐ後に、去年もいらしてくださった板橋のボーイスカウトの

方から、「また行きますよ」というメールをいただいたりして。海のないところの方ほど

海を恋い焦がれるというのか、そういう方たちが多いなと、私たちは実施しながら感じて

おります。そういう方たちのためにも三番瀬をきちんと使っていくというか、このごろ考

えるのは、持続可能な三番瀬と言ってもいいのではないかなというぐらい使い方を考えて

いきたいなと思っております。 

発言者Ｅ  再生会議の米谷です。円卓会議が始まってから町内会とか同窓会から原稿依頼が舞

い込むようになったので、じわじわと知名度は上がっていると思います。いろいろなイベ

ントに参加しますと、いろいろなところで、数は 10 人から 50 人、もっと多く、いろんな

ことを活動されている方がいっぱいいるわけですが、その皆さんの情報交換の場というか、

皆てんでバラバラというか、まだ横のつながりがいまひとつということで、例えばフェイ

スのサテライトオフィスなどを双方向の情報交換の場として活用できるような方法を、こ

れからまた市民会議などに参加して考えていきたいと思っています。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    ほかにご発言ありませんか。 

    よろしければ、傍聴の方からの意見をこれで一旦締めます。 
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       （５）今後の進め方について 

 

吉田委員長  最後の議題（５）今後の進め方について、まず事務局から説明をお願いします。 

事務局  議題（５）今後の進め方。資料№５「三番瀬環境学習施設等検討委員会の今後の進め

方（案）」に基づき、事務局案について説明いたします。 

    この表は二つに分かれておりまして、左側にステップ、右側に検討会議の開催。第１回

の今回から来年度いっぱいぐらいまで、７回まで書いております。必ずしもこれは時期的

に横ときれいに整合性が取れているわけではございませんので、その点は留意しながら見

ていただければと思います。 

    まずステップ１としては、本日も委員の方々から少しお話しいただきましたが、まず三

番瀬における学習の現状、三番瀬の地域としての特性、こういったものの把握を委員会で

行っていただければと考えております。先ほど蓮尾委員からも話がありましたが、今回は

時間がなかったものですから会議の委員の皆様からの紹介ということでお願いしたのです

が、このステップ１の中で、できましたら、委員以外のＮＰＯの方、あるいは市の方、そ

ういった方からも話をしていただく機会を設けられればと考えております。まずステップ

１で、環境学習の現状の把握、三番瀬の環境学習の場としての特性の把握、こういったも

のを行っていただければと考えております。 

    ステップ１からステップ２の間に星印で書いてございますが、現地、これは三番瀬とい

う意味ですが、三番瀬またはその周辺エリアの中の環境学習関連施設の視察会等も行って

みたいと考えております。 

    続きまして、ステップ１を踏まえてステップ２ということで、三番瀬における環境学習

に関する課題の抽出をしていただければと考えております。課題としては、プログラムの

整備、人材の育成、環境学習情報の提供、施設を含みまして環境学習の場の提供、各主体

の連携等、こういったものに関する課題を皆さんのほうでご検討いただければと考えてお

ります。 

    また、このステップ２からステップ３の間に、今度は、地元に限らず、余り遠くには行

けないと思いますが、近県等でも、参考となるような環境学習の関連施設の視察会を、２

度目の視察会ということで開催させていただければと考えております。 

    ステップ２の課題の抽出を受けまして、ステップ３としては、三番瀬における環境学習

の基本的な方向の整理でございます。こちらについては大きく三つ事務局としては考えて

います。環境学習の実施、人材の確保・育成、環境学習施設。こちらの項目については、

円卓会議にございます項目をもとに、こういう３点で基本的な方向の整理をしていただけ

ればよろしいのではないかと事務局としては考えております。 

    ステップ１、２、３と受けまして、今度ステップ４ですが、この会議自体が環境学習に

関する基本計画について助言をいただくということになっておりますので、こちらの３段

階までの検討を踏まえて、再生計画（事業計画）の素案、19 年度の実施計画における環

境学習について、事務局案等について検討をいただいた上で事業計画案をつくりまして、

再生会議のほうに諮問できるような、そういうところまで来年度中にやっていただければ

と考えております。 

    説明については以上でございます。 
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吉田委員長  ありがとうございました。 

    ただいまの説明について、何かご質問ございますか。 

後藤委員  僕もこれを見たら、目の前がフワーッとしちゃって、大変な作業だなという気がし

たのですが。むしろ県としてはこういうステップでやってほしいという感じなのでしょう

けど、前後はしていくと思いますが、現地計画も含めて、「こういうことを入れていった

らうまくできるんじゃないの」みたいな提案をいただいたほうが、少しやりやすいのかな

と。これは計画的にやると頭が混乱してしまいますので、ざっくばらんに出していった中

で整理していく方向がいいのかなと、僕は個人的には思っているのですが。 

吉田委員長  そういうことを話し合う時間帯ですので、ぜひ、ざっくばらんに出していただき

たいと思います。 

桑原委員  このレジュメを見ますと、先に私は作業量を考えちゃって。安心して発言できるも

のか、「発言した方がまとめて」と言われるものかというのが、非常に……。私どもの職

場の場合ですと、たいがい「はい、発言した人が」ということになるのですが。こちらか

ら提案したのを事務局のほうでまとめていただけるということはあるのでしょうかね。 

    抜けているのが、「各主体の連携など」とあるのですが、例えば何月ころに人がどれく

らい来るのかとか統計がないと、検討できないのですね。私どものほうでも、せこいので

すが、人がたくさん来る時期にイベントをやるとか、人がたくさん来る時期に講座をやっ

て、難しい話を聞いてもらって楽しい観察会に行っていただくとか、そういう手をかなり

使わないと無理なんですよね。だから、事務局のほうでものすごく大変かもしれないのだ

けど、団体、市町村、行政がやっているような環境学習、環境教育をリストアップしてい

ただいて、無理のない計画を、こうやればうまくいくというのをつくったらいかがでしょ

うかね。というのは、ステップ２の「各主体の連携など」というのに引っかかってくると

思うのですが。だから、どういう統計データがあればいいのかというのは、どなたかお詳

しい方にお伺いすればいいんじゃないかと思います。 

    それと、別件でちょっとお願いですが、先ほども地図上に三番瀬とちゃんと入れたらど

うかという話が出ましたが、私どものことともリンクしておりまして、この文章が公開に

なった場合、最初に公開の問題も出たかと思いますが、100 年後、例えば「県立中央博物

館」と出た場合、それで 100 年後の人はわかるのかという問題があるので、できましたら

正式な名称で全部入れていただきたいと思います。だから、千葉県立中央博物館とか、行

徳野鳥観察舎というのはどうなのか。これはお願いですけれども、そんなに難しい問題で

はないと思うので。 

    それともう一つ、円卓会議のごっつい報告書のほうは、新たに入った例えば習志野市の

方とか、習志野からいらっしゃっている方はわかってないと思いますので、あとは自分で

勉強しなさいということであれば、その奥付みたいなものをつけて資料につけていただく

という形が、後で勉強しますという方のために非常に有効なのではないかと思います。 

    お願いが２点あるのですが。 

吉田委員長  真ん中のお願いの部分は、聞いていただければいいと思います。 

    １番目の統計も含めた実施状況は、行政がやっているものだけではないのですね。実は

ＮＰＯがやっているものがたくさんあって。ですからその辺は、いろいろな方のを聞いて

いく中でまとめていくしかないと思うのですが。ステップ２ぐらいのところまでになった
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ら大体まとまってきますでしょうかね。 

事務局  実は今回も、行政関係については紹介してまとめて資料だけでもお出しできればなと

は考えていたのですが、この会議自体の開催を事務局サイドのほうでは急いだということ

もありまして、時間的にまとめ切れなかったという面がございます。なので、少なくとも

次回、こちらの予定ですと２ヵ月ぐらい余裕がありますので、その間に行政サイドについ

ては関連する機関にお願いして活動等をまとめたものをお出しできると思うのですが、Ｎ

ＰＯについては、こちらもすべて把握しているわけではないので、事務局サイドのホーム

ページ上で募集するというのも一つの考えだとは思うのですが、それ以外に効率的に活動

の把握ができるような、こうやったらいいのではないかというノウハウ等をお持ちの方が

いらっしゃったら、そういったものを逆に教えていただければと考えているのですが。 

吉田委員長  まず行政のデータはわかると思うので、次回までにまとめていただくようにして、

ＮＰＯなども交えた市民活動については、とりあえずこういう団体はわかっているという

のを行政のほうでつくっていただいて、その上で、こういう団体もあるよというのを委員

の方からどんどん加えていっていただいたらいいんじゃないかと思いますが。どうでしょ

うか。 

後藤委員  今回かなり、船橋、市川、習志野とあるので、その作業になると大変だと思います

ので、できる範囲で協力できることはします。それから、私がいる三番瀬市民会議という

のがあるのですが、それも二十何団体入っておりますので、そこでちょっと声をかけて、

それから浦安の方もきょう見えていらっしゃいますので、無理・負担のない程度で。どこ

に渡せばいいかだけをきちっとしておいていただければ。メールはここに送ってください

というのを今言っておいていただければ、対応できる部分は対応して、全部集めるという

のは無理だと思いますので、そういう形でとりあえず集めていただければいいかなと思い

ます。 

    心配なさっていたのは、作業は県のほうでやってくださいますかというのがあったので、

その辺だけちょっと確認を。大体言うと、円卓会議のときは僕も徹夜で作業をやった覚え

があるのですが、そういうことがあるのかないのかというご心配をなさると思うので、そ

れだけは。 

事務局  基本的なスタンスとしましては、この検討委員会でいろいろ議論していただいて、そ

れを事務局としてまとめていくということで、事務局ででき得る限り意見をいただいた内

容についてまとめて、また次回にお出しするという、キャッチボールのような形を取りた

いと思っております。でき得れば、委員の皆様ができ得る活動はしていただければありが

たいなと考えております。 

吉田委員長  わかりました。基本的に事務局のほうでやってくださるそうですが、各地でどん

な取り組みが行われているかとか、そういったものは委員の方のほうが詳しいという部分

もあるでしょうから、そういうのはどんどん事務局に情報を伝えていただくとか、協力を

お願いしたいと思います。 

    そのほかに、進め方について何かご意見ございますか。 

    先ほど施設の視察などもございましたが、一つは、検討委員会のほうは一般の方も傍聴

できるようにということになりますと、平日のこういった時間帯にやることになるかと思

いますが、施設の見学のほうは、場合によっては日曜日とかそういった日になる可能性も
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あります。ですから、全員に出ていただきたいのですが、委員会とは違って、場合によっ

ては「参加できる方」という形になるかもしれませんが、そういった場で共通の認識を高

めていくというのはすごく大事なことだと思いますので、そういうやり方でやっていく。 

    もう一つは、そういった場でやってもいいでしょうし、また、この時間を使うとどのく

らいできるかわからないですが、この委員以外で環境学習活動をやっていらっしゃる方に

もこういう活動をやっているということを話していただく場をつくって、お互いに、三番

瀬関係ではこんな方々が活動しているのだなというのを早い段階で共通認識を持ちたいと

思っております。私もいろいろな委員会をやりましたが、早い段階で野外のフィールドに

行って話をする機会をつくりますと、お互いに活発に意見が出ますが、きょうは初回です

ので、皆さん、紳士淑女的にというか、おとなしくしていらっしゃいますが、どんどん意

見が出るようになると思いますので、なるべく早い機会にそういう場をつくりたいと思っ

ております。私のほうとしては、そんな進め方をしたいというのが希望です。 

森委員  私はそれこそ事務局を兼ねた委員になっているので、両方の立場で微妙なのですが、

今の話を聞いておりまして、それこそいろいろな議論をしていく上で、何もなしで議論で

きないものもあると思います。例えばよその県でこういう環境学習についてどんな体制を

とっているのかということがもし必要だという場合、県サイドでも、直ちにはもちろんわ

かりません。ただ、そういうことを議論しているうちに、これはどうも知りたいなという

ことになりましたら、それはその場で言っていただいて、少し時間をいただいて。という

のは、この委員会のために莫大な予算がついているわけではございませんので、コンサル

タントを使うわけになかなかいきません。そういう意味で、多分、自力で幾つかの関係の

ところに照会して集めるということを事務局サイドとしてはせざるを得ないのですが、そ

れにしましても、こんな資料は議論する上で必要であるというものは、これは 100％でな

いにしても集めなくてはいけないと思いますので、そういうものはお気づきの時点でなる

べく早く注文を出していただければと思っております。 

鈴木委員  私もいろいろなことをやっている関係で、日程がなるべく早くわかると。会議にも

なるべく欠席しないで参加したいと思いますので、１ヵ月以上前に日程がわかっていない

と非常に苦しい部分があります。それから、現地の視察などにもなるべく出たいと思うの

ですが、直前での日程というとどうしても都合できないので、大変かもしれませんが、な

るべく早めに日程を教えていただければと思います。その点をよろしくお願いします。 

吉田委員長  日程の件は、できたらここでは、５月の２回目とか、関係市における環境学習施

設の視察のあたりまで、できれば日程候補を挙げて、そこから先は、この辺ご都合が悪い

日という形で７月、８月もなるべく早い段階で決めてしまう。ただ、ほかの三番瀬の会議、

再生会議、あと、県のほうだと県議会とかそういう日程もあるでしょうから、そういうの

とぶつからないような形でなるべく早く決めるというふうにしたいと思います。 

今井委員  もし可能であればで結構なのですが、ちょっとワールドワイドになって恐縮ですが、

いわゆる環境先進国と言われるところの実際の取り組み方、考え方、意識というところで、

何か事例的なことがわかるようなことがあれば、ぜひ知りたい。実際にそういうことをあ

るところで見たり聞いたりすると、全く考え方が違うというところに気がついたりするの

ですね。日本国内でやられていること、それはそれで結構なのですが、意識のレベルが全

く違うので、そういうことを１回見ると全く意識も変えられたりするのかなということも
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あるので、そういう事例が、全部が全部じゃなくて結構なので、一例としてわかると非常

にいいかなと思います。 

吉田委員長  委員の中でも、蓮尾委員とか、そういうのをご存じの方もいらっしゃるし、県の

ほうでも、サンフランシスコを視察した資料をお持ちのところもあると思いますので、そ

ういったものも次の機会とかそういったときに出していただけたらと思います。 

    ほかにございますか。 

    よろしければ、先ほど申し上げましたように、次回の日程まではここの場で決めさせて

いただいて、それ以降はアンケートのような形で決めていきたいと思います。 

    次回は、三番瀬再生会議が、5 月 23 日の予定が変更になり、5 月 25 日となりました。

ですから 5 月 25 日は避けて、５月下旬と書いてあるのですが、下旬というと 22 日からの

週、あるいは次の週の 29 日から６月２日あたりということになるのですが、私は 5 月 29

日に別の団体の理事会がございましてそちらに出なくてはいけないので、その２日を避け

ていただいて、ご都合の悪いほうに手を挙げていただきましょうか。 

    5 月 22 日、都合が悪い方。（２人挙手） 

    23 日は都合が悪い方。（挙手する者なし） 

    24 日は都合が悪い方。（挙手する者なし） 

    26 日は都合が悪い方。（挙手する者なし） 

    土、日、月を飛ばしまして、30 日は都合が悪い方。（１人挙手） 

    31 日は都合が悪い方。（１人挙手） 

    ６月 1 日は都合が悪い方。（１人挙手） 

    ６月２日は都合が悪い方。（１人挙手） 

    そうすると、23 日、24 日、26 日というところですが、県のほうは、再生会議と同じ週

になってしまいますが、再生会議が退いた 23 日が一番早い機会ですが、大丈夫ですか。 

事務局  大丈夫です。 

吉田委員長  そうしたら、23 日にさせていただきましょうか。 

    5 月 23 日が、次回第２回の検討委員会ということにしたいと思います。 

    それから視察会ですが、これは視察する場所の相手先のご都合を伺わないといけないと

思いますが、伺うとすれば日曜日とかになるのですかね。これは相手先もありますので、

事務局のほうで詰めた上で、メールとかそういうので皆様のご都合を伺いましょうか。 

後藤委員  いろいろな方にこういう日に見てもらったらいいというところがあれば、立候補し

ていただいたらどうですか。谷津干潟もあるでしょうし、蓮尾さんのところもあるでしょ

うし、いろいろあるので。 

蓮尾委員  こちらは、今のところ、どの日曜でも対応できるのではないかと思っています。 

    あと、浦安郷土博物館での行事とかがおありのときだと、一緒だといいかなと思うので

すけれども。うちは、ほかの施設のご都合に合わせていただいて丈夫だと思います。 

吉田委員長  最初は、浦安、市川、船橋、習志野の範囲内で行きたいと思います。その後のほ

うは、２回目のところは、東京湾を囲む範囲ぐらいのところでと考えております。 

町田委員  決まっているんですか。 

吉田委員長  いえ、場所は決まっていません。町田さん、希望があれば。 

町田委員  三番瀬案内所。 
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吉田委員長  ほかにご意見ございますか。 

    それでは、よろしければ、とりあえず第２回会議の日程だけ決めて、あとは事務局と委

員と連絡を取って決めさせていただくというふうにしたいと思います。 

 

       （６）その他 

 

吉田委員長  「その他」というのがございますが、事務局のほうで何かありますか。 

事務局  特にございません。 

桑原委員  細かいことばっかりで。大きいなことを変えていこうとすると変わらないので、例

えば、ちょっと蓮尾委員に聞きたいのですが、こういうの（紙パックのお茶）は必要なの

かどうか。干潟ではないのですが、砂浜だと、ちょっと歩くだけでこういうもの（紙パッ

ク）とかこういうもの（ペットボトル）。この関係の仕事に就かれている人がいたら非常

に申しわけないのですが、おそらくこの会議に出ていらっしゃる方は必要ないかもしれな

いので、その辺は事務局のほうで考えていただくか、いま蓮尾委員に聞かれるか。 

    あと、これはコマーシャルですが、４月８日にうちの中央博物館でコアジサシに関する

講座をやります。１時半からやりますので、一応 50 名となっておりますが、講堂を取っ

てありますので 200 名入れますので、こういう状況だというのがわかるかと思いますので。

どこで繁殖しているとか、どこの場所に行って餌を取るというのが出ないのでもしかした

ら餌の状況はわからないかもしれないですが、個体数の話とか、包括的に出せると思いま

すので、もし興味があるような方がいらっしゃいましたら、４月８日（土曜日）１時半か

ら中央博物館講堂で。入場料が 300 円かかってしまうかもしれませんが。特に自然保護課

の皆さん……。 

吉田委員長  いま出たような催しの情報は、ぜひ委員のほうからも。先ほど浦安の「自然まる

ごと探検隊」の話はここに配っていただきましたが、そういったものも委員から事務局に

ぜひ知らせていただいて、メールで出すぐらいは事務局としてもできるでしょうから、そ

ういったものをお互いに共有して、ぜひほかの催し物にも出てみて、そうするとお互いの

様子がよくわかりますので、そういう情報も出していただけたらなと思います。 

蓮尾委員  桑原さんからのご提案のことですが、皆さん、いかがですか。私は、会場の方を差

し置いて自分のところだけ飲み物があるというのは、ずっと抵抗があったのです。ただ、

おいしいときもありますけれども、正直なところ。皆様はいかがでしょうね。若干でも限

りある予算を賢明に使うという意味でも、廃止してちょっと困るんだけどという方はいら

っしゃいますか。私も桑原さんと同じで、ペットボトルは 100 回は使えるなと思っている

口ですので。 

吉田委員長  ご提案いただきましたが、皆さん、いかがでしょうか。 

    よろしいですか。 

    では、自分で持ってくればいいということで。 

    事務局もそのほうが助かるでしょうから、今後そのようにお願いします。 

後藤委員  次回も、いま計画しているあれだと話が出にくいところもあると思うので、例えば、

さっき浦安のほうの話を言ってましたが、ああいうことを次回ぐらいに簡単に挙げていた

だく時間があれば、問題点と、こういうところはうまくいっているよというのがあれば、
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提案していただいたほうが話のきっかけになるかなと思うので。どうでしょうか。 

吉田委員長  きょうは、船橋市はいらっしゃらないので、地元市の取り組みはお話しいただく

チャンスがなかったので、それをやっていただこうかと思います。そのほか、きょうは自

己紹介としてやっていただきましたが、もうちょっと掘り下げて問題提起していただける

のでしたら、それは大いに歓迎ですので、出していただけたらと思います。 

    それでは、議事のほうは「その他」はこれで終わりということで、事務局に進行をお返

しいたします。 

事務局  吉田委員長、長時間にわたり議事進行ありがとうございました。 

 

     ５．閉  会 

 

事務局  それでは、時間もかなり過ぎてしまいましたので、第１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。 

    次回は、先ほど決めていただきました 5 月 23 日ということでお願いいたします。 

    本日は、長時間にわたり、どうもありがとうございました。 

―― 以上 ―― 


