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     １．開  会 
 
事務局  ただいまから、第３回「三番瀬環境学習施設等検討委員会」を開催いたします。 
    議事に入りますまでの間、司会進行を務める県の環境政策課の千代と申します。よろし

くお願いいたします。 
    まず配布資料の確認ですが、お手元の資料をご覧ください。 
     次第 
     検討委員会の委員及びオブザーバーの名簿 
     資料№１ 第２回委員会会議結果 
     資料№２ 第２回環境学習関連施設等視察会の結果について 
     資料№３ これまでの検討委員会での意見・提案等 
     資料№４ 三番瀬を対象とした環境学習の実施状況に関するアンケート結果概要 
    そのほかに、きょう参加の全員の方には、 
     「三番瀬市民調査の会の活動について」 
     「千葉県立中央博物館の企画展」の案内のチラシ 
     「市川緑の市民フォーラム 会報」 
     佐野さんからの「三番瀬を地域の環境教育の教材に！」 
    あと、皆様には検討委員会の会議のアンケート、これはお帰りの際に回収させていただ

きますので、よろしくご協力をお願いします。 
    委員とオブザーバーの方には、このほかに、「谷津干潟及び谷津干潟自然観察センター

について」、あわせてその利用状況について、紙１枚をお配りしております。 
    委員、オブザーバー、きょうご出席いただいたＮＰＯ団体の方の席には、「意見交換の

進め方」を用意いたしました。 
    資料は以上ですが、不足等はございませんか。 
    続きまして、本日は、環境学習に関するＮＰＯ団体との意見交換を行うこととしており

ます。当検討委員会の設置要綱第６条第２項で「委員長は必要に応じて委員会に委員以外

の者の出席を求め意見を聞くことができる」という規程がございます。この規程に基づき、

本日は、地域で環境学習活動を展開されている五つのＮＰＯ団体の代表の方にもご出席い

ただいております。ご紹介いたしますと、 
     「浦安自然まるごと探検隊」の山北剛久様 
     「市川緑の市民フォーラム」の佐野郷美様 
     「三番瀬市民調査の会」の伊藤昌尚様 
     「ベイプラン・アソシエイターズ」の大野一敏様 
     「三番瀬ＤＯ会議」の杉村治様 
    以上の５名の方にご出席いただいております。 
    本日の委員の出席状況ですが、14 名中 13 名の方に現在のところご出席いただいており

ます。設置要綱第６条第３項で定める会議の定足数２分の１を満たしていることを報告い

たします。 
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     ２．議  事 
 
       （１）第２回委員会会議結果について 
 
事務局  それでは、議事に入ります。 
    議事の進行につきましては、吉田委員長にお願いいたします。よろしくお願いします。 
吉田委員長  皆さん、こんばんは。お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうござい

ます。 
    第３回「三番瀬環境学習施設等検討委員会」ですが、第１回目は委員の方々のそれぞれ

の活動についてご紹介いただき、また県の活動についても第１回目に紹介していただきま

した。第２回目は、関係市、学校の先生の委員も多かったので、学校の環境学習関係の活

動をご紹介いただきました。第３回目の本日は、環境学習に関わるＮＰＯ団体の活動をご

紹介いただいて意見交換をしたい、そういう趣旨でございます。 
    本日、５名の方にご出席いただいておりますが、お忙しいところをご出席いただきまし

て、本当にありがとうございます。 
    三番瀬再生会議の進行状況をちょっと説明いたします。委員としてご出席の方もいらっ

しゃいますし、オブザーバーとしてご出席の方もいらっしゃるかもしれませんが、ご案内

でない方もいらっしゃると思いますので。 
    3 月 28 日に県知事から「三番瀬再生計画（事業計画）（素案）」が出されまして、それ

についていま審議をしているところです。これは、基本計画に基づいてこれから５年ずつ

改定していくわけですが、その５年ずつ改定していく具体的な事業計画を書いたもので、

その中に「環境学習・教育」という節もあるわけです。 
    最初示されたときは、「環境学習・教育」については、ただいまこちらの環境学習施設

等検討委員会のほうでも審議しているところでもありまして、こちらの委員会に遠慮して

というか……そういうことではないと思いますが、こちらを尊重するということで具体的

なことはあまり書かれていない、そういう１ページだけのものであるというのが現状であ

るわけです。 
    私のほかに蓮尾委員と後藤委員が再生会議に入っていますが、これからの５年間の中で

「環境教育・環境学習」についてあまり具体的に触れてないまま、具体的に書いてあるの

は、「この委員会を設置して検討します」ということだけなのです。それだけでは困りま

すので、その中に５ヵ年の間で進めていく事業を書いてほしいと要望いたしまして、この

委員会の設置のほか、プログラムづくり、人材の育成といったことを進めて、できるとこ

ろから実施していく、そういうことを書いてもらおうと思って、今、案を出しているとこ

ろです。 
    これに関しては、７月 14 日に第 13 回再生会議が開かれ、その中で皆さんの意見を入れ

て、今直しているところです。 
    昨日、第 14 回再生会議を朝 10 時から夕方６時まで非常に長丁場でやりまして、残りの

節についても大体終わりました。「全体の章」がまだ終わってないのですが、そちらを含

めてもう一度 9 月 27 日に第 15 回再生会議の予定でございます。 

    そうしますと、こちらの委員会のほうの動きとしては、本日開きまして、できれば９月



 －3－

の前にもう一度４回目の検討委員会を開き、これまで話してきたことについてもう一度委

員の中でよくディスカッションをして、ぜひ５年間の県の「再生計画の（事業計画）（素

案）」の中に入れてほしいというものについてはどんどん意見を言っていただいて、私と

しても再生会議には仮の案としてこれだけ入れてほしいというのは入れてありますが、こ

ちらの環境学習施設等検討委員会の進展状況で内容は逐次加えていくということで了解を

得ております。こちらとしては、１年間かけて議論していく途中で、まだ半年も経ってな

いところですが、できれば次回は皆さんのご意見をいただいて、県の再生計画の事業計画

にも反映させられる部分については意見を出していく、そういうふうにしていきたいと思

います。その上で、もう少しじっくり検討するべきプログラム、人材養成あるいは施設等

についてはさらにまた半年ぐらい時間をかけてじっくり検討していく、そんな流れでいき

たいと思っております。 

    最初にお話していたことと違いまして、再生会議の進展状況を一言申し上げておきたい

と思いまして、以上、委員長からちょっとお話させていただきました。 

    いま私がお話したことについて、委員の皆さんから何か質問、コメントはございますか。 

町田委員  そうすると、基本計画をつくるための検討ということになるのですか、この委員会

は。 

吉田委員長  委員会自体は再生会議から独立しておりますので、再生会議の下にあるわけでは

ありませんので、独立した委員会から再生会議に対して意見を言う機会があるということ

で、その機会は生かしたいと思いますので、次回はそれをやりたいということです。再生

会議の事業計画をつくる役割をここが担っているわけではなくて、それに対して意見を言

っていく、ここでまとまったものについては出していく、そういうつもりで申し上げたと

ころです。 

町田委員  そうすると、この会議は何をする会議なんですか。この会議自体は、２年間委嘱さ

れておりますが、２年後までにどこに行くのですか。 

吉田委員長  この会議は、もう少しさらに進めたいと思っております。実は事業計画は全体で

もこのぐらいの厚さで、実際上、「環境学習・教育」のところは１ページですが、ほかの

ところでもせいぜい２ページ、３ページ程度、その程度のアバウトのものしか書かれてな

いわけですが、それをこれからもっと具体化していくためには、環境学習、環境教育とし

てどういったことが必要なのか、これは「施設等」という名前がついていますが、施設だ

けではなくて人材の育成から財源のことからいろいろあると思いますが、そういったこと

について県に提言するものをまとめるということが、この委員会でやりたいと思っている

ことです。 

町田委員  基本計画をつくるための提言なわけですか。 

蓮尾委員  ちょっと補足させてください。 

    三番瀬の再生計画が、構造として、基本計画と、それに基づいて事業計画。事業計画に

なると、それぞれの各担当の部課があるわけです。その後に、さらにそれぞれの部や課が、

ある意味では事業計画に基づいた独自の実施計画をつくることになっています。実施計画

に基づいたものはどんどん実施されていくということです。再生会議が関わるのは、基本

計画――知事から諮問を受けたものについて答申を行う。事業計画についても諮問を受け

て答申を行う。どっちかというと基本計画、事業計画までは、事業計画は実際に担当する



 －4－

部とか課があるので必ずしもそうでないのかもしれないけれども、哲学とか理念みたいな

ものです。そのままだと動きはそれに基づいたということで、実際にどういうふうにやっ

ていくかというのは、その先の実施計画になって初めて動いていく形になるはずです。 

    この環境学習施設等検討委員会は、何も事業計画を固めるためにあるものではなくて、

三番瀬における環境学習についてのいろいろな問題なり、実施するにあたってはこんなこ

ともあるとか、実際の施設はもしかしたら「施設等」と書いてあるけど要らないんじゃな

いのとか、そういったこともひっくるめて全部、とにかく三番瀬の円卓会議の中ではとて

も時間が足りないからもっとしっかり考えて、いろいろな市にまたがっている三番瀬では

あるけれども、その中でどういうことをやっていくのが一番いいのか、それをやろうとい

うこと、それがこの検討委員会の目的だと私は考えています。 

吉田委員長  わかりやすく説明していただいてありがとうございます。 

    町田さん、そういうようなことですが、もう少し具体的なんです。円卓会議が出した構

想があって、その次に基本計画があって、いま検討しているのが事業計画ですが、この委

員会はもっと具体的なものになると思います。位置づけとしては、市川塩浜の護岸の検討

委員会がありますが、そちらと同じような位置づけですので、全体のことについて総合的

にというよりは、そこの環境学習・環境教育の部分について実施計画に当たる具体的な部

分まで議論しようというところが……。 

町田委員  実施計画に当たる県側の事業というのがあるのですか。 

吉田委員長  ここの委員会の場合は、護岸みたいに具体的にこういう案がありますと出ている

わけではないです。それはむしろこちら側から提案していくことになると思いますけれど

も。 

町田委員  ここで出たものが事業化されるかもしれないけれども、何もならないかもしれない、

そういうことですか。 

吉田委員長  何もならないということでは無駄になってしまいますので、そうならないように

願いたいと思います。 

事務局  今、委員長、蓮尾委員からご説明いただいたとおりですが、基本的には三番瀬の再生

会議とは全く別物でございまして、知事が設置した検討委員会でございます。実は、再生

会議にかけた事業計画案には、具体的に環境学習の部分についてはまだ書かれてない。そ

れは、検討委員会を組織をして、そこでじっくり検討した上で固めていこうということし

か書き込まれてなかったものですから、具体的に県として事業計画なり実施計画を具体化

する上で皆様方の助言をいただきたいということで設置された委員会でございます。 

    本来ですと、三番瀬再生会議に今かけている事業計画案の中にもっと具体的に県の事業

計画として盛り込まれていればよかったのですが、時間の関係で間に合わなかった。その

辺をもう一度この場できちんと検討した上で固めていこうというものでございます。 

    ということで、よろしいでしょうか。 

町田委員  例えばきょうもＮＰＯの方が見えているし、前回も学校の環境学習について検討し

ましたが、例えば県がやるのか私たちがやるのかでも検討する場所とかポイントが違うわ

けですね。その辺がはっきり見えてこないと、きょうもどんなことを意見交換したらよい

のか、私にはちょっと見えてないのですが。 

吉田委員長  多分、町田さんがおっしゃりたいことは、もう少し具体的に県の案があれば、県



 －5－

の案に対してはどうだと、そういうことが見えやすいのですが、この委員会は、「護岸」

なんかとは違って、護岸と言ったら、市民が護岸をつくることはありませんから、あくま

でも県の事業とはっきりしているわけですが、「環境教育・環境学習」というのは必ずし

も県だけがやるものではない。むしろ県がやるものよりは、地元の自治体だったり、関係

市あるいはＮＰＯがやるものがかなりあります。そういったことから、話し合いの仕方が、

こういう原案があるからそれについてたたいてくれというやり方ではなくて、今やってい

る方々の意見をまず聞いて、現状把握をした上で、今後どういう課題があって、どういう

ふうに乗り越えていったらいいかというところから話そう、そういう手順になっています。 

町田委員  それにしても、自分たちで乗り越えていくものなのか。千葉県なり行政が何か手を

貸してくれるから、そこに対して言っていくのか。でも、違うわけですよね。私たちの課

題もあるし、もちろん行政側の課題もあるでしょうが、そこがいま一つあやふやなままず

っと来てしまったかなと、私はこの３回で思って言ったのですが。 

吉田委員長  もちろん、行政が何もしないで市民だけがということ、それはないと思います。

あくまでも行政としてもやらなければいけないという重要性を認識しているからこそ、こ

の委員会をつくっているわけですので。 

後藤副委員長  少し形式とかあるのですが、ここでやっぱり三番瀬をめぐる環境学習について

は広い視点からいろいろな人たちがいろいろな意見を出してみて、それを整理した上で、

ではどこがどういう役割を担っていくか、こことここを結びつければもっとうまくいくん

じゃないのという提案も含めてここで議論していけばいいのかなと思っていますので、む

しろ積極的に、今こういうところが僕らは困っているんだけど、例えばここに県がこうい

うことをやってくれたり、教育委員会がこういうことをやってくれて、そこに人材が少し

集まってくれば、予算もそうですが、もう少し大きいスケールでみんなでまとまりながら

できるんじゃないのという提案も含めて、ここで議論していただければと思います。少し

問題整理をしてみて、そこから詰めていく形がいいのかなと思っていますので、よろしく

お願いします。 

吉田委員長  スキッとはなかなかいかないかもしれませんけれども。 

町田委員  議論の仕方が反対じゃないですか。ここに行きたいからみんなでどう行くのかとい

うのを話し合うのが早いんじゃないかなと。 

後藤副委員長  それはいろいろな考え方があると思うのです。それも出していただければ。 

吉田委員長  それは話します。４回ぐらい現状把握をやってからその方向性を検討すると言い

ましたが、きょうお話しいただくと、まだまだ足りないとは思うのですが、大体関係した

方、たくさんの方に一応聞きましたので、次は方向性について話していけると思いますが。 

町田委員  私たちはそれを待っています。 

蓮尾委員  発言していらっしゃる間も、遠慮なくぼんぼん課題を言っていただいていいと思い

ます。「こんなことで困っているんだけど」というのがたくさん出てきたほうが、ではど

うしたらいいかという話になりやすいのかなという気がします。ですから、委員の方だけ

ではなくて、きょうせっかく来ていただいた皆さんにしても、それから会場にいらっしゃ

る方にしても、正直言って顔合わせの段階で「辛いんだよね」の話ばかりできませんから、

皆さん表向きのご発言がまだ続いているかなと思うのですけど、「こういうところが困っ

ているんだけどね」というのがそろそろ出てきてもいいかなと思っております。無理やり
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絞り出せというのではなくて、日ごろ常に感じていらっしゃることが素直に出てくるよう

な雰囲気の委員会であれば実ってくるものがあるかなと思っておりますので。 

吉田委員長  ありがとうございます。だんだん本音が出せるようになってきたと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

       （１）第２回委員会会議結果について 
 
吉田委員長  きょうは、ゲストの方もお招きして、なるべくたくさん意見交換の時間をとりた

いと思いますので、議題（１）と（２）の報告はなるべく手短に要領よくお願いしたいと

思います。 

    それでは、議題（１）第２回委員会会議結果についてお願いします。 

事務局  資料№１でございます。 

    第２回委員会は、5 月 23 日に船橋市の海神公民館で開催しました。委員の方 13 名、オ

ブザーバーの方は３市から３名、一般参加者等を含めて合計 38 名のご出席をいただいて

開催されました。 

    概要は、ここに書いてあるとおりですが、 

    一つ目は、「設置要綱」の一部修正について。 

    二つ目として、第１回会議結果の確認。環境学習関連施設視察結果について事務局から

説明をして、確認をいただきました。 

    三つ目として、海外の先進事例について、平成 13 年に県の担当職員がアメリカに視察

をして取りまとめた結果をもとに、サンフランシスコ湾での視察報告について説明、紹介

をいたしました。 

    四つ目として、三番瀬における環境学習の実施状況等について。この部分については、

関係４市の行政と学校教育における状況について紹介いたしました。あわせて意見交換も

していただきました。 

    ２ページ目ですが、（５）三番瀬における環境学習の課題の抽出について、これについ

てもフリートーキングの形で意見交換をしていただきました。 

    その中で出てきた課題として幾つかかいつまんで申し上げますと、一つには、体験的な

学習の重要性。子どもたちに興味・関心を持ってもらうためには、根気よく場や機会を提

供することが重要。スタッフ・人材の育成と確保については、例えばインターンシップ制

度についても重要ではないか。外部からの依頼については、多少なりとも謝金を出す形で

確保しやすくする必要があるのではないか。そんなご意見もいただきました。 

    アクセスに関しては、たくさんの子どもたちを現地に連れていくためにはそれなりの足

が必要である。三番瀬そのものが今なかなかアクセスしづらいという現状についても、ご

意見をいただいております。 

    干潟の特性として、いつでも行って入れるわけではない。現地視察を行う場合には、タ

イミングを見計らってなるべく多くの人たちが行かれる連携した体制が必要ではないか。

あるいは、湿地の再生と結びつけて、小さくてもよいから一年中自然を見て触れられる場

も必要ではないか。一方では、たくさんの人が現場に入っていく中で環境をどう守ってい

くのか、そういったルールづくりも重要である。 
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    そのほかに、教育委員会との連携、あるいは学校での環境学習とともに、地域に住んで

いる人や企業にも現状を知ってもらう、そういったことも非常に重要であろう。 

    そういったご意見をいただいております。 

    概要については以上でございます。 

吉田委員長  今の報告について、質問やご意見ございますか。 

    よろしいですか。 

 

       （２）第２回環境学習関連施設視察会結果について 
 
吉田委員長  それでは、次の議題（２）第２回環境学習関連施設視察会結果について、報告を

お願いします。 
事務局  資料№２をご覧ください。第２回環境学習関連施設視察会の結果について。 

    第１回目は市川と浦安の関連施設を視察いたしましたが、第２回は、習志野にあります

谷津干潟自然観察センター、ふなばし三番瀬海浜公園の現地視察をいたしました。 

    谷津干潟については 14 名（委員７名 オブザーバー２名 その他５名）の参加者。 

    谷津干潟の概要、センターの概要について長谷川所長からご説明をいただきました。施

設の利用状況、来館者の推移等についても具体的にご紹介いただき、質疑応答を実施しま

した。あわせてセンター内の施設見学もいたしました。 
    ふなばし三番瀬海浜公園については、13 名の方にご参加いただきました。小雨の降る

中で実際に干潟に降りて散策をして、動植物の観察等をしていただきました。なお、当日、

アンケート調査で用紙をお配りしたのですが、まだ回収中ですので、その結果については

後ほどまとめた上でご紹介させていただきます。 

    以上でございます。 

吉田委員長  冒頭お礼を申し上げるのを忘れていたのですが、17 日の視察会に関しては、長

谷川所長さんはじめいろいろ大変お世話になりました。また、出席された委員、オブザー

バーの市川市、船橋市の方もご出席いただきまして、ありがとうございました。 

    この件について質問、コメントはございますか。 

    よろしゅうございますか。 

    では、議題（２）までは終わらせていただきます。 

 

       （３）環境学習についてのＮＰＯ団体との意見交換について 
 

吉田委員長  議題（３）環境学習についてのＮＰＯ団体との意見交換会に入ります。 

    本日は、５名の方にご出席いただきました。あとでご説明いただきますが、県のほうか

ら環境学習に関連していると思われる団体にアンケートを出しまして、ご回答いただいた

団体の中から、関連４市をベースとして、「浦安自然まるごと探検隊」「市川緑の市民フォ

ーラム」、船橋市の「ベイプラン・アソシエイターズ」、習志野市の「三番瀬ＤＯ会議」、

市の境界とは関係なく広域に普及活動されている「三番瀬市民調査の会」の方においでい

ただきました。本当は、もっとたくさんの団体にご回答いただいたので、全部の団体に来

ていただくと一番うれしかったのですが、そうすると時間も全く足りません。10 分ずつ
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お話しいただいても１時間近くになりますので、５団体に絞らせていただきました。きょ

うはどうぞよろしくお願いいたします。 

    事務局から、アンケート調査について説明をお願いします。 

事務局  資料№４をご覧ください。全部については説明できませんので、１枚目の「アンケー

ト結果概要」について。 

    実施期間は 6 月 26 日～７月６日の間ということでアンケートを送り、回答をお願いし

ております。 

    アンケートを送った団体は 35 団体。回答をいただいたのは 22 団体で、回答率が 63％

になっております。 

    地域別の内訳は、船橋市３団体、市川市３団体、習志野市６団体、浦安市３団体、県内

のその他の地域５団体、県外で２団体となっております。 

    回答いただいたプログラムですが、全部で 28 プログラムございます。内訳としては、

観察会 12、散策会２、環境調査２、清掃活動４、漁業体験２、指導者育成２、その他４

です。 

    実施している環境学習の指導者ですが、これは重複ありですが、28 プログラム中、団

体会員が 24、教育関係者が４、地元住民の協力をということで２、学生の協力が１、漁

業者の方と一緒にというのが１、その他団体の方と一緒にやっているというのは７ござい

ました。 

    環境学習実施の対象ですが、こちらもプログラムによって重複がございますが、会員６、

教員等の指導者を対象としたものが１、一般市民 25――これは小中学生等をすべて含ん

でです。うち親子を主に対象としているものが４、小中学生を対象としたものが２、高校

生以上が２ございました。 

    参加費については、28 プログラムのうち、無料で実施しているというのが７、200 円以

内が９、200 円を超えて 500 円以内が３、500 円から 1,000 円が３、1,000 円以上が３、

「内容により異なる」「決まっていない」と答えたのが３でございます。 

    なお、参加費については、注にございますが、資料代、保険料を含んでいるものもござ

います。また、一般大人向けの金額であり、今回お答えいただいたプログラム実施時の金

額ということでご留意いただければと思います。 

    環境学習の参加者の募集方法ですが、会報が 13、チラシ配布が 12、メール・ＦＡＸや

会員等を中心とした電話が４、新聞の地域版やイベントのところに載せているのが９、行

政広報を利用しているのが５、ミニコミ誌を利用しているのが４、団体のホームページを

利用しているのが６、その他団体のホームページに掲載しているというのが６、行政のホ

ームページに掲載しているのが１、行事・講演会等で周知をはかっているのが３、その他

が１ございました。 

    あと、こちらには書いてございませんが、場所としては、外でやっているものだけです

が、市川が４プログラム、浦安が６プログラム、船橋（主にふなばし海浜公園）が７プロ

グラム、習志野谷津干潟が４プログラム、その他が２プログラムございました。 

    それぞれの団体の実施しているプログラムについては、３ページから 33 ページをご覧

ください。 

    そのほかに全体アンケートとして「Ⅲ 貴団体が環境学習を実施するうえでの課題は何
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ですか」ということで、何点かに分けていますが、 

    「指導者の育成・研修」については、現状としては 

     ・指導者については会員の能力に頼っており、育成研修については手をつけられない

状況。 

     ・実施に伴う費用が大きな問題になっているようである。 

     ・特に指導者の育成は行っていないが、会員自体が見識を高めるため月１回の勉強会

を実施している。 

   というものがございました。 

    また、指導者育成に対する要望としては、 

     ・県の機関で生物等に詳しい専門家が調査に参加できるようにして欲しい。 

     ・親子向けの場合は深い専門知識より広い視野での自然のつながりを指導できること

が望ましい。 

   という意見がございました。詳しいことはこちらをご覧ください。 

    「教材」については、現状としては、 

     ・資料作成は赤字。スタッフの手弁当で行っている状態。 

     ・行政で作成したものがないので、団体で作成した資料を使用しているが、増刷のた

め市の補助金に応募した。 

     ・博物館資料等を参考に活動のための資料を作成している。 

     ・顕微鏡・プランクトンネットなどがない。 

     ・ゴミ拾いの道具置き場がない。 

   という現状・課題がございました。 

    「教材」に関する要望としては、 

     ・観察会で使用する道具がかさばる。また個人で用意するには高額なものもあるので

貸し出しをしてもらえるとよい。 

   という要望がございました。 

    「場所」については、現状・課題として、 

     ・三番瀬に行くために立ち入り禁止の場所を通る必要があり、許可手続きにも煩雑で

時間がとられる。 

     ・干潟が極端に減少したため、観察会を実施できる場所が限られている。 

     ・三番瀬への立ち入りについて、事前に市民によるルール作りが必要。今後、市と市

民の協働によるルール作りが課題。（浦安地区） 

     ・江戸川放水路などはトイレがなくて不便である。 

     ・雨天時に食事をする場所がないので、天気予報によっては実施しにくい。急な雷雨

などが心配。 

   といった意見が寄せられております。 

    「場所」に対する要望としては、 

     ・どんな場所でもよいが、雨天でも環境学習のために借りられるスペースが欲しい。 

     ・三番瀬での行事案内や市民団体の活動紹介などがあるとよい。 

     ・観察会をやりやすくするために新たな施設を作るとか、環境を整える等は不要と考

える。むしろ、現在の環境が人為的に変えられたり、失われることのないことを
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強く願う。 
   という要望ございました。 

    「その他」としては、現状として 

     ・参加者は親子・学生の順に多いが、中高生など最も生物の野外体験が学習として相

乗効果を出せる世代の参加が少ない。 

   という意見がございます。 

    要望としては、 

     ・学校からのアクセスが悪い。学習用の専用バスがあればよい。 

   という要望が寄せられています。 

    「Ⅳ その他、お気づきのこと、課題解決にむけた提案等をお聞かせください」という

アンケートに対しては、環境学習全般として、 

     ・子ども達には三番瀬に身を置き、その心地よさを実感し、たくさんの生きものに触

れあってほしい。その中で、三番瀬のみならず「自然は素晴らしいもの、自然は

大切なもの」という感性が身に付いていくと思う。 

       また、大人たちに対しては、三番瀬の埋立計画が市民の力によって白紙にするこ

とができたという事実をしっかりと伝えていく必要があると思っている。 

   という意見。 

    環境学習の実施方法について、 

     ・現実には立ち入りが難しい状態では、ビデオ教材や副読本のようなものを充実させ、

使いやすい形に解説をつけるなど整備していくことが考えられる。 

     ・単に生き物観察だけでなく、ラムサール、人工干潟など現実の問題点について説明

をしたり、話し合ったりする必要がある。 

     ・学校が授業の一環として、三番瀬を利用したいとき、指導員の手配や道具の貸し出

しなどのシステム作りをして欲しい。 

   これは要望ですが、そういったものが寄せられております。 

    環境学習に向けた広報については、 

     ・三番瀬に既に興味のある人だけではなく、駅のような人の集まる場所や青少年育成

のための施設や教育関係の施設・機関などに、水槽などその場でも学習できる形

で広報できる機会があるとよいと思う。 

     ・観察会に参加した方は、潮干狩りでない三番瀬の楽しさ素晴らしさに気づかれて感

動する。潮干狩りに来た方が、干潟の自然の素晴らしさ、重要性の片鱗に触れら

れる展示が、メインストリートに欲しい。 

     ・貝掘り以外興味のない人を引き込み巻き込む仕掛け作りを是非考えてほしい。 

   という意見が寄せられております。 

    各主体の連携等については、 

     ・三番瀬全体について現状では、自然愛好家同士以外の一般に向けた理解が十分にな

されているとは言いがたい。 

       谷津干潟などを見習い、地域の学校をはじめ住民――自然愛好家――専門家とい

った一連の関係者が円滑に交流できるような場所とそれを担う経験豊富な説明者

や調整役が必要である。 
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   という意見が寄せられております。 

    概要ですが、以上でございます。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    この資料をご覧いただきながら、ご出席いただいたＮＰＯ団体の皆さんに、現在各団体

で行っている環境学習活動の実施状況、今後、三番瀬において環境学習活動を推進してい

くための課題、行政への要望、あるいは本委員会への意見等をお聞かせいただければと存

じます。 

    順番ですが、山北さん、佐野さん、伊藤さん、大野さん、杉村さんという順番でお願い

します。申し訳ありませんが、大体 10 分ぐらいでお願いしたいのですが。多分、委員の

方、傍聴の方も質問したいことがあるかと思いますが、途中でお一人お一人やりますと時

間がかかりますので、５人の方が終わってから質問と意見交換をしたいと思います。もし

質問なさりたいことがあれば、メモをしておいていただければと思います。 

    それでは、「浦安自然まるごと探検隊」の山北剛久さん、お願いします。資料は６ペー

ジをご覧ください。 

山北（浦安自然まるごと探検隊）  資料の６ページにありますとおり、私たちは「浦安自然ま

るごと探検隊」と申しまして、私たちは「日の出干潟」と呼んでいるのですが、いわゆる

日の出地先に出ている干出域のところですが、そこで主に観察会を行っています。 

    会が始まったのは 2001 年からでして、どういうきっかけで始まったかというと、県の

三番瀬再生会議がちょうど行われていたときに、そこに集まった浦安市のメンバーの人た

ちが中心になって、これまで浦安市では三番瀬クリーンアップというのは行われていたの

ですが、掃除するだけで、それ以上に生き物とか自然を見るような人がいないということ

で、そこで「つくりましょう」という話になって、観察会を行うようになったのが始まり

です。 

    会の目的としては、地域に住む人たち自身が地域の自然に親しんでもっと大切にしてい

こうということで、浦安市は皆さんご存じのとおり大きなマンションがどんどん最近建っ

ていまして、そこに新しく来た人は、最近は結構知っている人も増えてきたのですが、ま

だ最近でも「三番瀬」って初めて聞くような人がそこそこいますので、そういう人たちに

まず知ってもらおう、それを一番の目的としてやっています。 

    実際の活動としては、干潟の観察会と、干潟をはじめとして市内いろいろなところで生

き物を調べる活動を主に行っています。 

    ６ページをご覧ください。 

    私たちが行っている環境学習のプログラムですが、まず第一に挙げられるのが「日の出

ひがた観察会」です。ここでは実際に三番瀬を身近に知ってもらう。ふだん立入禁止にな

っていますので、「ある」ことに気づいてもらうことを当初の目的としていました。 

    実施するのは、毎月１回、事前に広報して集まった人たちに観察してもらうスタイルを

とっていまして、観察会が始まったのがたしか 2002 年からですが、ミニコミとかいろい

ろなところに「１回来てください」と広報しましたところ、100 人近くも申し込みがあり

まして、これはとても案内しきれないと。最近は、ミニコミには出さずに、知ってる人に

手で配ってもらったり、今まで来てもらった人に来てもらうようにしているのですが、

2002 年から４年間ぐらいやっていますと、来る人も大体リピーターが多くなってしまっ
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て、一般のいろいろな人に知ってもらうという目標から多少ずれてきつつあるのかなとい

うのが最近の課題です。後でまた詳しく述べますが、そういうところになっています。 

    活動のテーマとして、今年の活動の例を挙げますと、４月は「干潟のこどもたち」とい

って、干潟に来る小さな貝のツブとかを見てもらって、こういうのが新しく来ているのだ

ぞというのに気づいてもらうのをメインにして行いました。 

    その後、５月には、毎年クリーンアップ大作戦を「三番瀬クリーンアップ」という別の

団体が行っていますので、そこと合同で、その後に観察会をして、これはたくさんの人が

来ますので、とにかくここに干潟があるのを見てもらうことに主眼を置いてやっています。 

    その後は「アナジャコ釣り復活」とか、「触ってみようスライム」というキャッチーな

ネーミングで、今までと違った雰囲気を出して新しい人を開拓したいなというねらいだっ

たのですが、結局リピーターの方が来てしまうという状況です。 

    ８月に、「護岸の生き物」ということで、干潟だけではなく、近くでも違う生き物が棲

んでいるのに気づいてもらうのをプログラムとしてやっています。 

    参加費用は、保険代を含めて 200 円ぐらいで、会員の人は無料というスタイルをとって

いますが、ほとんど会員か、その知り合いが最近多くなっています。 

    募集方法は、先ほど申しましたチラシ、ミニコミですが、最近はほとんど口コミになっ

ています。 

    実際、参加者の方々にどういうふうにしてもらうかということですが、まず初めに三番

瀬がどういう場所なのか説明をした後にきょうのテーマを示しまして、最後にみんなで、

テーマに対してどうだったのかというものを共有してもらうということで、そこから問題

意識や、あるいは自分なりの発見が生まれてくればいいのかなということを考えてやって

います。 

    その次に「絶滅危惧種プロジェクト」とありますが、実は、絶滅危惧種と打ってやって

いるわけではないのですが、その場その場で見つけたいろいろな生物や、市内のいろいろ

な生き物について調べたり、あるいは行政の方に情報を提供したり、行政の方と一緒にな

って広報活動をしたりしています。これは、ほとんどはそのとき気づいたものについて会

員の中で興味を持った人がやっていて、さまざまな方にお世話になりながらやっているの

ですが、例を挙げますと、21 にあるようなコアジサシの営巣とか、ニホンアカガエルの

繁殖とか、あるいは貴重な植物というようなものを調べています。こういうのは、今、市

民にアピールしてどうというわけではないのですが、今後、自然の再生をしていきましょ

う、あるいはそういうものを環境学習に生かしていきましょうというときに、こういう場

所があるんだよということが後で提供できるような、そういう場所を残していける体制が

とれればいいと考えています。 

    ここの資料では、課題とかそういった点は書かれていないのですが、最後に、先ほど県

の方からもご説明がありましたこれからの課題と、環境学習プログラムなどについて気づ

いたことですが、まず「指導者の育成について」という点については、観察会の参加者は

多いのですが、会の運営とかスタッフ、積極的に観察会をやって自分が指導的にやってい

こうという人は、なかなか、観察会にただ来てもらうだけでは増えてはこない。では、そ

ういう人たちに指導したり動機づけをする時間があるかというと、今まで指導している人

たちはそれだけでいっぱいいっぱいになってしまっていてできないというところが問題で
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す。私たちの団体の活動を始めた当初は、勉強会をしようということで、2003 年に全員

で毎月毎月持ち回りで担当して「干潟を回る」というシンポジウムを開催していまして、

そういうことがまたできる余裕があればいいとは思っているのですが、それぞれの力でや

っていくのは現在ではなかなか難しい状況です。 

    次に、教材についてというところですが、アイデアはいろいろあるのですが、なかなか

作業する時間が難しい。ここで役に立ったのが、これは課題というか今までの評価ですが、

円卓会議で「三番瀬の歴史」というのをつくっていただきまして、あれがＰＤＦで手元に

あるので、そういう資料からいろいろな図を引っ張り出してきて、そういうのをもとにコ

ピーさせていただいて、こういう場所でした、三番瀬でこういう検討がされましたという

のを示すときに大変便利なので、あの会議で資料をしっかりまとめたというのは極めて重

要だったと思います。 

    次に重要なのが場所に関してですが、現在、浦安市は皆さんご存じのとおり途中に行く

道は「立入禁止」になっているので、特に今年は急に公団自体が組織が変わったというこ

とで「立ち入れない」という通告があったり、なかなか手続が煩雑なところがあります。

それが開放されることになっても、これからどうルールづくりをするのかという点につい

てまだ検討がなされていないところが問題です。 

    また、観察会を行うにあたって、荷物とか、最後にみんなで集まってレクチャーをした

りする場所が、いま公園がありますが、なかなかそういうのに割く場所がないのが問題で

す。 

    ここまでは私たちの活動です。 

    全体について今後の課題・提案といったものですが、野外活動が中心で、野外でみんな

に楽しんでもらうことはできるのですが、一般の人にコンパクトに広報するのが難しいの

が課題です。例えば浦安市の環境フェアが新浦安の駅前で毎年行われていますが、そこで

水槽とかを展示すると、すごいたくさんの人が集まってくれる。そういった形で駅とか人

が集まるところで三番瀬をコンパクトにアピールできるものがあると、もっと多くの人に

親しんでもらえるのではないかと思います。 

    大体そのようなところです。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    それでは、引き続いて、「市川緑の市民フォーラム」の佐野郷美さん、お願いします。 

佐野（市川緑の市民フォーラム）  こんばんは。10 分間よろしくお願いします。 

    はじめに、こちらの派手な緑色の会報をご覧ください。真ん中を開けていただくといい

と思います。 

    私たちの会は、1989 年にスタートしましたので、足掛け 17 年目です。現在約 200 名の

会員で運営しています。開いたところを見ていただきますと、左上に三番瀬、左下に江戸

川・利根川、右上に真間山――これは市川の最も緑地の美しいところです、右下が市川の

真ん中を通る予定の外環道路。こんなふうに私たちの会は、三番瀬だけをテーマに活動し

ている団体ではなく、市川市の自然環境全般を扱っている団体です。 

    １ページめくっていただきますと、右側のページに「文芸からみる市川の自然『手児奈

伝承に……』」と、出てきています。つまり、自然だけでなく、市川が育んできた歴史、

文化、民族的なもの、そういったものをひっくるめて 21 世紀の市川市のまちづくりに生
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かしていきたい、そんなことで活動しています。勉強したり、現地見学をしたり、時に行

政の方々にお願いに上がったりということをして、具体的に自分たちが望むまちにしてい

こうということで活動をしています。 

    資料の３ページになりますが、三番瀬絡みで私たちがやっている環境学習プログラムは、

３ページの下に「市川臨海部を歩く」というのが出ておりますが、それ以外に二つ送った

つもりだったのですが、もしかしたら僕が添付がうまくいかなかったのかもしれません。

それ以外に、「江戸川放水路でトビハゼやアナジャコに出会う海の宝物探し」という子ど

もたちを対象にした環境教育プログラム、市川の漁協さんに船をお借りして船で出て三番

瀬全体を見たり、沖の大洲や干潟に上がって観察するという、船を使った環境教育プログ

ラムなどを持っています。 

    最近始めたのは、会報の表紙をめくったところを見ていただきたいのですが、私たちの

「市川緑の市民フォーラム」も入って利根川・江戸川流域ネットワークという緩やかな会

をつくっています。そこで、「江戸川の稚アユ救出作戦」というのを、できるだけ地域の

子どもたちに参加してもらって実施しております。昨年は江戸川区と市川市の子どもたち、

今年については上流部の前橋市の子どもたちも参加してかなり盛大に行われたのですが、

これは、三番瀬で育って江戸川を上り利根川上流で成体になっていくアユ、山と川と海を

つなぐ生き物。実は天然アユは激減しています。川をよくしていく中で天然アユを復活し

ていこうということで、こんなプログラムも最近ではやっております。詳しくは、これら

の資料をご覧いただきたいと思っております。 
    少ない時間でぜひお話しておきたいのは、私たちが考えている三番瀬に絡む環境教育プ

ログラムで大事だと思っておりますのは、一つは、小学校までの小さな子どもたちに対し

ては、三番瀬の中で、あるいは江戸川放水路、江戸川も含めていいと思いますが、とにか

く自然の中に身を置いて「心地よい」とか「いいなぁ」とか、いろいろ生き物に出会って

「すごいな」とか「不思議だな」とか、そういったことをたくさん体験させることが、子

どもに対してすごく大事な環境教育のプログラムの中心ではないかなと考えております。 
    ただ、中学生、高校生、それ以上の大人を対象にした場合、もちろんそういったことも

大事だと思っておりますが、もう一つ大事なのは、なぜいま三番瀬がこういう形で残って

いるのか、きちっと三番瀬の歴史を伝えていくことが重要ではないかと思っております。 
    こちらのＡ３の資料をご覧ください。 
    私は本業は高校の教員で、生物を教えております。昨年まで市川西高校にいまして、現

在は船橋芝山高校に転勤したのですが、ちょうど三番瀬の円卓会議に委員として検討に加

わっておりました。円卓会議が再生計画案を知事に提出したころがこの雑誌の原稿の締め

切りだったので、思い切ってこういう文章を書いてみました。こういう雑誌（「高校理

科」）です。県内の高校の理科の先生方に年１回配付されるものです。その中に「三番瀬

を地域の環境教育の教材に！」というメッセージを載せました。この中で僕の非常に重要

だと思っているメッセージは、ものすごく広大な埋立計画があったのが止まったわけです

ね。直接的には堂本さんが止めた形になっておりますが、その間にさまざまなことがあっ

て止まった。その中で市民が発言し行動してきたということは、すごく重要なポイントだ

と思っています。それがあったからこそ、堂本さんも思い切って白紙にできた。そういう

意味で、環境教育というのは、最終的な目標は、環境問題に気づき、学び、解決策を考え、
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解決に向かって行動していくところまで含めて僕は環境教育の目的だと思っておりますの

で、三番瀬が広大な埋立計画がなくなって、しかも市民参加で再生計画を検討していると

いうのは、千葉県にとって最もすばらしい環境教育の題材ではないかなと思います。そこ

ら辺のメッセージを伝えられる大事なものではないかと思って、こういうものを書いた次

第です。 
    実際に環境教育のプログラムをやっていく中で、現在、市川は直立護岸に埋立地が囲ま

れていて、水辺に降りていったり、生き物と直接触れ合う場は非常に少ないわけです。そ

ういう中で私たちが一つ活用しているのが、江戸川放水路の一番先端部分――河口部分の

右岸の干潟です。かなり広い面積が出るのです。ちょうど湾岸道路よりも下のところにな

ります。2002 年から 2004 年くらいにかけては三番瀬で非常にたくさんのアサリが発生し

ましたが、そこの干潟にもかなり出まして、そのころは結構な人が市川の江戸川放水路の

河口の干潟にも来ておりました。そこは、ふなばし三番瀬海浜公園よりも生物相が豊かだ

と思います。ふなばし三番瀬海浜公園前面にいないような生き物たちもいっぱいいます。

そういう意味で、今後、再生計画の中でどんなふうに市川の水際が整備されていくかわか

らないですが、当面、江戸川放水路の先端の右岸側の干潟は、市川で子どもたちに海と触

れ合わせ海の生き物と出会わせるという意味では、非常に有効な場所ではないかと思って

おります。 

    ただ、そこが、下りていけるのですが、多分国交省がやったことだと思いますが、下り

ていくときに、ゴミがいっぱい詰まっているところに土が盛ってあって、それが崩れてい

る。子どもたちをすばらしい干潟に連れていくときに、汚いゴミがバッと出ている岸辺を

下りていかなければいけないという問題があって、景観としても気になっているところで

す。 

    それと、放水路の上のほうは、トビハゼなんかを取り上げる場合にはトイレがある程度

ありますが、一番下の河口に行きますとトイレがない。今、私たちはどんなふうにしてや

っているかといいますと、あそこにある企業の事務所に行って、「皆さんがお休みの日です

が、観察会をやって子どもたちがたくさん来るのだけれども、トイレを使わせてもらえな

いでしょうか」というお願いをします。そうすると、気持ちよく「じゃ、鍵をあけておい

てあげるよ」ということで自由にトイレを使わせていただいています。そんなことで企業

にも協力していただきながらやっていますが、トイレがないのが非常に困っていることで

す。 

    最後になりますが、もう１枚後から配った青いものをご覧ください。実はそちらに実行

委員長がいますが、千葉中央博物館、ＮＰＯ、ＮＧＯとの協働で「千葉の干潟展」を来年

の１月から２月にかけて行います。そのプレイベントとして観察会を企画しております。

「千葉の干潟展」ですから、東京湾の内湾の三番瀬、盤洲、外房の夷隅川の河口付近、大

きく３ポイントですが、裏面にプレイベントとしてのいろいろな観察会が出ています。 

    三番瀬グループの２番目をご覧ください。９月９日「江戸川放水路のトビハゼに会いに

行きましょう」ということで、私どもが担当で人数限定で観察会をやりたいと思っていま

す。ちょうどこのころはトビハゼの稚魚が上陸するころです。親も見られるし、稚魚も見

られるということで、放水路も三番瀬の一部と私どもは考えておりますが、そういった豊

かな部分を見てもらおうと思っています。 
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    そんなことで、三番瀬の環境学習にもなるかと思いますので、来年行われる「千葉の干

潟展」にもぜひ足をお運びいただければと思います。 

    非常に雑駁ですが、以上で終わります。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    それでは、資料は 12 ページに書いてありますが、「三番瀬市民調査の会」の伊藤昌尚さ

ん、お願いいたします。 

伊藤（三番瀬市民調査の会）  その資料以外に「三番瀬市民調査の会の活動について」という

資料が配られていると思います。これに基づいて会の活動についてご説明します。 

    会の発足のきっかけは、５年前です。三番瀬の猫実川をご存じだと思いますが、河口域

の海は「生き物の豊かな海」なのか、あるいは「生き物のいない死んだヘドロの海」なの

か、というさまざまな意見がございました。この意見に対して、自分たちの目で確かめて

みようという提案がきっかけでした。 

    私たちが市川塩浜の護岸から下の海を見ますと、水は澄んでいます。ハゼが泳いでいる

のを見ることができます。また、カニがたくさん動いているのも見ることもできます。カ

ンムリカイツブリやカモメが浮かんでいるのも見ることができます。ボラがピョンピョン

飛んでいるのもよく見かけます。釣り人がたくさんハゼやワタリガニを釣っているのも見

ることができます。私たちもその場に行って、それなのにここがどうして「生き物のいな

い海」だという意見が出るのか不思議に思いました。もっと海に近づいて、本当はどうな

のか、自分たちの目で確かめることにしました。 

    2001 年から始めたわけですが、2001 年には事前の準備をして偵察を行いました。この

ときにアナジャコという生き物を初めて捕獲しました。アナジャコは、千葉県の調査では

たしか載っていなかったと思いますが、干潟に無数といえるほど膨大な巣穴があることが

わかりました。そこでもっと詳しく調査をしようと始めたわけです。 

    正式には 2002 年 3 月に「市民調査の会」が発足いたしました。市民参加というか住民

参加ということでたくさんの方に呼びかけましたところ、写真の１段目ですが、100 名近

くの方がおいでになりました。海に関心がある方が多いのだなと実感いたしました。 

    2003 年には、本格的な調査に入りまして、底生生物やアナジャコの巣穴数、酸化還元

電位、粒度分析、地域の方の住民アンケートなども行いました。私たちは、調査データを、

不備はあってもありのままの姿で提供することに努めています。そのために、毎年調査が

終了した後は報告会を開いています。例えばこれは 2003 年のものです。自然保護協会の

助成金を受けてつくりました。2004 年はこれ、2005 年にはこういうふうに、一応終わっ

た後にデータをまとめて、欲しいという方には差し上げております。 

    2004 年にはＧＰＳによる酸化還元電位の定点測定をしました。ここでカキ礁の問題で

すが、カキ殻島（写真２段目）と呼んでいたカキの島に注目しました。小さい写真ですが、

お隣には米国のチェサピーク湾のカキ礁がありますが、このカキ礁に劣らない大きなカキ

礁です。この島は、最初、死んだカキ殻の山と思っていました。ところが生きたカキでで

きているカキ礁であることに気がつきました。日本ではあまりカキ礁について研究が行わ

れていません。養殖カキについてはたくさん研究があります。自然のカキを研究しても、

あまり助成金が下りなかったり、お金にならないというのが一つ原因だと思います。カキ

礁は、役割や機能については新聞やテレビでもかなり報道されましたので理解は進んでい
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ます。カキ礁の干潟生態系は、海水の浄化能力が抜群です。また稚魚の住処になったり、

魚の産卵場所にも使用されています。漁業にとってもとても大切な場所であることがだん

だんわかってまいりました。 

    2006 年、今年の７月には、「世界が注目する三番瀬のカキ礁」という報告会を開きまし

た。そしてチェサピーク湾での環境教育の様子（写真３段目）をご紹介しました。チェサ

ピーク湾では、小学生の子どもが自分たちで育てたカキを海の中に入れる環境学習が行わ

れています。これは実際にそのときの写真です。一方、三番瀬では、私たちが親子観察会

とか、一種の環境教育だと思いますが、海に触れる行事を行っております。この報告会は

とても好評でしたが、今後はチェサピーク湾の研究者やオイスターガーディナーと交流を

したいと思います。 

    一口に言って、私たちの市民調査は体験型の環境学習だと思います。現場に行って、自

分の五感を使って、見たり、聞いたり、触れてみること。そして名前を知ることが大切だ

と思います。感動を覚えることも大切だと思います。名前を知ることにより、生き物への

興味の源が生まれます。自然の緻密な仕組みに感動や不思議さを感じます。 

    これとは別に、会としては専門家の指導を受けることが非常に重要だと考えています。

また、近くに住んでいらっしゃる方、釣り人の理解も非常に大切です。私たちが観察会を

やりますと、釣り人が声をかけてくれます、「きょうは何が釣れるぞ」というふうに。そ

れだけでも立派な情報になります。 

    今後の会の課題ですが、とはいっても素人です。生物や底質に詳しい人が少ないので、

専門家の方の助言や見方がとても参考になると思います。ですから、博物館の方、研究機

関から生物や植物に詳しい専門家や研究者の参加をぜひお願いしてみようと思っています。

現在でも協力していただいています。 

    最後に、この検討会と、先ほど出ました再生会議に対しての要望です。私たちが感じる

のは、もう既に立派な調査データがたくさんあるということです。 

    例えば、これは補足調査です。これはごく一部です。全部並べると１ｍぐらいになる調

査データがあります。すばらしいものです。 

    これは市川市が書かれた本です。こういうのも非常に参考になります。 

    また最近では、総合解析とか、護岸のときには環境基礎調査なども行われて、そのデー

タもあります。非常に立派なものです。 

    私たちは調査はたくさんあるのだから、その調査を有効に活用してほしいと願っていま

す。そして、三番瀬の自然環境の保全や再生に皆さんが貢献されることを要望します。 

    私は今「貢献」と言いましたが、よく「環境に配慮する」とおっしゃる方が多いです。

でも、もう「環境に配慮する」のでは間に合いません。皆さんにぜひ環境に「貢献」して

いただきたいと思っています。 

    以上です。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    続きまして、31 ページになりますが、ベイプラン・アソシエイターズの大野一敏さん、

よろしくお願いします。 

大野（ベイプラン・アソシエイターズ）  それでは早速紹介いたします。 

    ベイプラン・アソシエイターズの目的は、船橋は海に面していて、他市との個性化を考
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えたときに、海辺に住む理由、海辺になぜまちがあるか、そういうことを周辺はもとより

周囲の人たちに理解していただく。環境問題を考えたときに、シンプルに考えれば、環境

はなぜ必要か。それは衣食住に関係あるからです。そこで船橋の残っている自然環境、水

辺はどこに求めるかというと、海、そして三番瀬。海は東京湾ですが。そういうものとど

のようにつき合って、そして理解したらいいのかと考えたときに、これは独断と偏見です

が、切り口はレクリエーション、ヒストリー、そしてエコロジー、そういう切り方をして

います。 

    では、実際どうするか。三番瀬あるいは東京湾を観察するときに、私たちにあるアクセ

スは、道路は今のところ当てになりません、そういうことでまちづくりをやっていません

から。そこで船を使う。すべて船を使って海とつき合っています。出発点は船橋の漁港で

す。 

    三番瀬の考え方は、干潟という発想は当然皆さんお持ちですが、ウェットランドという

ことになりますと、世界的な定義は水深６ｍまでという定義があります。三番瀬の際立っ

た特色は浅い海ということです。それも 1,800ha もある。そういうことを理解するために

は、船で沖から観察してみることが必要です。そして我がまちを海から眺める。あるいは

東京湾の周辺のまちづくり。環境には景観という視覚に訴えるものもあるわけですから、

そういう面で東京湾岸がどのようなまちづくりがなされているか。 

    もう一つ考えなければならないのは、少子高齢化の中で私たちのまちはどういうものを

目指すのか。多くの方たちが船橋に住んでいます。船橋市の人口 60 万近い人たちが住ん

でいるわけですが、その中で海に携わっている漁業者はごく少数です。私もその一人です。

言ってみれば東京湾岸船橋浦のネイティブ、土着民です。そういう中で歴史あるいは環境

問題を考えたときに、そのような資料とか体験が役に立つ。 

    もう一つ大事なのは、ＣＯ２をどうやって減少するか。当然、まちの生活というのは、

究極的には毎日がリゾート（保養地）にいる形になればベリーチープ。お金のかからない

生活が毎日できる。そのためには住環境から歩いて海辺に接近できる、散歩ができる、ジ

ョギングができる、サイクリングロードがある、そしてお魚が食べられる。環境問題の究

極は、やはり安全・安心なものが食べられる、それが私は環境の一つの目的かなと考えて

ます。そこでいまだに東京湾を誤解している人たちが大勢いますから、最終的には魚を食

べていただきます。当然レクチャーのときにケーススタディとして、我が国の環境のレベ

ルというか、湾を扱うレベルについては比較論で説明します。サンフランシスコの管理の

仕方、チェサピーク湾の保全と再生計画、そういったものを例にとってお話をすることに

しています。 

    また、海からの視点が私たちの求めるところです。それでいろいろ理屈をつけましたが、

やっていることは漁労体験であったり、「臭い」と言われているボラ、これはあらゆる文

献を見ても「ボラは泥臭い」と必ず書いてあります。これは、一番先に魚の本を書いた人

が「ボラは泥臭い」と書いたわけです。参考文献でそういうものを使うときには、その筆

者がボラを食べてなくても「ボラは泥臭い」と記しています。今の弊害は、例えばインタ

ーネットを見て理解した振りをしますが、やはり食べてみる、そういうことは絶対必要だ

ということで、ボラ学会。それから、本当のおしゃれは何なのか。パリジェンヌと日本の

女性の違い、それは包丁が使えるか使えないか、そういうことです。そういうことも皆さ



 －19－

んに知ってもらうようにしています。 

    今、循環型社会の中でそういうまねごとをするとすれば、東京湾のアオサを陸に揚げて、

鳥の餌にしたり、田畑に施肥の代わりにして、リン、チッソが豊富ですから昔は使ってい

たわけですから、そういうことで農家の方たちとおつき合いをする活動もしています。 

    補助金は一切いただいていません。その都度その都度イベントの中から稼ぎを出すよう

にしています。というのは、一々報告書を書いたりしなくてもいいように、活動に力が入

るようにしています。 

    最後になりますが、東京湾の海辺のまちというのは、まさにそういう発想でまちづくり

がなされていないことを十分参加者に理解していただいて、我が国がこれから進むべき将

来、そういう一つの指標ができればいいなという感じです。海を理解することが日本の将

来につながります。 

    そしてもう一つ大事なことは、我が国の食糧自給率は、北朝鮮と何ら変わりがないこと

を理解してもらう。北朝鮮は貧乏ですから海外から買えませんが、いろいろなことを言い

ながら我が国は緊張感がないわけで、そこで大いにボラを食べていただいてます。 

    以上です。 

吉田委員長  どうもありがとうございました。 

    続きまして、「三番瀬ＤＯ会議」の杉村治さんからお願いいたします。資料の 13 ページ

です。 

杉村（三番瀬ＤＯ会議）  きょうは事務局長の鈴木が来るはずだったのですが、事務局長が神

戸に単身赴任をしていまして、戻ってくるのが大変だということで、たまたま暇だった私

にお鉢が回ってきました。 

    ＤＯ会議ですが、私も創立時からのメンバーですが、いつ設立したかはちょっともう忘

れてしまったのですが、大体 13～14 年経っていると思います。ほかの団体と違いまして、

うちはもともと、環境団体というよりは、まちづくりを考えていこうという団体でして、

三番瀬のとらえ方も、環境を考えるときには何が主体かを考えるのが大切かと思いますが、

例えば野鳥の会の方々だと鳥を主体とした三番瀬として環境を考えておられると思うので

すが、ＤＯ会議は、まちづくり、そこに住んでいる人たちを主体とした三番瀬を考えてい

こうということで活動してきました。 

    それまでの活動は、例えばワークショップも、三番瀬に集まってもらって、大人も子ど

もも特にこちらが指示するでなく、みんなで素肌で、音で三番瀬を感じてもらって、その

後、布絵を描いてもらっていろいろと表現をしてもらう、そういう活動をしてきました。

その一方で、船橋で行われている「環境フェア」への参加、「ふなばし三番瀬クリーンア

ップ」の観察会のお手伝いなどもしてきました。 

    昨年からですが、新しい試みとして、13 ページに書いてありますが、「三番瀬・あそぼ

う・さわろう・みつけよう」というワークショップをやることになりました。そもそもの

発端は、三番瀬はいろいろ議論されていますが、そこに子どもの目から見た視点がほとん

ど入ってこない。そこで、この会議の資料の中にもあったと思いますが、次世代人材育成

を考えた場合に、やはり子どもは大切ではないかと、子どもを主体とした観察会をやって

いこうと、このような試みをやっています。 

    内容ですが、一般的な観察会ですと、ついスタッフが案内して「次は、こちらに来てく
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ださい。これは○○です」という説明型になってしまいますが、そういうときに子どもは

取り残されちゃうのですね。子どもには子どもの時間・視点がありますから、大人だけが

どんどん先へ行っちゃって、子どもたちはもっと見ていたいのに、無理やり「こっち来な

さい」と引きずられてしまう。それではおもしろくないということで、あえて事前に何も

説明しません。一応パンフレットとして、これは船橋のクリーンアップでも使っている資

料（「三番瀬の生き物たち」）ですが、これを渡して、「これで自分たちで宝物を探してき

てごらん」という形で、およそ２時間半ぐらい自由に、ほとんど親子連れですから、大人

ともども三番瀬に出ていってもらいます。ある程度、砂浜にはどういう生き物がいて、あ

の辺にはこういうのがいるよという話はしますが、具体的な生物の説明は事前には何もし

ません。 

    「三番瀬の生き物たち」を回しますので、ご覧ください。本来でしたら持って帰れるも

のを用意すべきなのですが、資金不足で、後でまた回収させていただきます。 

    そこで、各自三々五々バケツやなんかにそれぞれの宝物を採ってきてもらって、昼食後

に自慢大会を開きます。スタッフは要所要所に配置して、もし質問があればその場で質問

を受けて、それにはもちろん答える形でやっています。戻ってきて、昼食後、みんなで自

己紹介と、何をどこで採ってきたか、どういうふうに苦労したか、それぞれ子どもたちに

発表してもらいます。一通り終わった後で、それぞれ、見せるものは大きめのバット、皿

みたいなものに入れて円形に置いて、それぞれ品評会みたいに見てもらいまして、あと、

スタッフのほうでそれぞれの生き物は何かということを説明して、感想を述べて終わりに

する、そのような観察会をやっています。 

    一度、我孫子のほうの小学生を三番瀬に案内したのですが、子どもはおもしろいもので、

大人の気づかないことにいろいろ気づいてくれるのですね。例えば食べているカキは知っ

ていても、自然にあるカキはほとんど見たことがない子たちですから、石で割って「ほら、

見てごらん。カキ、中に入っているだろう」と言うと、そのとき驚いたのですが、みんな

で石を持ってきて、あちこちでカキを割っているのです。そこから摘み取って、その場で

食べている。「大丈夫かな」と思ったのですが、後で腹をこわしたということは聞いてま

せんので、大丈夫だったと思います。 

    それから秋田の中学生、修学旅行でたまたまこちらに来た修学旅行生の１班を案内した

こともありました。中学生ですが、やはり小学生と同じようにはしゃぐのですね。非常に

楽しそうに一日過ごしていました。 

    お願いですが、我々の団体もそうですが、資料をつくるのに資料代 200 円、ただしこれ

は一つの家族に１枚しか配りませんので、子どもたちは保険代 100 円だけをいただいてや

っています。先ほどお話にもありましたが、ほとんどが、スタッフのボランティアという

か、持ち出しでやっている状態です。こういうのには寄付とか助成がなかなかもらえない

のが実態です。 

    今回のこういう委員会もそうですが、三番瀬というのは船橋、習志野といった周辺自治

体だけのものではないと思います。いろいろお話を伺っていますと、私も千葉市在住で、

実は佐野さんと同じように高校の生物の教員をやっておりますが、千葉市の小学校の先生

に「三番瀬あたりで総合学習、遠足なんかどうですか」と聞いてみると、「行きたいのだ

けど、生き物がわからない」という方が結構いらっしゃいます。もちろん学芸員とか専門
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の方がついてそれを説明してあげるというのも一つの手だと思いますが、我々教員の立場

からすると、生徒たちの尊敬の目を浴びたいわけですね。「先生、これ、何？」と言われ

たときに、「あっ、これは○○だ」と言うと、生徒たちが尊敬の眼差しで見てくれるわけ

ですね。ですから、ぜひそういった教員の研修会みたいなものをまず開いていただいて、

教員の側がそういう場所を使いたいと思う体制づくりが必要なのではないかと思います。

先ほども言いましたが、千葉県全体で使える場所にしていただいたらなと考えています。 

    あと、子どもによらず、けっこう三番瀬では、地元の常連さんたちがアサリを採ったり、

特におじいちゃん・おばあちゃんたちが、休みのたびに出てきて、話をしながら貝なんか

を採っています。そういう実際に我々よりもはるかにそこを利用している方々がいるわけ

ですから、そういう方々の声も反映させる方法はないものかなと感じます。 

    以上です。 

吉田委員長  杉村さん、どうもありがとうございました。 

    ５人の方の発表内容で質問がありましたら、お願いします。今後の時間は自由な意見交

換会にいたしますので、委員の方だけではなく、傍聴者も手を挙げていただいて結構です。

どなたからでもどうぞ。 

佐野（市川緑の市民フォーラム）  一つだけ言い忘れました。 

    先ほど会報の中で「稚アユ救出作戦」をやっているという話をいたしましたが、環境学

習というと、やっぱり「三番瀬の海」というところに注目をしてしまうと思います。もち

ろんそれは大切なことなので進めていただいて結構ですが、三番瀬ができたのは、川から

土砂、真水が供給される中で、海と川との関係の中で三番瀬はできてきていますから、川

も含めた流域の視点をぜひ皆さんには持っていただけたらと思っています。 

    私どもがアユを取り上げた理由は、非常にきれいな魚ですよね。生活史の一部を海で過

ごし、川を上って群馬とか栃木で親になる。また卵を持って下ってくる。流域をつなぐと

いう意味で子どもたちにとってわかりやすいかな、海・山・川がつながっていることがわ

かりやすく説明できるかなと思いまして、アユを取り上げています。そこら辺の流域の視

点というものをぜひお願いしたいと思います。 

吉田委員長  今の５人の方のをお聞きになって、私もそう思うとか、うちはそうでない問題が

あるとか、そういったことでも結構ですから、どなたからでもご発言いただければと思い

ます。 

寺島委員  杉村さん、ありがとうございました。ふだん私が思っていることと随分共通点があ

りましたので、いたく興味を持って聞いていました。 

    大野さんは、実際に漁業をやっていらっしゃる方で、逆に知らないので専門的な知識が

欲しいという方もいらっしゃる。そうすると、共通点が幾つか出てきたのではないかと思

います。 

    私、今聞いていましたら、一つは、５団体とも「生の体験が大事だ」と強くおっしゃっ

ています。あとは、一般の方とか子どもが重要な面がある。大野さんのところ以外は、指

導者、専門家が重要になってくる。その３点がこの会で重要になってくるのではないかな

と思いました。 

    この会は、環境学習施設等検討委員会ですが、最初に話が戻っちゃうような気がします

が、施設というよりは、子どもたちなり一般の方たちが三番瀬に行ってそこを味わうこと
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のできる環境がとても重要なのではないか。もし、箱という意味の施設だとしたら、その

学習を手助けできる専門家なり指導者なりがいる、そこに行けばわからないことがさらに

学習できる、そういう意味での場は必要なのかなという気がしました。意見です。 

福原委員  21 団体あるということが私自身は非常に驚いたというか、これだけ三番瀬に対し

ていろいろな人たちが動いているのだなということがとてもわかりました。 

    うちの峰台小学校のことを前にお話しましたが、東船橋の駅のすぐそばで、歩いて行く

には三番瀬はとても無理。かといってバスで行くには、子ども一人で行ってこいというこ

とはちょっと難しい。行くとしたら、学校全体で行かなければいけないかなという場所だ

と思います。 

    ここへ来るにあたって、私も子ども自身の側がどんなふうに考えているかと思って、ど

のぐらいの子どもたちが「三番瀬」を知っているか、アンケートを５年生 112 名、３クラ

スしかないのですが、３クラスで取ってみました。 

    「三番瀬はどこにあるか知ってますか？」に対して、「知っている」という子どもたち

が 27％です。 

    知っている子に、「三番瀬がどんなところか知っていますか？」というと、やっぱり

20％台。 

    「知っていますか？」でいるのだから、同じように「行ったことがあるか？」というと、

「行ったことがない」。 

    そのかわり、谷津干潟は 90％の子どもたちが行ってます。谷津干潟は、近くに住んで

いた子は、行きやすかった。行っても、いろんな環境があって、説明しているものがあっ

て、何回行っても楽しい、という答えが返ってきました。 

    今いろいろなことを言っていただいたのですが、大野さんの話は私は自分自身が飛びつ

きたい話ですが、112 名の子どもたちを一時に全部受け入れていただけるのかどうかとい

うのを知りたいし、そういうことを情報として私たちに提供していただければ、すごくう

れしいと思います。私たちもアプローチして情報を得なければいけないのかもしれません

が、逆にそういうことを学校側にも教えていただけると、三番瀬を教員自身が身近に感じ

られる。 

    それから、杉村先生がおっしゃいましたが、夏休みの研修のときに、ぜひ三番瀬を環境

学習として取り上げて、今、コンピューターですごくいい機械がいっぱいありますので、

いろいろな生物を写真で見せていただけたり、そんな形で教えていただけるといいなと私

は感じました。 

大野（ベイプラン・アソシエイターズ）  そのお話を受けて。 

    私は、今、保健環境論というのを大学で教えています。その生徒が、１年生ですが、

180 名います。授業の最終日には、船に乗せて三番瀬東京湾を見ます。なぜかというと、

広い視野とはどういうものか、ふだん感じてないことを彼らに感じさせる。180 人一度に

乗れる船かというと、そうではなくて、５クラス、６クラスに分けて半日ないし１日で消

化しています。今、すごくいいのは、その日その日の天候が携帯電話で、出発する２時間

前とかに決定できるものですから、天候が悪かったら中止ということで、安全対策は十分

やれるということで、ずっとやっています。 

吉田委員長  27％というのは、ちょっと驚きの数字でした。 
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福原委員  というのは、「三番瀬のポスターを描いてほしい」と子どもたちに画用紙をいただ

いたのですが、行ったことがない、見たことがない。資料も何もないところで描きなさい

と、画用紙だけはドッと提供していただいたんです。だけれども、「三番瀬を描いてきな

さい。夏休みの宿題」というわけには……。一応責任があるので、では、「どのくらいの

子どもたちが」ということから始まって、それはきちんと教えないと目的もできないだろ

うということから、アンケートも取らせていただきました。でも、ポスターというものを

提供していただいたおかげで、子どもたちは三番瀬についていろいろ調べたり、写真とか

持ってきてやっていました。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

発言者Ａ  印西市から来ました阿部と申します。この会も３年ぶりで、浦島太郎でちょっとボ

ーッとしています。 
    「三番瀬フェスタ」のときに発表させてもらいまして、その後は、いろいろなものを待

っていては子どもたちは卒業してしまいますので、そんなことで、見切り発車でいろいろ

やっています。私も船橋市が長かったのですが、その中で、学校の教材の中に「三番瀬」

という言葉のあるもの、例えば動物とか、そういうものがやっと入ったばかりです。だか

ら船橋の子どもたちが「知らない」というのは、いわば当たり前です。それからどうする

かというのをこれから考えていって、たしか先ほどの発言の中にもありましたが、いろい

ろな資料が随分たくさんできていますが、その活用がなされない。それがいわばもったい

ない。そう思っています。 
    私自身も船橋の小学校を幾つか三番瀬の案内をやっています。ただ、船橋だけでも小学

校が５５校もある。その中を網羅するのは、それは組織的なものじゃないとできません。

今のところは個人的なあれで、言われれば「いいよ」ということで 10 人くらいのスタッ

フでやっていますが、そういう中で一番大切なのは、先ほどの発言にありましたが、まさ

に体感してみること。見る・聞く・感じる、五感を使って感じ、心を使った第六感で感じ

取る。それには、確かにアクセスの面で大変です。でも、それはまた、いろいろなほかの

市も同じですが、校外学習に絡んでくる。 

    ただ、そういう中で困ったことは、まず一つ、雨のときどうするのか。雨の中の観察も

可能性があります。子どもたちの場合いろいろなものがありますから、完全に屋根のある

ところで着替えが完璧にできれば、やることもできます。それを新しくつくるのは当然無

理です。あるものを利用する。その機関に活用させてもらう。それは箱もの。 

    ソフト面では、さっき言ったように、やろうと思っても現職の人は平日なんかできませ

ん。そういう中で平日できるとか、そういうところを網羅していく。それはソフト面。そ

れを今度やっていくことが大事だと思います。 

    とにかく待っていては、子どもたちは卒業してしまう。やっぱり子どものときに感じる

ことは非常に大切です。そういうことをよろしくお願いします。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    雨の日の大事さは、この間、長谷川館長からも、谷津干潟の施設で雨の日の利用は非常

に重要なポイントであるというお話を伺いました。 

    ほかに、どなたからでもご意見がありましたらお願いします。 

町田委員  私たちの活動もそうなのですが、海はいろいろな制約があります。調査をやろうと



 －24－

思って水一杯くむのでも許可が必要だったり、私たちは船で結構活動していますが、保安

庁に許可申請を出さなきゃいけない。そのためには、組合に許可をもらったり、この間ま

では行徳側で調査していましたから、大家さんというか、海の持ち主は葛南土木だという

ことで、そこに許可をもらいに行ったのですが、今度船橋側でやろうと思って同じ書類を

つくっていったら、葛南土木じゃなくて今度は港湾だよと言われたり。調査をやっている

方もいらっしゃるからご存じだと思いますが、許可関係というか、こういうことをやると

きはこういう申請をして、こういうところから許可をもらわなければいけないというもの

が一元化されているとやりやすい。いつもやっていて、それはだめだと言われて、また書

類をつくり直したりするのですが、そういうのがどこかで一元化してわかるとか、窓口が

あるとか。例えば特別採捕だったら千葉県の水産局へ行かなければいけないとか、船関係

だったら保安庁へ行かなければいけないとか、組合には何をやるのでも一応話を通さなけ

ればいけないとか、そういうことが意外とわからなかったりするものですから、情報がわ

かるようになるといいなと思っています。 

吉田委員長  これは、現状では、例えば県の窓口で聞いたらわかるというのはありますか。 

町田委員  ありません。いつも苦労しています。 

吉田委員長  環境政策課も自信なさそうな顔をしていますね。 

町田委員  ありません。 

吉田委員長  そういうのがすぐわかるといいですね。 

後藤副委員長  さっき、僕、ちょっとおもしろいなと思ったのは、どっぷり浸かる体験はかな

り重要なので、三番瀬から離れたところは、そこでどっぷり浸かるのはほとんど無理だと

思います。地域地域で、さっき佐野さんから流域の話も出たのですが、小さくてもいいか

らそこでどっぷり浸かれる体験をしておいて、三番瀬でもう一度違う自然を体験してみる

ことは非常に大事かなと。みんな三番瀬でどっぷりやりたいとなると、ほとんど終日取っ

て、遠いところは泊まらないと本当の姿は見られないところがありますので、もう一つの

視点として、さっき佐野さんが言ったような流域の視点もありますが、自分たちのところ

でどっぷり浸かれるものをきちっとつくった上で、あるもので体験した上で、その体験を

子どもたちが積み重ねる中で三番瀬とどうつながっていくかという視点を入れていくのが

いいのかなという気がする。何でもかんでも三番瀬でやりましょうというのは、おそらく

いろいろなことで難しいと思って、そういうことが一つ必要だなと感じました。千葉県と

しては、ビオトープのことも推進していますので、そういうことも含めて考えていただけ

ればと思います。 

    あと、さっき資料の件とか、いろいろ皆さんからこういうのがあると便利だなというも

のは、おそらく県はやってくれるのですよね。整理すればいいのと、県の資料に例えば

「三番瀬」と載せてもらう。教育委員会も含めて。そういうアプローチはこれから提言と

して出せばやっていただける可能性はありますよね。 

事務局  共通の教材づくり。 

後藤副委員長  とりあえずそういうのを集めて、教育委員会は持っているでしょうし、博物館

は持っているでしょうし、そういうのをきちっと集めていくことを我々として提案した場

合に、当然……。 

事務局  もちろん予算措置の問題になってまいりますけど。 
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後藤副委員長  そうですね。もちろんそういうのをまとめてみて、さっきあった許可の問題、

そういうのは一応県にお願いして、予算がつけばクリアできる部分もあると思うので、こ

れはぜひ、最後の「まとめ」のときに提言として入れていけばいいのかなと。そのときに

どういう情報が欲しいのかも、きょう出たのも含めて窓口をいっぱいつくっておいて、小

学校だったらどういうものがある、前にお願いした機材、共通で貸し出しするような場所

が三番瀬にどこかあれば、わざわざ持っていかなくても、そこに立ち寄って鍵が借りられ

ればそこを開けて入っていけるとか、そういうことが一歩として大事なのかなと。 

吉田委員長  施設という点から言ったら、先ほど寺島さんにお話しいただいた手助けしてくれ

る専門家が常駐しているとか、いま後藤さんからお話があった共通で使える機材、簡単な

実体顕微鏡とかが置いてあるところ、先ほどの雨の場合の避難、そういったものであれば

必要性はあるのではないかという話が出ていたと思います。 

    そのほかいかがでしょうか。施設の話が出ましたので、よろしければ、どういう施設だ

ったら欲しいというお話を。「施設等検討委員会」ですので。 

大野（ベイプラン・アソシエイターズ）  話しちゃっていいのかな。（笑い） 

    ふなばし三番瀬海浜公園の隣に、1,000 坪ぐらいかな、千葉県の企業庁の空き地があり

ます。それは前面が三番瀬です。市川の土地と違って、海岸線に沿って横長です。佐川急

便の南側になります。大きな道路に接しています。そこを県から借りられるとすれば、そ

こが観察する拠点になると思います。そこに、理学部、生物学、海洋建築学、そういう大

学の研究所を誘致する。これはサンフランシスコに例があります。サンフランシスコのモ

ントレーに水族館があって、そこには研究所があります。三番瀬を四六時中観察して研究

するには、今の調査にしても大変なお金を使っているわけですから、それを大学の生徒に

任せる。そうすると経費が削減できる。では、建物をどうするかといえば、カラマツ林が

群馬県にたくさんありますから、そのカラマツを切り刻んできて、ログハウスを１年に１

軒あるいは２年に２軒建てていって、６軒ぐらいつなげて建てればなかなかいい拠点がで

きるなと、そう考えています。 

吉田委員長  ありがとうございます。なかなか夢のあるお話。 

    ほかの４人の方はいかがでしょうか。施設についてのご意見があれば一言。 

佐野（市川緑の市民フォーラム）  現在、例えば市川市には、三番瀬案内所はあります。あと

行徳の観察舎があります。谷津干潟には観察センターがあって、浦安は郷土博物館。船橋

市は直接的にはないのかな。ただ、海浜公園の一角には、現在使われていないスペースも

あって、さっき阿部さんからの「雨の中で着替える場所があれば」というので、すぐパッ

とそこが活用できるなと思いました。だから、今ある施設を最大限有効に引き出せないの

かなというのが一つです。 

    大野さんが言われたような大学の研究施設プラスそれが環境教育に使われるのは賛成で

すが、新たに環境教育のセンターみたいのを大がかりにつくる必要はないのではないかと

思います。それよりも、先ほど言いましたが、各拠点に、手を洗ったり、トイレ、観察の

ときに最低限必要なことができる施設を散りばめることがすごく重要なのではないかと思

います。 

    実は、江戸川放水路で１年間、高校生と地引き網を引き続けたという調査をやったこと

があります。その子たちと話したときに、「できるだけいろいろなものはつくらないほう
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がいい」と高校生も言います。大人の感覚だと立派なビジターセンターみたいのをイメー

ジする人が結構いるかと思いますが、高校生の生の声は、そんないろいろなものをつくら

ないほうがいいという意見がありました。 

山北（浦安自然まるごと探検隊）  似たような意見ですが、最終的に大きな施設を三番瀬のど

こかにつくるかという話が円卓会議のときにも何度か上がりましたが、まずそういうのは

置いておいて、今どういう施設が必要かというと、佐野さんが言われた小屋みたいなのも

のだと思います。そういうところで観察会の準備とか、あるいは、ルールづくりなどをし

たら、そういうのを維持していくための人が土・日ぐらいはいられるような施設があると

いいなと思います。 

    施設自体も、管理の仕方で順応的管理というのがありましたが、それほどしっかりした

施設じゃなくてプレハブみたいなもので、必要であればまた移動もするし、それがそこに

本当に必要であればもう少し大きなものにすることも考えてもいいかもしれないし、こう

いう形で考えるのがいいかなと思います。 

伊藤（三番瀬市民調査の会）  今、蓮尾さんのところの行徳湿地、長谷川所長のところの谷津

センターが頭に浮かぶのですが、谷津センターは、安全では抜群ですが、荒っぽさという

のはなかなか感じられない。でも僕、昔、センターのない時代から知っていますが、すば

らしい施設だと思います。 

    蓮尾さんのところも、30 年もかかって現在の姿まで持ってきた、これはすばらしい努

力だと思いますが、それではビジターがどっさり来るかというと、なかなか難しい問題が

あると思います。だけど僕は逆に、デパートが好きな人はいつだっているわけだし、自然

の好きな人だって、全員がそうなる必要はないから、どの辺にイメージを絞ってそういう

施設をつくるかというのをしないと、漫然とつくっても……。デパートみたいに人が来た

ら、反対におかしいです。自然は人が大体いないところだから。そもそもそうだと思いま

す。それからハイヒールを履くのが好きな人が来るところじゃないわけですから、タイプ

が違いますから、最初から人がいっぱい来ることをあまり要求してはいけないと思います。 

杉村（三番瀬ＤＯ会議）  佐野さんもお話していましたように、新たに箱ものをつくるといっ

ても、おそらく県も周辺の自治体もお金という面ではかなり苦しいと思いますので、なか

なか難しいと思うので、できるだけ既存の施設を利用するということ。 

    それから、小さい子どもを連れて行ったときの不安は、けがしたときに応急処置をする

場所がないことです。看護師さんの常駐は難しいでしょうから、せめて薬を置いておく場

所。雨が降ったとき、例えばそこで観察会を「終了」と言ったときに、「それで、もう終

わり」というのも味気ないですから、できたら雨天のときに室内で学べるような展示ある

いは映画のようなものがあれば、環境学習の場としてより役立つのではないかと思います。 

    先ほど言い忘れたことですが、佐野さんが、江戸川放水路の河口で非常に生物の多様性

が高い場所があるとおっしゃっていましたが、同じように、このパンフレットで言うとＣ

の旧航路跡地ですが、ここは埋立の対象にもなっているみたいですが、ここも実は非常に、

カキ礁とまでいきませんが、カキ殻が多くて、いろいろな生物が棲んでいます。海浜公園

の前面が青潮で真っ青になっても、ここだけは何とか青潮が入らないで生物の避難場所に

なっているような具合になっています。ですから、ここのところももうちょっと温かい目

で見ていただきたいというか、大切にしていただきたいと思います。 



 －27－

山北（浦安自然まるごと探検隊）  やはり施設を考えるときに、車をどうしても考えなければ

いけないかなと思っていて、もちろん初めから車は別の場所に止めてもらって排除する方

策をとるのも一つですし、最低限の駐車場を設けるのも方法ですが、排除するならするで、

車は来れないことをどうやって伝えていくのか、そういったところまで考えないといけな

いかなと。結構、新浦安のあたりは駐車禁止になっていてもところどころへ止まっていた

りするので、そのあたりは課題としてメモしておく必要があると思います。 

吉田委員長  時間的にはもうそろそろ締める方向でいかなければいけないのですが、今までの

議論をお聞きになって、委員の方、何か。 

桑原委員  皆さん、現地へ行って感動されたと言っているのですが、私、こういう分野、生物

をやり始めたのは、全然現地じゃないのですね。本とかそういうものです。それで、「あ

っ、こういうものがいるんだ」ということで、東京湾に来てみたら「あっ、干潟ないじゃ

ない」という話になって入ってきたのです。 

    皆さん、三番瀬の話ばかりなのですが、今、あまり具体的な名前を出すのはよくないか

もしれないですが、「日本沈没」という映画をやられていますが、あれにトップレベルの

研究者がかなり参加されて、その研究のきっかけが最初の小説、その後に映画を見て、そ

れで入ってきた方がかなりいらっしゃる。環境とはまた別ですが、防災にかなりその方々

が関わっているという話です。 

    そういったことも考えていただいて、現地へ行くのもいいのですが、こちらの資料№３

にありますが、観察会とかイベントは、確かにお子さんとか感激されるかもしれないので

すが、続かない場合があります。例えば私の博物館だと、小学校までは毎週のように来て

くれるお子さんが、中学校へ入ったらばったり来なくなって、「あれ、もう成人されてい

る」という感じで、その後続かない場合があります。だから施設も、今まであるものを使

っていただければいいのじゃないかという気がします。 

    どういう使い方があるかというと、講座とか講演会、展示があります。僕ら、すれちゃ

っているので、展示なんか見ても全然感動もしませんし、例えば展示をやるといっても、

業務でやっているので何とも思わないのですが、去年、たまたま「水の展覧会」をやりま

して、業務でやっているから、まぁやらなきゃならないとやったのですが、かなり「水」

は干潟とリンクしていまして、どういうことかというと、例えば前に話したペットボトル

の話がすごい関係してきて、ゴミ問題にすごいリンクしている。その場でつくっていると

きはわからない。１年後にようやくわかってくる。このペットボトルは２年半ぐらい使っ

ていまして、ゴミの削減になるのと、展覧会をやったおかげでタンパク質を動物のものか

ら取らなくなったら、ゴミがえらい減っちゃって、ゴミの日にゴミを出せないのは悲しい

なと思いながら、ほとんどゴミが出なくなったのです。野菜食に変えていったことによっ

て、非常にゴミが出なくなった。それも、水を中心に考えていくとそういうことになる。

それはディスプレイとか展示を見てもその場でわからないのですが、１年ぐらい経ってよ

うやく「あっ、そういうことなのか」とわかっていくので、確かに感動も重要ですが、例

えば今ある谷津のセンターとか行徳でいろいろプログラムをもう一回組み直して、それで

次の施設という考え方でもいいのじゃないかなという気がします。 

    展示は、予算をかければかけるほど、お化け屋敷みたいな感じでびっくりする。「感動

する」とは違うかもしれませんが、結構考えたり、学校の先生方がこちらに多いと思いま
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すが、プログラムを組むのは非常に大変だと思うし、教科書にないものをつくるのは非常

に大変だと思いますが、そういうことを考えながら、ペットボトルのリサイクルじゃない

のですが、リバースというか、施設をもう少し考えてみるというのも手ではないかと思い

ます。 

    これは、ここの場には関係ないですが、例えば県の土地があるとすれば、そういった場

所は更地にできるのなら更地の場所をつくってやれば、今でも希少種が繁殖する場所がか

なりできるかと思います。例えば山北さんが発表されたコアジサシも繁殖場所がなくて困

っていて、東京湾以外には繁殖できる場所が世界的に見てないのですね。そういったこと

もいろいろ考えていただき、現地へ出るだけではなく、施設をつくるだけではなく、もう

一回再利用を考えていただいて、また次のことを考えていただければと考えています。 

    現地に出るのも感激しますが、いろいろ本を読んだり映画を見たりでも感激は得られる

と思いますし、展示を見たりでもいろいろ考えることはできるかと思います。資料は博物

館だけではなく図書館、公民館、千葉市内にも小さいところですが小学校にもディスプレ

イルームみたいなものがございますので、そういうことも考慮に入れていただいて検討で

きればと思っております。 

    ちょっとまとまりがないのですが。 

吉田委員長  ありがとうございました。どちらかというと、今まで、施設はあまり……既存の

を生かしてという感じ、基本的にはそうなのかもしれませんが、そういう中で施設の意義

をお話しいただきました。三番瀬案内所の中でも小さな展示をしていますが、あれだけで

も、駅を降りて見ていただくと大分刺激を受けますし、いいと思います。調査に基づいた

展示はすごく大事だと思います。 

    先ほど福原先生から、谷津干潟は行った子は 90％だけれど、三番瀬は 27％という話も、

きっと三番瀬海浜公園には行ったことはあるのでしょうけれども、どこが三番瀬かわから

ない。何か施設があって行く場所があれば、そこが三番瀬だなと子どもたちにとってもわ

かりやすいのかもしれません。そういったことをこれから引き続き検討していきたいと思

います。 

    ５人の方、最後に、これは言い忘れた、言っておかなくちゃということはございますか。 

山北（浦安自然まるごと探検隊）  関連して話を広げてしまうかもしれませんが、多分、三番

瀬を対象とした環境学習はいろいろなスケールがあって、きょう主に発表された方は、現

地へ行って現地で実際に生き物を見るというスケールですし、その中でカキ礁まで船で行

くというのが一番深い意味で現地の観察をやっていると思います。 

    それに行き着く以前で、現地に行かなくても、あるいはちょっと見るだけというスケー

ルでも三番瀬を対象とした環境学習があって、例えば近隣に散歩してくる人たちにどうい

うふうに学習してもらうか。あとは、三番瀬へ行かないまでも、桑原さんがおっしゃった

ような図書館や地域の博物館で学習してもらうとか。今回は施設の話が時間的に中心にな

ってしまったのですが、スケールごとに分けて全体をこの中で整理できるとおもしろいの

ではないかと、少し感想として思いました。 

伊藤（三番瀬市民調査の会）  今でも、護岸にトイレが欲しいですね。これがあるだけでも、

家族でも一般の人でも安心して来られるというのがあるんじゃないかな。確かに維持は大

変ですよね。でも、トイレがあったらすごいと思います。 
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佐野（市川緑の市民フォーラム）  市川市が３年かけて「市川の自然環境実態調査」をやりま

した。分厚いすばらしい報告書ができ上がっているのですが、それをその段階でとどまら

せずに、市民にわかりやすくその成果を紹介しようと、市川市が 70 周年の記念事業とし

て、全部カラーですが、三番瀬や江戸川放水路や江戸川も含めて書いてありますが、こう

いったものを出しています。書店でもお求めいただけます。多分、船橋市はこういうもの

はまだつくってないのじゃないか、浦安市もまだかと思いますが、こういうので三番瀬み

たいなヴァージョンができるとおもしろいと思います。非常にいい本ですので、環境学習

をこれから検討される皆さん、1,575 円ですが、ぜひお求めいただければ。少し持ってき

ております。 

後藤副委員長  きょうは、大野さんに来ていただいて、環境施設のほうに話が行ったのですが、

もうちょっといい自然の場を再生しながらつくっていくという議論もあって、大野さんか

らは海からの視点でまちづくりという大きなスケールの中での話も出てきました。おそら

くこの会議で大野さんが抜けちゃうと、小さくなっていっちゃう。山北さんもスケールと

いう問題を言ったんですが、大きな目標も捨てずに、その中でステップとしてどこからで

きているか。再生会議のほうでも議論する例えば湿地再生とか自然再生という議論もあり

ますので、この場でも夢みたいなことも少し出していただきながら、現実にできるところ、

両方議論できれば一番いいのかなと思っています。 

蓮尾委員  先ほど町田さんが指摘された、いろいろな手続が煩瑣で大変わかりにくいというこ

とは、何らかの形の窓口への努力は難しいですか。私は全くど素人なのでわからないので

すが、例えば漁協さんが役所に対する手続の窓口を有償で。どこがお金を払うかわからな

いですが、漁協に話を持っていけば、そこであとはやってくれるというシステムは、いか

がですか。役所はかなりいろいろな窓口があって、どこがどこでと名前を覚えきれない。

ただ、漁協さんは否でも応でもそういったことをクリアしながらお仕事をされていると思

うので、そんなことができないかとちょっと思ったものですから。 

大野（ベイプラン・アソシエイターズ）  考えてみましょう。可能か不可能かわからないけど、

いろいろアイデアをいただきたいわけで。ありがとうございます。 

発言者Ｂ  再生会議で「環境学習」「維持・管理」「広報」のグループの担当になりました米谷

と申します。 

    きょうは、遅れましたけど、来てよかったと思います。活動されている方の生の声が。 

    さっきの環境学習施設のことですが、再生会議などで蓮尾さんが提案されましたように、

ハードよりソフトという面に全く同感を覚えています。 

    ただ、みんなが「寄ってみようかな」という施設づくりは大切で、谷津干潟の観察舎と

か、蓮尾さんのところ以外にも、去年の 10 月、同窓会の帰りに藤前干潟のセンターに寄

ることができました。「藤前干潟を守る会」がつくりたかった施設が中洲にあって、そこ

は藤前活動センター。市会議員の方が関係して、中洲じゃない対岸のスポーツ運動公園の

ところに稲永ビジターセンターというのと、２ヵ所できてしまっていた。いま発言された

伊藤さんがあらかじめ連絡してくださっていたのか、あちこち案内していただいて、施設

の中も見ることができました。稲永ビジターセンターのほうは、さっき話に出ていました

ようにログハウス形式のしゃれた建物で、屋上緑化とかいろいろやっていました。活動セ

ンターのほうは、さすがに長いノウハウの蓄積があったので、生物教室のような部屋がつ



 －30－

くってあって、それぞれによさがあった感じでした。 

    施設関係はそれとしまして、さっき福原さんがおっしゃった三番瀬のことですが、私は

津田沼ですが、地元民と新住民が半々くらいのところです。だから三番瀬はすごく知られ

ています。小学校は遠足で葛西と海浜公園はよく行きます。みんなプールと潮干狩りはし

ょっちゅう行きますが、今回、円卓会議の終わりのころに「船橋海浜公園」から「ふなば

し三番瀬海浜公園」になって、すごくいいアイデアだったと思っています。私も円卓会議

に入ったときは、市川三番瀬はどこにあるのかなと思っていたくらいですから、あんなに

広いとは思わないで、海浜公園あたりだと思っていたわけです。 

    以上です。 

町田委員  今の議論、私が最初に言ったのとちょっと関係すると思いますが、どこを目的にす

るかで全然違ってきます。観察だけできればトイレでいいのかもしれない。物置があれば、

倉庫があれば、そこに観察に必要なスコップとかを置いておけばいいのかもしれない。だ

けども、フラッと行って、そこで誰かガイドしてくれる人がいてくれたらいいなと思うと、

そこに何かしら常駐している人がいなければいけなくなるし、雨の日にそこで学習もでき

るといいなとなると、展示施設も必要になる。これからやっていく三番瀬の再生を担う人

たちを育てることになれば、それなりの施設も必要になるし、研究機関も必要になるし、

調査もやりましょうとなれば、それなりのものが必要になります。どこを目的にするのか

決まらないと、「要らない」とも言えないし、「要る」とも言えない。そういうことではな

いかと思いますが。 

吉田委員長  きょうは、施設のほうにかなり及んできました。今、町田さんがおっしゃったと

おりで、一体どういう活動を行っていくか、それを施設でやるかということを決めていか

ないと施設の規模なんか決まらない、全くおっしゃるとおりで、これからもう少し、きょ

ういただいた意見などをもとにして議論を進めていきたいと思います。 

 

       （４）その他 

 

吉田委員長  次回だけ決めておかなければいけないのですが、9 月 27 日に次の再生会議があ

ります。その前に開きたいと思います。学校の先生は夏休み中がいいのか、夏休み中じゃ

ないほうがいいのかわかりませんでしたが、一応休みのときは避けたほうがいいだろうと

いう考えに基づきますと、９月４日からの週あたりだと県のほうも都合がいいようですが、

そのあたりでご都合を伺いたいと思います。 

             （ 日 程 調 整 ） 

吉田委員長  では、8 月 30 日にしたいと思います。 

    場所は、各市持ち回りで行きますと、次は習志野になるかもしれませんが、場所を探し

ていただいて。 

後藤副委員長  きょう来ていらっしゃる方で、県のほうに環境学習関係で登録できる方は、き

ょう言っていっていただけるといいと思いますので、よろしくお願いします。 

吉田委員長  事務局から何かありましたらお願いします。 

事務局  １点だけですが、実は、前回の特別委員会が終わった後に、きょうご出席になってい

ませんが、佐久田先生から、委員の間でメーリングリストをつくったらどうか、自分の活
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動でいろいろな連絡を取れればいいということで事務局に話がありまして、送ってない方

もまだいますが、個々にこの会議を通さないで皆さんにご都合を聞いてしまったものです

から、こういったものは会議の席で提案をして意見を聞いた上でメーリングリストの作成

を諮ったほうがいいのではないかというご意見がありましたので、委員の方で協議してい

ただければと考えております。 

吉田委員長  ご提案の佐久田先生がいらっしゃらないのですが、この件に関してご意見がある

方、お願いします。 

桑原委員  連絡を速くするということで、メーリングリストはぜひとも利用したほうがいいの

ではないかと思います。 

町田委員  事務局からの連絡は今までどおり流れていいわけですね。それ以外にやる意味がよ

くわからないので、私は要らないと思います。私、佐久田先生とも個人的にやってますが、

そういうことでいいのではないかと思います。全員で送る必要はないのじゃないかと思い

ます。 

吉田委員長  メーリングリストまで立ち上げる必要はないというご意見ですね。 

    この議論をしている時間がありませんので、まだ立ち上げないで、佐久田先生もいらっ

しゃらないことですし、「やる」「やらない」を決めてしまうのもあれですから、もう一度

次回検討いたします。とりあえず両方の意見が出ているというところまでで締めたいと思

います。 

    本日、５名のゲストの方、本当にお忙しい中をご出席いただきまして、ありがとうござ

いました。御礼申し上げます。 

    それでは、事務局のほうにお返しいたします。 

 
     ３．閉  会 

 

事務局  きょうは、長時間にわたりましてご協力ありがとうございました。 

―― 以上 ―― 


