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     １．開  会 
 
事務局  ただいまから、第５回「三番瀬環境学習施設等検討委員会」を開催いたします。 
    まず、配付資料の確認ですが、お手元の資料として、 
     次第 
     裏面が委員の名簿になっております。 
     本日欠席の方が何人か出ていますので少しずれていますが、座席図。 
     資料№１ 第４回委員会会議結果 
     資料№２ 第４回三番瀬環境学習施設等検討委員会グループディスカッションまとめ 
     資料№３ 第４回三番瀬環境学習施設等検討委員会グループディスカッションまとめ 
                                       （図解） 
     資料№４ 三番瀬再生計画（事業計画）答申原案 会長原案 
    資料は以上でございます。 
    続きまして、本日の委員の出席ですが、委員 14 名中 11 名の方にご出席いただいており

ます。オブザーバーにつきましては、４市のうち浦安市はきょう欠席でございます。委員

につきましては、設置要綱第６条第３項で定める定足数を満たしていることをご報告申し

上げます。 

 
     ２．議  事 
 
       （１）第４回委員会会議結果について 
 
事務局  それでは、これから議事に入ります。 
    議事の進行については、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  それでは、議題１から進めてまいります。 
    議題１の第４回委員会会議結果について、事務局から説明願います。 
事務局  配付資料№１に基づき、簡単に説明いたします。 
    前回の第４回委員会につきまして、まず議題１として、第３回（前々回）の委員会の会

議結果について事務局から説明し、特に質疑等なくご了承いただいたところでございます。

（１）で「第４回」とありますが、「第３回」です。 
    ２番目として、第３回委員会で「その他」で議題になったメーリングリストの作成につ

いて、第４回委員会でも引き続き皆さんで討論していただきました。佐久田先生からメー

リングリストの作成についての提案の趣旨を説明していただき、委員の皆様に意見をいた

だいたところです。結論としては、いろいろ賛成・反対の意見がございますので、メーリ

ングリストについては全員が加入して運営しなければあまり意味がないということもござ

いますので、委員長のほうから「メーリングリストにはしない」という提案をいただきま

して、皆様にご了解いただいたところでございます。 
    次に、（３）として、前回の議題２「三番瀬における環境学習に関する課題抽出と今後
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の方向性について」について、「環境学習プログラム」「人材の育成・確保」「施設のあり

方・場の確保」の三つのグループに分かれてディスカッションをしていただきまして、最

後に各グループからの話し合いの結果を発表していただいたところです。それぞれのグル

ープでのまとめについては、こちらの用紙に記載のとおりです。 

    そのほかに、各委員から補足意見、及び一般参加者の方、オブザーバーの方から意見を

いただいたところでございます。 

    最後に、「その他」として次回の検討委員会ということで、本日、10 月 30 日に決定し、

前回の委員会は終了になったということでございます。 

    簡単でございますが、以上、会議結果の要旨ということで説明させていただきました。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    ここまでは事務局の説明という感じでいましたので、ご挨拶もせずに始めて、失礼しま

した。 
    前回は、ここにまとめが書いてありますように、グループディスカッションを皆さんに

やっていただきまして、傍聴者の方にも参加していただいてやりました結果を、それぞれ

の担当者、蓮尾さん、後藤さん、桑原さんにも参加していただいて、まとめをしていただ

きました。 
    きょうは、それをまず報告して、それから、皆さんのきょう気がついた意見などをそれ

にどんどん加えていっていただく。そういうやり方で進めてまいりたいと思います。 
    今後どういうふうに進めていくかという日程がわからないと進めづらいと思いますので、

私の心づもりを申し上げたいと思います。 
    きょうは、委員の皆さん、及び傍聴者の方から発言していただいても構わないのですが、

この場にいらっしゃる皆さんの意見はなるべく取り入れていく。ここに足りないものはど

んどんおっしゃっていただいて、加えた上で、次回、２ヵ月に一遍くらいやっております

ので 12 月になると思いますが、後でまた日程を決めたいと思いますが、次回はこれに基

づいた文章化した案をつくります。それは、この会議の報告書案になるような形で文章化

したいと思っております。それを皆さんにもう一度お諮りする。きょうはグループディス

カッションをまとめた簡単なメモという段階ですので、それを報告書案の段階まで高めた

いというのが次回です。そのご意見を伺った上で、できれば、今までいろいろなアンケー

トに協力していただいたＮＧＯとか環境教育団体の方もいらっしゃいますので、あるいは

環境教育施設の方もいらっしゃいますので、そういった方にもう一度それを戻して、今度

は関係して実際に活動していらっしゃる方の意見もそれに加えていきたい。そうすると、

次の回が多分２月くらいではないかと思いますが、その間にご意見いただいたものを加え

て、２月ぐらいに最終的な案とする。そういう流れで考えております。きょうもあわせて

あと３回ぐらいでまとめられればうれしいな、年度内でできるかなと思っております。 

    そういった面では、ぜひきょうは皆さんの忌憚のない意見をおっしゃっていただいて、

後藤さんにも手伝っていただいて、意見はどんどんきょうのまとめに加えていきますし、

もし異なる意見があるのであれば、それについては率直におっしゃっていただいて、それ

をどういうふうに解決したらいいのかということも話せればいいなと思っております。 

    もう一つは、資料番号としては後のほうになっているのですが、これも一緒にお話して

おいたほうがいいと思います。 
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    資料№４ですが、三番瀬再生会議のほうで、同時並行でいま検討している中に、環境学

習や環境教育のことがございます。「会長原案」とありますが、これは９月の再生会議で

最終的な意見を出しまして、それをまとめて 11 月初めには会長のほうから答申される内

容になっております。これは県の案ではなくて、再生会議のほうの案でございます。 

    一つめくっていただくと、この「環境学習・教育」について再生会議の中で検討されて

修正された部分にアンダーラインが引かれております。最初は、県の案としては、この会

議が時並行で検討しているので、あまり具体的な事業計画の目標は書かれていなかったの

ですが、これについては目標をちゃんと加えたほうがいい、ほかのページには全部目標が

書いてあるのにこのページだけ「第１次事業計画の目標」がないのはおかしいということ

で、いま私たちが検討しているまさにその三つのテーマが書かれています。 

     三番瀬の再生をすすめて行くためには、より広範に多くの人が三番瀬に関心を持ち、

再生への活動に参加できるようにしていく必要があります。このため、 

     １．環境学習・教育に関する検討委員会の設置。これは今やっておりますが。 

     ２．環境学習・教育に関する人材育成。 

     ３．三番瀬に関する環境学習・教育活動の支援を行います。 

   ということを加えてほしいと、これが再生会議の修正意見です。 

    その下に、計画事業として「５か年の目標」が書いてございまして、この検討会議の中

で、三番瀬を活用した環境学習の内容、環境学習を担う人材育成のシステムづくり、環境

学習のための施設のあり方や場の提供などについて検討しますということで、整合性が取

れるように今やっております。 

    これが会長のほうから県知事に答申されますと、県ではこれを受けて県の計画をするこ

とになります。日程的に、おそらく次、12 月にこの会議を開いたときに、県のほうの案

として出していただけるのではないかと思います。そうしますと、次回は、私たちがこの

会議の中で話していた内容と、同時並行で県のほうが環境教育に関して立てようとしてい

る事業計画について、同時に見られるような形になるのではないかと思っております。 

    そんな日程で進んでいるわけですが、その辺を念頭に置きつつ、きょうぜひ皆さんのご

意見をお願いしたいと思っております。 

    進行とか日程について、何か皆さんのほうから質問ございますか。 

    よろしいですか。 

    県のほうから何か追加していただく話は……。よろしいですか。 

    よろしければ、この進行で行きます。 

 

       （２）三番瀬における環境学習の基本的方向の整理について 

 

吉田委員長  まずは、前回のグループディスカッションを思い出していただくためにも、各グ

ループのまとめ、どんなことが行われたかというのを、資料№２と、カードを貼り付けた

ものをそのままワープロで打っていただいた資料№３がありますので、それをご覧いただ

きながら見ていただきたいと思います。 

    最初は、「環境学習プログラム」グループ。後藤さん、お願いいたします。 

後藤副委員長  実は非常にバタバタしまして、蓮尾さんのところに後藤と桑原さんと集まって、
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桑原さんのリードのもとにまとめさせていただきました。 

    では、桑原さんに発表をお願いします。 

桑原委員  前回ああいう集まりをすると思わなかったので、皆さんどういうことを考えられて

いるのかなということでプログラムを挙げていただきました。すると、バラバラといろい

ろなプログラムが挙げられたのです。それをまとめてみました。 

    それをまとめてみたものが、こちらの後ろにある表です。細かいところは、いろいろ分

けると合わないというのがあるかと思いますが、大ざっぱに 16 項目ぐらいに分かれるの

かなということがわかりました。 

    このプログラムというのは、目的でいろいろなプログラムがおそらく書ける。ですから、

最後の３行ですが、環境学習・環境教育といったものは、全般に関わる問題、人材の育成

とか確保に関わる問題、あと場所があるとかないとかいった問題、その３点に深く関わっ

ていて、その三つが決まる、もしくはその三つがどういう方向に行くのかによって、今後

いろいろなプログラムを書けるのではないかということが、会議の後、考えられました。 

    以上です。 

後藤副委員長  ７ページにズラッと並んでいる№１～№70 まで、皆さんにいろいろなワーキ

ングの中で出していただいたものを、「プログラムの目的」とか「課題の発見」とか、桑

原先生のさっき言われた 16 の項目に。材料としては非常に出てきているという印象があ

ります。そのためには、今も言いましたが、どういう施設があり、どういう場があって、

どういうことができるのか、ある程度明確にならないといけない。そうしないと、プログ

ラム自体も、すべて準備するというのも一つの方法なのでしょうが、なかなかそういうこ

ともできないですので、とりあえず、ある目標設定なり、場なり、ある程度イメージがで

きた段階で組み立てていくことができる材料が出揃ったということだと思います。 

    もう一つは、２ページに「参考」というのがあって、先ほど吉田委員長から話があった

のですが、三番瀬を対象にした環境学習の実施状況に関するアンケート結果を各団体から

出していただきましたので、実際に環境学習を実施している方たちの意見は相当取り入れ

られているので、こういうこともきちんともう一度見直してやろうではないかと。せっか

く出していただきましたので、そういう団体のやっていること、悩みとか、どういうもの

があれで、そういうものを解決できる術があるかどうかも含めて。 

    もう一つは、たまたま「干潟の環境学習ガイドブック」、国交省の中国地方整備局、宇

部港の港湾事務所でつくっているのを県の方から教えていただきました。それを見ますと、

プログラムとして干潟のプログラムはよくできているのですね。それから谷津干潟のほう

でも、渡りのプログラムとかあるので、あるものをまず見て、こういうものはどのくらい

の年齢層向けで、どの程度のレベルになるのかということを含めて、各団体でもかなりつ

くられていると思いますので、その辺をきちんと一度整理してみたらどうかなということ

で、ここに「参考」で入れさせていただきました。 

吉田委員長  続いて、「人材育成・確保」ワーキンググループを私のほうでまとめましたので、

説明させていただきます。 

    大項目、中項目と貼り付けてあったペーパーが一つ一つの行になっているわけですが、

最初の問題としては、まず、三番瀬とはどこなのか、そういうところに連れていってくれ

る大人、身近な人が必要で、そういった機会があるということが三番瀬の環境学習の広が
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りが出る第一歩ですので、そういった機会をつくるようにすることが大事である。その中

で特に護岸を生かした環境学習ということで、子どもたちには、干潟に入れて生き物に触

れるということ。それから海苔すきとかヨシ簾づくりといった体験的な活動をする。それ

から干潟や漁業の重要性について学ぶ機会をつくる。そういった一般向けの三番瀬に触れ

る機会をつくることが第一だろう。 

    もう一つ環境学習の入口として、学校を通じて三番瀬の環境学習の部分を進める。これ

は非常に重要な機会である。問題としては、三番瀬の環境学習を指導できる教員の数が限

られている、校務に忙しくて校外学習にさける時間が少ない、三番瀬から遠い学校の場合

にはアクセスが問題である、そんなことがございました。これに対して、教員の養成や研

修課程の中に三番瀬の環境学習を取り入れていただけるとか、あるいは教員を手助けして

くれる指導者を増やすこと、それから三番瀬へのアクセスを確保する、教育委員会などに

もご協力いただいてデータベースが出せるようにするとか、そういったことが必要であろ

うということが出ておりました。 

    それから、自然観察会とか教育施設などができた中で環境学習を進めるためには、指導

者の役割が非常に重要なわけですが、専門的な知識を持った指導者を育てるには非常に時

間がかかるということがありますので、環境学習指導者の数がＮＰＯの中でもかなり限定

されている。それから指導者に対する研鑚の場も限られているということで、最初「やり

たい」という意欲を持っていても、そのモチベーションを維持することが非常に難しい。

ＮＰＯも指導者研修を行っている団体もございますが、県や地方自治体からも養成研修と

かフォローアップ研修とかそういった場にご協力いただきたいという話とか、若い世代の

指導者研修ということが非常に重要で、それには市民社会創造ファンドなど、例を挙げれ

ばそういった形で１年間とか決まった期間を支援するような人材育成型のファンド、そう

いったものの活用が必要ではないかということが、指導者の育成研修の中で出ておりまし

た。 

    また、それと非常に関係しているのですが、特にＮＧＯの場合が多いと思うのですが、

スタッフはいるものの、スタッフが活動しやすい環境が十分とは言えない。多くのスタッ

フの方は、それだけをプロとしてやっているわけではなくて、ほかに仕事を持っていらっ

しゃる方が多いということで、学校からの講師派遣の依頼などにすべて応えることができ

ないのが現状である。いろいろ環境学習活動にかかる交通費など、そういったものは全部

持ち出しで行われているという現状もありまして、そういった活動に対する支援も強化す

る必要があるのではないかということがここに書かれています。 

    先ほど、指導者の研鑚の場が少ないということがありましたが、こういった指導者を育

成する、あるいは環境学習を学校の先生がやるのに対して、専門家の方が全部指導するの

は大変ですけれども、学校の先生に専門家の方が教えてあげるというか、そういうことの

ためにも環境学習の専門家がいることが重要であるわけです。現在は博物館の学芸員など

外部の専門家の協力で行われている場合が多いわけですが、その数も限られております。

そのために、少ない専門家に要請が集中してしまうということがございます。また、学校

やＮＰＯが出せる予算は十分ではないということで、専門家の方が聞きやすい環境をこれ

からつくっていく必要があるだろうという意見が出ておりました。 

    これ以降は、施設があるとこういうのができるねという話につながっている部分ですが、
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先ほど最初の入口の段階の子どもたちの話をしましたが、子どもたちは、学校や親が連れ

て行ったりして興味を持つと、どんどん自分で調べて、そういった興味を持った子どもが

もっと勉強したいと言った場合に、双眼鏡、実体顕微鏡といったものが置いてあったり、

あるいは調査するという場合にはＧＰＳとか置いてあったりして、それを借りて調査した

り、名前のわからないものについては図鑑で調べるとか、そういった場があるといいです

ねと。というのが、もう少し興味を持った人が学べる環境ということでございます。そう

いった場として施設の意味があるのではないかという話が出ておりました。 

    あとは環境学習全体に関してですが、行政の役割というのは、行政が中心になって環境

学習をやるという場面ももちろんあるとは思いますが、学校とか社会教育施設、ＮＰＯ、

市民、そういったところが実際に環境教育・学習に関わっておりますので、そのコーディ

ネーターという役割ではないか。コーディネートという意味では、行政の中でも環境の部

局と教育委員会の部局を連携するというコーディネートもしていただく必要もあると思い

ますし、学校が専門家を招きやすいような謝金の補助などをどうしていくかとか、そうい

ったことも含めて行政のコーディネートとサポートをお願いしたい。そういった意見が出

ておりました。 

    そういったことを七つぐらいの大まかな中項目にまとめてみました。 

    以上です。 

    続いて、「施設のあり方・場の確保」ワーキンググループについて、蓮尾さんからお願

いします。 

蓮尾委員  前回も申し上げたのですが、このまとめにも書きましたが、「施設のあり方・場の

確保」というのは、ある意味ではどの討議の場にも全部かかってくることですが、その大

もとであるにもかかわらず、施設があったほうがいいのか、それともなくていいのか、正

直なところその段階にまだとどまっています。いま現在あるいろいろな施設をもっと活用

するやり方が取れるのではないか。一方では、いろいろな形で、もっと、言うなればキラ

キラした施設のようなものに対する夢も、ないわけではないわけですね。ある意味では、

まとめにくいというより、本当に雲をつかむようなこと。ですから、せっかく図も書いて

いただいたのですが、まだまだ突っ込んだ話になっているとは私は思えないでおります。 

    ただ、前回のときにも出ましたように、大体多くの方が一致した意向としては、立派な

施設が欲しいのではない。立派な施設があって悪いことは別にないのだけれども、施設が

欲しいからこういう論議をしているのではなくて、この先々三番瀬を生かしていく、三番

瀬を担っていく人材を育てていく、そのために、どうしても施設が欲しいのではなくて、

人が欲しい。人材が欲しい。その人たちが入る場というものがやはり欲しい。それが既存

の施設ということにおさめる可能性もないわけではないのですが、この先々担っていく、

あるいは学んでいく、楽しんでいく、そういった人たちが入るための箱という意味合いで

の施設というものなのだと。最初から「立派な箱をつくりましたから、そこへ人を入れま

しょう」ということとは発想が逆なのですよというところを、かなりはっきり言いたいと

いうか、グループだけではなくて、会議全体にもそういう意向がわりあいにあるのではな

いかと思っています。 

    出たご意見というのは、いま現在、実際に自然観察や維持の活動をやっていらっしゃる

方から、「困ったことはどういうこと」というものを出していただくようにしようとした
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のですが、それにしてもトイレは欲しいとか、雨宿りの場は欲しいとか。でも、それも、

もうちょっと今ある施設をこう改良したら何とかなるのではないかというようなこともあ

って。だから、まだきっちりまとまった形にはなっていません。「意外」という言い方も

変なのですが、随分いろいろな方たちが実際に利用していらっしゃる。それについては、

ほんのちょっとだけ、ほんのちょっとじゃないのかもしれないけれども、海浜公園にある

足洗い場とか、ちょっと海を見渡せるような場所に例えば屋根があれば、それだけでいい

んじゃないかとか、足洗い場が冬も水が出るようにしてもらえればいいのではないかとか、

あるいは駅などに展示コーナーなどができるようにしたらどうかとか、そういったことは、

何か大きな施設をつくらないとできないというものではなくて、提言して今あるものをも

っと活用して、それからさらに育つものもあるのかもしれないなというような意味合いも

あるというふうに、とりあえず取りまとめとしては受けとめています。 

    実は、その討議の場の中で、この辺のところ、非常に私が迷いながらといいますか、意

見を言ってくれと言ったのが、資料２に書いてあるざっとした文章にしたものであり、ワ

ーキンググループの中でまだきちんとしたまとめにはできないと思うのですが、意見を書

いたシートを貼り付けたものが資料３になります。これは報告して自分の意見を後で出す

べきだと思ったのですが、時間の節約ということもあるので。ついでに、非常に大きなと

ころで論議していくのが抜けたなと思ったところがありまして。 

    例えば、環境ＮＰＯ、ＮＧＯ、その他の方々に意見を伺ったときに、大野さんは、ふな

ばし海浜公園の近くに企業庁の持っている土地がある、それが活用できればいろいろなこ

とができるのではないの、ということを言われました。市川市では、ご承知のように、塩

浜の駅の前から海につながる細長い土地ですが、土地は持っていらっしゃる。円卓会議の

場でも、それは環境学習などに活用できるのであれば市としてはやぶさかではないという

発言までいただいている。浦安については、あまりそういう積極的なご発言はなかったの

だけれども、海の近くの公園とかそういったものはないわけじゃないです。とても大事な

ことは、そういう場にかっちりしたものをいろんな論議が進む前につくってしまうのでは

なくて、そういう場が将来活用できる形で。今すぐに、例えばこれこれとお金をかけて何

かつくってしまうのは、後々辛いなと。今そういう場があったら、例えば企業庁の土地だ

から企業庁の研修センターをつくっちゃいましょうねということになる前に、それが活用

できるように動かせるようにといいますか、あるいは意見が入れられるように、そういっ

た今ある土地というものをしっかり洗い出して、それに関して、土地の所有者というわけ

にいかないですから、行政として所有されているところに、そういう場なり土地なりを後

で可能性が高い形で確保するということは、もしかしたら「場の確保・施設のあり方」の

中で最も大きなコメントにしなくちゃいけなかったのだなと、それを後になってから思い

ました。いつも迂闊で申しわけありません。 

    とりあえず意見として、報告に付け加えて出させていただきました。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

   今、早速、蓮尾さんから付け加えて意見を出していただきました。これからこういうふう

に、皆さんのおっしゃった追加的な意見とか、これに対する意見を、後藤さんに手伝って

いただいて、書いては足していくというふうにやっていきたいと思います。 

    それでは一つ一つやっていきたいと思うのですが、その前に、３グループの発表をお聞
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きになって、こんな話が出ていたのではないかとか、まとめ方への質問とか、何でも結構

ですが、今の３グループへの質問がございましたら、まずお伺いいたします。 

    特にまとめへの質問がなければ、今度は、この三つの分野ごとにぜひ付け加えていきた

い点を皆さんからご意見いただきたいと思います。 

    順番としては、「環境学習プログラム」「人材育成・確保」「施設のあり方・場の確保」

でよろしいでしょうか。 

    それでは、「環境学習プログラム」について、ここに出ていたことを評価する意見でも

いいですし、ちょっと違った意見でも、何でも結構ですが、委員の皆さんからご意見があ

ればお願いします。 

    「環境学習プログラム」のほうは意見が出にくいようで、別のところから始めて、また

戻ってきましょう。 

    では、「人材育成・確保」ワーキンググループのまとめに、さらに皆さんから追加する

意見とか、私はそれとはちょっと違う意見だとか、そういうことでも何でも結構です。ご

意見があったらお願いします。 

蓮尾委員  人材という場合に、どういう人材という感じになるかなと……。つまり、三番瀬に

来ておもしろがってくれる子どもさんだったらそれでいいということになるのか、それと

も、そういう子どもさんなり大人さんなりにおもしろさをわかっていただくような人材と

いう意味合いになるのか、それはイメージとしてはどっちが強いんですかね。 

吉田委員長  蓮尾さんから非常に大事な根源的な問いも出ましたが、皆さんはどういう点に重

点を置いていったらいいのかなというふうに考えていらっしゃるでしょうか。 

寺島委員  私は前回そのグループにいたのですが、そこで出ていた話は三つだったような気が

します。一つは、三番瀬に来る子どもを中心にした知識的・経験的にどちらかと言うと薄

い人たちに教えてあげる、学校でいえば私たち教師のような立場の人たちですね。ボラン

ティアグループのような方たちもその辺と被るのかもしれません。それから、専門的な知

識を持って、一般の人々に接点を持つ一段上の教えられる人たちに専門的な知識を渡して

くれる人。それから、この先々を見て、次の世代に干潟の重要さとか生き物のおもしろさ

を伝えることができる予備軍ですね。さっきお話にあった、遊びに来る子どもたちがこの

次どうなるか。そういう三つのものがあったような気がしますが、干潟においてプログラ

ムを進める人材についての話が一番多く出ていたような気がします。 

吉田委員長  資料３を開いていただきますと、線が引っぱってあるのですが、私が説明の中で

話し忘れていたのですが、いま寺島さんからお話しいただいたようなことがそこに書いて

あるのです。まず、環境学習の入口としての学校にいる子ども、それからお父さんなどに

連れて行ってもらう子どもがあって、それを連れて行く大人――家族であったり教員だっ

たり、そういう人がいるわけです。予備軍のお父さんというのは、もしかしたらこういう

のを通じて指導者のボランティアになってくれる予備軍かもしれない。そういう研修会が

行われていれば、自分の子どもに教えるのにそういうことをもっと勉強しなくちゃと思っ

て指導者になってくれるかもしれない。この矢印をだんだんつないでいく必要があるので

はないか。専門家の方は、指導者層に対して教えてくれる、あるいは学校の先生に対して

そういう指導方法を教えてくださる。現在はどちらかと言うと直接に講師をしてくださっ

ているわけですが、それでは数は限られてしまいますので、教え方を教えてくださるとい
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うことですね。そういう流れが必要なのかなと。 

    そういった三つの今のグループの人たちがいましたが、それが固定的にあるのではなく

て、常に流動して、あるときは自分の子どもを連れて行く保護者であったり、あるときは

ボランティアになっているとか、ひょっとしたら専門家になったり、そういう異動はある

だろう。そんな話が出ていたと思います。 

蓮尾委員  これは論議の中で出てきたのではないですが、私が非常に強く受けている印象とし

ては、学校で先生方は、特にこの場に見えていらっしゃる先生方はとても頑張っていらっ

しゃるし、ＮＰＯの方たちも頑張ってらっしゃると思うのです。ただ、頑張るのだけれど

も、何とか助けてもらいたいなという現場での感じではないかなと思うのです。 

    一方では、今、専門学校とか大学で環境学習に対する学生さんの関心は、私どものとこ

ろに来られる学生さんだからかもしれないですが、非常に高いです。かえって私なんかが

学生のころよりは意識がとても高い。現場での体験はもちろんまだまだ少ないけれども、

自分たちもこの先どういうことをやっていきたいかというと、「環境教育・学習」という

言葉は二言目には絶対出てくるのですね。そういうことをやりたいなと思っている言うな

れば指導者予備軍というのは、いっぱいいるのです。一方では「指導者が欲しい」という

切実な要求があって、予備軍はいっぱいいる。ただ、将来、環境学習・教育に携わりたい

という方たちはどうしたらいいのか。 

    一番優秀な人たちはどこへ行くかというと、企業に行きます。アセスメント会社とか。

このごろはコンサルタント会社とアセスメント会社がくっついた形のものがどんどん多く

なってきて、一番優秀な学生さんたちはそっちに行きます。需要が結構あるのかなという

気もします。また、わりあいに迷っている人たちは、先生になって、だんだん落ち着いて

きたら自分でそういったことをやっていきたいなという意欲は持ち続けておられるような

気がします。 

    ただ、今、総合学習はかなり苦しいところにあるだろうと思うんですよ。私は先生方の

現場がわからないのですが、例えば国際ということで英語教育。その場合、今いる先生方

が一生懸命に英語を勉強して教育に当たるしかないのかな。情報といったら、コンピュー

ターをみんな一生懸命に身につけて生徒さんを教えるのかな。福祉についても環境につい

ても、同じようなところがあるのですね。 

    ある意味ではそういうことに特化している学生さんもいっぱいいるので、これはこの場

で提言するものではないのかもしれないけれども、各学校に１人というのはちょっと無理

だろうと思うのですが、そういうことに関心の高い学生さんたちを受けて入れる枠はない

かなと。これは三番瀬に限らなくて、環境に対して。そうしないと、もったいないなとい

う気がするのですね。ある意味では千葉県は、これはヨイショをするわけではないけれど

も、かなり先進的に頑張っていると私は思います。どうかしたら東京なんかよりよっぽど

ましにやっているんじゃないかなと。だから、ヨイショではないけれども、総合学習が消

えてしまわないために、環境についてやりたいという学生さん、福祉についてやりたいと

いう学生さん、そういった人たちが、教職に就くなり、教育委員会に抱えられるなり、何

か行政の中にそういう学生さんを吸い上げる手はないかなと。そうしないと、ある意味で

は、営利目的と言っちゃ失礼だけど、当然アセスメント会社、コンサルタント会社は営利

じゃなきゃやれないのですから、そこに優秀な人たちがみんな集まってしまって行政には
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いなくなっちゃうという、これは何とかならないかなとすごく強く思いました。だから、

人材育成に関する論議の中心に、就職先、本当に何とかならないですかねと思います。そ

れはここで提言することかどうかわからないのですが。それが、いま抱えていらっしゃる

先生方の辛いところを少し何とかできやしないかなと。行政の普通の職に入っていただい

て、そういうときに派遣されるということで十分かもしれないのですが、何かその手はな

いかなというふうに、人材育成に関しては思っています。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    最近は、コンサルタント会社やアセスメント会社もそういう開発案件が少なくなってい

るので、困ってはいるようですけれども、必ずしもそういう優秀な人がそういうところに

行くばかりではないと思います。今ご提言の中では、一つは、そういった学生のこういう

場での就職口をつくっていかなければいけないということと、もう一つは、その前の段階

のインターンという形で、実は江戸川大学の学生も蓮尾さんのところにインターンで受け

入れていただいたりしたのですが、そういうことをやると、自分がやりたいことはこれな

んだと気持ちを強くしていく、そんな気もします。それは環境学習施設でもいいでしょう

し、ひょっとしたら学校でもいいと思います。学校でそういった総合学習の時間をやると

きに手伝うというスタッフでもいいと思います。そういうのはもうちょっと活発にすると

いうのは、付け加えたほうがいいかもしれませんね。 

    ほかに、委員の方からご意見ございますか。 

後藤副委員長  さっき蓮尾さんから場の問題が出ましたが、四季で使えるということが三番瀬

を見る上で非常に大きい。この前も出ましたが、大体、学校のプログラムは夏休み前で終

わってしまう。そういう場は、ふなばし海浜公園は少しあるのですが、そのほかの場がな

いということで、どうしてもそういう場をつくらないと、継続的に三番瀬の自然を見てい

くこともできないでしょうし。その時期というのは、いっぱいの方たちが行くいい時期な

のですね。干上がるときは行きますし、それが終わっちゃうと、何か寂しい。そういう触

れ合う場でも見るべきものはあるのですが、そういう場がないと、継続的に使わないと無

駄ではないかということも言われるので、むしろ施設よりは四季を通じて使える場ですね。

例えば自然再生をやるところでそういう場をつくってくださいということは、きちっと言

っておいたほうがいいのかな。必要であると思います。 

吉田委員長  後藤さん、イメージとしては、施設ではなくて場というのは、どういうことでし

ようか。 

後藤副委員長  例えば市川市も絵にしているのですが、汐入の池があって、安全に冬場も触れ

られる場。浦安のほうでもそういう場があれば。海と陸と連続したような昔の風景の場所

を確保しながら、自然再生もしながら、環境学習に使えるような場をきちんとつくってほ

しいということです。 

吉田委員長  場の話が出ましたが、ほかに人材育成関係はご意見ございませんか。 

    よろしければ、後藤さんの場の話が出たところで、施設と場について皆さんから何か付

け加える意見があったら、どうぞおっしゃってください。 

    根本的な問いとしては、蓮尾さんから出ましたが、この委員会で言うところの施設とい

うのは、施設そのものが欲しい、必要というのではなくて、むしろ三番瀬の環境学習を進

めるためには人が一番重要なのだ、人がうまく動くためには、「あそこに行ったら教えて
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くれる人がいるよ」という場であったり、そういう人も調べ物をしたり、そういう図鑑が

置いてあって、それを子どもたちと一緒に調べたり、そういう活動の場としてそういった

施設は非常に重要なのではないか、それが人を育てるという研修の場にもなるでしょうし、

そういう場がぜひ欲しいと、ワーキンググループとしてはその話だったのですが、その結

論で全部この委員会も行っていいのかどうかというあたり、ぜひ皆さんのご意見を伺いた

いところなのですが。それで賛成だという意見でもいいですし、そうじゃないという意見

でも構いません。 

寺島委員  人材と場のほうは、私は頭の中で常にくっついているのですね。多分ここにいらっ

しゃる方はそういう方が多いんじゃないかと思いますが、小さいころどういう場所で育っ

てきたかというのが、今の自分を形成していく上で大きく影響しているのではないかと思

うのですね。 

    私は、小さいころは、ひたすら山に行って日々カブトムシを捕りつつ学校に通って、帰

りはクワガタと、そういう子どもだったので、多分、先生は困っていたのではないかと思

いますが、そういうところから、そういうことを自分の子どもに伝えたいなと強く思いま

す。そうすると、あのころの私に欲しかったのは、建物じゃないですね。子どもだった寺

島が自由に自然に触れ合って、触れ合ってその良さを感じることのできる場があったから

こそだと思うのです。 

    そうすると、先ほどの人材のほうでも出ました予備軍のお父さんたちがどうこうしてく

れるというのは、子どもにこの生き物のことを教えるために学ぼうという人はなかなかい

ないのではないかなという気もするのですね。むしろお父さんなりお母さんなりが、自分

の経験から「これはね」というのだったら、スッと出てくると思うのです。そうすると、

そういう子どもなり予備軍のお父さんも行ってそこの良さを感じることのできる場が必要

であって、その場に接することで予備軍が育っていって、人材がつくられつつあるのでは

ないかという気がします。 

    そういう中で、さっき学校という話が出ましたので、学校の場で話をさせていただきま

すと、逆に問題はもっと切実になってきまして、欲しいのはトイレだったりするのですね。

浦安は、前にも話しましたが、干潟のアクセスにいろいろ土地の問題とかありまして、ト

イレがあれば何とかなるけれども、ちょっとトイレがないので何年生はあきらめるかとい

う話も現実的に出たことはあります。 

    浦安の場合は、さっき英語の話が出ましたが、私の学校には英語の先生が常駐している

のですね。ずっと１週間いるのです。だんだんと年が行くに従って英語教育に対する保護

者の要求とか社会の関心が高まってきて、多分、市も「置くか」ということになったと思

うのですね。環境学習についても、今、森林インストラクターと市のほうが深くなって、

そういう方をお呼びしやすくなっているのです。でも、市の中で三番瀬とか干潟に関して

そういう人材を用意して「学校に役立ちますよ」という話は、まだなかなか出てこないで

すね。そういう意味では、先ほどチラッとありましたが、行政のほうでそういう学習を進

めるにあたってもうちょっと動いてほしいと同時に、その子どもなり予備軍の人が味わえ

る場を同時に用意してもらうことが必要ではないかと思いますけれども。 

吉田委員長  学校の立場からというのと、予備軍の人たちの場という部分と、両方ともおっし

ゃっていただきました。 
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    学校の話が出ましたので、佐久田さんのほうからもあればお願いします。 

佐久田委員  本校は、何年来、三番瀬が近いということがあって、実際には生徒を連れて行っ

たりしているのですが、これは前にもお話したことがあると思いますが、それに興味・関

心のある教員がいて、生徒の環境のことについての意識を高めたいということから行われ

ているのですね。それがあるから、例えば行ったときに、人材という場合に、謝礼という

場合もあると思いますし、そういうのは予算化されている状況です。例えば今まで全くそ

ちらのほうに気持ちが向いていないような学校の場合には、船橋の海浜公園へ行くまでの

アクセスも考えないといけないだろうし、時期とか、誰を講師にしようかとか、そういう

いろいろな悩みというか、そういうのを多分持つのではないか。まだ２年目ですが、それ

以前にそういうのがあって、市川の塩浜のところに三番瀬のセンターがあるというのは知

ったし、そこの関係者の方との連絡の付け方を知ったし、それによって１年生が三番瀬に

ついて実際には一番いい時期に実習できたと思っているのですね。 

    そういう気持ちを持っていくためには、戻っちゃいますが、学校というのはそういう面

では非常に大切だと思いますし、教員にそういう意識を持たせるような研修は必要ではな

いかと思います。 

    ただ、例えば中学校の総合学習でそれをやろうとした場合に、できるのは年に１回だと

思うのですよ。今年の場合は、ヨシ簾を２年生はつくりました。去年は三番瀬に行って、

今年はヨシ簾をつくった。今の１年生は三番瀬に行った。来年ヨシ簾をつくるかという

のはまだはっきりしていないですが、そういうことで行われていますが、時期的には、全

体から考えていくと、１学期、体育祭が終わって夏ごろが一番。２学期に入っちゃうと、

文化祭、合唱際、学校行事のほうで追われてしまいますから、できる時期はその時期。そ

うすると、そこに施設がもしあったとしても、それだけ使うかどうか。大体どこの学校も、

３期制の学校、２期制の学校とありますが、空いている時間はそのときぐらいしかないと

思っています。次は当然講師としての人材が必要になってきますし、そういう施設も必要

になってくると思います。それ以外のところだと、夏休みは生徒が使うと思いますが、２

学期になっちゃうと、中学生は使う機会は少なくなっていくのではないかという気がして

います。 

吉田委員長  学校では使う時期はある程度限定されているのではないかという話と、同時に、

そういう指導者の方に連絡が取れている学校はいいですけれども、取れていない学校は、

そういう指導者の方をお願いするようなネットワークのようなもの、教員に対する研修を

してもらえるような機会があると、学校としては助かるという話だったと思います。 

    ほかの施設でボランティアをしている方とか、桑原さんは施設で働いていらっしゃいま

すが、そういう方々から施設に対してご意見があればお願いしたいと思います。 

蓮尾委員  全部にかかってくるかなという気もするのですが、いろいろな形で三番瀬のガイド

ブックがあります。それの手軽ヴァージョンで駅にも置いておけるようなものを、印刷費

の確保という形で、とりあえず提言できないかなと。 

    多分、いろいろなものが全部かかってくる。例えば、アクセスはどうで。これは１回つ

くったら 10 年もつものではないのです。駅とかどんどん変わりますから。どのくらいは

けるかはわからないですが、県でつくるとスポンサーをつけるというわけにいかないと思

いますが、スポンサーをつけて、それこそ駅に置けるような形にするとか、何らかの形で。
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私は用語の使い方はわからないのですが、行政と民間が一緒になってやるやり方がありま

すね。ガイドは今現在ないわけではなくて、それについて活用できるものは活用しちゃう、

じかに使ってしまってもいいのだけれども、ただ部数とか何かで、人目に触れるところと

か学校が全部持っているわけではない。だから、行くときはこうやったらいいですよ、と

りあえず今だとここにお願いすると何とかなりますよと。ＮＰＯの方たちに意見をいただ

いたときに、安部純さんという方が、「ガイドについては自信があります。お申し付けく

ださい」と、わざわざ言ってくださった方もいらっしゃるわけです。もちろん、それを編

集してコンパクトな形で配布できるような形にまとめ上げるには手腕が要ります。場合に

よったら、そういう事業も含めて、コンペというのですか、県とＮＰＯの協働事業みたい

な形で、とりあえず行き方ガイド。非常に基本的な、春だったらこんなこと、夏だったら

こんなこと、今あるのはこんなことと。 

    つくられたガイドブックというのは、一番新しくても５年ぐらい前になるのですか、

100 円で売っているのがうちにもあります。それはよくできているのです。浦安だと、自

然まるごと探検隊が、２年ぐらい前に日の出干潟のガイドをつくられた。ああいうものを、

少なくともこの検討委員会で提言して、幾らぐらいの予算の中でそれをまずつくりましょ

うよとか、そういった提言はできないかと今思ったのですけれども。 

吉田委員長  私は、蓮尾さんのおっしゃるような簡単なものも大事ですが、もう少ししっかり

した、三番瀬で見られる生物のことをきちっと説明したようなものがあまりないような気

がするのです。谷津干潟は、谷津干潟で見られる鳥とか、貝も含めたものをつくっていら

っしゃいます。あのくらいしっかりしたものがあるといいなと思うのですが。 

    あれは市でつくっていらっしゃるのですか、それともグループとしてつくっていらっし

ゃるのですか。 

清水委員  市で、最初からあります。 

吉田委員長  それも両方あるといいなと思いますね。 

寺島委員  県のホームページで「三番瀬の生き物」というのがちょっと紹介されていますね。

あんなのがもっと発展するといいなと思うのですが。昨年度、再生会議を傍聴したときに、

スクリーンで、「一般に公開する予定はないのですが、つくってます」みたいなのをチラ

ッと見たような覚えがあるのですが、あれが公開されたらすごいいいなという気はしたん

ですね。 

    本校で子どもたちが学習しても、さっき佐久田先生がおっしゃられたとおり、近い本校

でさえ行ける時間は限られていますので、帰ってきてから、この生き物は一体なんだろう

と調べるときに、子どもたちは資料を探すわけです。うちの教員でも、私に聞きに来る人

もいるんですが、たまには私も知らないものがあったときに、これは何だろうと調べる資

料は欲しい気がしますね。 

    さっき蓮尾さんがおっしゃったように、どっかに置くという手もありますし、今なら、

どこかのホームページにＰＤＦ形式で置いておいて、それを学校なり必要な施設が自分の

ところで印刷して使う。予算の問題がありますが、学校の中にもカラープリンターとかあ

りますので、そういうのがあれば印刷は自分たちのところでできるかなという気はします。 

吉田委員長  あれは自然保護課のほうでつくっていらっしゃるんですか。 

平井委員  データベース化ということですが、今のところは、過去に調べたものを集めてデー
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タベース化しようと。あと、三番瀬に限っては、市民の方、30 人ぐらい学生さんが来て、

底生植物を今年は年に３回やる予定で、台風のおかげで１回できませんでしたが、そうい

うのでやっていますが、今求めている専門的な、掘り下げてというところまではやってい

ませんので、その辺は、それだけに期待されても、今のところは十分な標本はできないの

かなと。今までの調査結果とかそういうものをデータベース化しようということで、今や

っています。その辺はどういうふうに公開するか検討していますが、そういうことででき

るかと思います。ただ、専門的にすべてを網羅というのは、今の段階ではちょっと難しい

かなという気がしています。 

吉田委員長  市民参加の合同調査などの結果については、ホームページでも出て行くというこ

とですね。 

    中央博物館のほうでは、三番瀬の展示などもこれからやられるんですよね。何かそうい

う教材など、出るお考えなのでしょうか。 

桑原委員  予算がないので、おそらくそれは出ないと思います。印刷物、パンフレットみたい

なものは結構出しています。三番瀬ということに関して出しているのではなくて、例えば

コアジサシだったら、必ず三番瀬にたくさん集まるので、そういったものを紹介するとい

うことをしています。 

    １月の下旬から２月にかけて干潟の展示会を予定していまして、そこで外房と盤洲、三

番瀬、その三つのグループを展示するという企画をしています。 

吉田委員長  もう一度施設のほうに戻りまして、施設の関係に関して、こういった施設だとい

いなとか。今井さんなどは、観察会であそこを使っていらっしゃって、あそこはトイレも

困るしという感じがあるのですが、どんな感じをお持ちでしょうか。 

今井委員  いろいろなことを考えると、施設はあったほうがいいに決まっているのですね。ト

イレも困るし、それこそ雨が降ったり雷が鳴ったり、いろいろなことを考えると、避難す

る場所とか、ないよりもあったほうがいいのですけれども、では、場所がどうとか、そう

いう具体的なところになると、やっぱりいろいろな問題があるので、そこから進まないと

いうことになっちゃいますよね。それが問題なのか。要するに施設が要るのかどうかとい

う話が最初にありましたけど、ないよりあったほうがいい。そこのところから全然出られ

ないみたいなところがあって、今、果たしてそれが問題なのか、何かちょっとよくわから

なくなっているのですが。 

    実感として、三番瀬というのは現にあるわけですね。あるのだけれども、じゃあアプロ

ーチはどうなの、どこから行けばいいのということが、一般的には全くわからない状態だ

と思うのですね。そこに行ったときに、トイレはどこなの、どこで水が飲めるのかという

ようなことが、一切……一切と言うとちょっと言い過ぎかもしれないですが、非常に見え

ない。地元で自分たちも活動していますが、そのくらいしかないのかなと。それがいいの

かどうかというような話なのかなという気がするのですね。だから、その前に三番瀬とい

うものを紹介するならば、もっとアプローチであるとか、具体的・物理的状況みたいなこ

とを出したほうがわかりやすいのかな。ここにトイレがあったほうがいいねと言ったとき

に、本当にそこにあったほうがいいのかどうかということを議論したほうが……。よその

国にある三番瀬にトイレがあったほうがいいんでしょうかみたいなことになっちゃうと、

それはわからないことなので、いま現にそこにあるところに、市民が利用するにあたって、
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ここにはトイレがないと絶対まずいだろうというような、いいのかどうかわからないです

が、多分そういうことでしか決められないのかなという気がちょっとしているのですが。 

    というふうふうに考えると、今、浦安の日の出に関しては非常にまずい状況で、工事の

関係で入れない。鍵が壊されていて内側から開けられないということがあって、観察する

には、今はシーズンがよくないのですが、非常によくない状況ではあります。そちらのほ

うがどっちかというと切実で、それを超えて施設がどうとか、それはあったほうがいいに

決まっているけど、今は、それはちょっと難しいだろうみたいな、リアルな感想みたいな

感じになってしまうのですけれども。 

吉田委員長  確かに、市川と浦安はササッと入って行けないので、アプローチという面での、

入口としての施設というものが本当は一番必要なのかもしれないですね。 

今井委員  そうですね。それが施設であるならば、施設と呼んでいる。 

桑原委員  ちょっとわけがわからないということが出たので、また、私、よくわけがわからな

い話をすると思いますが。 

    アプローチのことにも関係あると思うのですが、ちょっと手を挙げていただいて。何回

でも挙げていただければと思います。 

    私は話は個人名とかそういったものをよく出して申しわけないのですが、「おばけのＱ

太郎」を知っている方はいらっしゃいますか。（知っている人、挙手） 

    あっ、知らない方がいらっしゃるんですね。 

    「ドラえもん」は、知っている人、いらっしゃいますか。（知っている人、挙手） 

蓮尾委員  「知らない人」で聞いたほうが早いですね。 

桑原委員  では、もう一回。 

    「おばけのＱ太郎」を知らない人はいらっしゃいますか。（挙手なし） 

    あっ、いない。 

    「ドラえもん」は。（挙手なし） 

    いないですね。 

    「パーマン」は。（挙手なし） 

    ここに 30 人弱、25～26 人いらっしゃいますが、皆さん知っていると思います。 

    この三つの中で一番好きなのに１回手を挙げてください。 

    「おばけのＱ太郎」の人。（挙手） 

    私もなんですけどね。 

    次に、「パーマン」の人。（挙手） 

    少ないですね。 

    では、「ドラえもん」の人。（挙手） 

    これを学校でされると、おそらく、「ドラえもん」が多いのではないかと思います。何

でかというと、わりとＳＦに引っかかっていて、前の「日本沈没」じゃないですが、「ド

ラえもん」を見て「おれ、ロボット工学に入る」とか、そういった方が多いらしいんです。 

    では、この中で、干潟に関する漫画というかアニメになったことがあるのはわかります

か。私はうろ覚えで、私はそれで干潟を知ったんですけど、何だと思いますか。 

    これは私の子どものころに読んだので、はずれているかもしれないですが、おそらく

「おばけのＱ太郎」だと思います。 
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    藤子不二雄という方は、富山県出身なのです。干潟がないのです。私も石川県出身で、

干潟がなくて、おばけのＱ太郎と一緒に正ちゃんが干潟に遊びに行って、潮干狩りをやっ

てたくさん貝を取ったのだけど、シオフキばっかりで、「これ食べられないよ」とみんな

シオフキを捨ててきたのですよ。「あぁ、なんてもったいないことするのだろう」と本を

読んでいて、その後、潮が満ちて帰れなくなっちゃった。「えっ、意味がわかんない」と

いうことだったのですね。 

    大学のときにこちらに来て、最初に来た干潟が谷津干潟で、干潟ってこういった埋立地

の中にあるのだ、なんだかよくわからないなということで、小櫃川というところに行った

んです。そうしたら、干潟というか地面がなくて、海ばっかりで、「えっ、これが干潟

か」と思って、また違うときに行ったら、潮が引いていて２キロぐらい先まで干潟。「あ

っ、これが干潟だ」とボーッと見ていたら、「おばけのＱ太郎」と同じような感じになっ

て、潮が満ちてきて戻れなくなっちゃったと。そういうオチなのですけれども。 

    現場に行くとか施設をつくるとかいうことにばっかりとらわれていると思うのですよ。

アプローチとして、そういったことから入るという手もあると思います。だから、パンフ

レットをつくるのも私はいいかと思うのですが、同じお金を使うのだったら、最初に人材

のほうから考えていったらどうかと思うのです。 

    施設は確かにあるんですが、日本という狭いところで、そこの場所でつくる必要は全く

なくて、うちなんか博物館はお金がなくて、観察会みたいなところに行くのですが、バス

を借りて行くのですね。そういうやり方もあるのではないかと思います。 

    例えば、施設もヴァージョンアップしていけばいいのではないかと思うのです。施設を

一旦つくると、来てくれるお客さんがガァーと減るんですね。ほかの施設を出して申しわ

けないですが、習志野市の谷津干潟の自然観察センターも減っていますよね。すごく減る

んですよ。建てると減る。おそらく飽きちゃうから減る。おそらく行徳も減っているので

はないかと思います。 

    私は、パンフレットをつくるお金があったら、行徳のところにもっと人材の予算をつけ

て、プログラムを組んでみたらどうかと思うんです。例えばお金があれば、バスを置いて、

近いですから、行徳から塩浜の干潟を見に行ってもいいし、三番瀬の干潟を見に行っても

いいのではないかと思います。結構、印刷費は高くて、そのお金が例えば 50 万、60 万あ

れば、人件費としては 10 万円で半年分ぐらいありますから、それを例えば行徳につける

というようなやり方もあるのではないかと思いますし、船橋の三番瀬公園のところにそう

いった方を置くという手もあるのではないかと思います。あと、施設で、若干遠いですが、

船橋の中央図書館、そういったところでも展示会をやっていたりして、そういったところ

にも、例えばこういう本があるよというインストラクターみたいな方を置くという手もあ

ると思います。あまりにも、観察会とか環境教育というのが、理科系という言い方はない

んだけれども、自然観察系に偏りすぎているような気がするのです。ですから、先ほど言

ったように、我々の年代だと「ドラえもん」というのはあまりにも突拍子がなくてなかな

かとっつきにくいのですが、結構それで 20 年近くやっているのかな、そういった感覚で

いろいろ若い人が見てくれるという感覚と僕らが考える感覚はおそらく違っていると思う

ので、そういうやり方で最初に人にお金をつけていくというやり方もいいんじゃないかな

という気がします。 
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    ちょっとわけがわからない話で申しわけないのですが、話が少し硬直しちゃったと思う

ので、そういうことから考えてみてもいいのではなかろうかと思います。 

    とにかく、バイト代というか、人件費というか、委託費というか、そういったものがあ

ればかなり変わるのではないかと思います。 

吉田委員長  施設に何人入ったというのを競うような施設をつくるのではないということは、

多分皆さんも思っておられると思うのですね。でも、一旦行政でつくってしまうと、去年

よりは少なくなっちゃいけないと、当然お金をかけているからにはそうなりますから。そ

うすると、動物園で言えば動物を入れ替えるみたいに、展示を入れ替えたり、そういうこ

とにだんだん走ってしまう。そういった施設ではなくて、人がどんな見方をして、どんな

プログラムをして、そういうので地道に次々と人が来るようなところが望ましいのだろう

なと、話を聞いていて思いました。 

後藤副委員長  さっきの浦安の悩ましい話にも関係するのですが、もちろん千葉県の計画で、

僕らはそれに対してどういうものをやってくださいという話であるのですが、基本的には、

もちろんここにいる人たちは三番瀬に対して非常に熱心ですし、それはわかるのですが、

地域、地域で支える部分がきちっとないと、ものというのは進められない。行政も、それ

をやるときに、これだけの人たちが貴重な提案をしてきて、それをやった結果、そこに人

が集まって、核になってくれるようなところがないと、行政も動きにくい。もちろん頭の

中で考えるのもいいのですが、そこがおもしろければ集まってくるので、まず場をつくっ

て、そういう仕掛けをつくる。そこに集まったときには、楽しいお兄さんがいて、いろん

なことを教えてくれる。そのうちに住民の人も集まってきて、少し手伝うよと。そういう

いい連携ができないと難しい。行政と一緒にパートナーシップを組んでやるときは、その

場近くの市民の力の地域力みたいなものが相当試されますので、その意味では、そのベー

スをまずきちっと三番瀬でなくてもつくることが非常に大事です。行政側から、そういう

ものをつくっていく手助けもできるわけですね。三番瀬をいい環境学習の場にしたいと思

えば、行政、県もそういう方向で動いて三番瀬の再生に動いていますので、お互いに動き

やすいところを接着剤みたいなものをつくってあげるということは非常に大事で、実際に

動かないと。その場でやった結果、何が必要なのか。 

    そういうことだと思うので、施設が必要か必要じゃないかの前に、その場をきちっとつ

くって、人が集まって、そこを教育、行政とパートナーシップを組みながら、何となくボ

ランティアで来ても楽しいね、生きがいになるね、みたいなことで地域に定着していくこ

とは非常に大事かなと思います。 

吉田委員長  行政のほうの委員の方、ご意見があれば、ぜひ。それぞれの市の事情も違うと思

いますが、あれば一言ずつお願いできればと思いますが。 

    市川市さん、いかがですか。 

市川市（清水課長）  今いろいろなお話がありまして、行政はまだ何もやっていないように取

れるのですが、市川市におきましては、これは県からの委託事業で、年間 104 万円の予算

を確保して、環境学習及び生涯学習の講師謝礼金を確保しております。それを、小・中・

養護学校の校長会に、「こうやって行徳近郊緑地のほうで用意しておりますので、ぜひご

利用ください」と申し上げてはいるのですが、なかなかご利用いただけない。 

    また、先ほど、人材育成と。これも非常に重要であるということから、自然観察案内人
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養成講座。自然の驚きを感じ取る感性を養って、それを人に伝えられることを目的に、入

門編、学習編、実践編と三つに分けて３ヵ年で終了する講座もやっております。現在、44

名の方が最終の実践編まで卒業しております。今後この 44 名の方々が活躍できるような

場をどう設定していくかを、来年度のスクラップ・アンド・ビルドの中で考えていきます。 

    また、パンフレット等の話ですが、市川は３ヵ年にわたって市川市内の自然環境を調査

した結果を、「発見市川の自然」という冊子にして販売いたしました。三番瀬については

あまり書いていません。三番瀬ヴァージョンとして、平成 14、15 年の２ヵ年かけて、三

番瀬と江戸川放水路の生物調査を大学とのコラボレーションでやりました。16、17 年、

続いて２ヵ年かけて、行徳近郊緑地の生物調査を行いました。この４年間かけた調査結果

を、今年度、総合解析しております。総合解析した結果、大学と市川の共同で学会発表を

しようと思っています。それを根底に、「発見市川の自然」のような市民がわかりやすい

科学的根拠に基づいたガイドブックを、いま編纂中であります。これを、来年になると思

いますが、販売していきます。その販売の仕方も、今までみたいに、市がつくって、それ

売る、行政が本を売るというのは非常に面倒くさいと思われます。ですから、行政は売り

ません。委託費 500 万円で委託していますが、その中で 1,000 冊だけもらう。そして雑誌

社とコラボをやって、雑誌社が「編纂市川市」という名をつけて販売するということも現

在やっております。 

    パンフレットにしましても、駅に置いておく、それはいいのかもしれませんが、あまり

ＰＲ効果はないように思います。 

    それから、広報等でいろいろな広報をやっていますが、広報の虚しさは身にしみており

ます。いくら広報をやったり、テレビ市川でやったり、いい例が１％支援制度でして、あ

れほど広報、普通の３倍かけてやったのに、ＮＨＫが１回取り上げただけで、市川市は全

然こういうことを私たちに知らせないと言われました。それほど行政の広報というものに

虚しさを感じた。今までの会議の中でも、市はそれぞれでそれなりのことはやっておりま

すが、なかなか皆様がそれを十分ご存知ない。見てくれる人に見ていただくのは非常に楽

ですが、目をつぶった方に見ていただくというのは非常に難しい。それらを感じながらも、

いろいろなことをやっております。 

吉田委員長  ここに出ていろいろ提言されていることを、既に幾つも市川さんはやっていらっ

しゃるということです。ありがとうございました。 

    船橋市さんはいかがでしょうか。 

船橋市（森内課長）  いろいろ議論されているのですが、聞いていて感じたことですが、でき

るだけたくさんの方に三番瀬を知ってもらうというか、いかに三番瀬に来てもらうか、知

ってもらうかということが根本にあるということで、そのために、施設ですとかプログラ

ムですとかいろいろ議論しているのですが、いま広報の虚しさということを市川市の方が

おっしゃったのですが、三番瀬を知ってもらうためのＰＲがまず最初にあるのではないか

と感じています。その上で、来てくれた方々をどんなふうにお迎えして、どういうプログ

ラムを組んで、あるいはどういう施設があって……。興味がある方はいいのですが、興味

のない方をいかにして引き込んで理解してもらうかということが大事かと思っています。 

    その中で私たちは、清掃を通してということで、掃除をやっているのですが、実態とし

ては、企業の方が、ＩＳＯを取っていますので、そんなことでたくさん参加してくれます。
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あと、学校の関係の方が動員してくれる。一般の参加の方はあまり多くないというのが実

態ですので、一般の人にいかにして興味を持ってもらうかということが根本にあるのかな

と思います。 

吉田委員長  習志野市さん、お願いします。 

習志野市（広瀬課長）  皆さん、何か難しく考えているのかなという気がするのですね。私が

ちょっと単純すぎるのかなとも思うのですが。 

    先ほど来お話が出た谷津干潟観察センターは、確かに減ってきています、入場者数は。

環境学習の拠点として施設をつくっていますが、施設が必要なのかどうかというのも、つ

くっちゃったから今さらそんなことは言えないですが、どうなのでしょうね。施設を持っ

ていれば持っているなりの悩みもありますし、お金もかかる。そこで人材育成だという話

も出ていますが、そんな難しく考えなくても、谷津干潟の場合もボランティアの方がいら

っしゃいますので、自然に知識を得ている。干潟を見てみたいと思って来る方は、そんな

に専門的な知識を得ようと思って来るわけではないのですね。私はそう思うのです。来て

みて、「あの鳥は何だろう」とか、「干潟はどのくらいの広さがあるの？」とか、「冬はど

うなの？」とか、「アオサはいつ出てくるの？」とか、そんな単純な発想だと思うのです

よ。それを見て興味を抱いてくれる人がいれば何回も来るだろうし、施設がなくても、海

が見られる、干潟が見える、ちょっと休憩できる場所があってトイレがあれば、それで十

分なのかなという気も私はしています。そんなに難しいことではないと。 

    今、谷津干潟観察センターは、市内の小学校４年生が必ず年に１度は見学に来る。市外

のほうからも小学生が見学しに来ることもあります。先ほど来、学校の先生方から、何と

か支援をと、そういうお話が出ていましたが、行政側とすれば、ここにいらっしゃる先生

方は非常に熱心で興味があって助かるのですが、小学校４年生が来るというのは、必ず行

くようにしろとトップダウンの話があって来ているのだと思います。その辺は、環境学習

プログラムとかそういうのもあると思いますが、そういうのも学校の先生方に話を持ちか

けると、「そんなことをやっている暇はない」とおっしゃる方がたくさんいらっしゃいま

すので、その連携のほうを先生方もちょっと難しく考えているのかな、もっと単純に考え

ていいのではないかと、私はそういう感想を持ちました。 

吉田委員長  県のほうはいかがでしょうか。 

平井委員  県のほうとしてというより、私個人の感想を言わせていただくと、私もいま木更津

にいますが、あそこの干潟に小さいころ潮干狩りに行ったりしました。そういうふうに、

地域で守って、子どもが接して、こんなものだなと感じるのが、環境というか自然なのか

なと思います。 

    今回、三番瀬につきましては、東京湾に残された数少ない大きな干潟ということで、何

とか埋立しないで保全と再生を考えようということで立ち上げて、何年か議論していただ

いて、今こんな手順に来ているのですが、この間も私は発言させてもらいましたが、三番

瀬全体の保全計画とか再生のあり方をどうするかというところがない中で、触れるという

ことは、親水性、例えば行ったときにすぐ入れるとか、そういうことを求めるという形に

なるのですが、そうすると、私は環境の場を提供するという立場で考えた場合には、三番

瀬は開放するのか、それとも今のままで残すのか、その辺の議論がない中でやってもなか

なか進まないのかなと思っています。 
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    個人的には、親水性については、ふなばし海浜公園で、海に親しめて、貝殻に触れて、

海に接する場所ができるのであれば、親水性というのはふなばし海浜公園でもよろしいで

すし、野鳥とか何かは、野鳥のところを開放して、そこで観察をしたり、体験をしていく。

そういう流れができればいいのかなと、今の段階では思っています。 

    先ほど、市の方は自分たちの気持ちということでおっしゃったと思うのですが、場をつ

くって提供する、確かにあればあったで「要らないよ」というわけではないので、欲しい。

我々も子どもを連れて行くときはあればいいなと思うのですが、その辺の全体の流れの中

で見ないと、どういう環境の場が提供できるのかというのがなかなか進まないのかなとい

う気はします。 

    それと、先ほども言いましたが、環境というのは、いま三番瀬と代表的なことを言って

いますが、あれは地域で守らなければいけないものだということであれば、地域がどうす

るかということだと思うんです。それから、この間、ＮＰＯのほかの方が来てくれたら、

「皆さんは海に特化しているけど、海を守るのは川とか山とか向こうですよ」という話も

あったように、その辺、環境を学習させるというのは、私もそのとき難しいことなのかな

と思いました。 

    ちょっと感想にはならないのですが、施設が必要なのか必要でないのかというのはなか

なかわからないところ。ただ、環境というのは地域で守っていく、それが一番大事なこと

であるというふうには今思っています。 

    まとまらなくて申しわけありません。 

庄司委員  私もいま平井委員が言った話と同じですが、三番瀬をこれからどうするかという全

体像がまずある中で、これからどうしていこうかというところがないと、具体的にどうし

ていこうとステップアップしていくのがなかなか難しいのではないかというのが一つあり

ます。そういう前提があった中で、場づくり、施設づくりについては地域の力が試される

のだという先ほどの後藤副委員長のお話、私はまさにそのとおりだと思いますし、人材の

育成も、これまた地域の力が試されていることになるのではないかと思います。そうした

中で、地域の力が試されるのが、総体としての環境学習のプログラムがどんな形で具現化

するのかというところになっていくのかなと思っております。 

平井委員  私の個人感想を言ったので、行政側としては、人材育成をどうするか、それについ

て方向性等が決まれば、行政側ができることは協力するという立場には変わりないことだ

け伝えさせていただきます。 

後藤副委員長  あまり悩んじゃうと何も出なくなると思うので、僕は、「少し夢みたいな部分

があったらいいよね」という部分がもうちょっと語られていいのかなと思っています。そ

ういう夢に対して、行政は何をやっていくか、地域は何をやっていくか。今までの仕組み

でないのだったら新しい仕組みも考えましょうみたいな。行政だけで悩んでＰＲしても、

来てくれない。では、住民だけで動いているかというと、力がないからできない。人材も

いない。そういうところで、将来像はこういうことがあってほしいのだけど、こういう状

況に三番瀬をしていくときに場も必要ですよというのは、一つの夢ですよね。それは陸側

の土地を使うということですので、これは大変な決断になると思います。それは再生会議

のほうで議論される部分もあるし、こちらから要望する部分もあると思います。そういう

場ができたらこういうこともできるよね、その場合にどういう人たちが関わってやってい
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くのがいいのかということも含めてシステムも提案して、それを県が了解して、では動け

るところはどこなのか、再生会議で出てきた事業計画で一致してすり合わせてできるとこ

ろはどこなのかということを、少し……。夢みたいなところがなくなっちゃうと非常につ

まらない会になりますので、むしろ積極的に「こうあったほうがいいのではないのか」と

いうことはシンプルに出して、足元でできることは足元でやって、こうやれば少しこうい

うところが進むよねというところは整理しておいたほうがいいのかなという気がします。 

吉田委員長  今、行政側の方の意見を伺って感じたところは、今までこちらの委員で話してい

たところが、学校の先生方にしても比較的積極的に行っている学校であったり、観察会を

しょっちゅうやっている方であったりで、そういう方にとっては、施設は別になくても、

トイレとか困る面はあるけれども、結構やれちゃうところもあって、「あったらあったで

いいけれども」という発言が多かったかと思います。習志野市でおっしゃっていた、トッ

プダウンですけれども４年生はみんな来るという利用と、施設には入らないけれどもいつ

も周辺で鳥を見たり、そういう施設があってもなくても来る方がある程度いて、そういう

施設がないと来る機会はない、学校としても連れて来ることがなかなかできないという部

分と、両方あるのだろうと思います。 

    船橋市のほうでは、あまり知らない人に対するＰＲが非常に大事だとおっしゃったわけ

ですが、船橋のほうも、「三番瀬海浜公園」と名前を変えることによって、あそこが三番

瀬なのだということを知っていただくようにされているのだろうと思います。それ以前は、

あそこに行った人でさえ、あそこが三番瀬だということを知らないという状態がありまし

たので。 

    そういう面では、こういう委員の人は、そういうのがなくてもできるという方が中心だ

ったのですが、そういう目的の場所があって、そこに行くというのがないとなかなか行く

きっかけがつかめないとか、行政側としても、あそこに行って環境学習をしましょうとい

う、そういうわかりやすい目標みたいなものは必要なのかなという印象は持ちました。だ

からといって皆さんの言った意見は全部なくしてという意味ではなくて、基本的には、施

設としては、そういう大きな人数を競うようなものではなく、人の育成にとって必要とか、

そういったあたりを中心にしたこの委員会の意見としたいと思います。一方で、そういう

のがないとなかなか行きにくい人もいるという部分は、やっぱりちょっと考えておかなけ

ればいけないのかなという印象を持ちました。 

鈴木委員  私も船橋の海浜公園でいろいろな形でやらせていただいているのですが、船橋の三

番瀬海浜公園の場合には、環境学習というよりはレジャー的な要素が非常に強いのが現実

問題で、それをいかに環境学習の場にしようと何か掲げてというのは、非常に難しい部分

があるのかなという感じはしています。それは、遊びながらでも、何か触れながらでも、

たまたまそういう方向に進んでいければいいなというぐらいしか今のところは考えていな

いというのが現実なのです。 

    あと、環境学習のプログラムのところですが、ずっと見てくると、どうしても自然環境

が主かなというのがイメージ的にあります。環境学習でしたら、もう少し船橋がやってい

るごみについてあってもいいと思うし、例えば漂流物からビーチコーミングとか、いろい

ろなプログラムがまだまだあるので。環境学習のプログラムも、自然教育とか自然学習に

今の状態では少し偏りすぎているのではないか。もっともっと魅力あるプログラムがあれ
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ば、人員なり、そこへ来る人たちも増えてくるのではないかと私は思います。環境のプロ

グラムも、環境ということですので、自然だけではない部分がもっともっと含まれてもい

いのではないかと思います。 

今井委員  目的格が、何となく「環境学習しなきゃいけない」みたいな感じになっちゃってい

るのですが。それは一つの手段で、ここにも書いてあるとおり、「三番瀬の再生に向け

て」ということで考えると、そこに向けてより多くの人に関心を持ってもらう。そうする

と、あるべき姿というところが必ずあるわけで、「こうなったらいいね」みたいなものが

何となく今よく見えないですね。もしかしたら何かの数値目標であったり、現実的に景観

的な目標であったり、そこのところがよく見えない中で、環境学習はそのために必要なの

かもしれないという感じがすごくしているのですが。それがないと、「環境学習をせねば

いけない」みたいな感じになっちゃうと、非常に固いものになってしまうという気がしま

す。例えば「ごみゼロ」ということでもいいのかな。「ごみゼロになったら、今までいた

生き物がこんな増えましたよ」みたいな、それが結果的に環境学習であったりしてもいい

なと思うのですが。それをもう少し明確にこの委員会でできるのであったら、そういうキ

ャッチフレーズみたいなこともあってもいいのかなという気がすごくするのですけれども。 

寺島委員  小学校４年生でごみの学習をするのですが、私は前任校で小学４年生の子どもに三

番瀬を知らせたり、やったことがあります。ただ、三番瀬に行ったときに、ごみを拾おう

かという子どもは、実はあまりいないですね。行くと、そこで子どもが何か「おおっ」と

思うもの、潮の満ち引きはおもしろいなとか、このカニは縦に歩くぞとか、そういうもの

を見て、そこに愛着が湧いた子どもは、いつの間にか、３回目にゴミ袋を持っているやつ

がいたのですね、２人くらい。「何やっているの？」と言ったら、「ごみ拾おうかと思っ

て」。そういう子どもが出てくるのが自然の流れかなと、子どもを見て思ったのですね。 

    さっき今井委員がおっしゃったように、事業計画の変更になった点、三番瀬に関心を持

つ市民を増やしていくという面では、そこを知るということがとても大事かなと思います。

私は学校現場からの経験ですと、いきなりごみを持って行っても、すぐつまらなくなっち

ゃいます。ごみには、子どものモチベーションが即はないのですね。自分の家でさえ、自

分の机の横でさえ、ごみを拾わないのですから、今は。そこに本当に愛着が湧くというこ

とが、長い目でいけば必要だと思います。 

    先ほど、習志野市さんが、難しいことは必要ないじゃないかと。私も本当にそのとおり

だと思います。私はさっきカブトムシとか言いましたけど、私は子どものころ、腹の節の

数が何本とか、そんなことは全然やってないです。干潟に行って、子どもって、潮干狩り

に行った子どもも、横にいるカニにはあまり気づかずに通り過ぎてしまう。そんなときに、

「このカニ、おもしろいんだよ」とか言ってくれるさっき後藤委員がおっしゃったお兄さ

んみたいな人がいるだけで、ぐっと身近になると思います。そういう人材はとてもとても

欲しいと思いますし、今この会の話題の中心になり得るのかなという気はしています。 

    市川市は、いろいろ周知されていないということでちょっとご不満がおありのようでし

たが、浦安市もそういうのをつくってくれたらいいなと思っているのですが、きょうは浦

安市の方はいらっしゃらないですが、市川市でそういうのをつくって百何万とかいうのが

そんなに周知されていないのは一体何でだろうか。百何万といったら、すぐ僕は飛びつい

ちゃうのになあと思うのですが。そういうせっかくのものが周知されない理由というのは、
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きっと何かあると思うんですね。そこを探っていくと、よりお金も有効に使えるんじゃな

いかなという気がしています。 

後藤副委員長  いま寺島さんの昔のごみ拾いから始まったという話があって、子どもにとにか

く楽しませて、ちょっと気がつくようなアプローチをやってあげる人がいて。先生が言っ

ちゃうと、学校の授業の中ですから、そのとおり子どもたちはやっちゃうので。例えば先

生が最初から「ごみを拾いなさい」と言ったら、まじめに拾って、「どうなの？」と言っ

たら、世の中のためになったような顔をするのですが、実は内心は「こんなことやりたく

ねえよ」というのが本当ですので、まず、きちんとおもしろさを。まず遊んで、その次に、

少し注意するところというか、小さな生物に気がついてなかったら、「こっちにおもしろ

いのがいるよ」みたいな、そういう人が必要だということですね。 

    専門的なものというのは、博物館は難しいと言っていましたが、県なりでちゃんと調べ

るものがあれば、それをフォローできるのですね。最初から専門家が行って子どもとやっ

てうまくいくかというと、おそらくうまくいかない。そういう意味では、気づかせと、後

で子どもたちがアプローチをかけたときに答えが出るようなものを用意しておけば、それ

から、さっき出たけど、道具を用意しておいてあげれば、比較的学習のテンポは上がって

いくと思います。 

    それから、今までいろいろなことを環境学習で市川市もやられてきて、「ちょっと三番

瀬を知りましょう」とか、そういうものは一般受けしないと知ったと思うのですよ、僕は。

例えばそこでどういう体験ができるよと打ったほうが、おそらく人は集まると思います。

例えば三番瀬と少し関係するもので、来てやってみたら非常におもしろいということ。お

そらく谷津干潟のボランティアの人たちは、そういうことをやっていると思うのです。そ

ういうのはある程度結果は出ていると思います、いっぱいやっていて。その中で、こうい

うのだったら入口としておもしろくて、入口に来たときに、次の展開をどうつかんでやる

かという少し先ぐらいまでを来た人に教えてあげられれば、そういう核になる人が増えて

いくような気がするのです。いきなり「三番瀬を知りましょう」ではなくて、行きたいな

という、そういう入口でみんな悩んでいるのではないかと思います。いい入口があると思

うんですよね。そういうのをちょっと整理してみるというのが必要かと思います。 

吉田委員長  では、会場に来ていらっしゃる傍聴者の方で、この三つどれでも結構ですが、ご

意見があれば発言していただければと思います。いかがでしょうか。 

発言者Ａ  千葉県環境研究センターの小川と申します。 

    皆様の話を伺っていて、環境教育のプログラムの中では、というよりむしろ「環境教育

って何だろう」という質問を委員の皆様にしたいなと思うのですけれども。 

    環境教育を考えるときに、「in」と「about」と「for」という三つで区切ると比較的わ

かりやすいので、それを私はよくお勧めするのですが、プログラムの中では、「in」、三番

瀬の中で空気を味わって自然と触れ合って感性を育みましょうという体験型の学習を推進

するようなプログラムが多いような気がいたします。 

    もう一つ、三番瀬の自然について興味を持った人に「about」ですね。それは、先ほど

からも指摘がありますように、自然だけではなくて、社会的な情報についてももう少し加

える必要があるだろうなと思うのですが、今回、三番瀬再生計画の答申原案が出たときに、

これでやっと目的が少し明確になったのかなと思いました。この中では、「三番瀬の再生
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を進めるために、多くの人に三番瀬のことを知ってもらいたい」と書いてあると私は読め

るわけですが、そうであるならば、委員の方がおっしゃったように、環境教育とか環境学

習ということに限定しないで、私は「レジャーのどこが悪いの」と実は思うのです。三番

瀬で楽しいことができれば、この目的の一つは達成できるのではないかということで、環

境教育に限定しないで、もっとレジャーも含めて、そのレジャーの中の可能性も含めてそ

ういう検討をしていくと、目的に近くなるのではないかなというふうに考えました。 

    それからもう一つ「for」について。私は、環境のための環境教育をしたいなと思って

いるわけですが、このワーキンググループを聞かせていただきながら、三番瀬というとこ

ろにおいて三番瀬のための環境教育というのは一体どういうものがあるのだろうかという

ことをずっと考えてきましたが、あまりいい考えが思いつかなかったのですけれども、今

回、委員の中から「地域」という言葉が出てきました。これは一つのいいキーワードにな

って、「地域力を育む」ということが三番瀬のための環境教育の一つの柱になるのではな

いかと感じました。 

発言者Ｂ  地域でやっていくということは、先ほどから「子ども」という話がありましたが、

子どもだけじゃなくて、私の年代と子どもの間ぐらいの方たちが結構キーワードなのです

ね。要するに、子どもたちのお父さん世代の方たちは自然体験が少ない年代の方なので、

レジャーを含めて、その方たちが喜んでくださる場があれば、それが即学習になる。喜ん

でいる大人を見て、ああいうことがおもしろいのだということが学習になるのではないか

なと、私たちは地域でやっていて感じます。ですから、やはり場をたくさんということと、

それから、指導者についても、いま人材育成とありましたが、「専門家もいるし、おもし

ろがる人もいるし、食べたりするのが好きな人もいるし」みたいな多様なものがセットさ

れているような環境学習であったらば、きっと人が寄ってくるのかなと思います。 

    それと、学習する施設というのも、前回、私もワークショップに参加させていただいて

お話をしたのですが、施設というのは立派でなくてもある程度必要だと思っています。そ

ういうところを通して、よりどころといいますか、そういうところが地域には必要かなと

思っています。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    今、非常にいいコメントをいただきました。確かに今までの議論の中で、三番瀬でやっ

ている環境教育とか「三番瀬についての」というのはありましたが、「三番瀬のための」

というのは、クリーンアップとかいうのは出てきましたが、再生の中の位置づけというこ

とで検討しているわけですから、そういったものをぜひ考えていく必要があるかなと。そ

ういった面でも、そういう施設があると、それが再生のための活動の拠点でもあるし、そ

こで活動に加わること自体が環境教育なのかもしれないですね。そういった点もぜひ報告

には盛り込みたいと思っております。 

    ほかに、委員の方でその辺のことで付け加えたいご発言はございますか。 

清水委員  私が思っていることを皆さんがたくさん言ってくださったので、あまり発言するこ

とはないかと思うのですが、私の感想みたいな形でお話します。 

    谷津干潟のセンターでボランティアをしておりますが、センターでというと、どちらか

というと野鳥のガイドというイメージを皆さん持たれるかと思いますが、現実問題、干潟

に関わることすべてになってきちゃうのですね。私も、ふなばし三番瀬になりますが、そ
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ちらでの観察会のお手伝いをしているのですが、現実問題、三番瀬で関わっているスタッ

フは、ほとんどが谷津干潟の自然観察センターでボランティアをしている人たちです。干

潟に関わっていると、自然に、三番瀬での環境学習に関わるというふうに。これは強制で

も何でもないのです。自然にそのような形で人材育成がなされているということです。谷

津干潟というと野鳥というふうにとらえがちなのですが、そうではないということも皆さ

んにお話しておきたいと思います。 

    それから、センターで実際にボランティアをしているときに、「三番瀬ってどこです

か」という質問をたくさん受けるのです。「このあと三番瀬に行きたいのだけど、どうや

って行ったらいいのだろうか。地図はある。地図に『三番瀬』と載ってないんだけれど」

と。そういう基本的なところでの質問をよくお受けします。いろいろなところからの資料

を集めた形でお話するのですが、先ほど蓮尾さんがおっしゃっていたように、ガイドブッ

ク的なもの、あったらいいなというのが正直なところです。 

    施設のことですが、観察会をするときの安全性を考えますと、最低限、安全性を考えた

上での施設はできるだけ早く適材適所に。浦安でも、市川でも、船橋でも、安全性を考え

た上での施設はあったほうがいいなと思います。 

    余談ですけれども、国松俊英さんという児童文学作家の方が谷津干潟について本を書か

れているのですが、それが国語の教科書に載っています。国語の教科書の中で谷津干潟の

ことを紹介しているのですが、その本を読んだ子どもたちが、夏休みとかに谷津干潟を訪

ねてくるのです。残念ながら千葉県では使われていない教科書ですが。静岡とか新潟とか、

大変遠くから子どもたちが訪ねてくださるのです。そういう意味では、国松先生の書かれ

た谷津干潟のこと、国語の教科書なのに、その内容に興味を持ってくださる子どももいる

というのは、何か別な力を感じました。 

蓮尾委員  今の清水さんの意見に近いのですが、ともかく使える土地は何とかしたいと私は最

初に言ったのですが、例えば浦安の海のそばにある公園があったら、そこのトイレが使え

るように、そこも三番瀬に生かせるようにというか、それが全部三番瀬の再生のために使

えるようにという意識を持ってもらうことは、きっと可能なのではないか。それは同じく

市川もそうですし、船橋はましてそうだと思います。だから、必要最低のものは何か。ト

イレとか雨宿りの場が欲しいねというのは必ず出てくることなのだけれども、そこに１年

中毎日人がいなくても、いついつ、第何週目の何時から何時までは人がいますよという形

での人材確保みたいなことができればなということは思いました。どんなものも、最初か

ら最高のものをつくろうと思っても、できるころには古くなっちゃいます、大体において。

よいものができて、半年とか１年経つころには、もう半年、１年前のデータになってしま

うので。だから、その場の間に合わせみたいな……間に合わせというのも変ですけど、簡

単なものを毎年必ず更新するというようなものだったり、あるいは、今わかっているもの

で、これが特にみんな知りたいから、アサリとシオフキの見分け方とか、そんな感じでも

いいと思うのです。これも最初のうちに言葉としては言ったのだけれども、三番瀬が楽し

めるように。だから、最初から完成形をやるのではなくて、必要に応じて動いていけるよ

うな。そのためには、どうしてもある土地というものは絶対に必要なのだろう。身近で予

算化できる小さなこと、桑原さんが言われたみたいに、毎日毎日誰か必ずということにな

ると非常に大変になってしまうけど、将来はそうなるかもしれないというような感じで、
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指導者がトイレと何らかのものがあるところにいるというような。それは１ヵ所に決める

というのではなくて、ここで観察会をやって困っているのだから、では浦安の、多分海沿

いに公園ができますよね、とりあえずは墓地公園にガイドさんがいついついますよという

のだっていいと思うんですよね。そんなことからアプローチできないかなと思います。 

後藤副委員長  公園なのか施設なのかというのは、まだ浦安ははっきり決まってないので。土

地は少しあるんです。それはまたあれしましょう。 

    具体的にいま必要なものを、活動している人たちが具体的に挙げてみたらどうですか。

この地域にこれが欲しいというのは、皆さんが活動していてあると思うので、次回ぐらい

にはっきり地域もエリアも分けて出してもらったほうが議論がしやすいのかな。今これが

あればもうちょっとできるよというのを出していただいて、あと吉田さんのプログラムに

従ってやっていけばどうかなあと思います。 

蓮尾委員  いま後藤さんがおっしゃったようなことは、前回のときに、それなりに場所で出て

いるのですよ。 

後藤副委員長  もう一度細かく出してもらえれば。 

蓮尾委員  はい、わかりました。 

鈴木委員  今、場所を出してもらうという話ですが、本当に施設が必要かどうかというのは、

今ここでいろいろな議論が出ているので、それを新たにまた限定するように私は聞こえた

のですけれども。 

後藤副委員長  そうじゃない。ちょっと誤解された。要は、今やっている中で「トイレが欲し

いよ」という意見が出ていて、それは反対じゃないですね。例えば浦安のここの場所にト

イレがあればいいよとか、そういうことです、具体的というのは。どういう施設がここに

あればいいということではなくて、実際に使っていて、こういうものが海浜公園のところ

にあればいいなというのは、例えば冬場に水道が使えればいいというのも出ましたよね。 

吉田委員長  この委員会の報告書の中で、あまりにも具体的な、この公園のこの水場を使わせ

てくれとか、そういうところまで書くのは難しいと思います。まずは次回の段階では、そ

ういうところまで書くのではなくて、原則的な今ディスカッションしたようなことをまと

めたものを案として出しますので、その中で、次回でもいいですし、最終回でもいいです

が、委員からの要望として、使ってらっしゃる方でないとわからないようなこともあるの

で、それは報告書に具体的な場所や地名として盛り込むかどうかは別として、こういうこ

とはやったらいいのではないですかというような付録がいいのかどうか、ちょっとこれは

また考えたいと思いますが、本編の報告書とは別途そういうのは挙げられたらもちろんい

いのではないかとは思うのですが。 

後藤副委員長  抽象と具体が入り組んでいるので、むしろ報告書をまとめてからじゃなくて、

実際の人たちがどこで困っているかは挙げておいて、報告書に、例えば船橋側ではこうで

すよ、浦安側ではこうですよ、くらいの落とし込みまでは必要なのかなと思って、逆にそ

れをまとめるための一つのステップかなという程度ですので、報告書に入れるとか入れな

いのとかの問題ではないです。 

吉田委員長  そういうことで、鈴木さんの誤解というか、モヤモヤしたところは……。 

後藤副委員長  では、やめましょう、それは。 

鈴木委員  私が施設のことで本音の部分で懸念していることは、施設を何らかの形でつくった
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場合とか、借りた場合にしても、それはそれですごく便利とか、そこで活動している人間

にとってはとてもいいことなのですが、一体それを誰が管理するかということがすごく気

になるのですね。例えばさっきからの人材の話でも、今までどこの施設を見ても、どんな

にオープンにしましょう、オープンにしましょう、どんな方も受け入れましょうと言って

いても、どうしてもそこを管理している方たちが優先的になるという現状を非常に見てき

ているので、そこのところがどうしても私の中ではなかなか納得できない。どんなにオー

プンな場になっても、ＮＰＯが入れば、ＮＰＯのそこが主になって何か活動している部分

というのは県の施設の中でたくさん見受けられていたので、そういう部分の懸念があった

ものですので、ちょっと反論みたいな形をさせていただきました。失礼いたしました。誤

解は解けましたので。 

後藤副委員長  僕も、ＮＰＯではなくて、住民だけで集まって好きな人が入っていつでも抜け

られるよという制度、行政をパートナーシップにして、里親制度というのを浦安の公園で

実際に動かしているのですが、それも特権になっちゃいけないと思っています。常に鈴木

さんのおっしゃることはこれまでの経緯から懸念があると思うので、むしろそうならない

新しい仕組みも提案できればいいなと実は思っています。 

吉田委員長  鈴木さんからのご指摘の趣旨はよくわかりましたので。それも含めて考えていき

たいと思います。 

    それでは、きょうこれだけ出たものをどうまとめるか悩ましいところですが、次回まで

に何とか後藤さんとも頭を悩ませながらまとめまして、提示したいと思います。 

桑原委員  施設の委員会ですが、例えば施設が「できる」「できない」に関わらず、おそらく

人材育成の問題は絡まってきますので、先ほど、極端な話、印刷物よりも先に人材のほう

に予算をつけていただきたいと言ったのですが、それはぜひとも考えていただきたいと思

います。 

    あと、蓮尾さんがおっしゃったように、そういうことに興味がある学生さんは非常に多

くなっていて、学生さんというのは大学生、大学院の方ですが、昔、20 年か 30 年前にそ

ういったことを教えてくれる指導者の方も少なかったし、そういうことをやっている学校

自体が少なかったのですね。そういったことを学んでいる学生さんはものすごく数が多い

のですが、就職先がないのですね。蓮尾さんは「優秀な方はアセスメント会社のほうに多

く行かれる」と言っていますが、私個人にとっての優秀な学生さんは無職の方が多いんで

すね。 

蓮尾委員  それはそうです。 

桑原委員  非常に無職の方が多くて、アルバイト代も取れなくて、私らはかわいそうで。打ち

合わせと言って来ていただくお金もなくて。おそらく吉田先生のほうはそういう問題を抱

えているのではないかと思いますが、人が人を教える……「教える」という言い方は悪い

のですが、そういう話をすることによって、おそらく施設がなくてもやれる面があって、

それが一番基本だと思うし、それができてから、日本の景気がよくてお金が儲かったとき

に施設を巨大なのをつくろうといったら、ではそれでいきましょうかというのも人ですし、

あとプログラムをどう考えようかというのも人材なので、それだけはとにかく並行して考

えていただければと思います。 

    よく言われるのは、講座みたいのを組んでくれと言われるのですが、私どもも土日はも
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う動けないのですね。観察会とか講座はなるべく土日に組みたいのですが、１年ぐらい前

に言っていただかないと、もう不可能なのすね。平日やる場合が多いですが、平日も、興

味を持っていただく方が多くて、結構来ていただけるのです。例えば行徳にしても、谷津

干潟にしても、本当の専門家の人が非常に少なくて困っているのではないかと思いますの

で、ぜひとも、どこかわからないけれども、「県」とはなかなか自分の口からは言えない

ですが、とにかくそれだけは取っていただいて、私は、同じ委託費でしたら、印刷費なん

かよりもそちらの困っている皆さんのためにぜひとも、という気がします。 

    清水さん、いかがですか。どういうプログラムが足りないとか、こういう人が欲しいと

か。 

吉田委員長  すいません、時間がないので、そこのところの議論は…。提言はわかりましたの

で、それは考えていきます。 

 

       （３）その他 

 

吉田委員長  それでは、次回を決めたいと思います。 

    12 月の議会が終わってからということですが、その直後ぐらいは、私の大学の都合で

卒論の提出日に近づいてくると非常に厳しいものですから、それが 20 日ですが、学校の

先生のご都合も伺わなければいけないところではあるのですが、いま候補に挙がっている

のが 21 日（木曜日）、22 日（金曜日）、25 日（月曜日）ですが、そのあたりでいかがかと

いうことですが。 

          （ 日 程 調 整 ） 

吉田委員長  12 月、暮れは皆さんのご都合が合いそうもないということで、１月に入ったと

ころで調整して、今この場では県のほうの都合も決まっていないでしょうから、メールと

か郵便で。 

事務局  事務局から各委員にご都合を確認して、そこでよさそうな日を調整させていただくと

いうことでお願いしたいと思います。 

吉田委員長  それでは、日程調整は事務局からということでお願いします。 

    「その他」、事務局から何かありますか。 

事務局  ございません。 

吉田委員長  私が進行する議事はこれで終了しました。あとは事務局のほうで進行をお願いい

たします。 

 

     ３．閉  会 

 

事務局  長時間にわたりご議論ありがとうございました。これをもちまして第５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。 

 

――以上―― 


