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     １．開  会 

 

事務局  本日は、委員の出席状況ですが、13 名全員のご出席をいただいております。 

    それでは、ただいまから第６回「三番瀬環境学習施設等検討委員会」を開催いたします。 

    議事に入るまで進行を務めます。よろしくお願いいたします。 

    まず、配付資料の確認です。お手元に、 

     次第 

     裏面に委員とオブザーバーの名簿が載っております。 

     資料№１ 三番瀬再生計画の策定状況について 

     資料№２ 第５回委員会会議結果 

     資料№３ 平成 18 年度三番瀬環境学習施設等検討委員会（案） 

    資料ナンバーはつけておりませんが、資料№３についての蓮尾委員からの意見を配付し

てございます。 

    それから、委員とオブザーバーの方のみ配付してございますが、町田委員から提出され

ている辞表のコピーをつけております。 

    資料としては以上でございます。 

 

     ２．報告事項について 

 

       （１）町田委員の辞任について 

 

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  皆さん、こんばんは。お忙しい中をお集まりいただきましてありがとうございま

す。この三番瀬環境学習施設等検討委員会も、今年度中はあと１回で何とかまとめてまい

りたいと思います。最初の、いろいろな施設やいろいろなＮＧＯの方等の意見を聞くとい

う段階から、ようやくここまでまいりました。もう少しでございますので、何とぞ皆さん、

ご協力をよろしくお願いしたいと存じます。 

    それでは、まず報告事項ですが、（１）町田委員の辞任について、事務局から説明をお

願いいたします。 

事務局  ご報告申し上げます。 

    既にご承知のことではありますが、昨年 11 月 21 日付で当委員会の町田委員から、委員

を辞任する旨の辞表が知事に提出されましたことを報告いたします。 

    辞表は委員から知事に提出されたということから、この場での資料として配付はどうか

と考えておりましたが、三番瀬フォーラムのホームページにこの辞表が全文掲載されてい

ることが確認されましたので、本日は、委員とオブザーバーの方に限りコピーを配付して

おります。 

    辞表の理由書も添付されておりまして、この中では大きく５点についてその理由が記載

されております。１ページに、理由書ということでまとまっております。 

    第１点目は、委員会の設置前に「環境学習施設を検討する場」だと説明を受けていたけ
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れども、設置要綱では変わってしまった、あやふやなものになっていたということが指摘

されております。 

    ２点目は、いつまで経っても会議の目的が不明確、委員会では目的もスケジュールも示

されない、ということが書かれております。 

    ３点目は、委員以外の方も交えて会議をする、ワークショップの手法による作業をする

というところで、会議の運営に疑問があるというご指摘がございます。 

    ４点目として、県のレベルの議論ではない、市民ができるレベルのことを事業化しよう

としているのではないか、ということでございます。 

    最後の５点目は、組織や地域の知的財産もすべて提供して、何も守られていないと。 

    以上のことが理由として書かれております。 

    これらの点について簡単に事務局としての見解を申し上げますと、１点目の事前説明と

の違いという部分につきましては、事前説明の際の資料と設置要綱の記載事項については、

基本的には違いがないというふうに事務局としては認識しております。 

    また、２点目の「目的、スケジュールが不明確」という指摘につきましては、第１回目

の委員会においてスケジュール案を提案し、協議していただいたという経過がございます。 

    ３点目の会議の運営に疑問ということについても、これは再生会議のほうと同様、会場

の一般参加者の意見を聞くなどによって、より開かれた形で会議の運営を進めてきたとい

うことでございます。 

    また、県のレベルの議論ではない、あるいは何も守られていないとの指摘につきまして

は、基本的に環境学習という取り組みは、県とか市、あるいはＮＰＯ、そういった関係す

る主体が連携、協働してつくり上げていく、進めていくものであるということ。また、そ

のような視点から、地域での環境学習に取り組んでいるＮＰＯ等の情報、その情報の中に

は、実情、あるいは抱えている課題なども含めまして、そういう情報を共有するためにア

ンケートを行ったものでございまして、その際には、当然、強制的に情報の提供を求めた

ことはないと考えております。 

    以上、事務局のほうと見解に大きな相違があるわけで、できればこういう場できちんと

議論していただきたかったと思っております。 

    なお、辞任された町田委員の後任につきましては、本年度の検討は既にまとめの段階ま

で進んでいることから、年度内の選任は行わないことにしております。来年度、改めてさ

らに具体的な検討をする際に、選任の対応を図っていきたいと考えております。 

    以上でございます。 

吉田委員長  今、辞表の内容、理由については説明いただきました。私も拝見して、「委員長

に対して議論の方向などを示してほしいとお願いしましたが、明確な答えをいただけませ

んでした」ということが書いてあって、その都度お答えしてはいたのですが、「委員会の

場で議論をしていただければ」といま県からもありましたように、私もそう思います。そ

ういう点では非常に残念に思うわけです。知事宛てに出されたものですので、私のほうか

ら町田さんに対して、こうではないのではないかとか、そういうことは特に申し上げては

ございませんが。 

    ただいまの説明について、何か皆さんから質問等ございますか。 

長谷川委員  １番目の「千葉県がつくる環境学習施設について検討する場」というのは変わっ
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てないのですか。私もちょっと引っかかっているのですけどね、その点について。 

事務局  環境学習施設も含めて検討するということで。 

長谷川委員  主語。千葉県がつくる環境学習施設について検討するという方向で動いていきま

したかということです。 

事務局  当然、県の検討会ですので、千葉県としてつくる場合にどういうあり方が必要なのか、

そういったことも含めて検討していくということでございます。主語は「千葉県」です。 

平井委員  今のご質問は、千葉県が主となってやるかどうかというところの検討は入っている

かということですね。千葉県が環境施設をつくると。そういう意味ではないのですか。 

長谷川委員  ではないです。 

吉田委員長  もう一度、長谷川委員、質問の趣旨を明確に。 

長谷川委員  要は、この検討委員会で何を検討するかといったときに、何を誰が今つくってき

たかということが見えなかったのではないかと思う。私もそれが見えないのですけどね。 

事務局  設置要綱に明記されているのですが、まず県の事業計画の策定や事業の実施にあたっ

て具体的な助言をいただきたいということが目的です。検討事項として、１、２、３、４

と掲げてあるわけですが、その中の３番目に「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」と明記してございます。ですから、こういうことについても

ご検討いただいているということでございます。 

吉田委員長  ほかにご質問等ございますか。 

    今の件については、次の報告事項で三番瀬再生計画の策定状況の説明があると思います

が、事業計画というのは、必ずしも施設をつくることだけが環境学習・環境教育の事業で

はなくて、もう少し幅広いものですので、そこについて理解の齟齬があったかもしれませ

んが、千葉県が事業計画をつくり実施していくということ自体は間違いないことだと思い

ます。 

    この件についてはよろしいでしょうか。 

    よろしければ、次の報告事項に進みます。 

 

       （２）三番瀬再生計画の策定状況について 

 

吉田委員長  次に、報告事項（２）三番瀬再生計画の策定状況について、事務局から報告をお

願いいたします。 

事務局  それでは、三番瀬再生計画の策定状況について説明いたします。 

    配付した資料１をご覧ください。 

    ご存知のとおり、三番瀬再生計画としては、三段階ございます。一つ目は、三番瀬再生

計画（基本計画）です。これは、以前の円卓会議から再生計画案を受けて、県が関係者と

協働で三番瀬の自然環境の再生を進める上での県としての理念と目標を記述したもので、

長期的なもの、概ね 10～20 年毎に改定するという計画でございます。こちらについては、

長い間「（案）」という形でしたが、昨年の 12 月 20 日に正式に三番瀬再生計画（基本計

画）を策定したところです。 

    対応等については全部別紙になっておりますので、後で実行のところでまとめて説明い

たします。 
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    再生計画の二つ目としては、事業計画というのがございます。こちらは、基本計画の理

念と方向性（目標）に基づき、行政的な施策を各分野ごとに体系的に明らかにするものと

いうことで、中期的な計画、概ね５年ごとに改定する性格の事業計画になっております。 

    こちらの策定状況は、前回、吉田委員長からも説明をいただきましたが、そのときには

素案に対して会長原案という形で答申が出ておりましたが、正式に素案について 18 年 11

月 7 日に三番瀬再生会議から答申が出たところで、現在、策定中でございます。この答申

を受けた策定中の計画案については別紙のとおりですので、後ほど説明いたします。 

    三つ目としては、三番瀬再生実施計画。これは年度ごとということで、今回は 19 年度

のものですが、こちらは基本計画及び実施計画に従って再生事業の具体的な内容を施策と

してどのように展開していくかを記述したもの。短期的な計画ということで、毎年の予算

を考慮して作成していくというものでございます。 

    こちらの策定状況については、現在、平成 19 年度の予算編成の状況を考慮しながら計

画を策定しているところでございます。 

    以上三つの計画がございます。 

    次の２ページに三番瀬再生計画（事業計画）（案）と書いてございます。この中に基本

計画も再掲されておりまして、こちらの基本計画については、先ほどお話し申しましたと

おり、もう「（案）」が取れた形になっております。 

    内容としては、こちらに書いてあるとおりです。「現在でも施設やＮＰＯで個々に環境

学習・教育への取り組みが行われています。このことから、より広範に多くの人々が参

加・体験できるよう、地域の特性を生かし、各年齢層の経験や関心に応じた環境学習・教

育の体制をつくり上げていくことが重要です。こういった体制を地域全体で主体的に進め

られるように、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」ということが基本計画に盛り込まれてお

ります。 

    この基本計画が事業計画の中で一体となっているわけですが、事業計画としてはこの５

年間でどういうことをやっていこうかというのが次の「第１次事業計画の目標」というと

ころで書いてございます。こちらについては、三番瀬再生会議の中で、前回、委員長から

説明していただきましたが、当初、こちらの事業計画の目標がなかったものですから、こ

こを明確にしてほしいということで答申が出ております。この事業計画の目標のところは、

その答申を受けて案の段階で追加したものでございます。 

    内容としては、「より広範に多くの人が三番瀬に関心を持ち、再生の活動に参加できる

ようにしていく必要があります。このために」ということで、「１．環境学習・教育に関

する検討委員会の設置」、この会議です。それから、この会議を設置してということにな

ると思うのですが、「環境学習・教育に関する人材の育成」「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になっております。 

    計画事業としては、現在のところ、まだこの検討委員会で検討中ということですので、

今はここに書いてある一つの事業しかないのですが、環境学習・教育の事業計画は、今後、

この検討委員会での議論の進捗を踏まえて、事業計画、今は一つしかございませんが、こ

ちらを修正する、あるいは追加していくということも考えております。 

    次に、３ページ、平成 19 年度の千葉県三番瀬再生実施計画（案）ですが、これは来年
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度何をやるかということですが、環境学習・教育については、「三番瀬再生に係る検討事

業を進めます」と書かせていただいております。ただ、今のところまだ検討以外の事業の

具体的なものが出ていないということでこういう記述になっておりますが、こちらの計画

の中にもございますが、「また」というところからですが、こちらの検討委員会での検討

の結果を踏まえて、「既存の事業も活用しながら、できるところから環境学習・教育に係

る取組を進めます」ということで、今の段階では検討事業ということしか書けないのです

が、それだけではなくて、ここで決まったようなことがあれば、そういったことは 19 年

度中に事業化もできるのではないかと考えております。 

    あと、「既存の事業も活用しながら」ということですが、既存の事業としては、前にも

千葉県では環境学習はどういうものがあるかということで、例えばエコマインド養成講座、

環境学習アドバイザー、こういった指導者の派遣事業、それからＮＰＯによる公募型の環

境学習事業――ＮＰＯから事業を公募して参加体験型の環境学習を委託で実施しているも

のです、それから、直接、県ではないのですが、千葉県の環境財団に千葉県環境再生基金

があり、その中で、ＮＰＯの環境活動の公募助成もやっております。そういったものも活

用しながら、この会議での進捗を踏まえて事業を実施していきたいというのが、19 年度

の計画でございます。 

    以上でございます。 

吉田委員長  ただいまの報告事項（２）について、何かご質問、ご意見ございますか。 

鈴木委員  ３番目、「平成 19 年度の予算編成の状況を考慮しながら」と、ここでは「予算編

成」という言葉が使われていますが、予算は実際の数字というのはあるのですか。 

事務局  まだ予算は議案としてもできておりませんので、この場では申し上げられないのです

が、三番瀬に特化した事業の予算については実は要求はしておりません。とりあえず既存

の枠組みの事業、今の段階ではそれを活用していく。もし具体的な取り組みを進めていく

ということであれば、その中で考えていくということになろうかと思います。 

吉田委員長  事務局から口頭で幾つか説明があったような既存の事業も、こういうのがあると

書いておいていただけるとよかったですね。多くの方は幾つか利用していてご存知かもし

れませんけれども。これだけ見てしまうと、事業計画のほうには検討委員会の設置だけで

はなくて人材養成とか教育活動の支援というのが書いてあるのに、そっちはやらないよう

に見えてしまいますので、それも既存のもの、資金を使ってやるのだということですので、

そういったものが見える形だとよかったなと思いました。 

    ほかに皆さんからはございませんか。 

    それでは進めさせていただきます。 

 

     ３．議  事 

 

       （１）第５回委員会会議結果について 

 

吉田委員長  続いて、議題（１）第５回委員会会議結果について。お願いします。 

事務局  資料２で説明いたします。 

    前回の会議の結果ですが、一つ目としては、第４回委員会の結果について事務局から説
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明しております。 

    その次に、今後の委員会の進め方及び三番瀬再生会議の状況ということで、吉田委員長

から説明していただいております。前回までグループディスカッション等を行っておりま

したので、それをまとめて報告書の形にしていきたいということと、報告書の作成にあた

っては、皆さんから意見をお聞きした上で、アンケートに協力していただいた方々の意見

等も加えていきたいということでございます。また、三番瀬再生会議の状況ということで、

答申の会長原案では、「第１次計画の目標」に、環境学習・教育に関する検討委員会の設

置、環境学習・教育に関する人材育成、三番瀬に関する環境学習・教育活動の支援を加え

てほしいという意見を出しているということを説明いただきました。 

    その次に、前回のグループディスカッションの結果を、まとめ役の方から発表していた

だいております。 

    「環境学習プログラム」のグループからは、環境学習のプログラムは目的に応じていろ

いろなものが書けるということ。プログラムというのはどういう方向に行くかによってい

ろいろなものが考えられます。今回の検討で、環境基準についてのイメージがある程度で

きた段階でいろいろなプログラムが書けるのではないかと、そういった材料が出揃ったの

ではないかという報告がございました。 

    「人材育成・確保」ワーキングからは、一般の市民向けに三番瀬に触れる機会をつくる

ためには身近な人材が必要である、指導できる教員が限られている、あるいは三番瀬から

遠い学校の……。 

吉田委員長  ここの部分はまた同じことを繰り返しますので、もうちょっと省略していただい

ていいです。 

事務局  では、もう少し簡単にします。 

    というようなことでございます。見ていただけると、こういったことが書いてあります。 

    「施設のあり方・場の確保」のワーキングの中では、施設は三番瀬を担う人たちが入る

ためのもので、立派な箱をつくってそこに人を入れましょうというのは発想としては逆で

ある。将来、環境学習に活用できそうな場を洗い出して、そういう場を活用できるような

形で確保することも必要ではないか。そういう意見が出ておりました。 

    そういったディスカッションの結果について意見交換を行っております。内容について

は、こちらにあるとおりです。 

    ちょっと省略しておりますが、以上、簡単に説明いたしました。 

吉田委員長  省略してくださいと申し上げたので、大分短くなりました。 

    後ろのほうで出た意見はほとんど入れて№３の資料をつくりましたので、そちらでもう

一度繰り返すことになりますので、ちょっと短くさせていただきました。 

    それでは、議事録の確認について、何かご質問ございますか。 

    よろしいですか。 

 

       （２）委員会で出された意見・課題の整理について 

 

吉田委員長  それでは議題（２）、これが一番時間がかかるきょうのメインの議題でございま

す。委員会でこれまでに出された意見や課題の整理についてです。 
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    私から、ちょっと時間をいただいて、皆さんにこの委員会の報告案を説明させていただ

きます。 

    資料３をご覧ください。 

    今までの議論の中でカードを使って、環境学習プログラムについて、人材の育成と確保

について、環境学習施設のあり方についての３グループに分けて議論いたしましたので、

それを文章化してみました。年度として区切りですので、文章化してこの委員会としてま

とめたいと思いましてたたき台をつくったものでございます。これはあくまでも私のほう

でつくったたたき台ですので、どんどん直していただいていいという類のものです。もう

既に蓮尾委員から直していただいていますので、ぜひきょうも皆さんからもご意見をいた

だきたいと思います。 

    まず、「１.検討の経過と概要」です。 

 

   １.検討の経過と概要 

    三番瀬環境学習施設等検討委員会（以下「検討委員会」という。）は、三番瀬再生計画

検討会議（円卓会議）から提言された三番瀬再生計画案をもとに、三番瀬再生会議におけ

る議論等を踏まえ県が策定した千葉県三番瀬再生計画において環境学習・教育事業が緊

急・早期着手事業に位置づけられたことから、平成 18 年 3 月 30 日に発足した。検討委員

会の構成は別紙１に掲げるとおりである。 

    検討委員会は、これまでに別紙２のとおり合計７回の会合（これは次回の会合も含んで

おります）、２回の現地視察会を開き、三番瀬における環境学習プログラム、人材の育成

と配置、環境学習施設のあり方について検討をすすめてきた。検討にあたっては、環境学

習にかかわる団体へのアンケート、環境学習施設の視察、三番瀬で活動しているＮＰＯへ

のヒアリングに基づいて、委員会において環境学習の現状を分析し、将来への課題の抽出

を行った。ここに平成 18 年度における検討結果を報告する。 

    三番瀬における環境学習の検討にあたり、検討委員会委員、オブザーバー、環境学習施

設管理者、ＮＰＯ団体の皆様にさまざまなご協力をいただき深く感謝申し上げる。 

 

    ここまでは前編でございます。 

    「環境学習プログラム」のほうに入ります。 

 

   ２．環境学習プログラム 

   ２－１．三番瀬環境学習プログラムの目的と理念 

    三番瀬における環境学習プログラムは、自然体験をさせるだけではなく、三番瀬の自然

再生に資するものでなくてはならない。環境教育においては、In、About、For の３つの

環境学習があると言われる。三番瀬の中での環境学習（In）は、三番瀬で干潟の生き物と

のふれあい、海苔すきなどの自然体験を行うものであり、三番瀬に関する環境学習

（About）は、三番瀬の生物などの自然要素と漁業などの社会的要素の両方を学ぶもので

ある。これに対して、三番瀬のための環境学習（For）は、三番瀬の環境保全、自然再生

などと結びついた地域活動を行うことによって、三番瀬の課題を認識し、自分でできる解

決方法を考え、実践する環境学習である。最終的には、環境学習を通じて、「地域力」を
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高めることが重要である。 

   ２－２．三番瀬環境学習プログラムの対象と内容 

    三番瀬における環境学習プログラムは、子どもから社会人まで広い範囲を対象とするも

のであり、世代やライフサイクルに応じたプログラムを提供する必要がある。子どもたち

に対しては、自然観察、海苔すきなどの体験型プログラムがもっとも重要であるが、一方

では三番瀬の歴史を学んだり、ヨシ簾づくりなどの伝統を伝えるプログラムも必要である。 

    一般向けプログラムでは、三番瀬の自然に関する内容はもちろんのことだが、歴史や漁

業など自然以外の三番瀬の魅力についても気づいてもらえるようなプログラムを用意した

い。 

    体験型プログラムで注意しなければならないのは、三番瀬のような沿岸の海は漁業者の

活動によって維持されてきたものであり、むやみやたらに採集してしまうと枯渇してしま

う資源もある。 

   ２－３．三番瀬環境学習プログラムと教材 

    三番瀬における環境学習プログラムは、本物の自然を体験することが第一ではあるが、

それを補助するための教材によって、より効果的な環境学習を行うことができる。 

    たとえば、子どもむけには、ビデオ教材や副読本、一般向けには、三番瀬フィールドガ

イドなどの調査や学習に役立つ教材が求められる。フィールドガイドは、初心者向けのも

のと、三番瀬の生物を網羅したものの２種類があることが望ましい。また、高価な図鑑や

双眼実体顕微鏡、ＧＰＳなどについては、環境学習施設において借りることができるよう

な仕組みを作ることが必要である。 

   ２－４．三番瀬環境学習プログラムの展開 

    三番瀬における環境学習プログラムは、それだけで完結するものではなく、関連するさ

まざまな環境学習プログラムとの連携によって、さらに発展することが期待される。 

    まず利根川・江戸川から東京湾にいたる流域の視点からみた環境学習プログラムによっ

て、水資源の重要性と水質汚染に対する認識を深めることができる。 

    またアサリ、ノリなどから発展した食育プログラムからは、私たちがふだん食べている

食材の原産国、フードマイレージの視点から見た地産地消の重要性などを学ぶことができ

る。三番瀬における環境学習を、三番瀬だけの問題にとどめず、地球環境問題の解決や普

段のライフスタイルを見直す機会につなげる視点が必要である。 

   ２－５．三番瀬環境学習プログラムの課題 

    三番瀬環境学習プログラムの課題として、指導者の不足、学習施設・アクセスを含む施

設の不備、広報等の不足、資金等の不足などが挙げられる。 

    このうち、指導者の不足、学習施設等の不備については、３および４で後述する。広報

に関しては、一般向けに三番瀬の自然環境や生物を知らせるようなしくみが不足しており、

インターネットの活用等によって、生き物情報をデータベース化して提供するなどの工夫

が求められる。資金に関しては、民間グループが環境学習プログラムを実施するうえでの

資金が不足しており、既存の県の助成金システムなども活用しつつ、多様な資金源の確保

につとめる必要がある。 

 

    「３．人材の育成と確保」に移ります。 
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    ここの部分は、前回、私が説明したところで、それほど変わっていないです。とりあえ

ず読ませていただきます。 

 

   ３．人材の育成と確保 

   ３－１．三番瀬を身近に感じることができる機会が少ない 

    三番瀬の環境学習を進めるには、三番瀬に出かけ、自分の五感を生かして、見て聞いて

触れる直接的な体験が最も重要である。とくに子どもたちには、干潟に入れて生き物に触

れさせてあげること、海苔すき・ヨシ簾作りなど体験的な活動を通じて、三番瀬の干潟や

漁業の重要性について学ぶ機会を作ることが大切である。それには、まず三番瀬につれて

いってくれる大人の存在が必要だ。それは両親であるかも知れないし、地域の大人かも知

れない。また三番瀬を直接体験できるプログラムの中から、参加した子どもや一緒に参加

した親が将来ＮＰＯの指導者となる例もあり、次世代への発展が期待される。 

   ３－２．三番瀬の環境学習の入口として学校は重要 

    三番瀬の環境学習をすすめるための入口として、学校は非常に重要な役割を担っている。

小中学校の頃から、繰り返して三番瀬に来ることで、三番瀬への理解と愛情が育まれる。

それには、三番瀬をとりまく地域の小中学校で、三番瀬を訪れる環境学習の機会を作るこ

とが大切である。しかし、三番瀬の環境学習を指導できる教員が限られている、教員が校

務に忙しく校外学習にさける時間が少ない、学校から三番瀬へのアクセスが限定されてい

るなどの問題がある。このため、教員の養成や研修に、三番瀬の環境学習を取り入れるこ

と、学校に手伝いにゆける指導者をふやすとともに人材ネットワークを構築すること、学

校から三番瀬への交通アクセスを確保することなどの対策が求められる。 

   ３－３．指導者の育成・研鑚の場が少ない 

    三番瀬の環境学習をすすめるために、環境学習施設やＮＰＯの指導者の役割も非常に大

切である。しかし、海や生物に関する専門的知識や、自然観察指導の技術などを育むには

時間を要するため、環境学習指導者の数はなかなか増えないのが現状である。また、環境

学習施設やＮＰＯの指導者に対する研鑚の場が限られているため、最初のころのモチベー

ションを維持することは容易ではない。ＮＰＯによる指導者養成が行われているが、県や

地方自治体による養成研修やフォローアップ研修の場づくりが求められる。指導者予備軍

となる学生などは多いため、若い世代に対する指導者研修の機会をつくることが課題であ

り、市民社会創造ファンドなどの人材育成型ファンドの活用は有効な手段の一つであると

考えられる。 

   ３－４．スタッフが活動しやすい環境が不足している 

    三番瀬の環境学習をすすめるスタッフがＮＰＯには育っているものの、スタッフが活動

しやすい環境は十分とは言えない。スタッフの多くは、環境学習以外の日常業務をかかえ

ており、とくに指導的な立場にある者は多忙のため、学校などからの講師派遣依頼のすべ

てに応えることができないのが現状である。ＮＰＯの環境学習活動の多くは、スタッフの

ボランティア、持ち出しによって支えられており、活動に対する寄付金や助成金を受けに

くいことも問題となっている。 

３－５．三番瀬の環境学習の専門家が少ない 

    三番瀬の環境学習をすすめるためには、三番瀬の生物や環境に詳しい専門家が必要であ
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る。学校における環境学習は、博物館学芸員など外部の専門家の協力によって実施されて

いることが多い。また市民調査型の自然観察会などは、県の機関の生物に詳しい専門家の

協力によって行われることが多い。しかし、環境学習指導者の育成に携わる専門家、学校

等からの派遣要請に応えられる専門家が少なく、数少ない専門家に要請が集中してしまう

ことが問題だ。また、学校やＮＰＯは予算が十分でないため、専門家の派遣を要請しやす

い環境をつくることも求められる。その意味でも、三番瀬の環境学習を促進する専門家や

指導者が常駐する施設はぜひとも必要である。 

   ３－６．もう少し興味を持った人が学べる環境も必要 

    学校や社会教育を通じて三番瀬の楽しさに目覚めた子どもたちは、自分から三番瀬の生

物や環境を調べたいという気持ちになってくる。このように、もう少し三番瀬に興味を持

った人が、さらに詳しく三番瀬のことを学習するため、三番瀬の生物を網羅したフィール

ドガイドの出版、三番瀬の自然や歴史を紹介した資料や、ＧＰＳや実体顕微鏡など個人で

購入するには少し高い機材の貸し出しを行う環境の整備も求められる。三番瀬の環境学習

施設がそのような役割を果たすことが期待される。 

   ３－７．三番瀬の環境学習に行政のサポートを 

    三番瀬の環境学習における行政の役割は、学校、社会教育施設、ＮＰＯ、市民などを結

ぶコーディネーターの役割であるといえる。また、社会教育と学校教育を結ぶため、行政

内部でも、環境保全部局と教育委員会との連携などが求められる。具体的には、学校から

三番瀬へのアクセスの整備（バスの借り上げなど）、ＮＰＯと学校とが連携しやすいよう

な環境の整備（謝金の補助）などが考えられる。 

   ４．三番瀬における環境学習施設と環境学習の場のあり方 

   ４－１．環境学習施設と環境学習の場の理念と目的 

    三番瀬に環境学習施設を設置する目的は、単に自然観察の場所としての箱物を設置する

ということではなく、三番瀬を守り育てていくための担い手となる人材を育成し、適正な

維持管理を進めるため、その役割を担うレンジャーにあたる人材が常駐する施設が必要で

あるということである。 

    つまり、施設を作ったから人を配置するということではなく、人材育成にはどうしても

その役割を担う人が必要であり、その人たちが常駐する施設が必要であるという発想で考

える必要がある。 

    三番瀬の再生は時間がかかる事業であり、若い世代の再生の担い手を育成しながら進め

る必要がある。それには、市民がつねに三番瀬に目を向けてゆくことが重要である。一方、

三番瀬に足を運ぶ人が増えるにつれ、過剰利用になったり、三番瀬の利用者の間で調整が

必要となる場合も出てくる可能性があり、そのための管理拠点としても環境学習施設が必

要である。 

   ４－２．環境学習施設と環境学習の場の機能と構造 

    三番瀬の環境学習施設と環境学習の場の位置については、今後、地元関係市の意見も聴

きながら、慎重に検討を進めていく必要がある。ここでは一般的な意見として、幾つか出

された意見を述べる。 

    三番瀬の海岸線の多くは、直立護岸のために海に降りて行けない構造となっている。三

番瀬再生の目標である、「生物多様性の回復」や「海と陸との連続性の回復」をめざした
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再生計画とあいまって、三番瀬の海の生き物にふれあえる環境学習の場をつくり、環境学

習施設をその入口とし、利用マナー指導の拠点とするということが考えられる。 

    環境学習施設は、大きなものである必要はない、小さな施設でおもしろさを感じられる

ものであればよいという意見がある一方で、三番瀬では天候急変時に避難したり、トイレ

を借りられる施設が少ないため、環境学習施設に団体利用者が雨宿りしたり、トイレを利

用することのできる機能を持たせてほしいという要望もあった。また干潟での観察のあと

で、手足を洗うことのできる水道がほしいという要望もあった。環境学習の際に、荷物を

置いたり、レクチャーをする場所がほしいという希望もあった。 

    これらを総合すると、環境学習施設には、①利用マナー指導機能、②利用者サービス機

能、③環境学習機能（展示・レクチャー）、④人材育成機能（指導者常駐）などが求めら

れている。 

 

    ということで表１がついているのですが、「求められる機能」が、表のほうがどっちか

というとふさわしい順番で並んでおります。「環境学習機能」が最初にあって、三番瀬に

関する環境学習（自然観察会や室内レクチャー）の実施、三番瀬の生物に関する展示を通

じた環境学習、三番瀬の利用者に対する図鑑、自然観察機材の貸与。「人材育成機能」と

して、三番瀬環境学習指導者養成講習会の実施、外部の専門家による指導者の研鑚の研修

会の実施、教員研修などにおける三番瀬環境学習の指導要望への応対。「利用者サービス

機能」として、天候急変時（雷雨など）の避難場所となる、体調が悪くなった利用者の一

時的な休息の場となる。三番瀬来訪者にトイレ、手足洗い場を提供する。「利用マナー指

導機能」として、環境学習の場への入口施設として、三番瀬来訪者に対して、利用マナー

を徹底する。現在、三番瀬再生計画の中で具体的な利用ルールが定められているわけでは

ありませんが、その設定の必要性は議論されております。そういった中で、利用ルールが

定められた場合、常駐レンジャーがルール違反に対する指導を行うということも考えられ

るのではないかということを、まとめとして書いております。順番が違っている点につい

ては、後で調整が必要だと思います。 

 

   ４－３．既存の環境学習施設、環境学習の場との連携 

    三番瀬の環境学習施設、環境学習の場は、それだけで完結するものではなく、千葉県立

中央博物館、習志野市谷津干潟自然観察センター、船橋市ふなばし三番瀬海浜公園、千葉

県三番瀬サテライトオフィス、行徳野鳥観察舎、市川市三番瀬塩浜案内所、浦安市立郷土

博物館などの既存の環境学習施設、環境学習の場との連携において機能を発揮すべきであ

る。 

    新たな施設づくりに予算をかけるのではなく、既存の施設に三番瀬の展示を設置するな

どの機能を強化する必要性も求められた。また、これらの施設は、互いに離れていること

から、環境学習施設間を結ぶシャトルバスも提案された。 

   ４－４．環境学習施設と環境学習の場に関する課題 

    環境学習施設、環境学習の場を検討するにあたって、いくつかの留意点が提起された。 

    学校教育では、環境学習施設を利用できる期間は限られているため、関係市においてど

のような利用の要望があるかどうかを調査する必要がある。 
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    環境学習施設は、地域の環境学習を支える指導者が利用するものであることから、これ

らの指導者がどのような利用要望を持っているかを調査する必要がある。 

    環境学習施設は、一度できあがってしまうと、入場者数を競うものになったり、入場者

数を維持するために展示換えを行うようになる傾向がある。そのような状況とならないよ

うに、事前に十分な調査を行う必要がある。 

 

    以上でございます。 

    長々と説明の時間を取らせていただき、ありがとうございました。 

    フリーディスカッションに移る前に、既に蓮尾委員から、ここを直してはという意見を

いただいておりますので、まず、「蓮尾委員意見」という資料をご覧いただいて、蓮尾委

員の意見を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。 

蓮尾委員  あちこちフラフラ行っている議論をよくまとめていただいたと思ったのですが、文

章、字句で、もうちょっとこうやったほうがわかりやすいのではないかとか、そういった

ことについて少し入れ替えとか書き換えをやってみたものを、わざわざお配りいただきま

してありがとうございます。 

    例えば１ページの２－１などは、大きく動かしているようですが、実際は字句をちょっ

と入れ替えたという感じです。より目的と理念を説明するのにふさわしければここを入れ

替えたら、という程度のもので、実際はあまり大きな差はないのではないかと思っており

ます。 

    ２－２のところでは、体験型のプログラムに「潮干狩り」という言葉を入れました。

「釣り」も本当は入れたほうがいいのかと思ったのですが、釣りはなかなか集団で指導と

いうわけにいかないと思いましたので。あとは、「海苔すき」とか「ヨシ簾づくり」、何度

も出てくる言葉について、ちょっと整理をしたという程度です。 

    ただ、吉田さんの原案の１ページ目の最後から２ページ目にかけてですが、これは吉田

さんとか大野さんがご指摘くださったことですが、例えば魚の採取とか何かは、本来はい

ろいろな法的な規制があるはずで、私も十分に承知していないのですが、それを入れてお

いたほうがいいのではないかということで、２ページ目の最初にそのような書き換えを加

えました。 

    大きなところでは、２ページの終わりのほうの「３－１．三番瀬を身近に感じることが

できる機会が少ない」と３－２「学校が重要」というところで、これは会議の場で、先生

方がなかなか大変で、１年に１度というか、例えば中学３年間に１度連れて行くだけでや

っとじゃないかとか、近い学校でもそのぐらいしかなかなか時間が取れないのだという話

が何度かあったと思います。それで、小中学校の頃から繰り返して三番瀬というところを、

学校に背負わせるというだけではなくて、もっと一般的にしたほうがいいのではないかと

いう意味で、少し変えた意見を書きました。 

    それから、３－３で突然「市民社会創造ファンドなどの人材育成型ファンド」と書いて

あって、これだけだとちょっとわからないのではないかと思いましたので、３－３でも、

学生さんは実際に予備軍としてたくさんいらっしゃると思うので、研修の場や機会を増や

したり、私は本当にそうしていただきたいのですが、雇用の場や機会につなげたいという

ことを書き加えたのと、これは省略してもいいのかなと思ったのですが、市民社会創造フ
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ァンドが実際にやっていることが、あまり大きな予算を動かすわけではないけれども、学

生さんにも、受け入れのＮＰＯにも、相互にプラスになるような金銭の動きということを

やっておられるので、一例としてこれを加えるということで、３－４にちょっと具体的に

書き加えました。 

    ４ページの「４－２．環境学習施設と環境学習の場の機能の構造」は、原文のままでも

全然構わないのですが、少し文章がごちゃごちゃしているかなというところを整理したの

と、「新たな施設は不要」という意見は入れなくてもいいのかもしれないですが、でも、

わりあい最初からそういう意見が委員の中から出ている、あるいは会場の中からかもしれ

ませんが、それを完全にネグってしまうのはどうかということがありましたので、一応書

き加えておきました。ただ、再三にわたって、案の中には、こういう意味で環境学習施設

が必要だという意見が書かれていますので、あるいは矛盾するから切ってしまってもいい

という意見があれば、それでもよろしいかと思います。あまり強調しているつもりはない

のですが。 

    あと、４－４のところに、これは本当はワーキンググループで施設について検討したと

きにもっとはっきり意見として出すべきだったけれども、次の会でなくなってしまったか

と思いますが、現在あいている土地にどんどん施設をつくることはできるだけ後回しにし

て、じっくり時間をかけてやってほしいなと。その土地に何か施設ができたときには、例

えばここには体育館をつくりましょうとか、プールをつくりましょうということで、実際

に箱となるものができてしまうと、それを動かすことはまず不可能に近いくらい大変なこ

とになってしまいます。ですから、環境学習の場として、将来こういう土地が利用できる

なという空き地、市川市で持っていらっしゃるとても大事な場所、あるいは浦安の公園で

すとか、そういう私のコメントとして会議の場で出したものをあえて緑字で入れさせてい

ただきました。 

    一応そのような形です。大筋について大きく変えたとは思っていないのですが、そんな

ようなことを付け加えたり、ちょっと順番を入れ替えたりということで書かせていただき

ました。 

    以上です。 

吉田委員長  私のほうも皆さんがディスカッションしたカードが張り付いたものをもとに文章

化していきましたので、同じカードがいろんなグループに行っていますので、重複したり

というところが大分ありましたので、その辺をうまく整理していただいたと思います。あ

りがとうございます。 

    これからしばらくの時間は、この報告案について皆さんの意見をいただいて、この委員

会の中で直すべき点は直したり加えたりしてまいりたいと思います。 

    どなたからでも結構ですから、ご意見がありましたらお願いいたします。 

福原委員  「３－２．三番瀬の環境学習の入口として学校は重要」というところですが、その

中の「指導できる教員は限られている」というのは、もっともだなと思うのですね。「教

員が校務に忙しく校外学習にさける時間が少ない」という言葉は、何かとても誤解を招く

恐れがあるような表現じゃないかなと思います。「校務」と言うと、一般的な人たちは、

事務的な仕事で何か、それと「校外学習に割ける」というと、子どもたちの体験的な時間

を取り上げてしまっているような、何か、教師の……何と言っていいかわからないのです
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が、そこの表現はもう少し何とかならないかなというふうに感じました。 

吉田委員長  ごもっともだと思います。 

    一つ一つ直す前に、ご指摘の部分があればどんどん言っていただきたいと思います。 

鈴木委員  この会議の中で、ポストイットを使いながら、みんなで現状についてどういうこと

があるかということを話してきたと思います。それは非常によくまとめられていますし、

これだけの資料をよくこのような形で文章化できて、本当にいいなと思っているのですが、

ただ、私は、現状の問題と課題が流れ込むようにつながってきてしまっているというのが

少し気になるのです。現状で例えば人材の問題とか場の問題というのが出てきたのは事実

だと思いますが、そのことと今後の課題というのはもう少し整理してまとめられたほうが。

現状の問題から課題にそのまま入っていくという気がすごくしてならないというのが、私

の中で整理できなかった部分なのですね。特に人材のこととか場の問題も、確かに現状の

問題から課題になってきたというのはあるのですが、課題は課題として、今の環境学習の

プログラムだけでいいのかというのは、まだ全然話されていない部分だと思いますので、

そこで一気に今回の課題という形でまとめるにはちょっと不十分ではないかと思うので、

申しわけないのですが、課題は課題できちんと今後話すことが必要ではないかと思います

ので、そのところをお願いしたいと思います。 

吉田委員長  ご指摘の中、二つ意味合いがあったと思います。 

    一つは、「プログラム」「人材育成」「施設」、それぞれの中で現状から課題まで全部書い

てあるというところが、はっきり分けにくいところがありますね。それについては、課題

の例えば２－５とか、４－４とか、そういったものについては、環境教育・学習の課題と

いうことで後のほうに一まとめにするという方法もあるかなというふうに感じました。 

    もう一つは、課題は、グループディスカッションの中で出てきた課題であって、全体の

課題としてこれが適切なのかどうかという点については、確かにおっしゃるとおり、この

中でもう一度議論する必要があるかなということはわかりました。 

    ほかにいかがでしょうか。 

後藤副委員長  僕は、環境学習の主体の問題で、どちらかと言うと「ＮＰＯ」という言葉が非

常にはっきり出ていて、例えば住民力とかそういうものは、市民・県民が幅広く参加でき

る要素というものを、ＮＰＯにこだわらず全体として書いておいたほうがいいのかなとい

う気がします。 

    そのための新しい仕組みが現状ではないのだけど、課題として地域の住民が関わりなが

ら参加できるような仕組みは必要なのではないかという議論は出ていたような気がします

ので、どこまで書き加えていただけるかと思います。 

吉田委員長  どこに書いたらいいですか。 

後藤副委員長  全部「ＮＰＯ」という主語になっているのですね。それは例えば「ＮＰＯ」と

か「県民」とか「市民」という言葉にするのか、「等」という言葉をよく使うのですが、

どちらかというと、ＮＰＯだけのものじゃなくて、普通の市民が参加できるようなニュア

ンスの言葉にしておいたほうがいいのかなということです。 

    新しい仕組みは後で考えますので、わかった段階で、どこに入れたらいいか、後で申し

上げたいと思います。 

吉田委員長  わかりました。 
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    今の部分については、どうしてもこれは「ＮＰＯ」という主語しかあり得ないという部

分についてはＮＰＯですし、主語として、ＮＰＯだけではなくて「県民」というところは、

それがわかるように考えたいですね。 

庄司委員  「２－４．三番瀬環境学習プログラムの展開」のところですが、この中に、学校を

中心としたビオトープネットワーク事業が事業計画の中にも盛り込まれておりますので、

そこをここでも言及していただけたらと思います。 

吉田委員長  それは非常に大事なご指摘で、千葉県としてはビオトープのガイドブックとかい

いのをつくっていらっしゃるのに、それを抜かしておりました。大変失礼しました。 

平井委員  蓮尾さんのほうでいろいろ整理していただいたので、蓮尾さんが訂正したところで、

こうしてほしいと言うのはあれなのですが。 

    ３－３の、蓮尾さんも言っていたのですが、「雇用の場や機会へつなげることが望まれ

る」というところ、今回の検討会でそこまでの記述が必要なのかなと思っているところが

あります。 

    それと、「一例として」というところは、ここは私も読ませていただきましたが、この

辺、読んでいてちょっと理解しづらいので、括弧書きに書いてあるところも含めながら、

わかりやすく記載していただければと思っております。具体的には、ここは、「一例とし

て……ファンドが実施している」までは同じですが、その後に「環境学習活動に意欲のあ

る学生がＮＰＯで研修する場合に資金を出すとともに、研修生を受け入れるＮＰＯには謝

礼金を出すようなプログラムは有効な方策と考えられる」というように、わかりやすくし

ていただければ。括弧があると、言っている意味がなかなか取りづらいので、わかりやす

くしていただければなと一つ思っております。 

    それと、これは言葉尻なのでどっちでもいいかと思いますが、４－２で「一般論とし

て」としているのですが、私としては、いろいろな意見が出たという意味合いでは、「一

般的な意見として」という元のほうが受け取りやすいかなという気がします。 

    あとは、先ほど鈴木さんからあった、課題については全員でこういう課題でいいのかと

いうスクリーニングがないということですので、またやっていただくということなので、

その辺はまたそのときに議論していただきたいと思います。 

    私は、蓮尾さんのほうでいろいろ訂正してもらったので、その文言としてはちょっとど

うかというところだけでございます。 

寺島委員  先ほど後藤委員がおっしゃったことと関わるのですが、細かいことですが、３－１

のところ、２ページの一番下ですが、私もＮＰＯかと思ったのですが、「参加した子ども

や一緒に参加した親が将来ＮＰＯ指導者となる例もあり」、確かにそういう例もあるとい

う話がありましたが、確か、このときにはこういう話も出たと思うのです。そのときの言

葉は覚えていないですが、ＮＰＯだけでなくて、そうした親が次に自分の子どもに三番瀬

のよさとか価値を伝えていける立場になる、一般的な市民として三番瀬が次の世代につな

がっていくというようなことがあったと思います。そういうことも加えてみてはどうかと

思います。それが１点。 

    もう１点は、「場も大事ですよね」という話が、確か後藤委員から、最初の頃にあった

と思います。それを含めて読んでいきますと、場については、最後の４に「環境学習の

場」という言葉が出てくるのですが、読んでいくと、「場」が出てくるのは、４－２の６
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行目だけかなと思っているのですが。どこに具体的にというのはないですが、全体的に読

みますと、施設だけじゃないという話を強調したいとは思うのですが、施設の話は終わっ

ているような気がします。そうしますと、場としてはどういうものが欲しいのですよ、例

えば現地までのアプローチがしやすいことが欲しいのですよ、現地に行って干潟に入りや

すいことが必要なのですよ、そういう場があった上で時に施設について整備する必要があ

るのですよということを加えていくと、入れ物だけじゃなくてということがよりわかりや

すくなると思いました。 

吉田委員長  ほかにご意見ございますか。 

    よろしければ、４市のオブザーバーの方からも、何かございましたら、どうぞ遠慮なく

おっしゃってください。 

浦安市（小鍛治環境保全課長）  私たちはオブザーバーですので、こうしてくれという話を出

すのはなかなか難しいところで、大変申しわけないですが、言葉尻だけということで何点

か申し上げたいと思います。 

    まず、目的等を見ていきますと、「○○したい」という希望、思いという言葉が出てく

るのですが、実際にこの検討委員会で検討して、そういう方向にするのだということであ

れば、「とする」と決定的な文章でもいいのではないかと思います。具体的には２－１の

最後「行くことを目的としたい」ですが、「行くことである」というふうに言い切っても

いいのかなと思います。 

    それから、「すすめてきた」とか「ふれあい」とか、漢字を使っていたり使っていなか

ったり、個々にいろいろ出てきますので、これは後ほど後藤さんにお渡しして、後で見て

もらうような形で。細かいところは結構出てきています。 

    どうしましょう。かなりいっぱいあるのですが、私どもは行政の立場ですので、文章的

にこういうほうがいいのではないかというところもあるので、言っちゃっていいですか。 

吉田委員長  どうぞ。 

浦安市（小鍛治環境保全課長）  １ページの１の８行目、「検討をすすめてきた」、これは次ペ

ージ以降だと漢字を使っていますので、これも漢字のほうがいいと思います。 

    ２－１、４行目の「ふれあい」、これも２ページ以降だと漢字を使っています。 

    ８行目、「三番瀬の課題を認識し、自分でできる解決法を考え」ですが、環境学習の場

合は、「解決法」というよりは、「自分でできる行動を考え」というのがよく使われている

かと思います。この辺に換えたほうがいいのではないかと思います。 

    ２－２、２行目、「子どもたちに対しては」ですが、４行目以降を見ますと、「一般向け

プログラムでは」という言い方をしていますので、ここは「に対して」は削ってもいいの

ではないかと思います。 

    ４行目、「一方では海苔すきやヨシ簾づくりをはじめ」ですが、ここは文章的には「を

はじめ」を取って「等」を入れたほうがいいと思います。そして、「伝統を伝えたり」、こ

れは口語体になっていますので、「伝統を伝えるとともに、歴史を学ぶ」という文節のほ

うがつながるかと思います。 

吉田委員長  今ご覧いただいているのは、蓮尾委員のほうですか。 

浦安市（小鍛治環境保全課長）  はい、蓮尾委員のところです。 

    次のページへ行きまして、１行目、「むろんのことだが」とありますが、「だが」は必要
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ないと思います。「むろんのこと」でいいのではないかと思います。 

    そこの最後の締めくくり、「用意したい」ですが、これは、この委員会で決まるのであ

れば、「用意すべきである」でいいと思います。 

    ２－２の最後の行、「厳につつしみたい」、これは「つつしむべきである」という形でも

いいのではないかと思います。 

    ２－３、１行目、「本物の自然を体験することが」というのがありますが、これは次ペ

ージ以降の３－１の文面とちょっと違っています。ですから、３－１にあわせて、「本物

の」を「三番瀬の自然に触れ、直接体験すること」ということであわせたほうがいいと思

います。 

    ２行目、ここは「学習を行うことができる」ということで、プログラムと教材が必要だ

ということはここで一切言っていないので、実際のところ、必要であるのであれば、２行

目に「行うことができるため、必要となる機材を設置すべきである」と入れていったほう

がいいのではないかと思います。 

    一般的な方がこれを読んだときに、例えば２－３の一番下から２行目、双眼実体顕微鏡、

ＧＰＳ、こういったものは一体どんなものなのかということがわかりませんので、できた

らこのあたりの解説も、最後に付けるなり、このページの一番下に載せていったほうが、

よりわかりやすいのではないかと思います。 

    また、２－４の中にも「フードマイレージ」という言葉も出てきますので、こういった

解説もあったほうがいいと思います。 

    ２－４、２行目、「期待される」とありますが、「まず」から始まって、「またアサリ」

というのが出てきます。これらは意見、具体的なことを述べていますので、これらを選択

することもすべてではないので、２行目は結論的には「発展することが期待されるため」

とし、最後の２行目の「三番瀬における環境学習」につなげてまとめたほうがいいと思い

ます。まずは削ってもらって、例えばこういうものがありますよということでまとめたら

いかがかと思います。 

    ２－５、４行目、一番後ろのほう、「しくみが不足している」。これも違う節では漢字を

使っています。 

    ２－５の最後、「つとめる」。「努める」という漢字も使っていますので、これらも直し

たほうがいいと思います。 

    ３－１、ここはいろいろなことが書かれていますが、２－１でも、２行目以降、同じこ

とに触れていますので、このあたりは文章を整理したほうがいいのかな。どういうふうに

整理したらいいかというのは書きませんでしたが、このあたりも一度整理したほうがいい

と思います。 

    １行目、「すすめるには」、これも漢字ですね。 

    ３行目、「とくに」、これも漢字でいいと思います。 

    「子どもたちには」、これは「子どもたちは」ですね。 

    その１行前に「繰り返して三番瀬に来る」と書いてありますが、その前は「出かけ」と

いう言葉を使っています。「来る」と「出かけ」は調整しないといけないのかな。それと

も、「三番瀬に出かけることで」と直したほうがいいのか。 

    ３行目、「干潟に入れて」、これは「干潟に入り」ですね。 
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    ４行目の後ろから５行目、「まず」は取っていいと思います。 

    というふうにずっとつながるのですが、これは後でお渡しして、見てもらったほうがい

いかと思います。 

吉田委員長  それでは、書いたものをいただいて、そういった文章の部分については参考にさ

せていただきたいと思います。 

    ほかに、オブザーバーの関係市の方でご意見ございますか。 

船橋市（森内環境保全課長）  １ページ、２－１の最後から２行目に「地域力」という言葉を

使っていますが、何となくわかるのですが、よくわからないというところがあるので、こ

れをもう少しわかりやすくというか、「地域力とは何ぞや」みたいなことが要るのかなと

いう気がします。 

    それから、２－２で、蓮尾委員が入れた「潮干狩り」というのがあるのですが、船橋の

場合だと、アサリをまいて取っているというところもあるので、場合によってはそれも体

験型という位置づけにするのか、あるいは自然のアサリを掘るような、それを言うのか。

この辺が複雑な感じがするというようなところがあります。 

    あとは、県の方のご指摘があったのですが、３ページの３－３で、雇用の場や機会とい

うことで、ここまでのことを書く必要があるのかなと私も思います。 

    それから、３－４で、これも追加されている部分ですが、３－４の下から２行目に、学

生には奨励金とか、その先に謝礼金とか、ここまで書く必要があるのかなということを何

となく感じます。 

市川市（清水自然環境課長）  今までの議論の中でオブザーバーということであまり発言はし

てこなかったのですが、市川市としては、この「環境学習施設等」というものを、どちら

かというと「環境学習等の施設」というとらえ方をしておりまして、環境学習というもの

は非常にエリアが広くて、どちらにしても一番押えなければならないのは、三番瀬という

自然環境が良好に保たれた上での環境学習であろう。そこを良好に保つということは、維

持活動が今は担い手も少なく大変な部分なんだよ、それを担うような仕組みができて、そ

こに従事すること、それもまた環境学習の一環でもあるし、なりえることだし、そのため

の施設も必要だし、仕組みも必要だし、そういう活動自体が生涯学習、環境学習になるの

だよという視点の中で、それらを科学的に管理するためには、モニタリング活動であると

か、調査・研究であるとか、そういうものにも広がっていく。そういうトータルな視点で、

これからの人材育成、次世代を担う者の環境学習というものが位置づけられるのではない

か。そういう趣旨からすると、ここについては、管理・維持活動というものが弱いのかな。

それらを加味した中での施設というものも考えなければいけないのではないか。そのよう

に感じました。 

吉田委員長  習志野市は、何かございますか。 

習志野市（広瀬自然保護課長）  特にございません。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    確かに環境学習施設ということで、利用マナー指導とか利用サービスぐらいは入れまし

たが、維持管理ということは非常に重要ですので、そういう機能は含めて書いたほうがい

いですね。これは非常に大事なご指摘をいただいたと思います。 

    それでは、たくさん出ましたので、どうやって進めていくか、まだ混乱していますが。
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細かい字句の部分は、また後でメモをいただいて修正することにしまして、幾つか問題に

なっていることについては方向性を考えたいと思っています。 

    一つは、一番典型的なものとしては、雇用の場の部分、市民社会創造ファンドの部分な

どがありましたが、それ以外にもフードマイレージとかいろいろ説明がないとわからない

ような部分がありまして、この辺については、一つひとつ形容詞を入れていく、あるいは

装飾した言葉を入れていくと、どんどん長くなっていってしまいますので、そこに注釈の

番号を入れていって、最後に注釈で詳しく書いて、これは「おやっ？」と思って知りたい

人は後ろのほうを見ていただく、そんな書き方にしたらどうかと思いました。その辺、幾

つかご指摘があった部分については、そんな感じで解説したらどうかと思いました。 

    あと幾つか、これは議論が必要という部分については、これから議論していきたいと思

います。 

桑原委員  私はいつもはずれた話ばっかりするのですが、これの報告書を確かに今まで検討し

てきて、そのままよくまとめられているのですが、これを読みますと、きっと、ほかの初

めて読まれた方は、「おっ、漢字が多い」と。先ほどあったように、専門用語、例えば私

なんか「In」「About」「For」というのはいつも悩むのですが、どうだっけと思ったり。申

し訳ないのですが。何が読みにくいのかなと考えたのですが、項目だけ抜き出してみても

10 ちょっとになるかと思います。見ましたら、例えば２番は最後に課題が入っています。

３番は、項目が七つまで入っているのですが、課題なのか、話し合った話なのかというの

がわかりにくい。４番は、まとめに入るのではないかと思うのですが、４－４だけで課題

が入っているので、もう１回項目の洗い出しをして、それを検討して、これはまとめるだ

けでいいんじゃないか、そうしたらどうかというのが、思ったことです。 

    もう一つは、おそらくこの会議が最後になるのではないかと思いますが、「あっ、ビオ

トープがあった」と、今さっき気がついたんですよ。そういえば多様性とか、温暖化とか、

三番瀬の学習施設等ということでははずれているかもしれないですが、これは根本的な話

で、なんで三番瀬というのがピンポイントで来たかという問題になると思うのですよ。 

    どうだったかなということを見てみますと、「目的と理念」のところ、もしくは「検討

の経過」というところの説明がわかりにくいのではなかろうかという気がします。インフ

ォーメーションとして新しく入ってきたのは、「あっ、これも忘れていた」というのは環

境保全の話ですね。その話を議論していただいて、ちょっと入れにくいかとは思いますが、

１番か２番の１に入れていただくように。話をひっくり返すような話になってしまうので

すが、この場で検討していただければと思います。 

    例えば具体的に言いますと、２の２－１、「目的と理念」になっていますが、「目的」と

最後に書いてありますが、理念がどれかちょっとわかりにくいのですね。理念というのは

わかりにくいものというのが定説ですから。最初の１番の「検討」というところは、なん

でこういう検討をしたのかということを、委員会なりにという形はできるかどうかわから

ないですが、その辺を、社会情勢というか、先ほどいろいろ話した多様性とかビオトープ

とか環境保護とかいう問題に照らし合わせて入れ込んでみたら、多少はわかりやすくなる

のではないかという気はします。 

    意見としてまとめにくい話ですけれども。 

吉田委員長  三つぐらいご指摘があったかと思います。もっとあったかもしれませんが。 
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    まず、課題の部分は、私は、先ほど鈴木委員からもご指摘をいただいて、５で「環境学

習教育の課題」として、現在２－５になっているところ、３－７になっている部分、４－

４になっている部分、こういったところを５－１、５－２、５－３という形で後ろのほう

に回して、そうすると多少文言も変えなければいけないかもしれませんし、その前に何か

くっつけなければいけないかもしれないですが、そういう形で整理してはどうか。それに

あたっては、そういう課題でいいのかどうか、きょう時間も取って皆さんとディスカッシ

ョンしたいと思いました。 

    それから、２番目は、環境保全というのは初めて出たというご指摘ですか。 

桑原委員  報告書のほうは、ビオトープの問題とか環境保全の問題が基本になっているかと思

うのです。時間があったら「理念」というところで検討して、そういう状況があってこう

いう施設が必要だという話にもつながるのではないかと思いますので、最初のところに入

れられるものだったら、１番もしくは２－１あたりに入れてはどうかと。 

吉田委員長  最初というのはどこですか。 

桑原委員  「検討の経過と概要」ですね。もしくは２－１あたりに項目として入れておいたほ

うがいいのではないかという気がします。 

後藤副委員長  ちょっと差し出がましいのですが、多分言っているのは、環境学習施設も含め

て全体の理念がまずあって、その上で環境学習プログラムや個別のところに入っていった

ほうがいいよ、と。理念は理念で最初に全体像の理念が出ていて、最後に課題をさっき言

ったようにまとめていけばいいんじゃないかということですよね。 

吉田委員長  今の桑原さんのお話を受けるのであれば、「検討の経過」というのはあくまでも

この委員会の経過なので、そこに入るのはちょっと変だと思います。次に「環境学習プロ

グラム」と入る前の段階で２がもう一つ必要だということでしょうかね。 

桑原委員  どちらでいいもという言い方はないですが、いま議論すれば１のほうにでも入るこ

とはできると思います。 

    長谷川さんの話にも戻りますが、なぜ検討しているのかという話がなくてこの報告書が

でき上がっているので読みづらいかなと。これは委員みんなの責任であるのではないかと

思いますが。 

吉田委員長  それでは、とりあえず解決はもう一度時間を取りますので。問題提起はどんどん

していただくということで。 

    傍聴の方から、これはちょっと議論してもらわないと、というのがあったら、あるいは

ご指摘があれば伺いたいと思います。 

傍聴者（小川）  実はこの委員会を何度か傍聴させていただきましたが、ここまでの委員会の

検討の中では、およそ環境学習というよりも、自然体験というか自然観察活動について話

が集中していたと思います。だから、環境学習とは何ぞやというよりも、ここの議論では、

自然観察に関しての議論がほとんどで、つまり、「In」「About」「For」というのは私が言

ったことだと思いますが、「For」のためにどういう環境学習が必要でという議論をしてい

ないのではないかと思います。この文章は、最初に「理念と目的」のところに「三番瀬の

再生のための環境学習」という言葉が入っていますが、後半の議論は、どちらかというと

自然観察のための人材育成であったり、場の利用ということに焦点が絞られていますので、

ちょっとちぐはぐな感じがします。ですから、今年度のまとめとしては、とにかくここま
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で来たのですから、自然観察についてこういう議論があった、これからの課題で、三番瀬

の再生のための環境学習については、もし課題としてこれから検討するのだったら「課

題」のほうに持っていくか、それは検討しないのだったら「検討しない」というふうにし

たほうがいいのではないかと思いました。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    確かにおっしゃるとおり、「For」の部分についてはプログラムとかには十分出ていない

と思います。書かないのではなくて、課題というふうにしたほうがいいのではないかと私

は思いました。 

    ほかに傍聴者の方はご意見ございますか。 

    よろしければ、もう一度、最初に資料№３で配られたものと蓮尾委員のものと両方見比

べながら見ていただきたいと思います。文言について一つ一つ「これいいですか」という

確認をしていますと時間がものすごくかかってしまいますので、それはいたしません。そ

れは後で皆さんからいろいろなメモをいただいたもので総合的に全部直すことにしたいと

思います。これは皆さんにちゃんと議論していただかなければというところを議論したい

と思います。 

    まず２－１で、理念が不足ではないかということがありました。それから「地域力」と

いうのも説明不足ではないかということがありました。ここは確かにそのとおりで、皆さ

んからいただいたカードをそのまま書いただけの話ですが、ここについて追加的なご意見

があったらぜひ伺いたいと思います。いかがでしょうか。 

桑原委員  意見ではないのですが、私どものほうに多様性のことに関してのインフォーメーシ

ョンがないので、もしご存知の方がいらっしゃるようでしたら、意見としてではなくて、

こういう状況ですということを教えていただければ参考になるかと思います。 

吉田委員長  「生物多様性ちば県戦略」に整合するようなことが書かれていたほうがいいとい

うことですか。 

桑原委員  それとのかかわり合いがありますか、という質問です。 

吉田委員長  当然出てきますね。時期的に同時並行で進んでいるものですから、そしてどちら

も年度内に出していこうというところですから、どうしても、どっちかがどっちかを引用

してという形がつくりにくいのですが。今の進行状況としては、３月までに委員会を、２

回ですか、３回ですか、やりまして、その中で三番瀬のことなどは非常に重要な地域の問

題として出ていますし、千葉県の生物多様性というのは、もちろん原生的な自然もあるの

ですが、それよりもむしろ里山、里海、里川、里地といったところの自然でありますので、

そういったところを維持管理していくという生物多様性の維持の仕方が重要であるという

議論が出ております。そういったことも多少にじみ出るような、先ほど桑原さんからお話

があった２番になるのか、あるいは２－１の前になるのか、そこら辺を入れなければいけ

ないというご指摘かと思いましたけれども。そんな状況ですが。よろしいですか。 

後藤副委員長  三番瀬の再生基本計画の中に、「海と陸との連続性の回復」「生物種や環境の多

様性の回復」「環境の持続性回復力の確保」「漁場の生産力の回復」「人と自然のふれあい

の確保」という五つの目標が出ています。その文句を落とさないように、最初の「理念」

の中に言葉を刷り込んでいく。それから、先ほど保全の問題も出ていましたので、そうい

うことは頭に持っていて、それが一番大きな理念で、その中に環境学習が位置づけられる
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ということであれば、基本計画とうまくすり合わせがつくと思います。あまり説明しちゃ

うと、何がなんだかわからなくなる。キーワードだけ入れておけばどうかと思います。 

吉田委員長  だんだん、桑原さん、後藤さんからいただいたイメージがつかめてきました。千

葉県の中で環境学習の基本になるような、三番瀬であれば五つの目標というのがあります

し、「生物多様性ちば県戦略」はまだできておりませんが、そういった中で議論されてい

るような里海の維持管理の重要性みたいなもの、そういったものがこの中で最初のほうに

出てきて、もし長い説明があれば、それはさっきの注釈のような形で入れる、そういうの

が必要だということですね。ありがとうございました。 

    ほかにご意見ございますか。 

後藤副委員長  「理念」のほうに挙げるので、もちろん「三番瀬の自然再生に資するもの」と

いうのが前提で、ここでも書いていただいているのですが、さっき会場から「For」の話

が出ていて、キーワードとして、社会性の話も随分なさっていたと思うのですね。環境学

習を通じて社会に対してどう関わっているかという問題もあるので、もし入れるとしたら

キーワードとしてはどんなイメージをお持ちか、聞いてよろしいですか。長くなくキーワ

ードで教えていただけると。 

傍聴者（小川）  先ほど市川市がおっしゃったことと同じことを言っています。つまり、地域

の住民が地域の課題を解決するための力を身につけていくというところで、三番瀬の過程

が既にそういうことになっているという意味です。 

後藤副委員長  そうすると、先ほどの「地域力」というイメージもその中で出てくるので、

「地域力」がいま言われたことで具体的になっていくということですね。 

傍聴者（小川）  はい。 

後藤副委員長  ありがとうございます。 

吉田委員長  そういうものを少し加えて「地域力」となっていけば、「For」の意味がもうちょ

っと明確になってきますね。 

    次に、これは議論しておかなくてはいけないと思ったのは、２－２で漁業との関係の部

分です。蓮尾さんのほうで、潮干狩りを体験型のものとしてぜひ入れたほうがいいという

ことと同時に、「むやみな採取による漁場への影響や資源の枯渇は厳につつしむべきだ」

「さまざまな法的な規制を遵守すべきである」と。これは、私もこういう言い方にしたほ

うがいいと思います。ただ、潮干狩りに関しては、場所によって、自然に出てくるものと、

漁業者が蒔いて拾うというのがあるということで、そこら辺、これを入れたほうがいいの

かどうかという意見があったと思いますが、蓮尾さんはそれについて何かご意見あります

か。 

蓮尾委員  あとのほうで「法律を遵守する」とか何か書いてあるところに、ちょっと書き加え

るような形でしょうか。干潟に接する一番普通の形というと、私はどうしても潮干狩りの

イメージしかないもので、それでいきなり自然観察というのもどうかなというのがあった

ので、言葉として入れたらいかがかと思いました。まいているものですとか、当然有料で

掘るところもあるわけだし、自然に湧いているところにしても、それもある意味では大事

な学びのチャンスかなという気もするものですから。 

吉田委員長  私は、後ろにちゃんと法の遵守と漁場への影響の配慮がセットで入れば、漁業者

の方の誤解はないのではと思うのですが、いかがでしょうか。 
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後藤副委員長  僕もちょっとうっかりしていたのですが、円卓会議、再生会議の中でも「賢明

な利用」というキーワードが１個あって、それは何かわからないのだけど、ルールを守っ

て賢く自然とつき合いましょうという「賢明な利用」という言葉があるので、それも足し

ておくと一般的な議論の中に加わってくるかなと思います。法律だけだとちょっとあれな

ので、ダブってもいいのですが、「賢明な利用」とか「ルール」という言葉で入れてみれ

ばいいのではないかと思います。 

吉田委員長  漁業だけに関係するものではないので、さっき桑原さんが「入れたほうがいい」

とおっしゃった最初の「理念」の部分に言葉として入れたほうがいいかもしれないですね。 

寺島委員  先ほど潮干狩りについて出た疑問は、それを体験型プログラムとして言っちゃって

いいのかということだと私は受け取ったのですが、そういうことではないのでしょうか。 

    例えば、例が適当かどうかわからないですが、川を堰き止めて魚を放して、それをつか

むというのがありますね。あれを自然体験プログラムと言っていいのかとか、では稚アユ

を放流して育ったのを釣るのはいいのかというのと、ちょっと似ているような気がするの

ですね。法を遵守すればいいというのは、読む人によっては、お金を払って潮干狩りすれ

ばいいんだなというのとは、多分言っていることは違うと思うのですね。 

    「潮干狩りや自然観察などの体験型プログラムがもっとも重要……」、子どもたちに潮

干狩りをさせたいなと私はあまり思わないので、これが体験型プログラムとして大きく出

てくるのは、うまく言えないですが、何かしっくり来ないものを感じます。だからどうと

いうのが言えないのが、ちょっと弱いのですけど。 

吉田委員長  「貝掘り」とか言ったらいいのですかね。 

後藤副委員長  多分、議論の中では、子どもたちにどっぷり体験してもらいたいよというニュ

アンスで、何をやれということではなかったような気がするので。むしろ原体験型のプロ

グラムというニュアンス。「原体験」という言葉が随分出てきたと思うので、そのニュア

ンスで読み取っちゃったほうが、後々書かなくても。自然観察というのは当たり前のこと

で、後で出てくるので、潮干狩りをわざわざ書かなくても、三番瀬の自然を体験する体験

型プログラム、ちょっと言葉は悪いですが、そんなニュアンスのほうが……。あまり限定

しないほうがいいかなと思います。 

吉田委員長  そうすると、もっと一般的に「三番瀬の干潟や生物とふれあう体験型プログラ

ム」とか、そんな感じでしょうか。 

後藤副委員長  あっ、いいです。 

吉田委員長  プログラムのほうは、ビオトープネットワークを加えることは伺いました。 

    学習プログラムの課題ですが、課題は後でと言いましたが、ページの流れから、ここで

やりたいと思います。 

    皆さんのグループディスカッションの中では、指導者の不足、施設等の不足、広報等の

不足、資金等の不足、こういったものが挙げられていましたが、これを課題とすることに

ついてはいかがでしょうか。まずいのではないかとか、こういうものが抜けているのでは

ないかというご意見はございますか。 

    指導者と学習施設等については後で書くということですから、実質上は、情報関係の不

足と資金関係の不足しかここでは書かれていないのですが。 

    ここで課題として加えるとすれば、先ほど小川さんからご指摘いただいた「For」のプ
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ログラム――三番瀬のために市民が参加してどのようなことがしていけるか、そういった

プログラムを考えていく必要がある、そういったことを加えるということが一つ考えられ

ます。 

清水委員  課題の中でフィールドガイドとか資料が教材として必要だというのが出ていたと思

いますが、これは課題の中には含まれないのでしょうか。 

吉田委員長  別のところに入れてしまったのですね。２－３に、「フィールドガイドの不足」

というのを課題として入れるということですね。 

清水委員  フィールドガイドというよりも、教材というくくりのほうがいいと思います。 

吉田委員長  「教材の整備」というのを入れるということですね。はい、わかりました。 

傍聴者（小川）  たびたびすいません。国語力のなさがばれてしまうのですが、今、この報告

書を見ていて、読みにくいなと思って、その理由かなと思ったのは、今ハッと気がついた

のですが、「三番瀬環境学習プログラムの課題として、指導者の不足、場の不備、施設の

不備、広報の不足、資金等の不足」と書いてあるのですが、環境学習プログラムの課題と

なると、内容が問題とか、上に書いてある教材の問題とかが対等であって、指導者の不足

というのは、学習プログラムの定義の問題になるのですが、学習プログラムが２であれば、

指導者の不足が３になっている。ここがちょっと違うんじゃないでしょうか。 

吉田委員長  これは、わざわざ「３および４で後述する」と書いてあるのだったら、そっちの

ほうに回しておいて、ここからは省いて、あくまでもプログラムの話にしたほうがよさそ

うですね。 

後藤副委員長  吉田さんにうまくまとめていただいて、２－３の「環境プログラムと教材」と

いうときには、最後に課題がきちっと入っていて、三番瀬のプログラムの中でもこういう

ものが展開していくべきだというものが課題として挙げられている。それぞれのところで

課題が挙がっているので、そのプログラムの中の課題を全部最後に集中させて具体的な例

をまとめてしまえば読みやすい。あっ、これはプログラムについての課題なのだなと。次

の３－１からは、「人材の育成と確保」ということで、いろいろなところで「ある意味こ

ういうことが望まれますよ」とか「必要ですよ」と書いたものをまとめて落としていけば。

それぞれのランクというか、プログラム、人材育成、施設と場の問題、これで引っ張って

いって、最後に落としてあげれば……。それぞれをまとめていくのと、理念と、最後の全

体としての課題のまとめが入れば、大体落ち着くような気がするのですが。 

吉田副委員長  ほかに、プログラムについて何かご意見ございますか。 

鈴木委員  プログラム自体についての不足というのがすごくあるのではないかと思いますし、

それはまだ話し合われていない部分ではないかと思います。特に環境については、自然再

生のことについては今まで随分話がされていたのですが、ここに書かれている環境保全、

いわゆる三番瀬の環境保全、今後この課題について何らかの形で私たちは話していかなけ

ればならないのに、まだ話しきれていないので、その言葉をこの中に盛り込んでいくこと

が今後の課題になるのではないかと思いますので、それを入れていただきたいと思います。 

吉田委員長  環境保全のプログラムの不足ということですね。 

    ほかにプログラムに関してございますか。 

    それでは、思い出したら言ってください。 

    人材育成のところに入りまして、先ほどご指摘いただいた「親が将来ＮＰＯの指導者と
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なる例もあり」、これはもうちょっと一般的に、「次に自分の子どもたちに三番瀬の価値を

伝える立場になる」という書き方にしたほうがいいと私も思いました。 

    問題は、ご指摘いただいた３－２の「教員が校務に忙しく校外学習にかける時間が少な

い」、これは確かにグループディスカッションの中で出てきたカードをそのまま使って書

いているのですが、もう少し適切な言葉はないかということでした。 

    一つの案としては、これは内部の実情はこういうこともあるのだよということだったと

いうことで、この文章からは削除してしまうということもあると思いますが、削除するか、

それとも、もうちょっとこういう言葉で入れたらという何かご意見はございますか。 

    寺島さんから出たご意見かと思いましたけれども、もしご意見があったらお願いします。 

寺島委員  私、あのときにどう言ったかなと。校外学習に割ける時間が少ないのと、校務に忙

しいと、両方言った覚えがあるのですが、過去の記録を探してみたら、確かにこう書かれ

ているのですが、校外学習にさける時間が少ないというのは、学習内容上、三番瀬だけに

時間を使うわけにいかないというのがまずあります。「総合的な学習」で扱うところがほ

とんどだと思いますが。例えば６年生だったら年間 110 時間と決まっている中で、どうい

うふうに地域の特色としてそれを取り入れていくかということで、三番瀬にどれくらい使

うかというのが１点あるなと、確かにどっかで言ったような気がするのですが、校務が忙

しいというのは、研修とか教員の資質を高めるための時間が忙しいなと言ったような気が

するのですが。これが結びつくと、さっき福原さんがおっしゃったように、先生は仕事が

忙しくて子どもを連れて行くのがいやなのねと思われちゃうかなと、確かに思いました。 

福原委員  ここに記録に書いていただかなくてもいいのですが、バスをチャーターすると費用

がかかるのです。私たちは、今の学校の事務的なやり方だと、年間予算を立てて、県に、

このような形でやりますよということなので、臨時的にお金を集めるということは、今は

非常に難しい学校環境なのですね。では、どこかのバスを持ってきましょう、１人幾ら幾

らと言っても、千葉県のバスは非常に高いのです、はっきり言いまして。その辺のことも

あって、私たちは尻込みをするわけです。幾らでも学校に貸していただけるバスがあって

要望できるのであれば、こういうことも可能かなと思いますが、１番にはそういうことも

含まれていますので、付け加えさせていただきます。 

    それから、一つだけ紹介させていただきたいのは、高校生と中学生と小学生が一緒にな

った環境学習をやっているところがあります。その中で三番瀬を取り上げてやっていて、

高校生の中には、理科の教員になりたいと、その理科クラブの小学生が干潟に見学に行っ

たときに、高校生が先生になって子どもたちに教えているということもありますので、幅

広く、ＮＰＯというだけじゃなくて、その辺も考えていただけたらと思います。 

佐久田委員  中学校から考えまして、自分の立場は教務なので、今の総合学習は、この時期、

３学期で大体考えるのですね。本校の場合は、前にもお話しているとおりで、この３年間、

三番瀬のほうに行っています。１年生でやるのですが、先生方にしても、それを入れると

いうことには抵抗はない状況です。だけど、これは本校であって、幾ら市川市の中であっ

たとしても、三番瀬の環境学習に目が向いているかというと、まだ皆無な状況ではないか

という気がするわけです。それでいて、三番瀬を実施するためには、先ほど話があったよ

うに、当然、アクセスが必要になってきますし、それについてはこの時期で決めていて、

来年度、その学年では、当初からその費用というかその辺は計算してやっていく状況です。 
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    そういう面で、どうしても今思うのは、三番瀬関係で学校でというのは、ここの文章は、

そのとおりなのですが、反対に、三番瀬だけじゃなくて、環境学習の中の三番瀬は一部で

すので、その三番瀬を環境学習としてとらえている学校はどれほどあるのか。それを多く

賛同させるためには、先生方にそういう研修というかそういう機会があれば、それに参加

する人たちは、生徒にそこに行かせようという気持ちも起こるだろうし、もっと広がって

いくのではないかという気がしています。 

吉田委員長  先ほどのところに戻りますが、「教員が校務に忙しく」というところは、これは

文章を変えまして、「三番瀬の環境学習に使える時間が限られている」と。教員の問題と

いうのではなくて、カリキュラム上の問題として、その前に「指導できる教員が限られて

いる」と書いてありますので、それを受けて、さらにプラス・アルファの問題として「三

番瀬の環境学習に使える時間が限られている」。それから今のバスの問題は、ご指摘があ

りましたが、「学校から三番瀬へのアクセスが限られているなどの問題」ということで、

バスも課題として書きたいと思います。そして、福原先生からおっしゃっていただいた小

中高一貫のプログラムというのは非常に大事ですので、付け加えたいと思います。 

    ちょっとわからないのですが、市によっては小学校とか中学校で使えるように手配して

いる市もあるようですが、この関係市はどんな状況になっているのですか。 

福原委員  船橋の場合は、キッズ号というのがあるのですが、それは５年生が主に宿泊学習で

使っていて、あとは各学年が何回か要望して借りられることになっていますが、そんなに

たくさんは借りられないのです。ただ、そういうバスは船橋の場合はあります。 

寺島委員  浦安の場合も、市でバスを１台用意して、スケジュールさえ合えば使えることにな

っていますが、バスを降りてから歩く距離が長いので、バスはあるけど、アクセスという

面については別な面もあるかなと思います。 

吉田委員長  実際もっと遠い地域も４市の中ではあると思いますので、要望としてはぜひ入れ

ておきたいと思います。 

    ３ページの「雇用の場や機会」、そういったところまで入れたほうがいいかどうかとい

うことですが、市民社会創造ファンドの詳しい説明は注釈で入れればいいと思っておりま

す。例としては入れておいてもいいと思います。これについて意見が何人かから出ました

が、蓮尾さん、いかがでしょうか。 

蓮尾委員  再生会議の場でも、三番瀬の再生を自分の生きる道として選べるような若い研究者

をぜひ入れたいということは、特に倉阪委員が、円卓会議の時代からずっとやっていらっ

しゃる方ですが、再三再四言っておられます。確かにこれはダイレクトに人員とか予算に

なってしまうので、行政の側の方が、ここはちょっと行き過ぎじゃないかというのは、県

でつくっている委員会でそこまで差し出た話をするべきなのかどうかというニュアンスも

あると思いますが、個人的には、あるいは環境学習施設等検討委員会の委員としてはここ

まで入れたいなということで、とりあえず出しました。 

吉田委員長  県のほうはこれを受けて検討される。こう書いたからすぐ予算がつくわけではあ

りませんので。要望として入れることは別に構わないと思いますが、皆さんの意見によっ

てどのくらいを書くかを考えたいと思います。 

    ほかにご意見いかがでしょうか。 

今井委員  「人材の育成と確保」ですが、３－１は「人材の育成と確保」ということに対応す
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る小見出しのほうがわかりいいかなと思いますが。そうすると、先ほどからの３－２の人

材を育成する入口としては重要というのが読み解けていけるので。例えば「身近に感じさ

せる機会が少ない」とか何か、何となくそれが対応していないので、パッと読んだときに、

何を言っているのかと。全部わかっていれば全く必要ない話なのですが、一見してわかる

ということも必要なのかなと思いました。 

吉田委員長  このページだけＫＪ法でやったそのままの見出しがついているので、そこは考え

たほうがいいかもしれないですね。ありがとうございました。 

    そういう面では、３－３が「指導者の育成・研鑚の場が少ない」というタイトルではな

くて、「環境学習の指導者の育成と配置の重要性」とか、そういうタイトルであれば中身

と合うかもしれないですね。 

    では、ここに関しては、「雇用の場や機会へ」という書き方はないかどうかあれですが、

後ろのほうにも常駐する職員というか指導者が必要であるということは出ていますし、皆

さんそうおっしゃっているところですので、何かそういう常駐する指導者がいるような形

に持っていくことが望ましいという書き方では残したいと思いますが、委員の皆さん、ご

意見いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

    よろしければ、もう１回書き直してお送りします。 

浦安市（小鍛治環境保全課長）  学生だけではなくて、先ほど市川の方が言われたように、

「地域力」のところに大きく関わってくるところだと思います。ですから、いま問題であ

る 2007 年問題での地域の力をどうやって活用していくかといったときに、ボランティア

だけではありませんから、こういったところを大きく地域の方々の活用を含めて入れてお

いたほうがより動きやすいのではないかと思います。 

寺島委員  雇用の場や機会という件に関してですが、スタッフの常駐を求めるということは、

具体的には誰かを雇うということになると思いますが、そういう感じで自分自身は受け取

りつつ、３－３を読むと、そう読めないのですね。一般の方がこれをパッと読んだときに、

そういうふうに結びつけて読んでくれるだろうかというのがありまして、何気なくパッと

読むと、「学生は一生懸命頑張っているから雇ってあげなさいよ」みたいに読まれちゃう

と、ちょっと困るかなという気がするのですね。もし、今パッと見つからないのですが、

後ろのほうでどこかに人を確保する必要があるよということがはっきり書かれていれば、

雇用の場まではここでは言わなくてもいいのかなという気がします。そのように受け取ら

れる心配がなければ、書いてもいいとは思うのですが。 

後藤副委員長  僕もちょっと気になったのは、ここはＮＰＯ限定になっているので、日常的に

関われる機会は別にＮＰＯだけじゃなくて、住民の方も関わっていくとなると、ここが果

たしてＮＰＯ限定の表現でいいかというのは、逆にちょっと疑問になってくる。もちろん

ＮＰＯが核になるところもあるのでしょうが、学生というのは必ずしもＮＰＯに収斂する

わけでもないですし。市民が日常的に関われるような仕組みや機会ですよね。これだと、

ＮＰＯの中で指導者を研鑚する場が足りないのでＮＰＯの人たちを助成してやりますよと

いうイメージがあるので、もうちょっと幅を広げておいたほうが表現としていいのかなと

思います。 

吉田委員長  ここについては、いずれにしても施設と関わってくるところなので、そういう要

求する指導者というのは重要なのですが、３－３自体はもうちょっと広いボランティア指
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導者も含んだ話ですので、ここではなくて、３－７も後の５のほうに持っていくという話

をしましたが、そういった中に入れることにしたらどうかと思いました。 

    スタッフの最後は、３－７のところ、具体的には行政の役割としてコーディネーターの

役割を果たしてほしい、それから環境部局と教育委員会との連携、三番瀬へのバスの借り

上げなどアクセスの整備、それから、これはＮＰＯだけでなく、市民も含めてですが、学

校が連携しやすいような謝金の補助も含んだ整備、こういうところが課題として挙げられ

ています。 

    人材に関する課題は、それ以外に何か足しておいたほうがいいことはございますか。 

清水委員  ３－５で「環境学習の専門家が少ない」というところがありますが、最後の行で

「指導者が常駐する施設はぜひとも必要である」と言い切った形で表現されている部分が

とても気になるのですね。確かにこのような意見もあったのかもしれませんが、何も今ま

での経過を知らない方が見てしまったときに、非常に誤解してしまう表現ではないかと思

います。３－６で同じように「学べる環境も必要」という部分では、環境学習施設がその

ような役割を果たすことが期待されるという表現の仕方もされていますし、「ぜひとも必

要」という言葉が私にはなじまないような気がするのですが、この中の文章としては。い

かがでしょうか。 

吉田委員長  先ほど蓮尾委員からありました３－３の「雇用の場や機会へとつなげる」という

部分と、３－５の「指導者が常駐する施設はぜひとも必要」という部分は、最後の課題の

ところに持ってきたほうがすっきりするかもしれないなと私は思っていますが。 

    ほかに、スタッフ、人材関係で、よろしいですか。 

船橋市（森内環境保全課長）  ３－７ですが、３行目に「環境保全部局と教育委員会との連

携」と書いてありますが、船橋の場合、社会教育、学校教育、両方とも教育委員会の中に

あるのです。そうすると、環境保全部局と教育委員会との関係というよりも、むしろ最初

のほうで書いてある行政の役割としてのＮＰＯと学校との結びつきとか、そういうことの

コーディネートみたいなことを環境部局のほうで実際にはやっているので、ここの内容と

船橋市で実際に行われている内容とちょっと違うように思うのですが。ほかの自治体でど

ういうふうに行われているかわかりませんので何とも言えないところですが、実態として

はそういうことがあるということを報告しておきます。 

吉田委員長  県に対してですので、県を意識して書いたつもりはあるのですが、関係市だとそ

れぞれ状況が違うということですね。 

    どちらかというと、ここで書いていることは、環境学習を所管する部局と、学校教育を

所管する部局、そういう意味合いですね。そういう書き方で書き直しましょうか。 

    そのほか、人材関係でぜひここで言っておきたいことはございますか。 

    では、次に行きまして、「環境学習施設と環境学習の場」というところで話しておかな

ければいけないこと。 

    ここは、蓮尾さんから、「新たな施設は不要」という意見もあったと少数意見を入れて

おいたほうがいいだろうということでした。一方では、こういう施設の機能が必要だと具

体的に書いてあるので、そこは矛盾するのではないかということがありました。 

    それから４－４で、これは課題のほうに回すことですが、すぐに解決するならいいので

すが、長期的に考えてほしいということで、将来的に環境学習の場として利用し得る土地
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について極力確保してじっくり検討する必要があるというのを入れたほうがいいのではな

いかと。その２点だと思いました。 

    まず１点目について、何かご意見ございますか。 

    少数意見ですから、入れても、ではここに書いてあるから不要ということで千葉県は一

切使わないとか、そういうことじゃないと思いますので。この議論の過程を書いただけと

思います。 

    加えておいていいでしょうか。 

浦安市（小鍛治環境保全課長）  今の少数意見のところですが、４－２だけにこのあたりの意

見を入れて施設についての機能を載せてくるのですが、ここに意見は要らないんじゃない

ですかね。今まで２番、３番でたどってきたものが４－２で出てくるわけですね。ここに

別に意見をわざわざ持ってくる必要はないのかなと。もし持ってくるのであれば、少数意

見をつけるのであれば、最後に別紙ということで、こういった少数意見もあったと付け加

えるのが普通なのかなと思うのですけれども。 

吉田委員長  今のご指摘は、「一方」から「等の意見もあった」まで全体が不要なのではない

かということですね。 

    そういうご意見もありましたので、ちょっと議論しましょう。いかがでしょうか。 

平井委員  基本的に学習施設の中身というのはいろいろな意見が出て、この委員会として方向

性はどっちがいいのかと言ったら、明確なあれが出ていないので、多分、委員長は、ここ

だけは、こういう意見があったという意見を述べてあるのかなと私は見たのですけれども。

そういう意味では、少数意見を羅列するという形であれば、こういう羅列でもいいのかな

と私は見ているのですが。 

吉田委員長  そのとおりでして、施設については、中には「プログラムとか人がいればいいの

だから、施設にこだわらなくても」という意見もありましたので、それをあえて私の原案

の中で全部削除してしまうのはどうかと思いましたので、入れておいたわけです。ここで

議論して、それは削除してまとめたほうがいいということであれば削除しますし、残して

おいていいのではないかということであれば残しておきますし、それは皆さんの意見をお

っしゃっていただければと思います。 

後藤副委員長  ただ、議論の中で、最初のうちは「施設は要らないのではないか」というのが

あって、まず活動ありきで、その活動の中から施設の内容を考えていけばいいよというの

が趣旨で、「不要」というのは少数意見かもしれませんが、議論のプロセスの中で、箱物

だけを先に考えてボンとつくって、そういうものはやめましょうという趣旨がここの部分

は大きかったのかなという気がしているので、小さくてもキラッと光るものもあるではな

いかと。それから、自分たちが活動して必要なものが出てきたら大きくしていってもいい

ではないか。どっちがいいかという議論で終わったらいいと思うのです。「要らない」「要

る」という議論ではなくて、学習をやっていくプロセスの中でじっくり考えていいものに

していきましょうということで、必ずしも、結果としてそれがどっちに落ちるかという議

論ではなかったような気がしているのですが。 

吉田委員長  最後はどこですか。 

後藤副委員長  議論のプロセスがどこかで入っていいのではないかと思います。「施設は不

要」という言葉ではなくて、箱物が先じゃなくて環境学習を進めて体験をしていくものの
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中からじっくりと議論をして考えていくものだというのは、吉田さんはどこかに書いてい

ましたね。 

吉田委員長  ４－１の最初に書いてある。 

後藤副委員長  多分、「新たな施設は不要」という議論は、最初から施設だけを考えるのはよ

しましょうというニュアンスだったので。 

    これは、「要らない」とはっきり言った人はいたのでしたっけ。桑原さんですか。 

桑原委員  私はそういうことは言ってないと思いますけれども。私はおそらく、活用、活用、

活用と。活用と、もう一つは、今ある施設をヴァージョンアップ。人材の予算をつければ

もっといろいろ活用できるという意見を出したような気もするのですが。 

後藤副委員長  これは意見としてはっきり言った方はいらっしゃいましたか。 

浦安市（小鍛治環境保全課長）  各市町村は財政的にも非常に厳しい折なので、新たな施設は

つくることは難しいでしょう、という話は覚えています。ですから、既存の施設を有効活

用していきましょうと。 

寺島委員  私がさっき「最初にそういう箱を設置するのじゃありませんよね」と言ったことな

のかなと思ったのだけど、それではないですか。もしそうだとしたら、誤解を与えてしま

ったなと思いました。 

蓮尾委員  これをわざわざ付け加えましたのは、各環境学習の活動をしていらっしゃる方の意

見を拝聴したときに、佐野さんから意見が出たと私は覚えています。高校生に聞いたらば、

ごちゃごちゃいろいろなものができるのはいやだねという話が出たと、そういうことを伺

っています。少数意見と言っていいかどうかもわからない。確かに、議論の過程の中で、

こんなものする、あんなものするという中に、わざわざやる必要もないんじゃないのとい

うのは、ずっとそこの中にあった意見だと思います。私はどちらがいいかよくわからない

のですけどね、正直なところ。議論の過程の中ではありましたので、入れておいたらいか

がかなということで。 

吉田委員長  流れがわかってきたですね。 

    ただ、ここの「新たな施設は不要」というのは、先ほど後藤さんからも話があったよう

に、最初の段階の話のところで、４－３の場合は「機能と構造」といって、その中身が、

こういうのがあったらいい、こういうのがあったらいいというのを、こちらとしてはてん

こ盛りで全部かなえてと言っているわけではなくて、大きなものでなくて、小さなもので

キラリと光るものもいいよという意見もあるということを言えばいいのではないかと思っ

たのですが。 

    この中に「新たな施設は不要」という意見を入れてしまうと、トイレや雨宿り場何とか

何とかと書いたところとちょっとずれてしまうかなと思ったのですが。 

後藤副委員長  さっき見つけていただいた４－１の中でかなりはっきり書いてあって、「施設

をつくったから人を配置するということではなく、」の後に、「十分な検討なしに新たな施

設をつくる必要はない」という文章を持っていったらどうですか。蓮尾さんの修正文の４

ページの４－１、「……目的は、単に自然に関する場所としての箱物を設置するというこ

とではなく……レンジャーにあたる人材が常駐する施設が必要であるということである。

つまり施設を作ったから人を配置するということではなく、人材育成にはどうしてもその

役割を担う人が必要であり、その人たちが常駐する施設が必要であるという発想で考える
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必要がある。これに関して十分な検討をすることなしに新たな施設をつくる必要はない」

ということですか。あまりよくないか。 

吉田委員長  先ほど経緯を聞いたように、この委員会での検討が行われる前の段階で箱物とし

てだけポンとあるようなものは必要ないという意見があったということです。この検討会

の中では、そういうものではなくて、こういう目的のものは必要だよという形で議論した

上で書いていますので、そこにわざわざ、こういう議論が行われる前の段階の「新たな施

設が必要」と入れるのはちょっとおかしいのではないかと思いますが。いかがでしょうか。 

蓮尾委員  確かにおっしゃるように「不要」としてしまうと、そこで論議が止まっちゃうので

すね。それはあまりうれしいことではなくて、だからあえて入れておきましたが、削って

しまうことに特にどうしても抵抗があるというわけではないです。 

桑原委員  文章とか構成だけの問題でしたら、例えば「おもしろさを感じられる」という後ろ

に入れれば、意見というものが並列で出てくるのでいいと思いますし、こういう意見があ

ったというのは忘れていましたが、それは出た話ですから、削るのはどうかという気はし

ます。後ろに入れれば文面どおりに。 

吉田委員長  後ろというのはどこですか。 

桑原委員  三つありますよね、「新たな施設は不要」というのと、「大きなものは必要ない」と

いうのと、「小さな施設でもおもしろさを」、その三つの順番だと思います。文章がうまく

つながるかどうかわからないですが、「小さな施設でもおもしろさを感じられる」、その後

ろに持っていく。番号を打てばいいのではないかと思います。１、２、３と頭の中で。削

る必要はないと思いますが。 

浦安市（小鍛治環境保全課長）  浦安市としては、「新たな施設は不要である」という考え方

もこの検討委員会で出ていますよという報告を、実は私は市へ行って話をしております。

ですから、これを削るという議論であれば、削らずに、桑原委員が言われるように若干な

り調整していただいたほうがいいと思います。 

    それと、初めに私は申しましたように、ここに意見が要るのかどうかということですが、

これは、これらを総合するとこういう施設が求められていますよと、一つの意見を出して

「求められている」とまとめているのです。ではなくて、２から３まであって初めてこう

いうことが求められているのではないですか、この意見だけではなくて。だから、ここに

意見をわざわざ入れる必要はないのではないかということが言いたかっただけです。 

吉田委員長  ２から３というのは、どこのことでしょうか。 

浦安市（小鍛治環境保全課長）  ２番から３番まで、スタッフが足りないの、入口が必要です

よと、いろいろ述べてきているのですね。だから総合的に勘案するとこういう施設が求め

られているのですね。この意見だけで求められているわけではないですね。もっと言うの

であれば、桑原委員が言われたように、観察会や環境教育という内容は自然観察の分野に

偏り過ぎているのではないかとか、そういった意見がいっぱいあるのであれば、もっと後

ろに別紙として意見を何分野かに分かれて載せてあげたほうがいいと思います。 

吉田委員長  一つの考え方としては、場所の問題もあると思いますが、「環境学習施設と環境

学習の場に関する課題」、最後そこまでにしようと思っているのですが、蓮尾さんから

「土地の確保について」が入りましたね。それから、関係市においてどのような要望があ

るかの調査が必要であるとか、指導者からの調査が必要であるとか書いてありますが、そ
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ういったところに、不要ではないか、あるいは大きなものも不要ではないかという意見も

あるので、そういった機能についてはじっくりと検討する必要があると、そういうふうに

そこに入れたらいかがかと思いますが。いかがでしょうか。残すことには反対はしません

けれども。 

寺島委員  この２、３、４の見出しは、２回か３回前にやりましたワーキンググループの分か

れ目なのですよね。 

吉田委員長  ただ、人材のところだけワーキンググループで使った見出しそのままを使ってい

まして。なぜかといいますと、それは私のワープロの中に残っていたのでそのまま使って、

それに１、２、４を加えたので、１、２、４は小見出しも別に新しく書いたのです。です

から、そこでちょっとニュアンスというか雰囲気が違ってしまったところがあります。 

寺島委員  ワーキンググループ作業のときは、三つのグループが独立して確か話をしていたと

思います。独立してまとめを報告したような気もするのですが。さっきから浦安市がおっ

しゃっているのは、「４番は１、２、３のまとめですよね」ということが多分もとになっ

ていると思うのですが、そういう書かれ方ではないのではないかという気がするのですが。 

吉田委員長  そうです。だから、まとめは５として課題に独立させますということを、いま私

は申し上げたわけです。 

寺島委員  そうしますと、４番にそういう意見を含めていても、私は構わないと思います。 

吉田委員長  ようやく私もよくわかってきました。５のところは、むしろ、矛盾のない、両論

併記ではない形をとったほうがいいわけですね。 

    では、いま寺島さんからそういうふうに言っていただきましたので、４に残しましょう

か。５にきちっと書いていくということにします。 

    最後４－４に、蓮尾さんから出していただいた「環境学習の場として利用しうる土地に

ついては極力確保し、じっくり検討する必要がある」、この辺については新しいところで

すので、何かご意見があればお願いしたいと思います。 

桑原委員  細かいことで、提案というか、追加をお願いできればと思います。 

    「これらを総合すると、環境学習施設には①……、②……、③……、④……」とありま

すね。その①②③④と表の順番が合わないのですね。 

吉田委員長  そうです。これは後から変えたので。表のほうに直します。 

桑原委員  それと、４－３ですが、「発揮すべきである」といろいろな施設の名前が載ってい

ますが、その後に、「図書館や公民館などの有効な活用も望まれる」と、もしよければ入

れていただければ。実際にいろいろな図書館でそういう活動を行っていましたし、公民館

でディスプレーとかもやっていますので、これは討論するのをコロッと忘れていましたが、

よければそれを４－４に入る前に追加していただければ。 

吉田委員長  はい。 

    それでは戻りまして、先ほど蓮尾委員に加えていただいた部分に、何かご意見ございま

すか。 

    関係市のオブザーバーの方、何かご意見ございますか。 

浦安市（小鍛治環境保全課長）  緑の部分、これは、先ほどから言われているように、県に報

告するものですよね。 

吉田委員長  そうです。 
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浦安市（小鍛治環境保全課長）  県が極力こういったところを確保していったほうがいいです

よという文面で読んでいいんですよね。 

平井委員  これは、土地を持っているところに対してということなので、もし県がこれをもら

ったとしても、関係市のほうにこういう意見が出ましたということでの紹介になると思い

ます。県が持っていれば県が持っている土地ということになるでしょうが、市が持ってい

る公園とかになれば、こういう意見も出ましたと市のほうにお伝えするという形になりま

す。県がそれを確保するということだけでは、そこは収まらないと思っております。 

吉田委員長  実態として、周辺の土地を全部県が持っているわけではございませんので。 

市川市（清水自然環境課長）  市川市は円卓会議の中でも環境学習施設の候補地として挙げら

れたような土地を持っておりますが、市川市はあの土地については市川市のまちづくりの

中での利用を考えているものでありまして、この意見があったからといって何ら縛られる

ものではないという確認の上でしたら、どうぞお書きくださいと。 

吉田委員長  市川市からそういうことがございました。 

後藤副委員長  ここは環境学習の場ということですが、実はもうちょっと大きな意味合いがあ

って、「自然再生の場」とか「保全のための場」というニュアンスがもうちょっと大きい

理念的なところで出てこないと、自然再生の体験をするのも環境学習の一つだという位置

づけがおそらくあると思います。さっき言っていた「保全」という言葉で言えば、そのプ

ロセスも含めて人は育っていく、場があるから育っていくというニュアンスもありますの

で、最初の理念のほうに持っていって最後に落ちるようにする部分と、環境学習の場とし

てここの落ち着きがいいのであれば、大きな問題と、環境学習の場ということと、自然再

生の場も含めて言っているのかというのがありますので、その辺を確認しておいたほうが

いいのかなという気がします。 

吉田委員長  ほかにご意見ございますか。 

寺島委員  ここにどう書くかということではないですが、さっき蓮尾さんが書かれた緑のとこ

ろに関しては、私は小学校教師としてはもっと出して欲しいところのような気がするので

す。つまり、でっかい立派な施設は要らないとか、そういう議論をしていながら、三番瀬

に行けなきゃお話にならないですよね。一つ、何回か意見を交換してきた中で、ここに書

いてほしいということではないですが、学校現場では、例えばあそこの土地に行くには企

業庁の許可が要るとか、ここに行くには市の許可が要るとかこうだとかいうのが、本当に

とんでもない障害なのですよ。先ほど県の方が、県としては土地を持っていないので市に

お伝えするだけですよとおっしゃる。それをここに書いていいですかと。市川市はおっし

ゃいましたよね、「そういうつもりはないが、どうぞ」と。これを書いて本当に報告して

いいのかな。ちょっと失礼な言い方ですが、そんな立場で来られたら、「この会議は

何？」という気が私はします。それを何とかしてほしいから、歩み寄りたいからここに来

ているのです、私は。今、そう思っています。 

吉田委員長  これは非常に大事な問題ですね。再生とまちづくりと環境教育、一緒にお互いに

いい部分を取り合うことができないと、そこにアクセスできて環境学習活動ができるとい

う状態にいつまで経ってもならないということで、これは多分、この環境学習施設等検討

委員会が続くとすれば、次の課題としては一番大きなところかと思います。そういったこ

とをこれからじっくりと話していかなければいけないなということも含めて、私としては
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緑の部分に入れておきたいと思いますが。 

桑原委員  意見とかそういうものではないのですが、企業庁の土地とか、いろいろ市町村の土

地で、立入禁止とかそういう障害があったことによって、非常に数が減っている鳥が守ら

れた例がございます。例えばコアジサシとかシロチドリとか、一般の方にはあまりなじみ

がない鳥が、障害があったので千葉県で営巣したという状況があって、検討しなければな

らないのですが、私としてもこの２行は入れていただければと思います。 

    今の状況でいきますと、ヒバリという鳥がいるのですが、そういった鳥も千葉市内から

すごく減っていまして、船橋、習志野はまだ多いのではないかと思いますが、入らないと

いうだけで、多様性の話はよくわからないのですが、多様性が増すという話もありますの

で、そういったことをちょっと知っていただければと思います。 

吉田委員長  それでは、今後ですが、今いただいた意見をもとに大分直さなければいけないの

でちょっと時間がかかるかもしれないですが、それをつくりまして、皆さんに一度お送り

して、見ていただいて、その上で、できましたら、今までヒアリングに協力していただい

たＮＰＯの団体の方とか、アンケートに協力してくださった方とか、そういった方にも意

見照会を行った上で次回を開き、そこを最終にしたいと思っております。ですから、すぐ

に２月というのではなくて、３月にしたいと思うのですが。そうなると、学校のほうの都

合も伺わなければいけないのですが、県のほうはいかがでしょうか。議会関係が終わって

からの日程ですと、3 月 12 日、13 日というあたりの候補日が出ているのですが、いかが

でしょうか。 

浦安市（小鍛治環境保全課長）  その前に一つだけ、浦安市が言っていいのかどうかわかりま

せんが、最後の課題に付け加えてもらいたいのがあるのですが。というのは、今まで、潮

干狩りであれ何であれ構わないのですが、「水に親しむ」「生物に触れる」ということが記

述されています。ところが、護岸を管理しているのは県なのです。あの護岸を安全に越え

て親水性を高められるようなものの許可はすべて県が持っていますので、そういったとこ

ろを入れないと、あの護岸を乗り越えては行けないというのが現状です。ですから、その

あたりの親水性と安全性について、ここに課題として一つ入れていただければいいと思い

ます。 

吉田委員長  それは先ほど寺島さんからありましたアクセスの問題等を含めて考えなければい

けないと思います。 

吉田委員長  話は戻ります。 

    そのあたりは卒業式ですか。 

佐久田委員  13 日は卒業式です。 

吉田委員長  では、前日もあまりよくないですね。 

    では、14 日はいかがでしょうか。 

福原委員  私たちは、通知表と、もう一つ、学校に記録を残す要録の仕事が、12 日から始ま

って、卒業式の準備で、19 日が卒業式ですが、この１週間は、申しわけないですが、地

獄の１週間なのですが。 

吉田委員長  そうしますと、大分後になりますが、春休みに入ってしまって申しわけないです

が、28 日とか 29 日とか、そのあたりはいかがでしょうか。 

浦安市（小鍛治環境保全課長）  この報告書をもとに予算に反映するとか、事業と連携を図る
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みたいな話をしていましたが、あまり後ろだと、事業にも反映できないですし、整合も取

れなくなってくるのではないでしょうか。 

吉田委員長  来年度の事業の予算の申請はもう既に終わっておりますので、今月末にはもう予

算は決まってくるわけです。 

浦安市（小鍛治環境保全課長）  先ほど、私もちょっと不思議だなと思って県の方の説明を聞

いて文書で書いたのですが、間違いでなければいいのですが、報告書が出た段階でその結

果をもとに 19 年度についてもある程度考えて事業化していくとか……。 

事務局  報告書ではなくて、今年の検討を受けて、さらに具体的な検討をしていきますので、

その結果ということで書いて、そういう確認です。 

浦安市（小鍛治環境保全課長）  この報告書が出た結果ではないということですね。 

事務局  それで、今度はより具体的なワンステップ上の検討に入っていくと思いますので、そ

こでの結果がまた出ると、今度は具体的に、では、こうすればいいよ、と。 

浦安市（小鍛治環境保全課長）  そうすると、先ほどの説明とはちょっと違うというか、もっ

と深まったことが出ていくわけですね。 

吉田委員長  委員の間の日程調整に戻ります。 

    それでは、28 日、29 日、30 日でご都合を伺いたいと思います。 

          （ 日 程 調 整 ） 

吉田委員長  それでは、3 月 28 日（水曜日）の夕方ということで。 

 

       （３）その他 

 

吉田委員長  「その他」ですが、桑原さんから一言お知らせをしたいということです。 

桑原委員  26 日に、博物館で２時から４時の間に「千葉の干潟」という展覧会の内覧会をや

ります。展示会が 27 日。その前日にやりますので、もしいらっしゃることができれば、

ご来館いただければ。確実にいらっしゃることがわかれば、この場で連絡、もしくは後で

電話をいただければと思っております。 

吉田委員長  県のほうで「その他」はございますか。 

事務局  きょうのご意見を踏まえて、委員長と事務局と相談して報告書を直しますが、それを

メールなりファックスで皆さんのところにまたお送りしますので、それについてご意見を、

さらに、きょう出ていない部分でも結構ですので、そういったものについてはメール、フ

ァックス等で随時入れていただけるように、またこちらから連絡するときには「いついつ

まで」という形でお願いすることもあろうと思いますので、よろしくお願いいたします。 

吉田委員長  これで本日の議事はすべて終了しました。あとの進行を事務局にお返しします。 

事務局  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。 

 

     ４．閉  会 

 

事務局  これをもちまして、第６回「三番瀬環境学習施設等検討委員会」を閉会とさせていた

だきます。長時間、ありがとうございました。 

――以上―― 


