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     １．開  会 

 

事務局  ただいまから第７回「三番瀬環境学習施設等検討委員会」を開催いたします。 

    本日、委員の方の出席は、13 名中、予定では 11 名の委員のご出席をいただくことにな

っておりますが、まだ２名の方がいらしておりません。しかしながら、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。 

    初めに、配付資料の確認をさせていただきます。お手元の資料をご覧ください。 

     次第 

     資料№１   第６回委員会会議結果 

     資料№２   平成 18 年度三番瀬環境学習施設等検討委員会報告（修正案） 

     資料№２－２ 報告案新旧対照表 

     資料№３   平成 18 年度三番瀬環境学習施設等検討委員会報告（修正案）に対す

る意見等について 

     資料№４   平成 19 年度三番瀬環境学習施設等検討委員会の進め方（案） 

     資料№５   千葉県三番瀬再生計画（事業計画）の策定について 

     資料№６   三番瀬環境学習に活用できる事業について 

    それと、資料ナンバーは振ってございませんが、「三番瀬自然環境データベースの設置

について」。それから、三番瀬の自然を調べようということで、モニタリング・マニュア

ルの冊子。これは一般の傍聴者の方には行っておりませんが、配付しております。それか

ら、「～都会に息づく干潟『三番瀬』～」、これは三番瀬フェスタ実行委員会がつくったパ

ンフレットでございます。それと、受付で配付しましたが、中央博物館からのチラシが２

種類ほどお手元にあるかと思います。 

    以上、資料は過不足ございませんか。よろしいでしょうか。 

 

     ２．報告事項について 

 

       （１）千葉県三番瀬再生計画の全体像について 

 

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したいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

吉田委員長  皆さん、こんばんは。本日、年度末の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。第７回の環境学習施設等検討委員会ですけれども、視察も含めれば

年度内に９回やったということで、大変お忙しい中をご出席いただいた委員の皆様に感謝

申し上げたいと思います。そのおかげをもちまして、何とか今年度の報告案というところ

までまいりましたので、本日は、「報告案」の「案」が取れるように最終的な議論をして

まいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

    まず、順序ですが、「次第」には報告事項が三つ、「三番瀬再生計画の全体像について」

「三番瀬環境学習に活用できる事業について」「三番瀬自然環境モニタリング・マニュア
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ルについて」とありまして、議題が三つで、「第６回委員会の会議開催結果」、そして「平

成 18 年度三番瀬環境学習施設等検討委員会報告について」、これが一番重要な時間がかか

る部分かと思います。３番目として「平成 19 年度の三番瀬環境学習施設等検討委員会の

進め方について」。通常は議題優先で報告事項が後ですが、ちょうど三番瀬再生計画の基

本計画などについて発表されたり、「県民だより」等でも出ておりまして、いま私どもが

議論しているところが全体の再生計画の中ではどういう位置づけにあるかということをち

ょっと振り返っておいたほうがいいと思いまして、報告事項（１）を最初に持ってきたい

と思います。 

    事務局から説明をお願いします。 

事務局  資料№５を最初に見ていただけますでしょうか。こちらの２枚目は、３月５日に新聞

等と一緒に配られた千葉県の「県民だより」でございます。その中で、「三番瀬の再生を

目指して」ということで、三番瀬再生計画を策定しましたという案内をしております。こ

の中で三番瀬の再生の全体像みたいなものを簡単に紹介してありますので、こちらをもと

に簡単に再生計画の全体像ということでお話をさせていただきます。 

    まず、一番大きな目指すべきものとして、「三番瀬の自然環境と地域住民が親しめる海

の再生を目指す」ということが一番大きなテーマでございます。そのために基本計画を定

めまして、三番瀬の再生に関する施策の基本的な方針とか、講ずべき施策や推進の方法を

定めることとしております。 

    その中で、再生の目標として大きく五つ示されております。一つ目が「生物多様性の回

復」、二つ目として「海と陸との連続性の回復」、三つ目として「環境の持続性及び回復力

の確保」、四つ目として「漁場の生産力の回復」、最後に五つ目として「人と自然とのふれ

あいの確保」、こういった五つの大きな基本的な目標のもとに事業を進めていくというこ

とでございます。 

    今、基本計画の概要のところを説明いたしました。こちらの基本計画は、実は、平成

17 年度から案としてはできていたのですが、県議会の特別委員会などの審議を経まして、

できたのが平成 18 年 12 月です。それを受けた形で、今度は事業計画ということで、第１

期ということですが、基本計画に基づき、この５年間で取り組む具体的な再生事業を定め

たものでございます。 

    その中で主な事業といたしましては、「多様な自然環境の回復」ということで、干潟的

環境の形成や淡水導入に関する検討や試験、それから行徳湿地の再整備といったものが含

まれております。 

    次に、「漁業の振興」ということで、例えばアオサの対策や藻場の造成、アサリやノリ

の調査・研究等を進めることとしております。 

    次に、事業計画といたしましては、「水・底質環境の回復」ということで、生活排水な

どによる富栄養化対策や青潮に対する情報提供、こういったものをこの５年間の事業とし

て実施していくというようなことを定めております。 

    四つ目として、「海と陸との連続性の回復」ということで、現在、市川の塩浜地区で直

立護岸になっている地区については、人と三番瀬とのふれあいの場の確保ですとか、老朽

化した護岸の安全性を早急に確保するための護岸の整備等を進めております。また、それ

とあわせまして、湿地の回復など、海側及び陸側における自然の再生の事業に取り組むと
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ともに、まちづくりの主体である地元市と連携して、三番瀬周辺地区における調和のとれ

たまちづくりを目指すというようなことを計画として盛り込んでおります。 

    最後に、「県民の理解と協力の促進」ということで、三番瀬の再生のためには、県民、

漁業者、ＮＰＯ、国、地元市など多くの主体の連携・協力が必要となります。ということ

で、ここで、そのために三番瀬の環境学習施設を進めていこうということ、ＮＰＯの再生

活動への支援、自然環境の合同調査、ラムサール登録のための地元住民をはじめとした関

係者等との協議・調整、そういったことを行うことになっております。 

    最後のページを見ていただきますと、こちらのほうに書いてありましたものが体系的に

まとめられてございます。 

    環境学習については、この中の「人と自然とのふれあいの確保」という基本目標の中の

事業計画といたしましては、「親水性の向上や環境学習・広報等を通じた県民参加の推

進」ということで、主な取り組みとしては、人と自然の共生を実現するための施策として

環境学習は位置づけられているということでございます。 

    簡単ですが、以上、再生計画の全体像の中の環境学習の位置づけ等について説明させて

いただきました。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    ようやく基本計画と事業計画が位置づけられました。その中で環境学習施設等の検討と

いうものが位置づけられたという説明をいただいたわけです。 

    これについて、何か質問はございますか。 

    これはよろしいでしょうか、概略的な説明ですので。 

    よろしければ、議題のほうに入っていきたいと思います。 

 

     ３．議  事 

 

       （１）第６回委員会会議結果について 

 

吉田委員長  まず、議題（１）第６回委員会会議結果について、事務局から説明をお願いしま

す。 

事務局  それでは、資料１をご覧ください。 

    第６回の会議結果ですが、次の議題（２）と関係しておりますので、簡単に、第６回会

議でやったことについて、項目のみ説明させていただきます。 

    まず１点目として、町田委員が昨年の 11 月 21 日に辞任されましたので、それについて

事務局から説明いたしました。 

    それから、三番瀬再生計画の策定状況ということで、基本計画、事業計画、実施計画に

ついて、きょうは全体的なお話でしたが、環境学習について今どういった策定状況か、内

容はどういうことかということを事務局から説明いたしました。 

    ３番目としては、前々回の第５回の会議結果について、事務局から説明させていただき

ました。 

    四つ目として、委員会で出された意見や課題の整理ということで、これまで委員会で

「環境学習プログラム」「人材の確保・育成」「環境学習施設のあり方」の三つに分けて議
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論してきた中で出された意見・課題等を吉田先生に整理していただき、それを報告案とい

う形で皆さんに意見交換をしていただいたということでございます。 

    第６回の会議結果については以上でございます。 

吉田委員長  それぞれの発言者の意見はその後にずっと書いてありますが、これについては、

もう既に修正案のほうに反映いたしましたので、一つ一つ読むと大変ですので、目を通し

ていただければと思います。 

    これについては、特にご質問などございますか。あるいは、私の発言の趣旨はそうでは

ない、直してほしい、そういうようなことはございますか。 

    よろしければ、一番大きな議題の（２）のほうに入ってまいりたいと思います。 

 

       （２）平成１８年度三番瀬環境学習施設等検討委員会報告について 

 

吉田委員長  議題（２）平成 18 年度三番瀬環境学習施設等検討委員会報告について、これを

事務局から説明をお願いします。 

事務局  それでは、お手元に配付した資料№２、資料№２－２、それから、これをＮＰＯの皆

様に照会しましたので、資料№３、この三つで議題（２）について説明させていただきま

す。 

    資料№２は、以前、皆様にもお送りしてご覧いただいていると思いますので、これをも

う少しわかりやすい形に整理したつもりであります資料№２－２、こちらに基づいて、前

回の報告の修正について説明いたします。 

    １ページ目ですが、構成について、前回の委員会での意見を踏まえて変更を加えており

ます。 

    まず一つ目として、「検討の経過と概要」、これは同じですけれども、その後に「三番瀬

における環境学習・環境教育のあり方」。理念的なものが頭にあったほうがいいのではな

いかという意見がございましたので、吉田委員長に、「三番瀬における環境学習プログラ

ム」「人材の育成と確保」「環境学習の場のあり方」を総括したような理念的なところを一

つ項目として加えていただきました。 

    それから、前回の報告案ですと、「環境学習プログラム」「人材の育成と確保」「三番瀬

における環境学習施設と環境学習の場のあり方」、これまでの検討をこの三つでやってお

りましたので、そういう形でまとめていただいていたのですが、それについて、課題の部

分は後でまとめて記述したほうがいいのではないかという意見もございまして、今回直し

ましたものは、大きく２ということで「三番瀬における環境学習・環境教育」、その中に

「環境学習プログラム」「人材の育成と確保」「環境学習施設と環境学習の場のあり方」を

中項目ということで整理して、別途、課題の部分については提言ということで「環境学習

プログラム」「人材育成」「環境学習施設」の三つ、それから、前回の検討の中で出ました

「今後、検討していくべき課題について」というものを追加しております。 

    構成としては、「人材の育成と確保」という章があるのですが、これに対応する小見出

しのタイトルが前回の議論ではしっくり来ないというような意見がございまして、これは

吉田委員長のほうに小見出しの変更をしていただきました。 

    構成については以上でございます。 
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    内容のところですが、章ごとに、旧の部分とどういうところが主に変わっているかをま

とめております。 

    「１．検討の経過と概要」について、これは修正はございません。 

    「２．三番瀬における環境学習・環境教育のあり方」、こちらについては、構成のとこ

ろでも説明しましたが、どうしてこういった検討をするのかというような理念的な部分を

吉田委員長に追加していただいたところです。全く新規の追加でございます。 

    「環境学習プログラムの目的と理念」というところは、２ページの最後のところ、「『地

域力』を高めることが重要である」となっていたのですけれども、「能動的に三番瀬の保

全・再生や維持管理を地域が担う『地域力』を高めるなど、三番瀬の自然再生に資するも

のとなるべきである」と、最初に持ってきております。 

    それから、「地域力」ですとか、これは１項のところにも出てまいりますが、言葉とし

て解説が必要ではないかという部分につきまして、それぞれページの下端に注釈という形

で用語の解説を加えております。 

    ３ページ、「環境学習プログラムの対象と内容」ですが、こちらにつきましては、浦安

市から、表現をもう少しすっきりしたほうがいいのではないかということがございまして、

こちらに線が引いてありますが、「子どもたちには、三番瀬の干潟や生物とふれあう体験

型プログラムがもっとも重要であるが、一方では海苔すきやヨシ簾づくり等、伝統を伝え

るとともに歴史を学ぶプログラムも必要である」というようなことで、ちょっと表現を変

えております。 

    次の「環境学習プログラムと教材」のところですが、わかりにくい言葉に注釈をつける

ということと、あと、これは簡単な言葉の整理ということで、「高価な図鑑や双眼実体顕

微鏡、ＧＰＳ」ではなくて、「図鑑や双眼実体顕微鏡、ＧＰＳなど高価な教材」と、一般

というような形が読めるような形で表現を変更しております。 

    続きまして、５ページ、「環境学習プログラムの展開」ですが、これについては一つ文

章を追加しております。事業計画の中でビオトープネットワーク等に言及されております

ので、委員会としてもこういった形で「学校や公園等を中心とした『上流から三番瀬まで

の命のつながり』をキーワードとした流域をつなぐビオトープネットワークの形成は、干

潟の成り立ち、自然や生態系のメカニズムを広域的に捉える視点を提供してくれる」とい

うことで、前段のところで「広域的な視点」というのが出ておりますので、その次のとこ

ろにビオトープネットワークについて言及するような形のものを追加する。これは庄司委

員から意見があったものですが、こういった形で文章を追加しております。 

    あと、それぞれ注の４、５、６ということで、「ビオトープ」「食育」「フードマイレー

ジ」、こういったところについて用語の解説を加えております。 

    次に６ページの「人材の育成と確保」についてですが、こちらについては、旧の案では

「海苔すき」とか「ヨシ簾作り」などというものが出ていたのですが、こちらについては

もう既に前段で言及されておりますので、蓮尾委員からの意見もございまして、こちらに

ついては重複部分を整理しております。その上で、「子どもたちは、小中学校の頃から繰

り返して三番瀬に出かけることで、三番瀬への理解と愛情が育まれる」という文章を挿入

しております。 

    次は「環境学習の入口としての学校教育」ということで、前回の案ですと「三番瀬の環
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境学習の入口としての学校は重要」というようなことだったのですが、全体の項目との関

係で、見出しを「環境学習の入口としての学校教育」というふうに変えております。 

    それから、これも用語が重複しておりますので、「繰り返して三番瀬に来る」というと

ころは削除する。あとはただ学校での問題点ということで、「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」というところを現状分析ということで追加してお

ります。 

    続きまして、８ページの「指導者の育成・研鑽の機会を増やす」というところですが、

こちらにつきましても、構成のところでもお話ししましたけれども、「人材の育成と確

保」と対応するような小見出しをということがございまして、「研鑽の場が少ない」とい

うことではなくて、もっと積極的な表現ということなのだと思いますが、「指導者の育

成・研鑽の機会を増やす」というような形で見出しも変更しております。 

    前回の案でありました指導者予備軍となる学生などについてのファンドのところへの言

及ですけれども、この部分では削除して、その上で、前回、「ＮＰＯだけが指導者の対象

というよりは、もっと広く、ＮＰＯだけではなくて、地域の住民の方とか、そういった方

の育成というようなことも読めるような形で、広く記述したほうがいいのではないか」と

いうような意見がございまして、「ＮＰＯや地域の指導者を育成するため」と。 

    あと、「県や地方自治体」となっていたのですが、県も自治体ですので、「県や市町村」

ということで言葉の整理をしております。 

    ９ページ、「指導者が活動しやすい環境を整える」ということですが、こちらについて

も、前回の案では、「スタッフが活動しやすい環境が不足している」ということで、現状

分析のところをそのまま見出しとしてタイトルにつけていたのですが、「指導者が活動し

やすい環境を整える」という形で見出しの変更をしております。 

    あと、前回の案では、指導者は「育っているものの」となっていたのですが、これを

「育っているところもあるが」というほうが現状としては近いのではないかということも

ありまして、ちょっと表現は変えております。 

    それから、前の８ページの前回の案のところで削除していた人材育成のシステムにつき

ましては、こちらのほうで「そのため」以降のところで３行追加して、ファンドについて、

こういったものということで注の形で詳しいものについては言及するというような形をと

らせていただきました。 

    続きまして、10 ページの「三番瀬の環境学習の専門家を増やす」、これにつきましても、

前回のタイトルの「専門家が少ない」というのではなくて、「専門家を増やす」というも

う少し積極的な形で、「人材の育成と確保」と対応するような見出しということで、見出

しの変更をしております。 

    それから、前回の案で「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」が「人材の育成と確保」のところに載っていた関係で、ここの部分は場所と

しては人材確保のところではないのではないかという意見がございまして、これについて

はここの部分からは削除しております。 

    11 ページ、「もう少し興味を持った人が学べる環境も必要」というところですが、こち

らについてはほぼ前回と同じ記述ということで、若干言葉の整理をしましたが、特に大き

な変更はないということだと思います。 
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    12 ページの「環境学習施設と環境学習の場のあり方」ですが、「場の理念と目的」とい

うところですけれども、旧案の中では「時間がかかる事業であり」というところがあった

のですが、これについては、重複表現がございますので、整理をしております。 

    それから、施設の理念としては、施設そのものを目的に必要としているのではなくて、

「環境学習を推進していくためには、その担い手となる人材の育成・確保を図ることが重

要」だと。例えば「専門家やレンジャーなど、その役割を担う人が常駐できる施設が必要

であるという発想で考えていく必要がある」ということを、前回のところでも書いてある

のですが、それをもう少し表現がわかりやすいような形ということで整理をしております。 

    13 ページの「環境学習施設と環境学習の場の機能と構造」ですが、これについては、

機能と構造を検討する上では、「地元関係市の意見も聴きながら」というのがあったので

すが、それだけではなくて、三番瀬の再生についての全体構想との整合性を図る必要もあ

るのではないかということもありますので、アンダーラインを引いてあるところを追加し

ております。 

    それから、施設の機能として例示されている①から④までのところですが、前回、表を

途中で直していた関係で表の順番に齟齬がございましたので、表１の部分と機能について

の例示の順番をそろえているということでございます。 

    それから、施設についてなので、最後のところで、「大きな施設である必要はない、小

さな施設でもおもしろさを感じられるものであればよい」というのと、「新たな施設は不

要という意見もあった」というような、それを入れるか入れないかも含めて議論があった

のですが、こちらの修正案は、こういう意見もあった、こういう意見もあったという形で

とらえて、委員会として特に結論を出しているということではございませんので、「新た

な施設は不要という意見もあった」ということで、それぞれ三つを並列させて、こちらに

ついても修正で追加をしております。 

    14 ページの「環境学習施設、環境学習の場の連携」ですが、こちらについては、前回

の案にございました「新たな施設づくりに予算をかけるのではなく」というところからの

３行については省略しております。言葉の重複がございますので、そういったものを避け

るということで、旧案にありました３行については削除ということでございます。 

    それから、新しく「また、既存の環境学習施設や環境学習の場についても一層の連携が

図られるようにしていく必要がある」ということで、上段の部分では、新規の施設と今ま

でのところの連携というようなことが念頭にあるのですけれども、それだけではなくて、

旧施設同士についてもあわせて考えていく必要があるということを、改めてこちらのほう

で追加をしているところでございます。 

    15 ページ、ここからは３ということで、前回、課題としてまとめていただいたところ

を、委員長のほうから提言ということで、今まで検討してきた三つの項目についていただ

いております。旧案にございました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」ですとか、そういったところについては、ここは環境学

習プログラムでの課題ということなので、こちらについては言葉としては削除して、別の

ところで記載するということで、このような形で整理をしております。 

    それから、「人材の育成と確保」というところですが、基本的には同じですが、後段の

ところで「ＮＰＯと学校とが」というふうに書いてございますが、これにつきましても、
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ＮＰＯ限定のところについてはそういった表現で構わないけれども、ＮＰＯだけではなく

て、市民とか地域というものが入るところについては、先ほども述べましたけれども、そ

ういった意味でなるべく広くとらえられるような表現にしたほうがいいという意見もござ

いまして、ＮＰＯの後に「地域」というのも一緒に学校との連携というところで記載をし

ております。 

    あとは、学校の関係などですが、人材の育成ということですので、県の役割としてもっ

と具体的なものを加えたほうがいいという意見がございまして、「教員養成研修、指導者

養成の機会の創設などの人材育成の役割が期待される」、このような形で委員長に修正を

していただいたところでございます。 

    それから、提言の中の「環境学習施設・環境学習の場について」ですが、施設を考える

にあたって、環境学習を支える指導者が入るような施設ということで考えていくことが必

要だということなので、「指導者の利用を中心に考えるべきものであることから」という

言葉を入れております。 

    また、学校につきましても、調査ということなのですけれども、前回の案ですと、「環

境学習施設を利用できる期間は限られているため……利用の要望」ということで、スケジ

ュール管理のための要望調査のような形に読めますので、そうではなくて、学校が環境学

習をやる場合にどういったことがというようなことが読めるような形で、特に「期間は限

られているため」というのはちょっと誤解を招く表現なので、そこのところは削除してお

ります。 

    あと、下の３行ですが、前回の案では「一度できあがってしまうと」というようなこと

があったのですが、そちらについては削除しております。 

    「また」のところ、「環境学習の場については、公園等三番瀬に隣接する公共用地の活

用……」、ここは「公共用地を確保し」というふうになっていたのですが、「確保」につい

ていろいろと議論が出ましたので、修正案では「……公共用地の活用方法も含めて十分に

時間をかけて検討する必要がある」という言葉を追加しております。 

    さらに、既存の環境学習施設については離れているというようなこと、それからアクセ

スの問題があるということもありますので、「シャトルバスも検討すべきである」、こうい

った前回の意見も踏まえた追加をしております。 

    最後に、これは新規の項目追加ということで、前回の委員会の中で意見が出たのですが、

平成 18 年の検討につきましては、主に環境学習について「In」「About」「For」の三つが

あるのではないかといううち、「In」「About」という部分を中心に検討をしてきていたよ

うなのですけれども、三番瀬のための環境学習のあり方というのも今後検討していく必要

があるのではないかという意見が出ましたので、それについては、「今後検討していくべ

き課題」ということで、このような形で項目を追加したところでございます。 

    修正案については以上ですが、次に、この修正案について、前回、吉田委員長のほうか

ら、アンケートや意見交換でご協力いただいたＮＰＯ・市民団体にも意見を聞いたほうが

よろしいのではないかということがございましたので、前回お聞きした 35 団体に今回の

この修正案をお送りして、ご意見をいただいたものでございます。いただいた団体は４団

体ございまして、全体に対する意見が三つ、個別の項目のところに対する意見もやはり三

ついただいております。全体としては、照会した案について、こういった追加をしてくれ
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とか修正をしてくれということではなくて、全体的に好意的に受けとめていただいている

のではないかと思います。 

    簡単にざっと今回の修正案と直接関係のあるところだけ紹介いたしますと、１につきま

しては、最後の点のところ、「箱物である環境学習施設をつくる余力があるのなら、都市

活性化の名のものとに行われている自然の破壊をストップすることが先ではないでしょう

か」というご意見。それから、１番目の意見の４点目ですが、「三番瀬の埋め立てが中止

されれば、その次は、三番瀬に環境学習の場をつくるのではなく、都市住民が日常的に触

れ合えるより多くの身近な自然を再生することではないでしょうか」というような意見で

ございます。 

    二つ目といたしましては、「報告案が実際に実施され、運用される過程において単なる

施設の運営だけでなく環境学習への思い、精神の実現を心から要望いたします」、それか

ら「人材を学習施設や学習の場に活用したり貢献していただく環境を整えることが大切と

考えます」という意見でございます。 

    全体に対する意見の三つ目といたしましては、これは環境学習だけではないと思うので

すが、「より多くの人に三番瀬の現状を知ってもらうことが必要だ」ということで、その

ためには、「環境学習についても、参加のためのハードルは低くすること、また、いろい

ろなプログラムを用意するなど間口は広くすることが大切だと思います」という意見です。

それから、「出来ることを、出来る人がやっていくことで、三番瀬に関心を持ち行動して

いく人の輪は広がっていくと思います」というような意見でございます。 

    次のところは利用・管理についての意見でございます。 

    ３－２、３－３のところにつきましては、学校現場に近い方からの意見なのかもしれな

いですが、予算的に厳しい面があるので「県のほうで特別に助成をするなりの方策を考え

ていただきたい」。これは修正案のほうにも載っておりますが、それを追認するような意

見をいただいております。 

    最後の意見ですが、「学校の果たす役割は大きい」ということで、これも報告案のほう

にございますが、そのために、「研修会を開き、周辺自治体だけでなく広く県内の教員が

三番瀬の魅力を知る機会を多く持てるようにするべきだと思います」という意見でござい

ました。 

    以上、前回からの修正点、それから、修正案について市民団体・ＮＰＯに意見照会をし

た結果について、簡単に説明いたしました。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    資料三つを使って、修正案そのものと、新旧対照と、これに対するＮＰＯ・市民団体の

意見をご説明いただきました。 

    さて、どういうふうにやったらいいかですけれども、一応、ＮＰＯ・市民団体に伺う前

に皆さんにも見ていただきたいということで事務局から回していただいたところ、特段、

変更の修正要望はなかったと伺ってはいるのですが、とりあえず、１、２、３という流れ

がありますから、それに従ってご意見を伺いたいと思います。それで、きょう改めて見て、

ここはやはり直したほうがいいということがあれば、最終的にそれを直すことはやぶさか

ではございません。根本から書き直すということになるとちょっと大変なことになります

が、ＮＰＯ・市民団体からのご意見もありましたので、それも受けてということで、きょ
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うまたご意見をいただきたいと思います。 

    まず、１番目、「検討の経過と概要」、これについては変更していないのですが、これに

ついて何かご意見ございますか。 

    これは変更しておりませんので、よろしいですね。 

    次、２番目ですが、順番に伺っていきますが、その前に、私のほうで三番瀬の環境学

習・環境教育のあり方全般のことについて理念的なことを書いたほうがいいという意見が

ありましたので、そのご意見に従って、全般的な理念というものを三番瀬再生計画に基づ

いて書いてみました。これについてはいかがでしょうか。 

    これもよろしいですか。 

    続いて、「２－１．環境学習プログラム」。「環境学習プログラム」は、次のページの

「環境学習プログラムの展開」というところまで２ページにわたっておりますが、どこの

部分でも結構ですけれども、「環境学習プログラム」について何かご意見ございますか。 

蓮尾委員  ２ページの２－１－２の上から 10 行目です。「漁場に関する法的規制を遵守し、む

やみな採取等、資源への影響を引き起こすような行為はしてはならない」というのは、

「遵守してはならない」と読めてしまうのですけれども。ですから、「遵守することはも

ちろん」というような言い方で、一たん切ったほうがよろしいのではないか。 

吉田委員長  「ならない」にかかってしまうような感じがするので、そこを区別できるような

形にするということですね。 

蓮尾委員  「法的規制を遵守することはもちろん」とか、そのような言い方をしないと、遵守

してはいけないみたいで、ちょっと……。 

吉田委員長  「漁場に関する法的規制を遵守することはもちろん、むやみな採取等、資源への

影響を引き起こすような行為はしてはならない」というような修正です。 

    これについては、ご意見いかがでしょうか。このほうが確かにわかりやすいと思います。

よろしいですか。 

    よろしければ、そのような修正をしたいと思います。 

    ほかに、「環境学習プログラム」についてご意見ございますか。 

    「環境学習プログラム」については後藤さんや桑原さんにやっていただいた部分もあり

ますが、よろしいでしょうか。 

桑原委員  わからないので、最後にちょっと気がついたことでお話ししてもよろしいでしょう

か。今のディスカッションが終わった後でというか、順番にいっていると、全体的にこう

だったのかということで。 

吉田委員長  わかりました。 

桑原委員  細かいことが何点かありまして、まだ項目の統一がされていないような気がします。

例えば「２－１．環境学習プログラム」がありますよね。２－１－１から４までというの

は、最初に「環境学習プログラム」というのがみんな入っています。それを例えば切る。 

    それから、５ページ、３の「環境学習・環境教育に関する提言」は、「環境学習プログ

ラムについて」と入っているのですが、それはみんな「ついて」は要らないような気がす

るのです。 

    それと、５ページの最後の３－４、「今後、検討していくべき課題」というのが入って

いるのですが、それが２－１、１ページの下から３行目あたりに書いてありまして、重複
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なのか、それとも強調なのかがわからないというのが全体の感想で、ちょっと留意してい

ただければと思います。 

    あと、本当につまらない話で、別紙－１、別紙－２ですが、委員のところも、ちょっと

長いのですけれども、正式な所属を入れたらどうかと思います。県のほうで、例えば私な

んかはよく「千葉市立博物館」と言われて、二つ違っているみたいな話で、なるべく「千

葉県立中央博物館」と入れていただきたいということをお願いしているのですが。例えば、

これは確かに県でやっているのですが、千葉県の環境政策課の課長なのかということです。

オブザーバーのほうは、市町村の方々にみんな部が入っているので。一般の方は、県なの

か市なのかということがわからないかと思いますので、その辺はどうなのでしょうか。非

常に細かい問題ですけれども。部まで入れるとか。 

    あと、別紙－２で、開催場所と開催概要が入っているのですが、確かにこういう検討を

したということはわかるのですが、どれぐらいの規模で関与したのか、それがわかるかと

思いますので、事務局のほうで、参加人数になるのか出席人数になるのかはちょっと不明

ですが、できたら委員の方プラスほかのオブザーバーの方の人数を入れていただければ、

このくらいの方で会議が検討されたということで、何行か増えてしまうかと思うのですが、

記録になるかと思いますので。 

    それが全体的な質問です。意見ではございませんので、検討していただければと思いま

す。 

吉田委員長  では、順番に前からいきますと、「環境学習プログラム」のところは、タイトル

が小見出しのほうもみんな「環境学習プログラム」で始まっているから、それは省いても

いいのではないかということですね。途中までは省いてもいいような気はするのですけれ

ども、２－１－１は「目的と理念」、２－１－２は「対象と内容」、２－１－３は取ってし

まうと「教材」になってしまう。２－１－３と２－１－４は「環境学習プログラム」とい

う言葉が必要のような気がするのですが。１－１と１－２は削ってもいいと思うのですけ

れども。 

桑原委員  「教材に関して」というふうにすれば切っても大丈夫かと。ちょっとニュアンスが

違ってくるかもしれませんけれども。並列ではないとは思うのですが。 

吉田委員長  「教材や機材」ですか。「機材」という言葉は使っていない。後ろのほうで「に

ついて」は削れという要望があるので、ここだけまた「について」をつけるのも変な話で

すので。ちょっとここはペンディングにしましょう。 

桑原委員  「教材に関して」。 

    項目が多いので、環境学習というものと環境教育というものがおそらくなかなか区別が

つかないという場合が多いのではないかと思うので、これはとりあえずのまとめなので、

そういう形でわかりやすく、なるべく文章を短くしたほうがいいのではないかというよう

なことでの質問です。 

吉田委員長  短くするというのであれば、「関して」も入れないで、ただ「教材」でもいいの

ではないでしょうか。 

    削るだけ削ってみて、読みづらいかどうか、後でもう一回見直します。 

    ２－１－３は「教材」だけにします。 

    ２－１－４は、これを「展開」にしてしまうと余りにも意味がわからなくなってしまう
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ので、これは「環境学習プログラムの展開」でいいですか。 

    ５ページの３－１、３－２、３－３、３－４については、「について」というのを全部

取るということです。 

    その上で、３－４が要るかどうかということですね。これは、同じようなことが書いて

あるのですが、「For」の部分について検討をする必要があるということは１ページには書

いていないのです。だから「課題」というふうに書いてあるのだと思います。そういう面

ではあってもいいのではないかと思うのですが、それは皆さんのご意見を伺いたいと思い

ます。 

    それから、別紙－１については、確かに、特に平井さん、庄司さんの部分について、

「千葉県」というのが抜けてしまうと……。市川市さん、船橋市さん、習志野市さん、浦

安市さんはそれぞれ隣に書いてあるので間違うことはないと思うのですけれども、平井さ

ん、庄司さんについては、「千葉県」というのを入れていただいたほうがいいかもしれな

いですね。 

    あとは、別紙－２に委員の数やオブザーバーについて入れられるかどうかということ。

データが残っているかどうかということですね。 

    というふうに私のほうで整理したのですけれども、事務局のほうで最後の部分も含めて

何かコメントはありますか。 

事務局  参加人員につきましては、ホームページで公開している会議の概要の中で載せており

ますので、それについては、そこからそれと同じ数字を持ってくればいいことで、データ

としては残っておりますので、その整理は全く問題ございません。 

吉田委員長  問題なければ、入れられるものは入れるということにしましょう。 

    あと皆さんに確認しなくてはいけないのは、今言うように、なるべく縮めるということ

で、かなり重要視したこのタイトルについて、それでいいかどうか。 

    それから、ちょっと３のほうに行ってしまうのですが、２－１と関連しているので、２

－１－１と３－４というのは言葉としてはかなり重複があるのですけれども、３－４の言

っている趣旨が違うので残しておいたほうがいいという意見と、重複しているのだったら

前のほうにくっつけてしまったらという意見、両方あるかと思うのですけれども、それに

ついてはぜひご意見を伺いたいと思います。 

    どれについてでも結構ですが、何か委員からのご意見をお願いします。 

寺島委員  今の３－４の最後のところですが、趣旨はわかりましたので、あってもいいと思う

のですけれども、小見出しの「今後、検討していくべき課題について」は、最初に見たと

きはいいかなと思ったのですが、改めて考えると、その前の３－１、３－２、３－３も検

討すべき課題なので、ここは強調され過ぎてしまう。これだけ残ってしまうので、小見出

しを変えて残したらどうでしょうか。何か思い浮かばないのですけれども、その他で。 

吉田委員長  あるいは、これは２－１－１を受けたものであるということであれば、「３－１. 

環境学習プログラム」の下に入れても位置的にはおかしくはないわけですね。 

寺島委員  そうですね。 

吉田委員長  今、寺島さんからのご提案もありました。これを、３－４にするのではなくて、

３－１の最後に持ってくるという案が一つ今出ております。 

    ほかにご意見ございますか。 
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後藤副委員長  ちょっと確認したいのですが、１ページで「検討の経過と概要」というのはい

いですよね、一つの項目ですから。２の「三番瀬における環境学習・環境教育のあり方」

というのは、これは全体の目標ですよね、理念ですから。その後に２－１になって「環境

学習プログラム」になっていますね。本来、２というのは独立すべきものではないですか。

それがよくわからなかったのですが。 

    全体に関わる問題が２で、３が提言だから、いいのですかね。 

吉田委員長  これは見出しのアウトラインの問題ですよね。 

    後藤さんのアイデアを生かすのであれば、「三番瀬における環境学習・環境教育のあり

方」を独立して２にして、「環境学習プログラム」は２－１ではなくて３として、「目的と

理念」を３－１というふうにしていけば、ハイフンが真ん中に二つも並ばないで済むとい

う利点はありますね、整理の仕方としては。それはどれがわかりやすいかという問題にな

ると思うのですが。 

後藤副委員長  県の資料のつくり方で、今回は整理しやすいように、２－１－１とかそういう

書き方をしていますね。例えば、「１．検討の経過と概要」というのは少し大きい項目で

すよね。普通は、１、２という数字だったら、次が括弧何とかになるとか、そういうふう

になると、この中の一部だなということが……。 

吉田委員長  ちょっと戻りますと、２のところに書いてある一番最後の締め方が「本検討委員

会は、このような共通理解のもとに、三番瀬における環境学習プログラム、人材育成と確

保、環境学習施設と環境学習の場のあり方について検討を行った」というふうにまとめて

いるので、その章立ての下にあるのが位置的にはいいのですけれども、ただ、それだとハ

イフンが二つも並ぶような形で、ちょっと読みづらいということであれば、「環境学習プ

ログラム」以降は一つ繰り上げたもうちょっと上のランクにしても構わないです。それは

皆さんのご意見でどちらでも構わないと思うのですけれども。 

    事務局から何かご意見は。 

事務局  当初は並列で整理をさせていただいたのですが、事務局のほうで考えましたところ、

２番の「あり方」の理念的な部分、これも「あり方」で、それ以降の部分も実は「あり

方」の各論なのかなと、そういう整理をしてこんな構成にしたわけです。 

吉田委員長  そうすると、「検討の経緯と概要」が一つ、「あり方」が一つ、「提言」が一つと

いうふうに大きく三つに分かれるから、整理しやすいのかなということだと思うのです。 

    後藤さんがよければ、今のアウトラインで……。 

後藤副委員長  いいです。それでわかりました。 

吉田委員長  ちょっと話を戻しまして、先ほどの寺島さんからの提案の部分です。３のほうに

なってしまっていますが、２と関係しますので。「３－４．今後検討していくべき課題」

というのは、確かに上に書いてあるものも全部今後検討していくべき課題なので、３－４

というふうに独立するよりは、３－１の「環境学習プログラム」の最後に入れるのがいい

のではないかという提案だったと思いますが、それについていかがでしょうか。 

    うなずいている方はいらっしゃるけれども、反対という方はいらっしゃらないようです。 

    そういうふうに移動するということでよろしいでしょうか。 

    では、この３－４はなくしまして、３－１の「支援の充実を図っていく必要がある」の

次に移動する。 
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    あと、桑原さんから出た、なるべく重複は避けて小見出しを短くしていくということは、

これもよろしいですか。 

    それも、先ほど確認したような形で、小見出しを短くする方向で考えたいと思います。 

    桑原さんからの提案までのところは全部終わりましたので、ほかの方、新たな提案を。 

後藤副委員長  字句だけですが、４ページの２－３－１の４行目、「三番瀬における環境学習

施設については」というところで、「施設が必要であるというとう」になっている。原文

が残っちゃうとみっともないので。「あるという発想で」ですね。「とう」を取る。 

吉田委員長  これは私も気がついていたのですけれども、言うのを忘れていました。 

蓮尾委員  ５ページの「３－３．環境学習施設・環境学習の場」というところです。「につい

て」を取るんですね。ここをそのまま読みますと、もともとのものが非常に小さくなって

しまった感じがしてなりません。それで、私としましては、この３－３の「また、環境学

習の場については、公園等三番瀬に隣接する公共用地の活用方法も含めて十分に時間をか

けて検討する必要がある」というところをまず一番先に持っていってしまいたいです。

「また」は消しまして、「環境学習の場については」で、いきなり「公園等三番瀬に隣接

する公共用地の活用」というのではなくて、「環境学習の場については、三番瀬の再生に

資するという観点から」という言葉を入れたいのですが、いかがなものでしょうか。それ

が一つ。 

    あと、この原文で１行目にある「環境学習施設は地域の環境学習を支える指導者の利用

を中心に考えるべきものである」、それはちょっと違うなと。「指導者を養成」でしたらま

だいいのですが、指導者のためのものというふうにしてしまうと、非常に粒が小さくなっ

てしまうという気がします。少なくとも、「利用を中心に」ではなくて、「地域の環境学習

を支える指導者等の養成」というような言い方をしたほうがいいかなと思います。 

    ここを最初から読みますと、こんなふうに直したらどうか。ちょっと文章がおかしかっ

たらお許しください。 

    「３－３．環境学習施設･環境学習の場」。本文としては、「環境学習の場については、

三番瀬の再生に資するという観点から、公園等三番瀬に隣接する公共用地の活用方法も含

めて十分に時間をかけて検討する必要がある」。「確保」という言葉を使えないのでしたら、

せめてそのぐらいは入れていただければと。 

    その次に、「環境学習施設は、地域の環境学習を支える指導者等の養成を中心に考える

べきものであることから……」、そこでまた「これらの指導者」というのもとても嫌なの

ですが。とっても嫌なんです。指導者だけが使うみたいじゃないですか。「地域がどのよ

うな」という言い方をしてはだめですか。「……地域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」、あとはそのままでよろしいのではないか。学校の話、それか

ら既存の学習施設の話は、特にこう変えなければという気持ちはありません。 

吉田委員長  もう一度確認します。 

    確かに、「環境学習の場」というのがサンドイッチで真ん中に入ってしまっています。

それをどういうふうに目立たせるかは、上に行くのと下に行くのとあるかもしれませんが、

今の蓮尾さんからの提案は、「環境学習の場については、三番瀬の再生に資するという観

点から、公園等三番瀬に隣接する公共用地の活用方法も含めて十分に時間をかけて検討す

る必要がある」を前に持ってきて、そして次は、「環境学習施設は、地域の環境学習を支
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える指導者等の養成を中心に考えるべきものであることから、地域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」というふうにするという提案です。 

桑原委員  委員の何人かの方々とも少し話したのですが、結局、施設等検討ということで、こ

れは最初の４ページが環境学習の検討になっていて、蓮尾さんの今おっしゃったことが施

設等に関して検討した結果ではないかと思うので、それを３のところに含めるというより

は、短いかもしれないですが、４で分けて言うということでまとめてしまったほうが、逆

に強調されると思うのです。 

    蓮尾さんが３に含めるといったことが５行ぐらいありますよね。それを一番下に入れて、

「三番瀬環境学習施設等検討課題」ぐらいにして４番目の項目をつくって入れたほうが、

何を検討したかということがわかるのではないかと思うのです。 

吉田委員長  具体的にどこをどうするのか説明していただかないと。 

桑原委員  ３－３を大分変えて３の項目の下に入れると蓮尾さんはおっしゃられたのですが、

というよりも、それを下ではなくて、例えば「三番瀬環境学習施設等検討課題」という４

番目の項目をつくって、蓮尾さんのおっしゃられた項目を４番目に入れるほうが、おそら

くほかの読まれる方はわかりやすいのではないかという意見です。 

    私が説明するよりは、蓮尾さん、どうでしょうか。 

蓮尾委員  今の桑原さんの提案は、「三番瀬の環境学習・環境教育に関する提言」ということ

では３－１と３－２だけにしておいてと、そういうことですよね。それで、４に……タイ

トルを忘れちゃった。ごめんなさい。 

桑原委員  例えばの話ですが、それがこの委員会で検討した最後の結果ともなる項目なので、

「三番瀬環境学習施設等検討課題」とか、そのような項目をつくったらいかがでしょうか

ということ。蓮尾さんにもう一回撤回していただいて、そっちのほうがわかりやすいので

はないでしょうかという提案です。 

吉田委員長  ちょっと待ってください。最初に出た提案を話し合わないうちに次の提案を出す

と混乱しますから。 

    今、二つ提案が出ているわけです。今のアウトラインのまま、１、２、３と大きく分け

て、３が提言である。その提言の中に「プログラム」と「人材育成」と「環境学習施設・

環境学習の場」がある。そういうアウトラインの中で、蓮尾さんが言われたような順序と

書き方に直すという提案が一つです。 

    もう一つは、この３－３自体を４にしてしまって、「三番瀬環境学習施設等の課題」と

いうことで、提言からは独立させるというのが桑原さんの提案です。 

吉田委員長  ここが一番肝心なところだと思いますので、皆さんの意見を伺いたいと思います。 

傍聴者（小川）  確かに、この委員会の名前は「三番瀬環境学習施設等検討委員会」となって

いますので、桑原委員のおっしゃることももっともなのですけれども、ただ、ここの委員

会では、「検討の経過と概要」に関して、２段落目の２行目に、「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」ということで、これを三つ並列に書い

ていますので、この「検討の経過と概要」に合わせるとすると、３章のとおりこのままの

ほうがよろしいのではないでしょうかという意見です。 

平井委員  結局は、いま小川さんが言ったとおり、３番の表題が「環境学習・環境教育に関す

る提言」ということで、蓮尾さん等が言っている場ということの提言という大きな表題が
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ないから紛らわしいのではないかと思います。そこの提言のところに「環境の場について

の提言」というふうにしておけば、いま小川さんが言ったとおり、今回の検討会でやって

いる順番どおりの提言がそれぞれ三つ出されたということで伝わっていくのではないか。

それを４番にしてしまいますと、何でそれだけ分かれたのかということが、聞いているほ

うがまたわからなくなってしまうのかなという危惧が出てくるかと思います。 

吉田委員長  今の提案は、「について」を消したのですけれども、それぞれに「に関する提

言」というのを一つずつ入れていくということなのでしょうか。 

平井委員  ３番の大きな表題を変えたらどうかなと。少し長くなってしまうので、事務局で検

討しないといけないと思うのですけれども。 

後藤副委員長  要するに、「三番瀬の環境学習・環境教育に関する提言」という言葉だとちょ

っと狭い範囲になってしまうので、場の検討もやってきたのだから、そこのタイトルをき

ちっと書いて、その三つをそのまま提言として生かすということですね。 

平井委員  そうですね。 

    ですから、委員会の名前を取るのであれば、ここは「三番瀬の環境学習施設等に関する

提言」というふうにしてしまって、プログラム、人材、環境学習の場ということで、提言

で三つということであればうまくいくのかなと思いますけれども。 

吉田委員長  もう一度、平井さんの提案ですけれども、３のところは「三番瀬の環境学習・環

境教育に関する提言」となっていますが、これを「三番瀬の環境学習施設等に関する提

言」ということで、これは桑原さんが４にしようと思っていたタイトルなのですが、そう

いうふうにする。実際、この検討委員会の名前が「施設等検討委員会」ですが、その中で、

プログラム、人材育成、学習施設・学習の場、全部を検討してきたわけですので、並べ方

としてはこれがいいかもしれないですね。 

    桑原さん、どうですか。 

桑原委員  私は、蓮尾さんの話を受けての話なので。 

吉田委員長  ４にしたほうがいいとおっしゃったのは桑原さんなので、４にするかわりに、３

のタイトルに「施設等」ということをちゃんと書いて、それで、独立はしないで３の下に

入れておくという案です。 

桑原委員  もう少し討論してから、ほかの方に聞いていただいて。 

蓮尾委員  公共用地の確保みたいなことを前回提言させていただいて、これはある意味では一

番具体的で痛い提案なのです。だから、紛れ込ませてやっておいたほうが消えなくて済む

かななんていうことをちょっと思いました。 

吉田委員長  ４にはしないということですか。 

蓮尾委員  ４にして目立たせると、やっぱり「ちょっとこれはね」というご意見が出そうな気

がして。実際、ある意味では本当に提案の骨子になってしまうかもしれないところがある

ので、紛れ込ませて、でも本当は怖いんだよというようなところで、どんなものでしょう

か。 

後藤副委員長  この検討委員会で何を提言したかというときに、１、２、３と出てきて、その

中にきちっと入っていたほうが……。例えばマスコミが取り上げるときに、提言としてこ

の検討委員会は１、２、３と出しましたよと、その中にきちっと入っていたほうが、それ

はそれできちっとした提言になると思いますので、やはり３－３に入れておいたほうがい
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いのかなと。 

    それから、もう一個気になっているのは、「十分に時間をかけて検討する必要がある」

というのは確かなのですが、例えば浦安の事情を言いますと、開発が進んできていて、も

しかしたら十分検討しない間にどうしようもなくなってしまうようなケースも出てきます。

もし本当に場の確保ということであれば、急ぐところも実はあるのですが、もちろん十分

検討しないといけないのですが、それがこの中で読めるのかどうかということが少しある

ので、これは県のほうは非常に耳が痛いと思うのですが……。 

蓮尾委員  「十分に時間をかけて」を切ってしまってはだめですか。 

後藤副委員長  だめな部分もあるんじゃないですか。 

蓮尾委員  つまり、「環境学習の場については、三番瀬の再生に資するという観点から、公園

等三番瀬に隣接する公共用地の活用方法も含め検討する必要がある」。 

後藤副委員長  そのほうがケース・バイ・ケースになります。そのとおりだと思います。 

吉田委員長  先ほどの件について決着をつけますね。 

    ４に独立させるというのはやめまして、「三番瀬の環境学習施設等に関する提言」の中

に三つを置くということが大勢のご意見だったと思いますので、そうさせていただきたい。 

    その上で、３－３、「環境学習の場については」という部分、ここは非常に大事なとこ

ろで。現在、確かに、これを草稿したときといろいろ状況も変わってきて、再生会議の中

でも、市川市からも積極的な発言もあったり、浦安市のほうも市の中での検討が進んでい

るというような情報も加わってきているということで、そこで「十分に時間をかけて」と

いうことが逆に水をかけやしないかなと、今も蓮尾さんから言葉で出てくると、そういう

ふうに感じないこともないですね。ということで、思い切ってこれを取ってもいいのでは

ないかということでございます。 

    この辺についてご意見があれば、お願いしたいと思います。 

    きょうは浦安市は見えていないですが、市川市はいかがでしょうか、この辺の表現につ

きまして。 

市川市（清水自然環境課長）  よろしいのではないですか。今の、切るということに関してで

すね。 

吉田委員長  ほかに、委員からご意見ございますか。 

    よろしければ、蓮尾委員からの提案にあったように、「環境学習の場については、三番

瀬の再生に資するという観点から、公園等三番瀬に隣接する公共用地の活用方法も含めて

検討する必要がある」という言葉にしたいと思います。 

    それから、「指導者等の養成を中心に」というのと「これらの指導者が」を「地域が」

に直すというのは、指導者の意見を聞くということだけが強調され過ぎているということ

で、直すことについてそれほどやぶさかではないような気はするのですけれども、いかが

でしょうか。これもよろしいですか。 

事務局  事務局から確認させていただきたいのですが、修正前の１段落目で、最初のほうが

「地域の環境学習を支える指導者等の養成を中心に考えるべきもの」となっていて、その

後が、そうであるから「地域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」というのは、ちょっと前半部分と後段部分が矛盾するような表現になってくるのです

が、その辺はどんなふうに考えたらよろしいでしょうか。 
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吉田委員長  私は、これは、「指導者等の養成を」と書いてあって、それから「地域が」とい

うのは、個々の指導者に要望を聞くというだけではなくて、その地域の要望というものを

聞くということで、もちろん異質なものが含まれていますが、これから候補地になるよう

な地域の方たちと、そこで活動している指導者のご意見を両方聞くという意味にとれます

ので、おかしくはないのではないかと思ったのですけれども、どうでしょうか、ほかの方

のご意見は。 

    多分、施設の位置とか、環境学習の場の位置とか、そういったものがもう少し具体化し

ていくと、より近くの方の意見というものが、例えば車の交通の問題とかいろいろと出て

くるので、今までアンケートで伺ったものとは違ったレベルの意見を聞かなければいけな

いことになってきます。そういう面で、私はこういう書き方はあっていいのではないかと

思うのです。 

後藤副委員長  蓮尾さんがおっしゃったことをもう一度確認していいですか。「利用を中心に

考えるべきもの」という言葉も変えたほうがいいということですよね。もう一度言ってい

ただけますか。 

蓮尾委員  では、もう一度。「３－３．環境学習施設・環境学習の場」というタイトルで、本

文としては、「環境学習の場については、三番瀬の再生に資するという観点から、公園等

三番瀬に隣接する公共用地の活用方法も含めて検討する必要がある。環境学習施設は、地

域の環境学習を支える指導者等の養成を中心に考えるべきものであることから、地域がど

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。また、学校も環境学習において

重要な役割を担っていることから、環境学習施設に関してどのような利用要望があるかも

調査する必要がある。さらに、三番瀬周辺の既存の環境学習施設は、互いに離れているこ

とから、三番瀬と既存の環境学習施設間を結ぶシャトルバスも検討すべきである」という

ことでしょうか。 

吉田委員長 ありがとうございました。 

    一応、最終的な修正案を読み上げていただきました。この修正案でよろしいかどうか、

ご意見を伺いたいと思うのですが。 

市川市（清水自然環境課長）  オブザーバーですから発言権はないのですけれども。 

    私は、指導者も環境学習施設の利用者だと思っています。ここを使って人に教える、ま

た指導する等の者は、人のためにやるのではなくて、自らのためにやっていくことなのだ

と思っています。したがいまして、指導者の育成とか利用のために環境学習施設があるの

だとは思っていません。利用者のためにあるものだと思っています。その利用者がさらに

ここに来て触れ合う、また、人に自ら持っているものを伝える、そういうことのためにそ

の方も利用するのだと思います。 

    最初の「目的と理念」の中に、「環境学習を通じて『地域力』を高める」と。「地域力っ

て何？」というと、一番下のそこにあるように、地域の構成員が云々で地域問題の解決や

地域としての価値を創造していくものだと。つまり、三番瀬というフィールドを、自然環

境の価値を高め、自らの誇れる場として育成していく、そういうことを行っていく上にお

いて環境学習施設というものが必要なのだ、そういうことをやっていく人が利用する施設

として必要なのだ、という位置づけなのではないかと思います。 

吉田委員長  そうすると、いま主にご指摘になる部分としては、「指導者等の養成」と入れた
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部分については、「養成」ではなくて、やはり「利用」のほうがいいのではないかという

ご意見でしょうか。 

市川市（清水自然環境課長）  そうですね。利用者を中心に考えるべきものであるし、「地域

力」を高めるための場である。 

蓮尾委員  今の清水課長のお話はもっともだと思うので、もうちょっと修正を。 

    「環境学習施設は、地域力を高めるという環境学習の目的を中心に考えるべきものであ

る」、その後、「あることから」でよろしいのでしょうか。ここの文章全体がちょっと小さ

く小さくまとまっている感じがするので。 

後藤副委員長  「……あることから、地域・指導者がどのような利用要望を持っているか」と

すればいいですよね。 

蓮尾委員  「指導者」という言葉を消してしまってもいいのかなというのはあるのです。 

後藤副委員長  地域の一部でもあるから。 

蓮尾委員  はい。 

後藤副委員長  わかりました。 

蓮尾委員  すみません、もう一回読ませていただきます。 

    「環境学習施設は、地域力を高めるという環境学習本来の目的を中心に考えるべきもの

であることから、地域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」。 

    やっぱり、ちょっと小さいですけどね。 

吉田委員長  すみません、もう一度読んでいただけますか。 

蓮尾委員  「環境学習施設は、地域力を高めるという環境学習本来の目的を中心に考えるべき

ものであることから」、この後、地域が利用要望を持っていることを調査するだけではな

いと思うのです。そこの言葉をどうしたらよろしいのかというのが……。 

寺島委員  言葉がだんだん変わっていってしまっているような気がします。先ほどの環境学習

施設の理念はわかるのですが、施設の目的みたいなものをもし入れるとすれば、２－３－

１ではないかと思うのです。３－３にもし入れるとしたら、もうちょっとシンプルに、利

用者のことを中心に考えるのだよという表現のほうがここではいいような気がするのです。

この報告全体の構造として、前半部分で理念を述べて、そして検討したことを述べて、こ

こではこういうふうにしたほうがいいのではないですかという提言なので。 

吉田委員長  そうですね。 

寺島委員  「環境学習の目的は」と、ここで一語で何か言うのも難しいかなという気がするの

ですが。 

吉田委員長  「環境学習施設は」と書いてあったところを３－３の一番上に持ってきてあった

ものですから、どういう理由があってこういう調査をしなければいけないみたいな、そう

いう文章にせざるを得なかったところがあって、こういう書き方をしたのです。そうする

と、そこの部分が非常に価値観を含んでいるものですから、書き方を変えなければいけな

いようになっているのですけれども、先ほど蓮尾さんが言われたように、「環境の場につ

いては」というのを一番前に持ってくるのであれば、そういう書き方をする必要もありま

せんので、もっとシンプルに、いま寺島さんがおっしゃったように、例えば「環境学習施

設は、利用者である指導者や学校・地域などに、環境学習施設に関してどのような利用要

望があるかを調査する必要がある」ぐらいにシンプルに言ってもいいのではないかという
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気はするのですけれども。提言のところなので、価値の対立でもないですけれども、ちょ

っと違った言い方のところをいっぱい盛り込んでいくと、ちょっとおさまりがつかないよ

うな気もするのです。 

    そうすると、読みますので、こんな言葉でどうでしょうか。 

    「環境学習施設は、利用者である指導者・学校・地域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」。それで１行目から５行目まで全部おさまってしまわないで

しょうか。 

蓮尾委員  価値観ということになるのかもしれませんが、利用者としてくくってしまうと、全

体が育っていくというイメージがわかないのです。その辺、後藤さん、いかがですか、何

かいい言葉はないでしょうか。「利用」「利用」というふうに言ってしまうのが、何かとて

も気になるのです。 

後藤副委員長  １ページの「地域力」のところはすごくいい注を書いていただいたのですが、

もちろん、長くなってしまうのでこれをそのまま入れるわけにはいかないのですけれども。

要するに、ここで一つ言いたいのは、場をきちっとつくってください、そういうことを検

討してやっていってくださいということと、それから、今までのものだと調査する必要が

ありますということですよね、提言としては。それが利用者ということではなくて、もっ

と大きなくくりの中で、地域力を高めるためにそれぞれの主体がどういうことをやってい

くかということも調査すると同時に、議論しながらやってくださいということが入ればい

いわけですね。それぞれというのが、「地域」というキーワードだったり、「指導者」とい

うキーワードだったり、「学校」というキーワードだというふうに解釈すれば……。何か

全然回答にならないですが。 

    僕は、蓮尾さんが言う「地域力を高めるのを目的とする」というのは最初に書いてある

ので、それは入れていくのがいいのかなと思います。それで、提言としてやってもらうの

は、そういった地域の中を構成する人たちの意見、いろいろな主体の意見を十分聞いて調

査してくださいと。それから、調査するだけではなくて、実はその役割を担うわけですか

ら、その中で各主体同士が話し合う場も本当は要る。ここには入っていないですが。県に

対して、調査だけではなくて、そういうことを検討していくような場もつくってください

と、それが入ればいいのかなと。すみません、回答にならなくて。 

    だから、蓮尾さんが言われた「環境学習施設は、地域力を高めるという環境学習本来の

目的」というような言葉を入れてしまっていいと思います。「環境学習施設は、地域力を

高めるという環境学習本来の目的を中心に考えるべきものであることから、地域・指導

者・学校等地域を構成する利用者の要望を十分調査する必要がある」というのはどうです

か。だめですか。 

吉田委員長  もう一度言いますが、ここのところは不必要にあまり修飾語をつける必要はない

と思うのです。その修飾語が意見が合わないのであれば、それは削ってしまって、ここで

は、要するに、具体的にどのあたりということになってくれば、そこを使っている指導者

や学校の意見をもう一回詳しく聞いたほうがいいよということを言っているだけですので、

最初「環境学習の場については……検討する必要がある」というふうになりますので、次

にそれと対になって「環境学習施設については、地域の環境学習指導者や学校がどのよう

な利用要望を持っているかを調査する必要がある」、そのぐらいシンプルでいいのではな
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いかと思うのですが、いかがですか。それで別に抜けていることはないと思うのです。 

寺島委員  私は、いま委員長がおっしゃったぐらいのほうがいいかなと思います。というのも、

何回目の会議か忘れましたけれども、たしか、「そこまでやると環境学習とは何ぞやとい

うことになってしまうので、ちょっと……」というようなことが誰かから出たような気が

するのです。「環境学習の目的が地域力を高めるもの」と、前段の２－１－１にも、それ

が目的だとは書いていないですね。「資するものである」とは書いてありますけれども。

それを受けた上で、ここで「目的である」とドーンと書いてしまうのは、再検討がそこは

必要かなと思いますので。 

平井委員  ここは、シンプルならシンプルのほうがよろしいかなと思います。 

    あともう一つ、うちのほうの行政の考え方からすると、先ほど、「環境学習の場」を先

にという話でしたが、通常、表題がこうなっている場合……。これは行政側の要望として、

そういう順序になりませんかということを要望して、皆さんが逆のほうがいいということ

であれば、それで構いませんけれども。 

吉田委員長  二つありました。ただ、その間に蓮尾さんが新しい文章を草稿していらっしゃる

ようですので。 

蓮尾委員  さっき言われたことがちゃんと頭に入っていないのです。どなたかまとめてくださ

る方はいらっしゃらないでしょうか。 

    先ほどの吉田さんのおっしゃったのをもう一度ゆっくり繰り返していただけますか。そ

れで推敲したほうが楽なような気がします。 

吉田委員長  一番シンプルな修飾なしのものを読みます。 

    「環境学習施設については、地域の環境学習指導者や学校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」、その次の２行は不必要になりますので、それだけです。 

    それから、２番目の平井課長からの提案の部分については、タイトルと合わせたほうが

いいという部分、それから、「環境学習の場」について、蓮尾さんが強調したいので前に

持ってきたいというご意見。平井さんがおっしゃったような順序にすると、最後になりま

すよね。一番最後で目立って強調されるという考え方もあると思いますけれども。どちら

を選ぶかの問題だと思います。 

蓮尾委員  私は特にどちらでなければ困るというような考えはありません。先ほどの「再生に

資する」という観点を入れていただければ、どっちに入っても構わないと思っています。 

吉田委員長  それでは、その辺を入れてもう一度確認します。 

    「３－３．環境学習施設・環境学習の場 

      環境学習施設については、地域の環境学習指導者や学校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。さらに、三番瀬周辺の既存の環境学習施設は、

互いに離れていることから、三番瀬と既存の環境学習施設間を結ぶシャトルバスも

検討すべきである。環境学習の場については、三番瀬の再生に資するという観点か

ら、公園等三番瀬に隣接する公共用地の活用方法も含めて検討する必要がある。」 

    この順番でいかがでしょうか。よろしいですか。 

    異論がなければ、いま私が読み上げたような形で事務局のほうでまとめていただきたい

と思います。 

平井委員  意向確認するのは、利用する指導者と学校という二つの団体になりますけれども、
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それはそれで構わないのですか。 

吉田委員長  最初に書いた趣旨としては、指導者と学校です。 

平井委員  ということで、指導者や学校に聞く、断定的にするという感じの表現になっている

ということでよろしいですね。 

吉田委員長  はい。もともとの表現がそれにかなり修飾語をつけただけだったので、一番シン

プルに元に戻しただけなのです。 

    よろしければ、事務局のほうでもう一度それを書き直していただきたいと思います。 

    あとは、順番はもうバラバラになりましたので、お気づきの点がありましたら、どこで

も結構です。 

傍聴者（小川）  ２ページ、２－１－２です。海苔すきとかヨシ簾づくりも体験型プログラム

といいます。それで、２段落目の１行目、「子どもたちには、三番瀬の干潟や生物とふれ

あう自然体験型」と「自然」を入れたらいかがでしょうか。そうしますと、同じように４

段落目も「自然体験型プログラムで注意しなければならないのは」とすると、多分間違い

はないと思います。 

吉田委員長  海苔すきやヨシ簾づくりも体験型プログラムなので、それと区別するために、干

潟や生物とふれあうほうは「自然体験型プログラム」とするということですね。 

    ４段落目というのはどこですか。 

傍聴者（小川）  ２－１－２の４段落目、漁業者とか海の問題、法的規制のところも、「自然

体験型プログラムで注意しなければならないのは」ということに。 

吉田委員長  そこの２ヵ所に「自然」という言葉を入れていただくということですね。これは

よろしいですね。 

    ほかにいかがでしょうか。どこでも結構です。伺うのはもうこれが最後ですので。 

清水委員  ４ページの２－３－２の 10 行目くらいに「環境学習施設の機能については、トイ

レや」云々で、その次に「観察時に最低限欲しいから、レクチャー……」と書いてあるの

が、ちょっと意味がわからなかったのですけれども。 

吉田委員長  これは、切り貼りをしたときになってしまったんですね。 

清水委員  「欲しい」というのは確かだと思うのですけれども。 

蓮尾委員  間に「もの」を入れるだけでよろしいのではないでしょうか。「最低限欲しいもの

から」と。 

吉田委員長  そうしたら、その後が合いませんよね。 

寺島委員  「ものとして」というのはどうですか。 

後藤副委員長  そうですね、「ものとして……意見があった」。 

桑原委員  「さまざまな意見があった」というところがありますね。それと一番下の段のとこ

ろにも「意見もあった」と。ここの２ヵ所だけが過去形のような感じになっています。ほ

かのところは「意見は検討した」ということでまとめられているのですが、何かここだけ

おさまりが悪いような気がするので。確かに意見はあったのですが。 

後藤副委員長  ここの文章、トイレから手洗い場というのは、観察するときに欲しいもので具

体的に挙がったものですよね。その後ろは、レクチャーとか展示スペースとか、そのほか

のものも必要だよという意見も出たということですね。 

吉田委員長  順序がちょっと悪いのですけどね。レクチャーとか展示スペース、そっちのほう
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が前に出てこないと、次の①②のものも順番を変えたのと合わないので。直すとすれば、

「環境学習施設の機能については、レクチャー・展示スペース、教材置場、研修・指導機

能などのほか、トイレや天候急変時の避難場所、手足洗い場などが観察時に最低限欲しい

など、さまざまな意見があった」とか、そんな感じでしょうか。「など」がいっぱいです

ね。 

寺島委員  今のところ、さっき私は勘違いしてまして。「……最低限欲しいものから、レクチ

ャー・展示スペース、教材置場、研修・指導機能などまで」と「まで」をつけたらどうで

すか。これは最低限で、あとはプラス・アルファだよと。 

吉田委員長  では、順序を入れ替えずに、「トイレや天候急変時の避難場所、手足洗い場など

観察時に最低限欲しいものから、レクチャー・展示スペース、教材置場、研修・指導機能

などまで」ですか。ここは「など」は要らないですね。「……指導機能まで、さまざまな

意見があった」ということにいたしましょう。 

清水委員  さっきの桑原さんのところ……。 

桑原委員  「環境学習施設の機能については」ではなくて、これは、「検討した結果、必要」

ということでいいと思いますので、「機能については」というのを下に下ろして、「機能が

必要である」と強調してもいいと思いますが。 

吉田委員長  どのように直したらいいでしょうか。 

桑原委員  最初にトイレも出してしまって、「トイレや天候急変時の避難場所、手足洗い場な

ど観察時に最低限必要なものから、レクチャー・展示スペース、教材置場、研修・指導な

どの機能が必要である」。ちょっと日本語になっていないような……。 

平井委員  最初、委員長がやったように、意見があった、それを受けて総合的には①②③④ま

で求められますよと、「意見があった」はこう持っていくためのイントロなので、そこで

「必要がある」と言わなくても、①②③④のほうに持っていきますから、それでいいので

はないかと私は思いますが。 

吉田委員長  「欲しいから」という日本語として変な部分は、寺島さんのご意見で比較的読み

やすくなりましたので、これは「さまざまな意見があった」で、ちょっと過去形になって

いますが、これはこのままにしていただいて、また次に「意見もあった」が一番下の行に

あるので、そこは例えば意見もあるなら「ある」というふうにしますか。それでいかがで

しようか。 

傍聴者（小川）  実はここは合意形成ができていなくて、例えば両論併記のような形の文章を

まろやかにしているものですから、ここは過去形のままのほうが適切だと思います。 

吉田委員長  両方とも過去形ということですね。 

後藤委員  多分、検討のプロセスの中で出てきたものですので、それは生々しく残ったほうが。

僕も「意見もあった」でいいと思います。 

吉田委員長  過去形で「意見もあった」ということで、ここでは出てきた意見をみんな書いて

いるのだと、そういう意味にとっていただくということですね。 

    ほかにご意見ございますか。この部分は直したので、玉突きじゃないけど、一つ直すと

よそに影響してくるのですが。この日本語の部分はどうしても直さざるを得ないので。 

    よろしいですか。 

    よろしければ、先ほど寺島さんからの提案のような形で、「……最低限欲しいものから、
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……指導機能まで、さまざまな意見があった」と直した上で、「意見があった」が２回続

く分についてはそのままとしたいと思います。 

    ほかにございますか。 

清水委員  ３－４の扱いはどうなっているのか、もう一回教えてください。 

吉田委員長  ３－４は、「３－１．環境学習プログラム」の「多様な資金源が確保されるよう

支援の充実を図っていく必要がある」の次にこの３行＋１文字が入ってくるのです。 

    ほかにございますか。 

    よろしければ、以上、大分直しましたので、事務局で直していただいて、もう一度読ん

で、「てにをは」の部分でもしかしたら多少直さざるを得ないところがあるかもしれませ

んが、あるいは、「また」とか「さらに」という部分が、順序を入れ替えたために付け替

えなくてはいけない部分があるかもしれませんが、それは皆さんのご了解なしに直した上

で、私も見て、それを皆さんに一度お返しするということでよろしいでしょうか。 

後藤副委員長  時間的には、それで大丈夫なのですか。 

吉田委員長  きょう、１字１句ほとんど「これでいいですね」と私は確認しているので、間違

いないと思いますが、念のため、きれいに打ち直したものを送っていただくということで

す。 

    これ以降、新たな直しというのは、今年度中はもう開けませんので、それはなしで。き

ょう言ったことと事務局から返されたものが違っているということだったら、それは言っ

ていただくということです。 

    それでは、この資料に基づいた議題（２）は、これで終了したものとさせていただきま

す。 

 

       （３）平成１９年度三番瀬環境学習施設等検討委員会の進め方について 

 

吉田委員長  では、議題（３）平成 19 年度三番瀬環境学習施設等検討委員会の進め方につい

て、事務局から説明をお願いします。 

事務局  資料４をご覧ください。 

    「進め方（案）」とは書いてありますが、実は、大雑把な開催日程と、そこでどんな事

柄を検討していただくかということを整理したものでございます。 

    来年度については、第８回から、このペーパーでは 12 回ということで、委員会のほう

は５回ほど予定したいと考えております。途中に環境学習関連施設の視察、これも候補地

ということでまだ確定したものではございませんが、７月あたりに江ノ島にありますなぎ

さの体験学習館、あるいは東京港の野鳥公園、かなり立派な施設も含んでおりますが、こ

ういった施設の視察などを交えて、こういう年間計画でやっていったらどうかということ

でございます。 

    特に第８回と第９回、とりあえず２回予定しておりますが、きょうまとめていただきま

した報告を踏まえまして、県としての具体的な対応を整理したものを提示して、具体的に

さらに検討していただくということを想定しております。 

    第 10 回は、10 月ぐらいを予定していますが、できることからすぐ実施していくという

ことがありますので、20 年度（翌々年度）の実施計画（素案）というものをつくりまし
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て、この中で予算案のほうに一部反映していくということも考えていきたいと思っており

ます。 

    第 11 回の 12 月くらいには、その素案を実施計画（案）という形にまとめまして、三番

瀬再生会議のほうに実施計画（案）ということで報告といいますか提示をしていくという

ことも想定しております。 

    こんな形で来年度の委員会を進めていきたいということで、事務局からの提案でござい

ます。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    各回の具体的なところまではちょっとまだお話できる段階ではないだろうと思いますが、

スケジュールとしては、年５回プラス実際の施設見学を２回入れるという形で進めたいと

いう説明をいただきました。 

    皆さんから、何かご質問やご意見はございますか。 

寺島委員  第 10 回の予算案への反映というのは、県の三番瀬関係の予算がこの予算案なんで

しょうか。ちょっとよくわからないのですが。 

事務局  県の予算案です。 

寺島委員  第 11 回の三番瀬再生計画 20 年度実施計画（案）に載ってから予算案かなと私は思

うのですが、そういう順番じゃないんですか。 

事務局  予算要求がスタートするのが 10 月ぐらいで、そこで財政との折衝が入っていくので

すが、確実に取れるかどうかというのも、実はその時点ではまだはっきりしていない。大

体 12 月くらいには県としての予算要求案のベースができてきますので、そこで実施計画

（案）という段階に入ってくるというふうに考えております。 

寺島委員  案を計画しつつ、予算も同時に動くということですか、イメージとしては。 

吉田委員長  それは行政のほうのタイミングがあって、「その計画案ができないのに予算案だ

け出るの」というのは一般的には不思議な気がしますけれども、左側に「計画案（素案）

について」と書いてあると思いますが、素案を話しながら予算要求をしつつ、それで取れ

る額に応じた案ができてくる。そういう流れになっていくのかなと私は理解しているので

すが。 

寺島委員  さらに、この会議にあたって、私は２年だか任期を最初にいただいたような気がす

るのですが、この検討委員会自体は、その２年で終わるものなのか、また続くものなのか。

どうなんでしょうね。 

事務局  当初の想定としては、事業計画がまだ固まっていないということで、そこに施設も含

めてどういう検討をしていただけるかということでスタートしています。２年間でほぼ検

討すべき課題が終了して、あとは実行に移すだけということになれば、その２年間の任期

であるいはおしまいになるということもあり得ると思います。ちょっと歯切れの悪い言い

方ですが。 

吉田委員長  寺島さんの質問の趣旨は、それで全うされていますか。 

寺島委員  実施計画、例えばさっきの報告の中にあった「調査する必要がある」というのを第

10 回の前までにやって、施設にはこういうものが必要ですよと出すのがここなのか。私

はそんなふうに思っていたのですが。このスケジュールだと、平成 20 年度に調査しまし

ょうよということになっちゃったりはしないよなぁ。調査するための予算化ですか。それ
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だと、何かゆっくりしすぎている気もするのですが。 

吉田委員長  今回出した提案の中で、シャトルバスみたいに、いきなり言われて今年すぐでき

ないものと、「調査しろ」と言われたのだから、予算があるかないか関わらずそういう機

会をつくってやってほしいものと、ありますよね。その辺はいかがでしょうか。 

事務局  もちろん、予算措置をとらずにできるものについては、どんどん実行していくことに

なろうかと思います。ですから、20 年度の計画に乗らなければ何も前に進まないという

ことではないということです。 

後藤副委員長  要するに、19 年度は、予算の実施計画は、いま大体固まってきちゃっている

んだね、枠組みで。各分野がどうやっているのかというので。それはなかなか議論するの

は難しいのだけれども、この中で予算措置をしなくてもできるものというのは、この会議

で、こういうことは早目にやってくださいということが出れば、県のほうはオーケーであ

れば努力してくださるし、本格的には、20 年度予算に対して、いろいろここで議論した

ことをぜひ 20 年度に入れてくださいという要望が早目に出れば、県のほうでも努力して

20 年度予算に組み込むということになっていくと思うのですね。その検討のスケジュー

ルもそこを意識してくださいということで考えれば、予算が取れる取れないはまた県のほ

うの努力だし、総枠の中での話はあるのですが、僕らとしては、こういうことだけはぜひ

早くやってくださいということは早目に出して、長期にかかるものは長期のことを考えて

くださいと、そういうものをきちっと出していったほうが逆に言えば予算に乗りやすい。

ということだと思います。 

寺島委員  そうすると、それに関しては、６、７、８月が第１回目の勝負の区切りということ

なんですね。 

吉田委員長  そうですね。予算取りにつなげるような事前の調査、ヒアリングみたいなものは、

そこまでにしていただかないと、できないですね。 

寺島委員  12 月にバスをこれこれと言っても、その次の年度にはもう遅いということですね。 

吉田委員長  そうですね。 

寺島委員  わかりました。 

後藤副委員長  ということは、かなり早目にやっていかないといけない。 

吉田委員長  ほかにスケジュール関係でご質問はございますか。 

後藤副委員長  前回、一般の方とか環境団体等に来てもらって話を聞いたりした部分があって、

そういうのは、このスケジュールだとこの中に落とし込めない感じですね。議論すること

が、８回、９回、10 回と結構ありますので。あとは、参加していただいてやるという場

のつくり方を少し検討しておかないといけないのかなと。８回の前後ですね。7 月の見に

行ったときでもいいのですが、なかなかその日にみんなで話し合うのは無理ですので、今

まで関わってくださった人とか、傍聴に来た人たちが関われるような、そういう仕組みを

考えていただければと思います。 

平井委員  先ほど予算との絡みと計画の絡みで出たので整理しておきたいのですが、この検討

会は、資料２に書いてございますが、再生計画の中で早急にやる事業だと位置づけられた

ので、そのやり方とか、どういう方向で進めるかをこちらで検討してくださいと投げかけ

ておりますので、その結果を受けて、県、また地元市も入ってくるのか、その辺はわかり

ませんが、県としてどう対応するかということがそこで決まってきますので、今の予算の
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ところで、あまり過大にここでやれば予算が取れると思われてしまいますと、ちょっとあ

れがあるので、そこのところだけはご理解いただいた上で。ただ、いま事務局が言ったと

おり、この検討会で結論を出すにはどうしてもこれはやっておいたほうがいいのではない

かというのがあれば、予算のない中であっても、できる限りそれはやっていきたいと思い

ますが、ここで議論したことは必ず予算にとリンクされて考えてしまいますと、また後で

議論がかみ合わなくなってしまいますので、その辺だけは理解しておいていただきたいと

思います。 

吉田委員長  そこら辺の懸念が起きないようにするためには、環境学習施設とか場という問題

は、土地とか建物をつくることにかかる費用とか、そういった大きなものもありますし、

全く白紙で委員に出されると、では各市に全部一つずつつくってくださいというようなこ

とにもなりかねませんし。それはそれでそういう要望でつくってもいいのですが。ある程

度の枠組みは、こちらに全部投げかける前に、県と関係市の中で少し話していただいて、

国でも県でも、あるいは市のほうでも、いろんな予算措置の方法とか、あるいはさまざま

な機関からの補助金とか、いろいろな手はあると思いますので、そういった可能性のある

方法については十分研究して投げかけていただくと、議論しやすいかなと。そこについて

は、あまり現実でない部分も含めて委員に全部丸投げで議論するというのはちょっと難し

いところがあると思いますので、ぜひその点は関係市のほうにもよろしくお願いしたいと

思います。 

    それでは、このスケジュールの件についてはよろしいでしょうか。 

 

     ４．報告事項について 

 

      （２）三番瀬環境学習施設に活用できる事業について 

      （３）三番瀬自然環境モニタリング・マニュアルについて 

      （４）三番瀬自然環境データベースの設置について 

 

吉田委員長  では、報告事項が三つございます。環境学習に活用できる事業について、三番瀬

自然環境データベース、モニタリング・マニュアル、このあたり全部あわせて説明をお願

いします。 

事務局  それでは簡単に、先ほど予算の話も出ておりましたが、資料６をご覧いただくと、三

番瀬環境学習に活用できる現行の事業制度を挙げてございます。 

    一つ目としては、三番瀬再生支援事業。これは環境学習だけではないのですが、三番瀬

の再生には、地域活動の担い手の育成と、それらの地域活動へ多くの住民が参加して協働

して取り組んでいく必要があることから、ＮＰＯ等が実施するシンポジウム、観察会等の

多様な再生への取り組みに関する経費の一部を補助するということで、平成 19 年度から

新規で、うちの課ではないのですが、県として予算を要求しているものでございます。詳

細につきましては、まだ細かい補助金の要綱とかそういうのができておりませんので、今

後、インターネット等でご紹介することになると思います。 

    二つ目として、県とＮＰＯとの協働事業提案募集がございます。これは、ＮＰＯから課

題が提案される場合と、県から提案するものと、二つあるのですが、こちらの検討委員会
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等からも「各主体との連携」ということが言われておりますので、ＮＰＯからやっている

こういった事業提案について、こちらのほうから、「ＮＰＯとの協働による三番瀬におけ

る環境学習の推進」というテーマで、ＮＰＯに下のような内容の協働事業の募集をさせて

いただこうと考えております。 

    こちらに「ＮＰＯ」と書いてありますが、千葉県の場合は特にＮＰＯ法人でなくとも構

いませんので、市民団体等広いところから、プログラムの普及・作成、人材育成のための

講習、そういったものでどういう形で県と役割分担をしてＮＰＯと協働できるかというこ

とで提案しておりますので。これについては、今後応募があるかどうかということになる

と思いますが、一応こういった提案をしております。 

    ３番目は、これは既存の事業ですが、ＮＰＯに公募型の環境学習の委託事業をしており

ます。こちらについては、両方とも体験型ですが、一般の県民の方を対象とした「体験型

環境講座」、それから小学校中学年から中学生程度を対象とした「こども環境講座」、各２

講座ですが、今年ももうすぐ始まってしまうのですが、こういったことを募集しておりま

す。今のところ、三番瀬関係でこういった事業の提案はいただいていないですが、こうい

ったことも利用していただければと考えております。 

    四つ目として、ちば環境再生基金の公募助成。こちらに書いてありますが、ＮＰＯが県

内で行う活動に対して助成する。こちらについても、毎年、制度はあまり変わっていない

と思いますが、今年ですと２分の１を限度として助成しております。こういった制度もご

ざいます。 

    ５番目として、環境学習アドバイザー。これは、学校等でも利用できるのですが、住民

団体が実施する環境に関する講演、学習会や講座に講師を派遣する事業でございます。例

えば学習会とかで指導者がいないという場合には、ご相談いただければ、場合によっては

対応できる場合もあるということですので、利用していただければと考えております。 

    ６番目としては、エコマインド養成講座。現在、県民コースと教員コース。県民コース

については、平日の方用と土日を中心に講座を組む土日コース。教員の方用については、

夏休みに集中して環境学習の指導者を養成するという講座をやっております。これは全般

的な広い意味での環境の指導者ということでやっておりますが、三番瀬についてもどうい

う形で人材育成とか言われていますので、活用できるかというのは今後検討していきたい

と考えております。 

    続きまして、三番瀬の自然を調べようということで、県のほうで「三番瀬自然環境モニ

タリング・マニュアル」をつくっております。これは直接環境学習のためというのではな

くて、市民調査を県でやっておりますので、そういったことで市民の方が簡単に自然環境

の調査ができるようにということで、そのやり方等をマニュアル化しております。 

    そこの中で、43 ページ以降に、「三番瀬の主要生物」ということで、写真と、特性です

とか、そういったものを簡単に紹介してあります。ただ、この冊子は、今ほとんど部数が

ないので、要望があってもいま対応できるような状況ではないのですが、こちらについて

は、インターネットで「モニタリング・マニュアル」で検索をかけていただけると、この

冊子そのものがＰＤＦになって出ておりますので、こちらのほうを利用していただければ

と思います。 

    もう一つ、「三番瀬自然環境データベースの設置」ということで、これはおととい報道
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機関等にも発表させていただいて、昨日、一部の新聞等でも取り上げていただいているの

ですが、こちらの「モニタリング・マニュアル」にある主要生物については、インターネ

ットでも見ることができるようになっております。そのほかに、これまでの調査のデータ

について、生物種、調査期間、調査項目などについてグラフなどが表示できるということ

で、生物種はインターネットでできるのですが、それ以外の部分、１の（１）にあります

収録データについては、県の文書館、水質地質部のある稲毛のほうの環境研究センター、

桑原委員がいらっしゃいます中央博物館、この３ヵ所で見ることができるようになってお

ります。 

    こういったものを今年は県として整備しているということで、報告させていただきまし

た。 

吉田委員長  ３点説明していただきました。私たちの提言の一部は既にこういう形で、新たな

補助金や助成金、それからマニュアル、あるいはインターネットを通じた情報提供という

形で、実現に向けてもう動いているということでございます。 

    何かこれについて、ご質問とかございますか。 

    これは情報提供ということでいただきましたので、わからないことがあったり、あるい

はこういう助成金は具体的にどうだということがありましたら、また事務局のほうに直接

聞いていただいたらと思います。 

 

     ５．そ の 他 

 

吉田委員長  「その他」について、何か事務局からありますか。 

事務局  来年度の初回の日程については、後ほど調整して、ご連絡申し上げます。 

    きょうの報告につきましては、事務局のほうで先ほど指示がありましたようにもう一回

整理して、早急にお送りいたします。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    これで予定された議事は終わりましたので、進行を事務局にお返しいたします。 

    皆さん、１年間、進行にご協力いただきまして、ありがとうございました。 

 

     ６．閉  会 

 

事務局  長時間にわたり、ご議論、ご検討いただきまして、ありがとうございました。これを

もちまして、第７回検討委員会を閉会とさせていただきます。 

―― 以上 ―― 


