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     １．開  会 
 
事務局  ただいまから第９回「三番瀬環境学習施設等検討委員会」を開催いたします。 
    議事に入りますまで司会進行を務めます環境政策課の三井と申します。よろしくお願い

します。 
    はじめに配付資料の確認をさせていただきます。 
    お手元の資料として、 
     次第 裏面に検討委員会の委員及びオブザーバー名簿がございます。 
    なお、浦安市の環境保全課長は、当初、代理出席の方がいらっしゃる予定でしたが、本

日、急遽欠席する旨の連絡がありましたので、ご報告いたします。 
    次に、番号のついた資料として 
     資料１   第８回委員会会議結果 
     資料２   第 25 回三番瀬再生会議の開催結果概要 
     資料３－１ スキルアップ講座について 
     資料３－２ 平成 20 年度第１回スキルアップ講座の報告 
     資料４－１ 平成 21 年度千葉県三番瀬再生実施計画（案）について 
     資料４－２ 平成 21 年度千葉県三番瀬再生実施計画（案）説明資料 
    なお、後藤委員から、追加の資料として、「三番瀬再生のための（For）『環境学習・自

然再生体験の場』の創出」に関する資料が本日配付されております。 
    参考資料として、これも後藤委員から、浦安市の郷土博物館の資料が配付されています。 
    資料は以上です。 
    次に、会議の定足数の確認ですが、委員の出席は、現在 12 名中 10 名となっておりま

す。今井委員と福原委員は都合により欠席となっております。設置要綱第６条第３項で定

める定足数を満たしておりますので、報告いたします。 
    ここから議事に入りますが、これからの議事進行については、吉田委員長にお願いいた

します。 
    吉田委員長、よろしくお願いします。 
 
     ２．報告事項  
 
吉田委員長  それでは、第９回「三番瀬環境学習施設等検討委員会」を開催いたします。 
    内容ですが、報告事項が三つございます。 
    （１）第８回委員会の会議結果について 
    （２）第 25 回三番瀬再生会議の会議結果について 
    （３）三番瀬における環境学習関連事業（平成 20 年度第１回スキルアップ講座） 
       について 
    なるべく報告事項を短めにして、議題に時間をかけたいのですが、議事が「平成 21 年

度三番瀬再生実施計画（案）について」、そのうち環境学習に関連する部分についてご協

力いただきたいと思います。 
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    「４．その他」で、事務局から報告があると思いますが、実は、いろいろな会議に連続

して出ている方はご存じのことですが、環境学習施設に関する土地に関係する部分が、い

ろいろな場面で少しずつ少しずつ議論が進んでおりまして、その点では環境学習施設等検

討委員会の委員の皆さんには報告が遅れていて申しわけないところがありまして、例えば

三番瀬再生実現化検討委員会の倉阪委員長からは、「それぞれ個別にやっていてもお互い

の意思がよく通じないので、一度一緒に合同で話し合う機会を持ちたい」という提案もさ

れております。そういった点についても後で事務局からご報告いただいて、環境学習とい

う面からハードの部分、ハードの部分というのはいろいろありまして、護岸というのもあ

るでしょうし、施設ということもあるでしょうし、あるいは再生の中身ということもある

でしょうが、皆様からもそういった意見をいただく段階になってまいりましたので、よろ

しくお願いしたいと思います。そういったことについても報告いただきたいと思います。 
 
       （１）第８回委員会の会議結果について 
 
吉田委員長  まず、報告事項（１）第８回委員会の会議結果について、事務局から説明をお願

いします。 
事務局  資料１をご覧ください。「第８回委員会会議結果」となっております。 
    第８回委員会は 7 月 30 日に開催されまして、まず、委員の再任及び新任委員の紹介が

行われました。 
    次に、委員長と副委員長の指定があり、その後、「三番瀬再生会議等での議論の経過に

ついて」ということで、「第 19 回～第 24 回三番瀬再生会議」及び「第７回三番瀬再生実

現化試験計画等検討委員会」における議論の経過などについて報告を行いました。 
    次に、平成 20 年度千葉県三番瀬再生実施計画について、事務局から報告を行いました。 
    次に、千葉県環境学習基本方針についても事務局から報告を行いました。 
    最後に、「今後の議論の進め方について」というところで、事務局から当検討委員会の

検討スケジュール案を説明し、その後、委員の間で意見交換がなされました。意見交換の

内容は資料に書かれている内容のとおりですが、３ページをお開きください。 
    スキルアップ講座についての意見がいろいろ交わされた後に、３ページの中段あたり、

庄司委員から「検討委員会でソフトを中心に議論し、ご意見をいただけたらということで

ご理解を賜れたらと思っている」という発言がありました。それに対して吉田委員長から、

｢施設等｣ということで、「『等』はソフトの部分だけではなくて、施設あるいは場の問題に

ついて議論したほうがよいと思う」という発言がありました。 
    ４ページ、最後に「まとめ」として、吉田委員長から、「次回の委員会では平成 21 年

度三番瀬再生実施計画（案）について議論するが、平成 18 年度の委員会の議論で出たい

ろいろなアイデアを、ぜひ意見をもう少し具体的にしたいと思う」、また、環境学習施設

については「浦安市で計画されている施設や市川市で検討されているものなどがあり、そ

ういったハードの計画や検討が進んでしまう前に当委員会としてもソフト面で意見を出し

ていきたい」というまとめをいただきました。 
    以上が第８回委員会の要旨になります。 
吉田委員長  報告事項（１）について、皆様方からご質問、ご意見ございますか。 
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    よろしいですか。 
 
       （２）第２５回三番瀬再生会議の会議結果について 

 
吉田委員長  では、報告事項（２）第 25 回三番瀬再生会議の会議結果について、事務局から

説明をお願いします。 
事務局  資料２をご覧ください。 
    「第 25 回三番瀬再生会議の開催結果概要」となっております。次回の 11 月 20 日に三

番瀬再生会議に提出される予定の会議結果概要に関する資料を配付しております。 
    第 25 回三番瀬再生会議は９月９日に開催されまして、主に平成 21 年度三番瀬再生事

業の方向性について議論が行われました。 
    その方向性について、環境学習に関わる内容について質疑応答がなされましたので、そ

の部分について報告いたします。 
    ３ページをお開きください。 
    中段ですが、三番瀬再生会議の委員から、「『環境学習・教育事業』については、三番瀬

環境学習施設等検討委員会において、『環境学習施設や環境学習の場については、三番瀬

再生の全体構想の進捗を見極めつつ、慎重に検討を行います』となったので、環境学習の

場をきちっと検討していただきたい」という発言がありました。それに対して県のほうか

ら、「環境学習施設、環境学習の場については、三番瀬再生の進捗状況を見極めつつ、慎

重に検討を進めたい」という発言がありました。 
    県から示した実施計画の方向性について修正を求める意見は、三番瀬再生会議では出ま

せんでした。 
    以上が報告となります。 
吉田委員長  報告事項（２）について、質問等ございますか。 
    よろしければ、報告事項（３）に移ります。 
 
       （３）三番瀬における環境学習関連事業（平成２０年度第１回 

           スキルアップ講座）について 
 
吉田委員長  報告事項（３）三番瀬における環境学習関連事業（平成 20 年度第１回スキルア

ップ講座）について、報告をお願いします。 
環境政策課  報告事項（３）三番瀬における環境学習関連事業（平成 20 年度第１回スキルア

ップ講座）について説明いたします。 
    資料３－１をお開きください。 
    資料では、スキルアップ講座の概要を示してあります。同講座の位置づけ、概要等につ

いては、前回の委員会で説明しておりますので、内容の説明は省略いたしますが、この講

座は、本年度新たに設けた事業で、実際に自然観察会などの指導を行っている方を対象に

環境学習指導者としての指導力向上を目指すものとして実施いたしました。 
    本講座につきましては、水辺及び里山での開催をそれぞれ行うこととし、水辺につきま

して 9 月 27 日に三番瀬をフィールドに実施いたしました。その結果を資料３－２に示し
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てあります。 
    資料３－２をお開きください。 
    9 月 27 日（土曜日）に、午前 10 時から午後３時まで実施いたしました。 
    場所は、ふなばし三番瀬海浜公園。 
    受講者数は、15 名募集したところ 13 名の参加がありました。 
    講師は、谷津干潟の芝原チーフレンジャー、また千葉県環境研究センターの小倉水質環

境研究室長に講師として出席していただきました。 
    内容については、記載してあるとおり、干潮時には、「生きもの探し」から一番最後の

「砂泥観察」まで実施いたしまして、満潮時には、プランクトン観察、フジツボ観察、二

枚貝による浄化実験を行いました。 
    （２）構成としましては、オリエンテーションに始まり、三番瀬についてのレクチャー、

観察のマナー、採集観察を進めまして、午後には観察の続きを行い、最後に、視線を変え

ることの大切さ、観察のポイント、アクティビティとはということで、最後に受講アンケ

ートを行い、解散したという形になっております。 
    資材は、ここに記載のとおり、さまざまな機材を用いて体験学習を実施しております。 
    当日のアンケートですが、出席 13 名の方全員から回答をいただいています。 
    ３ページ、「設問４：本日の講座を受講しての感想をお聞かせください」、これにつきま

しては、「具体的に理由を」ということで、 
    ・これまでの経験に上積みできた。 
    ・時間をたっぷりとって進められたこと。道具、やり方を学べたこと。フィールドが谷

津干潟と違って目線が低く、身近に観察できて良い。 
    ・スコープ、ルーペの使い方で新しい発見がありました。今後活動に利用したい。 
   こういった意見をいただいております。 
    ４ページ、「設問５：本日の講座を受講して、今後環境学習を進める上で役立ちそうで

すか」については、９名の方が「満足」、残りの４名の方が「やや満足」という回答を得

ております。 
    具体的な理由として 
    ・今後の活動に役立てたいと思う。 
    ・今回新たに仕入れさせていただいたアクティビティ、知識を実践したい。 
   こういった意見もいただいています。 
    「設問６：その他ご意見等」ですが、 
    ・三番瀬と谷津と地域のフィールドで実践してみたい。 
    ・受講者としては大変有意義ですが、指導者のスキルと考えるとどのように伝えるかポ

イントについて文章化してほしい。 
   こういった意見をいただいているところです。 
    ５ページ、６ページは、当日の活動の様子を写真に載せております。 
    初めての試みで実施したわけですが、県としては、反省点として２点ほどあると考えて

おります。 
    １点目としては、フィールドでの体験実習だけではなくて、環境学習全般や三番瀬につ

いて、また機材の取り扱いなどスキルアップ講座にふさわしい内容とするには、もう少し
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時間をかける必要があったのではないか。 
    ２点目としては、この講座に参加された指導者の方がこの経験をどう活かしていくのか、

こういったことが反省点にあると考えております。 
    １点目については、前回の委員会においても委員の方から、道具を使いこなしたり生物

の種類を見分けたりといった能力も必要となる、表面だけさらっと触れるような講座だと

どうなのか、という趣旨の意見がありました。 
    来年度実施するスキルアップ講座については、予算的な制約等検討課題はあると思いま

すが、１回の講座を例えば２日間実施することも視野に入れて検討を進めていきたいと考

えております。 
    ２点目につきましては、アンケートにもありましたが、どのように伝えるかポイントに

ついて文章化してほしいと。また、前回の委員会においても委員の方から意見をいただい

ていますが、スキルアップ講座で使用した資料を、講座に参加した者だけでなく、皆が使

えるようにすることが大切であるといった趣旨のご意見もいただいています。そういった

ことを踏まえ、来年度実施するスキルアップ講座については、誰でもが使えるような資料

の充実を図っていきたいと考えております。 
    スキルアップ講座については以上です。 
吉田委員長  講師をしていただいた小倉さんがお見えです。小倉さん、こういう趣旨でこうい

うふうにやったという話を補足していただければ、ありがたいと思いますが。 
小倉（環境研究センター）  私はエコマインド養成講座のほうをずっと担当しておりましたの

で、そのつながりで講師を担当させていただいたと思っています。 
    実際にやるときに、箱物は欲しいというのが、やってみて一層感じた次第です。 
    当日は、幸いお天気に恵まれましたが、雨だったらどうするか。海の場合には、近くに

建物があるというのはかなり切実な問題としてあるというのが、一層実感できました。 
    １回目ということもありまして、ちょっと盛りだくさん過ぎたかなという反省がござい

ます。ただ、いろいろなやり方があるという紹介のところをできるだけ優先してプログラ

ムを組みましたので、どういうところを優先するかによってプログラムの重点の置き方が

違ってくると思いますので、その辺をまたいろいろご意見をいただいて、来年度に活かし

ていけたらいいかと思ってます。 
吉田委員長  ありがとうございます。本当に大変たくさんのテーマで、大学だったら４単位か

ら６単位ぐらいの内容ですが、参加した方は非常に満足だったのではないかと思います。 
    委員の皆さんから何か質問や意見がありましたらお願いします。 
後藤副委員長  先ほども出ていたのですが、これを受講された方がこれからどういうところに

広めていってくださるかとか、県のほうがやった場合は機材がすぐ揃うことなのですが、

例えば一部分でもやれる人が機材がないということがあるので。 
    もう一つは、学校との関係などで、三番瀬の学習をやっている学校が浦安市にもありま

すので、そういうところにも重点的にモデルケースとしてやっていくようなことを考えて

いただければと。 
    県のほうで人材バンクという考え方がほかのところで出ていると思うのですが、人材バ

ンクをつくってどう活用するか、それから道具類はどうするのか、そういったことを、こ

こで検討することなのでしょうが、少しご検討いただければと思います。 
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吉田委員長  受講した方の今後の活動についてということと、器具の使用について、主に２点

あったかと思いますが、事務局からお願いします。 
事務局  機材の関係については、今回三番瀬で使った機材については、貸し出しという形でし

ていければと県としては考えております。どういうやり方でいくかについてはまだ今後の

検討課題になりますが、そういう方向で考えていきたいと。 
    活用という面では、三番瀬だけではなくて、環境学習全体のテーマでもあるのです。現

在、環境学習に関するネットワーク会議を設けておりまして、そういった中でもいろいろ

スキルアップ、エコマインド、卒業された方々がどう携わっていただけるか、活動してい

くか、そういったことは検討してまいりたいと考えております。 
吉田委員長  具体的には、もし県のほうに、干潟の観察会をするのだけれども指導者を紹介し

てほしいというようなことがあった場合には、今回受けた方を紹介されるとか、そういう

予定はあるのでしょうか。 
事務局  後で実施計画にも出てまいりますが、環境学習そのものがいろいろありますよという

ことでデータバンクとしてまとめていきます。そういった中で、人材についてもうまく紹

介できるような形をいろいろ考えていければいいのかなと思っております。 
吉田委員長  ほかにご質問、ご意見ございますか。 
船橋市  うちのほうの職員を１人派遣しました。その理由としては、今年、船橋のほうでは観

察会をやりましたので、今後そういった企画に活かしたい。また、実際には、講師を外に

お願いするのもいいのですが、自前の人材をできれば育てたいということで、お話があっ

たときに、ちょうどいいやということで、報告を受けて、次回以降にどう活かすか、また

今後検討していくということです。 
吉田委員長  非常によかったです。事務局のほうでも関連市のほうで参加希望があれば入れて

いただくと、今後につながりとしても非常にいいのではないかと思います。 
    ほかにご質問や、ご意見ございますか。 
後藤副委員長  僕はむしろ、スキルアップですから、かなり専門的なレベルまで人を養成する

ということなのでしょうが、もう一つ、こういうことのほかにキッズ事業をやっているの

ですが、学校の教育の中でどうするかとか、そういうことはもうちょっと詰めていく必要

があるのかなと。寺島さんなんかよく行かれているので、何か考えているところがあれば

お話しいただければと思います。 
寺島委員  どなたか来ていただける方がいると、とてもありがたい状況です。うちは三番瀬の

学習を毎年行っているので、教員も市内のほかの学校よりは意識が高いとは思うのですが、

それでもやはり「このカニ、何のカニですか」から教員もスタートするので、私が行った

ときは、私が行った学年全部を見るという感じになってしまうのが現状です。 
    職員のスキルアップもそうですが、ちょっとここでは言いにくい学校内の温度差もいろ

いろあるのですが、郷土博物館というすばらしい施設が浦安市にはありますので、そちら

の学芸員の方にもお願いをしたことはあるのですが、ここに浦安市はいらっしゃっていな

いですが、本年度は博物館内の事情により人が出て来られなくなってしまっているという

ので、学校としては、前にも話をしましたが、どなたかそういう方が来て生き物のおもし

ろさとかを伝えていただけるのは非常にありがたいと思います。具体的にどういうルート

でお願いするといいのかということが早目に固まるといいかなと思います。 
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    21 年度という話が今出ているのでしたっけ。干潟の観察については、学校としては１

学期が大体勝負になってきます。夏休み過ぎると、２学期は日の出の干潟はもう昼間は出

ませんので、１学期が勝負なので、３月とか４月のあたりが明らかになっていると非常に

ありがたいと思っています。 
吉田委員長  県のほうでは、教員向けに何かするとか、学校からの要望に対して紹介するとか、

そういったことも検討の余地はあるでしょうか。 
事務局  エコマインドという形では、養成講座では教員の方のコースを設けています。そうい

う意味では今もやっています。 
    学校のほうにこういった講座を受けた方とか専門の方をどうするか、そういったことは、

今後ちょっと研究させていただければと思っております。 
吉田委員長  急に思い出したのですけど、来年度から教員を対象とした定期的な再研修制度が

はじまります。県内のいくつかの大学において研修が行われることになりますが、三番瀬

をテーマとした研修を実施してくれるところがあるといいなと思いました。 
    ほかに、何かこの件について質問や意見はございますか。 
    次年度の計画の中でスキルアップ講座のことが出てきますので、またそこでご意見をい

ただければと思います。 
 
       （３）議  事 

         ・平成２１年度三番瀬再生実施計画（案）について 

 
吉田委員長  議題に入りまして、平成 21 年度三番瀬再生実施計画（案）について、事務局か

ら説明をお願いいたします。 
事務局  それでは、平成 21 年度三番瀬再生実施計画（案）について説明いたします。 
    資料４－１をお開きください。 
    まず、下の「（参考）」をご覧ください。ここの「（参考）」の部分は、前回の委員会でお

示ししたものです。それを踏まえて、９月９日の第 25 回三番瀬再生会議に提示した内容

で、21 年度事業の方向性になります。本日お示しする実施計画（案）は、その方向性を

もとに作成したものになります。 
    資料４－２をお開きください。 
    具体的に行う事業をここに記載しております。１については、会議を開催するための事

業ということになります。 
    ２はスキルアップ講座と県民環境講座ですが、（１）スキルアップ講座については、来

年度は今年度よりさらに充実を図りたいと考えております。 
    また（２）県民環境講座は、今回新たに出てきたものです。県民環境講座については、

県の事業として、例年、一般の県民の方を対象に、環境や環境問題の現状について理解を

深めてもらうことを目的に実施しております。今年度は３回の開催を予定しております。 
    平成 18 年度の三番瀬環境学習施設等検討委員会報告の中で、環境学習プログラムの対

象と内容として、三番瀬における環境学習は、子どもから社会人まで広い範囲を対象にす

るものであり、それぞれの世代やライフサイクルに対応したプログラムを提供する必要が

あります、との意見をいただいております。そうしたことを踏まえ、県民環境講座のうち
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１回は三番瀬等干潟に関する講座を実施していきたいと考えております。 
    ３については、今年度、情報収集、データベースソフトへの入力を行い、21 年度にシ

ステム運用を開始する予定です。 
    そうしたことを踏まえまして、資料４－１の実施計画（案）を策定しております。 
    読ませていただきますと、 
      三番瀬環境学習施設等検討委員会での議論を参考にして、三番瀬に関する環境学

習・教育を担う人材育成や環境学習・教育活動の支援に努めていきます。 
      そこで、千葉県環境学習基本方針に基づき、20 年度から実施している環境学習指

導者向けのスキルアップ講座の更なる充実に努めるとともに、環境学習を推進する

ための情報をインターネットで提供するシステムの運用を開始します。 
      さらに、三番瀬の環境について、県民に理解を深めてもらうため、県民環境講座を

開催します。 
      なお、環境学習施設や環境学習の場については、三番瀬再生の全体構想の進捗を見

極めつつ、適宜、三番瀬環境学習施設等検討委員会に意見を求めながら、慎重に検

討を行います。 
    次の１、２、３は先ほど説明した事業になります。 
    説明は以上です。 
吉田委員長  ありがとうございました。 
    きょうの議題はこれが中心ですので、ぜひともこの計画（案）についてどしどし皆さん

から意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
蓮尾委員  スキルアップ講座と県民環境講座の具体的な内容といいますか、例えば何回ぐらい

やりましょうとか、１回という説明と受けとめてよろしいですか。 
事務局  まだ我々原課の計画のレベルですが、県民環境講座は、来年度は県全体でいろいろな

ところで４回やりたいと考えております。そのうち 1 回を三番瀬関係でやれればと。こ

れはまだ、予算当局等の折衝、その他いろいろ検討課題はあると思うのですが、いま我々

事務局として考えているのはそういったことです。 
    スキルアップ講座についても、同様な前提のもとにお話しさせていただきますと、今年

度１日だけで、先ほど小倉さんからもありましたが、盛りだくさんだということもありま

すし、また先ほどの繰り返しになって恐縮ですが、環境学習の全体の部分、三番瀬の部分、

そういったものもいろいろ講座としてやる必要があるのかな。ですから、今年度１日だっ

たのを２日ぐらいにしたい。ただ、スキルアップ講座は全体で２回の開催を予定しており

ますので、１回は水辺をフィールドにしたもの、もう一つは今年度と同じように里山をフ

ィールドにしたものを考えたい、そういうふうに考えております。 
吉田委員長  スキルアップのほうは、里山と三番瀬と合わせて２回で、そのうち１回が三番瀬

と、そういうお答えだったということでよろしいですね。 
    ほかにございますか。 
寺島委員  県民環境講座という中に三番瀬について入れていただきたいのですが、今現在は、

三番瀬に限らず県民に向けての環境講座みたいなものはどの程度あるのでしょうか。 
事務局  うちの課でやっている県民環境講座というのは年３回なのですが、広い意味で一般の

方を対象にした県民環境講座的なものはどれだけあるかということは、今この場で「では
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幾つ」というのはすぐに申し上げられないのですが、ということも含めて、今年度いろい

ろなデータベースをつくって、システム化して、こういう講座はこういうところでこうい

うふうにやっていますよ、そういうものをデータベース化していきたいと考えております。 
    私が今お答えできるのは、うちのほうで行っている一般の県民の方を対象にした環境学

習に係る県民環境講座、ここは今年度３回を計画しておりまして、実は、先週の日曜日に

四街道のほうでリサイクルも含めた環境学習ということで１回目を実施しております。２

回目、３回目は未定の段階になっております。 
寺島委員  県民の方、一般の方と言ったらよろしいでしょうか、来るのかなと。四街道のほう

では、実際どんなものだったのでしょうか。参加の雰囲気というのですか。 
環境政策課  先日、日曜日に四街道市の文化センターで行いまして、一応定員 80 で応募をか

けまして、まだ正確な数は担当者から上がってないのですが、見たところ 70 人ちょっと

集まって、話の内容に皆さんうなずきながら聞いていただいたということです。 
    環境学習の中で、県民環境講座の位置というのは、一般の県民に対して、環境とはどう

いうことか、環境問題としてどういうことが起こっているか、こういう広く一般的な知識

を県民の方に知っていただくことが目的で実施している講座です。その目的においては、

今年度の第 1 回の講座は成功したのではないかなと感じております。 
    例年３回ぐらいずつ実施しております。今年度１回目が終わったところで、２回目を１

月、３回目を２月に実施する予定でおります。こういう内容でご理解いただけますでしょ

うか。 
吉田委員長  寺島委員の質問の趣旨は、一般の県民に向けて座学のような形だとそんなに集ま

らないのではないかと、そういう趣旨でしょうか。 
寺島委員  すいません。その点はっきりしていませんでしたね。 
    実は、家内がその四街道に行ってまして。世間は狭いなと思ったのですが。そこまで車

で送りに行ったもので。80 人募集をかけて 70 人ぐらいだと、会の計画としてはまずまず

成功だったのかなという印象を受けたのですが。本当に申しわけないのですが、私、こん

な仕事をしていながら、それが四街道であるということを全然知らなくて、何かもっとい

い方法でお知らせする必要があるのと同時に、ここに来ている私とか、ほかの意識のわり

と高い方はすぐ飛びつきそうな気がするのですが、一般の県民を動かすときには何か一工

夫しないと。その一工夫がわからないのですが、その一工夫をしていく必要があるのかな

という気がしています。 
    三番瀬についても、お話を聞いていくというのはよっぽど興味の高い人。そうではなく

て、もうちょっと下のほうから、「聞きに行こうかしら」みたいなことを思わせるような

工夫ができたらいいなと思います。例えば、そういうところに地元の子どもの発表を入れ

ちゃうとか、保護者ですとか関係者とか、そういうものを巻き込むことも必要なアイデア

かなと思ったのですが。 
事務局  ありがとうございます。確かに県民環境講座をまず第一歩として受け入れるというか、

環境に入っていただきたいという方を対象にしているので、工夫のやり方は参考にさせて

いただきたいと思っております。 
    例えば、我々も今年度６月に市川で「地球環境と生物多様性の保全」という形で県民の

集いを行ったのですが、そのときには、いろいろ工夫させていただきまして、今おっしゃ
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られたように子どもの取り組みも同時に発表して、子どもたちと保護者にまたそこに広が

りを見せるような形で参加を願うとか、いろいろ考えていっているところです。多くの人

に集まってもらうことが一番大切なので、そこはまた皆さんのお知恵も拝借しながらいろ

いろ工夫していきたいと考えております。 
吉田委員長  一般県民向けの催しは博物館でも大分やっていらっしゃると思いますが、桑原さ

んは、何かそういうアイデアとか……。 
桑原委員  実はそういった問題が非常に多くありまして、はっきり言って、講座に参加される

方は多くないというのが現実です。でも、野外観察の参加者は多く、広報しなくても、興

味ある人は、どこかで情報を仕入れてきて、いらっしゃると思います。博物館でも、どう

いうわけか、入館無料の日の来場者が多いというのは、不思議です。だから、やり方次第

だと思うのです。 
    うちも、シンポジウムをやるのです。何だ、また桑原がやるのか、ネタは同じだろうと

いって。人を変えるのです。人、来ないのですよ。講堂が 200 人あって、200 人埋まる

ことはほとんどなくて、これはいかんと。 
    （チラシ「森から生まれたエコデコイ こがもちゃん」を示して）県のバイオマス・プ

ロジェクトというチームがやっているいろいろな事業です。小さいカモのデコイを見せる

ことでカモを知ってもらう環境学習と、里山関係で山が荒れるという環境学習を組み合わ

せて、鳥を知ってもらうという内容を組み合わせると、いつもは 30～40 人ぐらいしか来

ない講座が、150 人以上来ている。そういう組み合わせです。 
    もう一つは、こういうイベントみたいな組み合わせともう一つ組み合わせて、三つぐら

い組み合わせると来ると来場者は増えるようです。それがエスカレートすると、お祭りと

かイベントになっちゃってどうかなと思うのですが、ちなみに今度 26 日にＪＦＥの「ち

ばまつり｣で見ていただければ。 
    かなり緩い環境教育です。そういったのを博物館で、今年は私担当の展覧会があり、連

携や博物館の事業を入れると多分 70 回ぐらい講座やイベントを行っています。 
    先生方に「社会の授業、何回やっていますか」というのと同じことで、どこが環境教育

となかなか言えないのですが、多くの方に、何度も説明をしております。どうやったら入

館者を増やすことができるかなとか、エコデコイをつくっている方がうまく会社として経

営できるかという問題に絡んでくるのではないかな。長くなってしまいました。 
吉田委員長  作業をするとか、そういうのが入ると人が集まるというアドバイスをいただきま

した。 
事務局  ありがとうございます。参考にさせていただきます。 
桑原委員  ぜひ、バイオマス・プロジェクトチームとコンタクトを取って、環境教育として中

に組み入れたらいいのではないかと。 
後藤副委員長  三番瀬環境学習情報提供システムの構築ということですが、４－２の３を見る

とかなり盛りだくさんで、何でも入れてくるのかなと思うのですが、ほかの実施事業の中

にキッズとか広報もやりますので、それをトータルに、環境学習全体として、あるいは三

番瀬全体としてまとめていくようなところが必要かな。ただただいっぱい情報量があれば

いいということではなくて、少し整理しながらまとめていっていただければと思います。 
    あと、大分前に芝原さんからあれした「干潟の学習ガイドブック」というのがあって、
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国土交通省の宇部港湾事務所のこんな厚いマニュアルですが、観察のときのシートも含め

て、鳥の渡りのプログラムなんか、干潟もありますので、ぜひそういうのも参考にしなが

ら、すぐ使えるものも中に入っていくといいなと思いますので、よろしくお願いします。 
吉田委員長  後藤さんのは簡単な説明だったのですけど、このＣＤを先ほど私も見せていただ

いたのですが、いろいろな干潟の環境学習のプログラムが１ページずつ１ページずつ載っ

ていて、これだったら簡単にできるなという瀬戸内海用につくったプログラムがあるので

すが、多分、東京湾でも使えるものがあると思うのです。 
    著作権の問題がありますから、そのまま載せるわけにいきませんが、例えば今年スキル

アップ講座でやったものとか、あるいはどなたかに頼んでイラストを描いていただいて、

ダウンロードして小学校の先生がコピーして使ってもいいというような、著作権フリーの

ようなものも教材としてつくっていただいて、県のホームページで情報提供システムに載

っている、営業に使ってはいけませんが環境教育用に使う分には無料ですよというものが

あると……。講座に参加できる人の数はどうしても限定されますので、そういったものが

もう少し広がりを見せることができるのではないかと、後藤さんのお話を伺って、私もそ

んなふうに思いました。 
鈴木委員  私もぜひそこのところをお願いしたいところで、三番瀬にしてもそれぞれ専門の先

生方なり得意な方たちがいるのですが、その方じゃなきゃできないというのは、環境学習

がいつまでたっても広がらない部分ではないかと思うのです。前々から私が言わせていた

だいているのは、必ず講習会をやったらその資料が欲しいというのは、それを何らかの形

でマニュアル化するなり、ライブラリー的に何かから引き出せるということで、それを基

本に例えば自分たちのフィールドで何かアレンジして、例えば対象の子どもたちの年齢層

に合わせてそれを変化させるような基本となるもの、そういうものがあることによってど

んどん環境学習の人材が増えてくるだろうと思うのです。「この人じゃなきゃできない」

というのは、もう、ちょっとひと昔前の話だと思うので、ぜひその辺は、できるような形

で。また、ここにいらっしゃるメンバーの方たちもそれの専門家だとしたら、例えば海藻

の部分とかカニの部分についてはこういうアクティビティの方法があるとか、そういうキ

ーワードで探せるようなライブラリー的なものは環境学習のここでしかできないのではな

いかと思うので、ぜひそんな方向に今後お話が進んでいったらいいかなと思います。 
環境政策課  皆さんがおっしゃられていることは、もっともだと私も感じています。今年度か

ら情報を集めるということで進めております環境学習の情報提供システムですが、そうい

うことも念頭に置いて、いろいろな地域で行われているプログラム、あるいは地域に関係

なくいろいろな場所で使えるようなプログラムを集めようと思っております。 
    ただ、その集め方がちょっと難しいかなというところを感じていまして、今後、ネット

ワーク会議でそれらについても含めて討議するところですが、そういうことをいろいろご

存じの方に情報をいただきながら収集しようと思っております。 
    全くこれとは別ですが、県として地域教材を作成してくださいという事業を行っており

まして、今年度三つの団体に教材を委託しております。これは今年度は三番瀬を対象とし

たものではないのですが、これも今後数年は続けていこうと思っております。そういった

ところからも教材を広くつくっていって、これは著作権は千葉県に有するということでや

っておりますので、できた暁には皆さんに公開できる。そして、これも環境学習の情報提
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供システムに載せていきたいと思っております。そういったことによって県民全体が環境

学習に取り組める環境がつくれたらいいなと考えて、いま検討しているところです。 
吉田委員長  鈴木委員から要望のあったようなことを、まさに県のほうで進めようとされてい

るということで、非常に期待されるところですが、県としては県全体の環境学習のプログ

ラムをつくっていくところでしょうから、委員側からもぜひ東京湾あるいは三番瀬の環境

学習プログラムについても情報提供いただいて、その中に入れていただけたらと思います。 
    ほかに、来年度の実施計画について、ご質問、ご意見ございますか。 
清水委員  ちょっとだけスキルアップ講座のことについてお話したいのですが。 
    資料を集めたいということは、みんな同じだと思うのです。何を参考にしたいかという

と、具体的に今回やったスキルアップ講座の報告書がありますが、一番大切なのは、実施

するにあたっての企画書だったり計画書なのです。その企画書とか計画書が一般向けの型

であったり、小学校の低学年の型であったり、実施する対象によって企画書、計画書の内

容が安全対策の問題とかを含めて変わってまいります。例えば、今回、芝原さんと小倉さ

んがやってくださったスキルアップの講座のもっと具体的な計画書、企画書なるものを公

開していただくとか、さまざまなグループでこういったものの基本ができているはずなの

で、それを集めて公開していただくと、とても参考になるのではないかと思いますが、い

かがでしょうか。 
吉田委員長  それぞれの型の工夫という部分もあると思いますが、小倉さん、いかがでしょう

か。 
小倉（環境研究センター）  先ほどちょっとお話ししたエコマインド養成講座では、最後に、

種明かしといいますか、そういう時間を取りまして、アクティビティシートを配っていま

す。それは最初に配らないで、まず体験していただいて、最後に、こういうことを注意し

ながらやるんだよということでつくっております。 
    今回、準備の時間が非常に短かったので盛りだくさんにしてしまったので、それを紙で

お渡しできないで口頭で説明するだけに終わってしまったので、アンケートにもぜひ文章

の紙で欲しいというリクエストがあったのですが、それは今回の反省点として、スタッフ

で次回の改善ということで考えております。アクティビティシートは考え、当然これから

きちんとしたものを今年度分についてもつくるつもりでおります。 
吉田委員長  それはありがたいことだと思いますので、よろしくお願いします。 
    ほかにいかがでしょうか。 
寺島委員  先ほど出た「いつでも資料を見られるようにしてほしい」というのは、本当に切実

に思うことなのです。例えば、自動車会社ですと、ホームページを見ると、大人用のペー

ジと子ども用のページが最近必ずあるのですね。こういうデータベースみたいなところも、

対象の子どもによって、小学校の低学年、中学年、高学年でプログラムが違う子どもペー

ジというのがあるのが小学校としては必要だと思うのですが、仮に子どもの実体に合わせ

てその構築のうちに一つ入れていただけるとしたらば、具体的なこういうのがあったらい

いぞというのは、どういう形で吸い上げていくようなお考えでしょうか。 
環境政策課  現在、それに対して具体的な考えはまだ持っておりません。これから進めていく。

そして 21 年度が初めて公開する年度になるのですが、21 年度において全く完成した形で

提供できないのではないかと、担当としてこんなことを言ってはいけないと思うのですが、
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実際にはそういうふうに感じています。毎年毎年それに加えていくことによって、厚みが

ある情報として提供できるのではないかと思っております。 
    今いただいた大人用のページ、子ども向けのページ、これも大変いい案だと思いますの

で、こういったことを念頭に置いて、これから集めるときに、集め方にも反映していけた

らと思っております。 
寺島委員  例えば私も十何年浦安で三番瀬をやっていますので、低学年の子どもはホームペー

ジを見ませんので、低学年の教師向けに役立つ情報はこういうもの、中学年になると、本

校ですと少しコンピューターを使い始めますので、３年生にはこういう資料だったらば使

える、５、６年生だったらこういうものだったら使えるというようなものがある程度たま

りつつあるので、そういうことだと協力できるかなと思うのですが、どういう場面で協力

させていただければいいかなと思った。 
    例えばこれ（パンフレット「三番瀬 SANBANZE」）、さっき机の上に置かれていたも

のを、私は個人的にはすごくいいなと思って見るのですが。例えば「２ .『三番瀬』の周

辺と生物」というところがありまして、「二枚貝の仲間たち」でアサリ、シオフキ、カガ

ミガイ、マテガイ、バカガイと書いてありまして、私はいいなと思うのですが、これは子

どもには実は全く役に立たないのです。なぜかというと、貝の大きさが全然わからない。

向きが斜め上から見たり、それぞれバラバラなので、子どもは比較できない。そういうこ

とは現場の教師に聞いていただいたほうが早いのかなという気がしますので、ぜひそうい

うのでお役に立てる場があったらいいかなと思っております。 
吉田委員長  寺島先生からは経験を生かしてご協力いただけるということですので、子ども向

けのページが三番瀬の環境学習提供システムの中にあるのがいいか、あるいは県の三番瀬

のホームページで三番瀬キッズページみたいなのがあればいいかあれですが、県全体で受

けとめていただいて、そういうのができるといいですね。 
    私も、海の環境教育をやっている団体のページ、例えばオーストラリアの「シーグラス

ウォッチ」とかそういう団体のを見ると、必ず子どもページがある。そんなに難しいもの

でもなくても、階層の深いものでなくてもいいですね、あまり階層の深いのは子どもは追

っていけませんので、例えば塗り絵がダウンロードできるとか、クロスワードパズルだっ

たり、実際に見られる代表的な貝とかカニとか、モノクロで描いてあったものを、それに

自分で色を塗るとか、そんな感じのものが海外の海の環境教育の団体のホームページなど

にはよく載っておりますので、そういったものを参考にしながら三番瀬周辺の関係市の学

校で使えるようなものが載っていたりするといいなと、寺島先生のお話を伺いながら思っ

た次第です。ぜひご検討いただければありがたいなと思います。 
寺島委員  さっきの話の中で、高学年の場合は、スキルアップで紹介されたようなことを、子

どもは自分でどんなことができるかなと。このビーチコーミングというプログラムは僕が

やってみるとおもしろそうだな、じゃ、僕は干潟に行ってこれをやろうと、そういうのを

子どもが見られるところがあると非常にいいですね。 
    うちの学校では、低学年ではとにかく貝だのカニなどと遊び、３年生あたりで少し名前

とか体の特徴とかそういうものを調べ、６年生になったら自分でテーマを持ってというこ

とになるのですが、現状としては、干潟に行ける回数が少ない上に、教師の時間ももちろ

ん少ないのと、資料が現状なかなか子ども向けのものがないので、干潟に行って自分が興
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味を持ったものを見つけているのが現状なのですが、そういうのがもしあって、「おお」

というのがあれば、低学年から遊んできた子どもたちは、わざわざ向こうに行く前に課題

を見つけて自分でアプローチできるので、先ほどのアクティビティの内容がもし情報提供

システムのほうに入るとしたらば、そこに子どもページがあったほうがいいのかなという

気がします。 
吉田委員長  寺島先生から具体的な話が出ましたが、事務局のほうはどうですか。 
事務局  貴重な意見、どうもありがとうございます。また、いろいろ情報提供していただける

ということで、活用させていただければと考えております。 
    先ほど担当からも説明させていただきましたとおり、システム構築事業というのは、実

は少ない予算の中で職員とアルバイトで手作業で入力して既存のデータベースを活用する

という、言ってみれば本当に手作業の部分で進めるものなのです。ですから、いろいろこ

うであったらという思いは我々としてもお聞きして、先ほど申し上げたように、これはで

はすぐできるかというと、ここはいろいろ時間がかかったり、検討することも多々あるか

と思いますが、少しでもいいシステムにしていきたいというふうには考えておりますので、

またご意見を参考にしながら今後システムに取り組んでいきたいと考えております。 
後藤副委員長  もちろんシステム構築ですから県のほうでやるところですが、作業量も多くな

りますので、むしろ環境学習と一緒にやっていくものだと思いますので、お金を出す外注

ではなくて、ちょっと意見を聞きたいよとこの辺のメンバーに言っていただければ、協力

できることは資料も提供できると思いますので、中で抱えて頭を痛めるよりは、いろいろ

なことで協力できるものは全部協力してもらっちゃうみたいな、取り込み型のシステム構

築をやっていっていただければなと。そのほうが、一緒に関わった人たちが、自分のつく

った資料が例えばホームページに載っているというのは非常にうれしいことだと思います

ので、実験的でいいですから、そういう方向もぜひ。例えば日の出南小でこういうプログ

ラムがあるよみたいな紹介とか、そういうのをむしろ積極的に投げちゃったほうがいいの

かな。そうすると県民運動になってくるかと思いますので、ぜひよろしくお願いします。 
吉田委員長  環境教育のネットワーク会議というのがあるようですが、それ以外に三番瀬に関

しては既にいろいろな教材開発をしている方がいらっしゃるので、そういった協力グルー

プみたいな形で協力してもらいながらつくっていく。お金がないなら、ないなりにやる方

法はあるかもしれないなという感じがいたします。 
事務局  ありがとうございます。またいろいろ勉強して進めさせていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 
吉田委員長  ほかにご意見ございますか。 
後藤副委員長  資料４－２の１、これは「環境学習施設等検討委員会を開催します」というこ

とですが、資料４－１の後ろのほうの「環境学習施設や環境学習の場について」、「慎重

に」という言葉はあってもいいと思いますが、これとの関係というのは、今後、検討委員

会も開催して、ここで検討していきますよという解釈をしてよろしいのでしょうか。施設

と場の問題です。 
事務局  資料４－２の１の「三番瀬再生に係る環境学習検討事業」というのは、実は中身は、

こういった会議を開く場所代であったり、謝金であったり、そういうことを事業と称して、

わかりづらい整理で恐縮ですが、つまりこういう委員会を開催しますよという形です。も
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ちろん委員会の検討の中には、「施設等」という言い方になっておりますので、ここの

「なお」以下の形で検討を進めるというふうに考えております。 
吉田委員長  資料４－１と４－２、両方を見比べるとよくわかるのですが、４－１だけになっ

てしまうと、１、２、３が何を意味しているのか非常にわかりにくい気もします。ほかの

担当の部分の実施計画と分量的に整合性が取れないといけないとは思うのですが、もうち

ょっと説明があってもいいかなと。 
    後藤さんからも、この１が何を意味しているのかわからないという質問もありましたし、

２番であれば、スキルアップ講座のほうが指導者向けであって、県民環境講座のほうが一

般県民向けであるとか、３番目は、情報提供システムが、単に人材の紹介というだけでは

なくて、プログラムとか環境教材といったものも入っているとか、そういったことがこれ

では伝わらないと思いますので、そのあたりも含めて、分量ももちろんあると思いますの

で、多少、きょう皆さんからいただいた意見を含めて修正・検討いただいて、その上で三

番瀬再生会議に提示できるといいなと思いますが、いかがでしょうか。 
事務局  ただいまいただいたご意見に基づき、ここの１、２、３が何をやるか、特に１では

「事業」とありますので、誤解を招く可能性もありますので、ここはきちんとわかりやす

い形で修文させていただきます。その上でまた委員長と相談し、皆様にご覧いただいた上

で三番瀬再生会議に提出したいと考えます。 
吉田委員長  委員の皆さんから、ほかにこの実施計画（案）についてご意見ございませんか。 
鈴木委員  私が言っていいのかわからないのですが、船橋市の布施さんがいらっしゃるのでど

うしようかなと思っていたのですが、今週日曜日に船橋の三番瀬でクリーンアップが行わ

れるのですね。もちろんこれは船橋市が行う事業で、クリーンアップということですので

浜辺をきれいにするということなのですが、それだけではなくて、その後、各団体がさま

ざまな磯辺の観察会をやったり、貝の標本づくりをしたり、私のところでは海のネイチャ

ーゲームをやったり、グラフとか、そういうことをやる事業になっておりますので、ぜひ

３番目の情報提供システムというところに、同じ環境学習でもそういうものもあるのだと

いうことで、県だけではなく、各市町村でやっている事業も反映させられたらいいかなと

思います。後は布施さんのほうにお任せします。 
船橋市  本来、私どものほうでＰＲしなければいけないのですが、鈴木さんにやっていただい

て、今年で８回目で、絵も多分小学生から募集するとか、一応定型化してきました。 
    その中で、クリーンアップだけではなくて、今年は特に、海浜公園の担当者が、今年に

限ってはフリーマーケットもやるし、温暖化の講演会もやるし、夕方は「ダイヤモンド富

士の日」で、たまたま私どもの企画と会場となる海浜公園の企画と一緒になって、ＰＲ等

も広報やらいろいろでＰＲさせていただいています。あとは、天候が晴れるのを待つだけ

ですというところです。 
吉田委員長  県のほうでは、情報提供システムの中で、県の行事だけではなくて、関係市など

が行うような催しなどについても情報提供されていくというお考えはございますか。 
事務局  市町村の環境学習についても、このシステムの中で考えていきたいと考えております。 
吉田委員長  そうしたら、ホームページの一番前にカレンダーか何かあって、クリックすると

その月の行事が上からずっと見られるとか。ずっと深い階層のほうに行かないとないとい

うのでは、催しのお知らせでは難しいでしょうから、その辺の工夫をしていただくとあり
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がたいと思います。 
    船橋市からそういうご意見が出ましたが、市川市さん、市の催しなどの広報とか、何で

も結構ですが、実施計画（案）についてご意見ございますか。 
市川市  特にございません。 
吉田委員長  ほかにいかがでしょうか。 
寺島委員  このチラシ（クリーンアップのチラシ）は、学校に配ったりしているのですか。 
船橋市  しています。 
寺島委員  それがいいと思います。 
船橋市  多分チラシとしては 5,000 枚か 6,000 枚ありまして、今回、絵としては 550 枚ぐら

い集まって、学校に関してはすべてチラシを配って、ぜひ来てくださいと。550 枚の絵を、

会場のフェンスですが、飾っています。市役所の１階では、入賞作品だけですが、多分２

週間ばかり飾って、一応これを盛り上げたいという企画にしています。これはもう定型化

しています。 
吉田委員長  ほかにいかがでしょうか。 
    よろしいですか。 
    そうしましたら、この資料４－１の平成 21 年度千葉県三番瀬再生実施計画（案）につ

いては、本日、委員の皆さんからいろいろご意見をいただきましたので、それを踏まえて

修正を検討して、その結果を委員の皆さんにお知らせいたします。その上で、それを 11
月 20 日の三番瀬再生会議に提示する。そういうふうに考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 
 
     ４．その他 

 
吉田委員長  それでは、「その他」になるのですが、普通「その他」というとすぐ終わるので

すが、時間がかかるかもしれません。最近行われた三番瀬再生実現化検討委員会などで出

てきているような事業について、それをお聞きになる機会がなかった委員の方も大分いら

っしゃると思いますので、少し丁寧に説明していただければありがたいと思います。 
    資料が配られておりますので、少々お待ちください。 
             （ 資 料 配 付 ） 
吉田委員長  それではお願いいたします。 
事務局  第 10 回三番瀬再生実現化試験計画等検討委員会の検討状況についてご報告申し上げ

ます。 
    実現化試験計画等検討委員会につきましては、当委員会と同様、県の実施計画策定や事

業実施にあたり具体的な提案を行うことを目的に設置されたものですが、目的の一つに自

然再生（湿地再生）事業があります。具体的には市川市塩浜２丁目市所有地における自然

再生（湿地再生）計画案の検討となっております。 
    同実現化検討委員会が、先週の金曜日、10 月 17 日に開催されましたが、そこで決まり

ました方向性が当委員会にも関係することから、この場をおかりしてその内容を報告しよ

うとするものです。 
    その方向性とは、市川市所有地での湿地再生を検討するにあたっては、実現化検討委員
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会だけでなく、護岸検討委員会、環境学習施設等検討委員会、また市川市等幅広く関係者

を呼んだワークショップ的な勉強会を開催し、技術的検討を踏まえた合意形成を図ってい

きたいということになっております。 
    そのワークショップ的な勉強会は、今後、実現化検討委員会が中心となり、その進め方

等を検討することになりますが、その詳細についてはいまだ決まっておりません。したが

いまして、本日は、そのような動きがあるということの報告と、17 日に提出された資料

のうち湿地再生に係る資料について説明いたします。 
    参考資料１をご覧ください。こちらは、県が自然再生（湿地再生）に伴う高潮時の波高

変化について委託してまとめた資料になります。 
    「１．目的」ですが、「30 年に一度発生し得る高潮時の防御機能を有する護岸を施設前

面に築造する案と、施設背後に回す案とで波高の違いを検討した。」 
    具体的には、次の２ページ（裏面）になります。一番上のケース１、ケース２を指して

おります。ケース１は、前面に護岸を設置するもの。ケース２は、背後に護岸を回すもの。

その検討を行ったものになります。 
    その下の３番ですが、 
      前面護岸付近の波高の差異は平均 0.18ｍで、大きな差異はなかった。 
      また、ケース２の前面護岸と背面護岸とで囲まれた A.P.+3.0ｍの部分の波高は平

均 0.52ｍ、最大波高は 1.35ｍであった。ケース１の前面護岸付近の最大値 1.20ｍに

比べて約 0.15ｍ高くなっており、背面の護岸での波の反射の影響が加わり、局所的

に波高が高くなったものと考えられるが、大きな増加はなかった。 
   という結論になっております。 
    ３ページは、波の影響です。波浪の入射方向を示すということで、このようなシミュレ

ーションの結果が出ております。 
    続きまして参考資料２ですが、護岸の検討委員会で出された断面図になります。表面が

左上にありますが、塩浜２丁目のＡ－Ａ′の断面図になります。ここの断面をここに記載

しております。 
    裏面になりますが、同じく塩浜３丁目の胸壁計画でＢ－Ｂ′の断面をあらわしたものを

提示しております。 
    参考資料３については、前回の三番瀬再生会議で示された資料として説明しております

ので、本日の説明は省略させていただきます。 
    以上です。 
吉田委員長  参考資料１の開いたところが『星の王子さま』に出てくるような絵で、何をあら

わしているのかよくわからなかったかもしれませんが、参考資料３のイメージと比べると

わかりやすいかと思います。市川市のほうで市民も入れて検討されてまとめられたイメー

ジが右側でございます。それはケース１にあたるような形になるわけです。 
    一方、県の再生計画検討会議（円卓会議）のほうで出されているイメージは、どちらか

というとケース２に近いような形。ちょっと形は違うのですが、ケース２は、市川市のイ

メージに円卓案での考え方を入れたような形です。結果としては、高潮の防護という面で

それほどの大きな違いはなかったということです。 
    環境学習施設等検討会議のほうで考えていかなくてはいけないのは、こういった護岸は
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いろいろな意味合いがありまして、まずは高潮などの防護、海岸を防護する、そして県民

の生命・財産を守っていくという意味合いがまず第一にあります。それに加えて、人の利

用と環境、現在海岸法の中でも三つ柱があるわけですが、この三つを同時に全部満たすと

いう回答を見出すのは非常に難しいわけです。どれかを完璧に 100％やってしまうと、残

り二つはあきらめなくてはいけない。環境学習施設等検討委員会に出ていただいている皆

さんですので、ぜひ人とふれ合えるような場にしたいというお考えを皆さんお持ちだと思

うのですが、防護という絶対条件を満たしつつ、どういう人と自然のふれ合いの場がつく

れるか。つくった中では、どういうルールのもとに使っていくべきなのか。誰でもワッと

入れちゃうのか。ある程度ルールを持って利用していくのか。ある程度前提条件、ソフト

が決まっていかないとそれに伴うハード整備は本当はできないはずですが、どうしてもハ

ードはお金が要るものですから、予算の算段をしていきますと、先にハードが決まってし

まうということになりますと、せっかくここに皆さん環境学習のことでお集まりいただい

ているのに、その意見が反映できないことになってしまいますので、同時並行で話してい

ることを一度合同で話したいというのが、再生実現化検討委員会の倉阪委員長からのご提

案であるわけです。 
    まだ日程が決まってないということですが、そういう呼びかけがあった際には、ぜひ環

境学習施設等の委員の皆さんが積極的に出席いただいて、ご意見をいただきたいわけです。 
    とはいえ、会議の密度が全然違いますので、こういうふうに出された案について、皆さ

んから、ここはよくわからないといったご質問等あれば、そんなに長時間は取れないかも

しれませんが、ご質問いただいて、ご理解いただいた上で、合同のワークショップでご意

見をいただければと思っております。 
    先ほどの県の説明で何かわからない点があれば、遠慮なくおっしゃっていただければと

思います。 
寺島委員  質問が二つあります。 
    一つは、先ほど、高潮の防護機能を有する護岸を施設の後ろ側につくるのか、前側につ

くるのかという、ケース１とケース２の案が示されていますが、これは、これからこれを

どうしようかと検討していくということなのでしょうか。それとも、そっちの会議のほう

では、こっちがいいよねみたいな話になったのでしょうか。 
    二つ目は、「A.P.」って何でしょうか。アベレージ・ポイントかなと思ったんですが、

わからないのですが。 
事務局  ケース１、ケース２というのは、あくまでもこういう場合にはこういう形になります

よねというシミュレーションという理解。 
    「A.P.」というのは、私も専門家ではないのですが……。 
地域づくり推進課  「 A.P.」というのは、「荒川工事基準面」の略です。英語ですと

「Arakawa Peil」の略です。これは荒川河口付近の平均の水位をあらわす基準の単位で

して、荒川河口付近の河川ですとか、港湾、護岸、海、水面に関わる工事を行うときに水

位をあらわす基準の単位として使われる数値ということであります。 
寺島委員  ありがとうございます。 
吉田委員長  前者のほうについてはまだ決まっておりません。土地は市川市所有の土地でござ

いまして、市川市としては右側のイメージを提案されていらっしゃる。護岸は、国の補助
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を得て県がつくるものです。というような複雑な関係がございます。現在は、海岸防護区

域というのは、どちらかというとケース１のように引かれているわけです。これをケース

２のようにするためには、県知事がケース２のような形に海岸保全区域の線を引き直さな

くてはいけません。変えることは、県知事が変えればできるそうですが、それなりの理由

がないとだめだと思います。それが環境学習という意味なのか、自然再生という意味なの

か、それなりに県民の納得できる提案がなされれば可能性はあると思いますが、合意に至

らなければ、現在では、ケース１のほうが現計画ですので、有利になっているということ

です。 
蓮尾委員  これまでの経緯が出てこないと、何が何やらということになるかと思います。これ

は実は円卓会議である意味では最大のチャームポイントだったのではないかと言われるぐ

らいの大きなものでして、今まであった海岸線をこれ以上海のほうに動かさないと。逆に、

今まであった海岸線、これは埋立によってどんどん海のほうに海のほうへと出てきたもの

を、ほんの一部だけれども後退しよう、そういうことが円卓会議の中の非常に大きなエポ

ックとなるようなプランだったのです。ただ、実際にそれを実現するとなると、いろいろ

な思惑がもちろんあるわけで、もちろん経費的なこともあるわけで、現在は、私の印象だ

と、非常にフェードアウトされちゃったなと思っております。 
    特に市川市としては、そこの土地を現実に所有しておられるわけだから、一番価値の高

いやり方で使いたいということが当然あるわけです。なおのこと、護岸を後退させるとい

うことがどこかに行ってしまったというような印象を強く受けます。 
    実を言いますと、護岸を後退させるというのは私が提案した経緯があるものですから、

ざっと説明をさせていただきました。 
吉田委員長  わかりにくいと思うのですが、参考資料３の市川市提案の環境学習施設の考え方

と円卓案を比較していただくとわかりやすいのですが、形はもちろん似ているわけで、円

卓案は護岸の位置が後ろ側に引いております。ただし、人が住んでいる地域は守るように

なっているわけです。市川市の案は、今現在海岸保全区域として引かれている位置に護岸

が来るような形になっているわけです。 
    そうすると、当然それに伴って三角形をした位置の高さが違ってきまして、円卓案のほ

うは A.P.+3ｍ程度で、春分・秋分の満潮時に海面には没しない。ですから、いわゆる完

全なる干潟ではないです。それよりはちょっと高いです。完全に没してしまうと、市川市

が持っていらっしゃるのに登記されない土地になってしまいますので、そこまでしたいと

いう方もいらっしゃいますが、全体的な合意としてはそこまではしないという高さです。

ですけれども、高い潮がやってくればそこに入りますので、塩性湿地的な環境になるわけ

です。ヨシ原がその三角形の中に入る感じになるのではないかと想像されます。 
    市川市のほうは、高さは A.P.+5.4ｍですから、上の地盤と近い高さになります。三角

形の部分は、雨水とか行徳内陸性湿地からの水とか、いろいろな利用の仕方があると思う

のですが、そういったものを利用した淡水の湿地ということです。そういった違いがござ

います。そしてヨシ原の再生などは、護岸の外側、海側のほうにするという形になってい

ます。 
    環境学習施設については、どちらもそれほど詳しいイメージにはなっておりませんが、

施設のほうは人が入ったりしますので、低いところにつくるのではなくて、どちらもあく
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までもある程度の高さを持ったところにつくるというイメージになっていると思います。 
    そういった違いを念頭に置きつつ、これから合同で勉強会をしていこうかというところ

です。 
    市川市から何かコメントはございますか。 
    会場から何かコメントはございますか。 
    いいですか。 
    それでは、県からそういった情報を提供いただいたということで、今度、合同のワーク

ショップ（勉強会）が開催されたときには、ぜひ委員の皆さんにもご参加いただいて、環

境学習という視点から意見を言っていただければありがたいと思っておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 
    委員の皆さんから、提供いただいた資料とか説明していただけることがありましたら、

まだちょっと時間がございますので。 
後藤副委員長  横書きの資料をきょう用意しましたので、説明させていただきます。 
    我々が 18 年度にまとめたものも含めて、浦安の日の出地区でも環境学習施設をつくる

という方向がありますので、それに向けて私たちが目指す「三番瀬再生のための

（For）」ということと、「『環境学習・自然再生体験の場』の創出」をまとめてみました。

一つの提案です。 
    この絵は、三番瀬再生計画会議のときに、昔の海岸線と理想の海岸線はどうだったのか。

海の連続性ということで、海から陸がずっとなだらかにつながっていて、へこみがあった

り、川があったり、そういう状況をイメージしてつくってあります。これは円卓会議の案

です。 
    １枚目をめくっていただきますと、ここに「日の出」と書いてありますが、三番瀬がこ

こになります。その近くのイメージで考えていただければと思います。 
    とりあえず前回の会議のときに、経緯を県から説明していただきました。円卓案が右側

にあるものです。「三番瀬再生計画案のイメージ」ということで、これは市川ではなく、

浦安に沿ってその当時出されたものです。かなり大規模な自然再生をやりたいと、土地の

確保が必要だよということをやっていましたが、円卓会議後の協議で、これは県と市の協

議ですが、再生会議が始まる前に、前提としては土地の購入が必要だということと、県は

財政的に問題があるので断念しました、という結論を出していたようです。 
    ３番目は、三番瀬の再生会議の中で、県は、湿地再生は市川市塩浜のほうでやるよと、

まさにいま説明があったところです。浦安については、状況の説明がされなかったという

ことです。 
    ４番目に「浦安市新町の土地利用計画の変更」があって、そのとき再生会議に事前に説

明がなかったという異論が再生会議委員から出されました。 
    その中で、「緑地等」というのは、ちょっとわかりにくいのですが、こっちが三番瀬だ

とすると、ここに緑地というのがありますが、この活用について、「県としては、円卓会

議案の趣旨を活かせるよう、こうした緑地や隣接する護岸のあり方について、関係者と具

体的な検討をしてまいりたい」と 20 回再生会議で話されています。 
    僕はもっと大きな土地を確保できればなと思っていたのですが、都市計画変更が決定し

てしまいましたので、ここの非常に狭い部分になっていると思います。干潟観察舎の用地
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を浦安市が 0.2ha 取得する。「行政」と書いてあるところは干潟観察舎の用地です。 
    「６ .環境学習施設等検討委員会」では、環境学習施設・環境学習の場の検討。「慎重

に」という表現で対応していこうということで、検討する形になっているところです。 
    経緯は省いてあるのですが、大体こんなふうになっていると思います。円卓のときに考

えた大規模な湿地再生がなかなかできなくて、都市計画が変更されてしまったので、その

中で何か考えていかなければしようがないのではないかという提案です。 
    ２ページは、「環境学習・自然再生体験の場の基本的な考え方」ということで、「三番瀬

再生の目標」、これは県の再生基本計画の中で「１．生物多様性の回復」「２．海と陸との

連続性の回復」「３．環境の持続性及び回復力の確保」「４．漁場の生産力の回復」「５．

人と自然のふれあいの確保」ということで、おそらく１と２と５ぐらいが、環境学習施設、

あるいは自然を再生していくということで考えられるのではないか。 
    18 年度の我々の報告では、「環境学習を通じて、……三番瀬の自然再生に資するべきも

のとなるべき……」、もう一つは「三番瀬のための環境学習（For）は、三番瀬の環境保

全、自然再生などに結びついた……実践する環境学習」、それから、「『生物多様性の回

復』や『海と陸との連続性の回復』を目指した再生計画とあいまって……」という言葉と

文言が入っています。「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を含めて検討する必要」があるということが、

皆さんの意見の中からピックアップした部分です。 
    右側の図は、「行政施設」というのが浦安が購入したもので、ここに干潟観察舎をつく

る予定である。三番瀬側に向けて、ここを緑地と街区公園と行政。横軸のほうは護岸と緑

道が走るということで自然再生の矢印。縦方向には海と陸との連続性を確保する。そうい

うものが実現できれば非常にいいコンセプトと考えれば、一定のデザインをこれからやっ

ていかないと、おそらく護岸は護岸、道路は道路、環境施設は環境施設とつくられてしま

って、全くバラバラなものになってしまうという状況です。 
    ここの環境学習施設等検討委員会でも、こういうことを浦安の環境学習施設の場、自然

体験の場としてそれぞれ議論していったほうがいいのではないかということです。 
    次のページは、これはラフデザインですが、赤い線は今の区画の整理です。ここが緑道

で、ここが浦安市が買う予定だった行政施設、後ろが公園、ここが緑地です。赤い斜めに

入っているのが護岸になります。右側が三番瀬側。一体的に考えるとすると、護岸を後ろ

に引くような形で潮入り池。この点々を等高線のイメージで見ていただければいいと思い

ます。その後ろに観察舎があって、横側の緑地も含めて水田、アシ原、淡水池、海浜植物

区分、べか舟が三番瀬に出てくるような水路、潮入り池ということで、一応海と陸が連続

した、コンパクトではあるのですが、こういうことが考えられるのではないか。後ろの街

区公園予定地には、少し盛り上げてマウンドにして地下に駐車場を入れちゃう。 
    デザインが少しでもイメージができ上がってきて、皆さんがこういうことがどうしても

必要だということになれば、こういうことも実現するのかなと思っています。 
    非常に大事なのは、県が三番瀬の再生の中で環境学習の場も含めてきちんと方向性を出

さないと、浦安市だけではどうにもならない。護岸は県で、緑道は企業庁、公園はＵＲ、

観察舎は浦安市と、非常に複雑な関係になっていますので、この辺を県のほうで主体性を

持って、環境学習施設も意見を述べながら、ぜひこういうものを将来的にできるように、
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今から議論しておいたらどうだろうかという提案です。 
    以上です。 
吉田委員長  実は、昨年度この環境学習施設等検討委員会が開けない間に、それぞれの市域で

の検討が行われていて、それぞれが主体がありますので、環境学習施設等検討委員会で、

ここは何平米にして、ここはこうしてくださいとか、そういうことが言えるあれではない

のですが、ただ、環境学習の場としての「こうあってほしい」という意見は言っていくべ

きだということは、私はずっと持論で思っていたのですね。情報提供が委員の皆さんに十

分でなかったということについては、私からも開けなかったことは申しわけなかったなと

思っておりますが、ここでキャッチアップをして、こんな議論も行ってきたと。 
    後藤さんからのは、前半が経過的な流れで、後半はご自分の意見ですが、こういったこ

とを皆さん頭に入れた上で、今後、環境学習の場はこうあるべきではないかというご意見

をぜひ言っていただければありがたいと思っています。 
    ここは、現在、三番瀬の中でもふなばし海浜公園に次いで人がたくさん来ているところ

ですし、そういった面ではどういう施設ができていくかということはすごく大事なことだ

と思います。情報提供、ありがとうございました。 
    ほかに、皆さんから提供していただいた資料で説明いただくことはありますか。 
後藤副委員長  浦安の郷土博物館のほうで黒い水事件 50 年ということで企画展がありますの

で、博物館から依頼されて企画展が始まったので、興味のある方は行ってください。写真

展もおもしろそうな感じがしますので。 
    さっき言いましたこれ（パンフレット「三番瀬 SANBANZE」）は、ちょっと間違い

もあるので、絶版といえば絶版で、うちにある分を持ってきました。何年か前に三番瀬フ

ェスタでつくったのですが、ポケットに入れて持っていけば歴史から何からわかるという

コンセプトでつくっていて、もうちょっとコンパクトにしたものを県のほうでキッズ事業

に行くときに案内用としてつくっているみたいですので、あまりたくさんはないみたいで

すが、学校で使われるときは、三番瀬再生推進室に言っていただければ、もしかしたら部

数を用意していただける可能性もありますので、それは差し上げられるかどうかは県のほ

うの判断なのですが、もし行かれることがあれば手に入れたらどうでしょうかということ

です。 
    この資料ですが、実は市川のほうは再生実現化検討委員会がベースになっているのです

が、おそらく浦安市のほうでも検討してくるでしょうし、まだはっきりした形が見えない

ということですので、環境学習施設等検討委員会のほうで浦安についてはご議論いただけ

ればと。また、船橋のほうも、一部どういうふうになるかわからないのですが、そういう

動きが出てくるかもしれませんので、そういうことも提供していただいて、ここだけはき

ちっと議論しておきたいなと。18 年度の我々が出した報告の中ではそういうことをかな

り書いていますので、皆さんの意見も聞きながら、これはもうイメージですので、頭から

取り払っていただいて、ただこんな感じになるといいなということで、こちらのほうでも、

普通は委員会だけですから、ワークショップなど少しやりながら皆さんと持っていければ

と思っています。 
吉田委員長  そのほかに委員の皆さんから情報提供とか何かありますか。 
    よろしいですか。 
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    それでは、本日の議事はすべて終了いたしました。 
    現在は、今年度は次の委員会をやる予定はないのですが、先ほど言いましたように、合

同のワークショップという呼びかけがある可能性がありますので、そういったときには県

のほうから連絡があると思います。また、委員会を開いたほうがいいという判断があった

場合には、連絡をすることもあるかもしれません。そのときはよろしくお願いいたします。 
    それでは、進行を事務局にお返しいたします。 
 
     ５．閉  会 

 
事務局  吉田委員長、長時間にわたり議事進行、ありがとうございました。 
    まだ少し時間はありますが、議事はすべて終わりましたので、第９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。 
    ご出席いただいた皆さんには、長時間にわたりどうもありがとうございました。 

―― 以上 ―― 
 


