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１．開 会 

 

司 会： ただいまから千葉県環境審議会自然環境部会を開催いたします。委員の皆様には、 

ご多忙の中ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。私、本日の進行役を

勤めさせていただきます、県自然保護課の城之内と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

当審議会につきましては、千葉県環境審議会運営規程第 10 条第 1 項、11 条  

2 項により、原則公開となっておりますが、議案によっては非公開とすることが

できます。ただ、本日の会議につきましては、公正かつ中立な審議に支障がない

ものと考えますので、公開と致したいと存じます。 

 

２．千葉県環境生活部 次長あいさつ 

 

司 会：開催にあたり、県を代表して環境生活部次長の田中よりご挨拶申し上げます。 

 

田中次長：千葉県環境生活部の田中と申します。よろしくお願いいたします。本日は、   

大変お忙しいところ、千葉県 環境審議会 自然環境部会に御出席いただきまして

誠にありがとうございます。委員の皆様には、日頃、本県の自然保護行政に     

つきまして、格別の御指導、御助言を賜り、厚く御礼申し上げます。 

本日の部会は、千葉県知事から諮問のありました「県立九十九里自然公園に  

おける公園計画の一部変更（案）」を議題とし、ご審議いただくものです。これは

一宮町東浪見地域の釣ヶ崎海岸が、東京オリンピックのサーフィン会場になった

ことを契機に、県立九十九里自然公園の魅力の増大と自然公園の利用促進を図る

ため、この地に園地を計画するものでございます。 

園地の整備を進めるためには、公園計画の変更が必要であり、千葉県立自然 

公園条例の規定により、本部会において委員の皆様のご意見をお聴きするもので

ございます。詳細につきましては、この後、自然保護課長より説明をさせます  

ので、よろしくご審議の程お願い申し上げます。 

委員の皆様には、それぞれのお立場からの御指導、御助言を頂きますよう  
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お願い申し上げまして、開会にあたっての挨拶とさせていただきます。 

 

３．委員紹介 

 

司 会：続きまして、委員の皆様をご紹介致します。恐れ入りますが、お手元の出席者   

名簿をご覧ください。ご紹介は、お名前のみを申し上げたいと思います。まず、

当部会の部会長でおられます、池邊部会長です。池邊部会長におかれましては、

10月18日の千葉県環境審議会にて、部会長として選出されております。 

    次に、池邊部会長に向かって左側の委員をご紹介致します。 

桑原委員です。 

酒井委員です。 

桝潟委員です。 

次に、同じく右側の委員をご紹介いたします。 

田中委員です。 

飯沼委員です。 

並木委員です。 

晝間委員です。 

なお、木原委員におかれましては、所用のため本日欠席されるとのご連絡を   

頂いております。 

 

４．事務局紹介 

 

司 会：続いて事務局でございます。 

田中環境生活部次長です。 

野溝自然保護課長です。 

自然保護課の谷副課長です。 

小川副主幹です。 
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５．議案 

（１）議事録署名人の指名 

 

司 会：部会の議事進行につきましては、千葉県行政組織条例第 33 条第 7 項の準用規程

により、部会長が議長を努めることになっておりますので、池邊部会長にお願い

したいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

 

部会長：ただいまご紹介を頂きました、千葉大学 池邊でございます。初回に拝命    

いたしました時に欠席をいたしまして、皆様方には初めてのお顔通しの方も     

いらっしゃいまして、大変申し訳なく思っております。 

昨今、環境問題では、私は東京都の環境影響評価もやっておりますけれども、

月に2回開催される状態でございます。千葉県におきましても、これから先東京

オリンピック、またその後に向けても様々な案件が出てくることと思います。  

東京と違いまして、千葉県内は非常に自然にあふれたところでございますので、

皆様のご協力を得まして責任を持った答申が出せるように力を尽くしたいと思い

ますのでよろしくお願い致します。 

     本日の議案につきましては、「県立九十九里自然公園における公園計画の一部

変更（案）」ということで、よろしくお願いいたします。それでは着座させていた

だきます。 

     最初に、議事録署名人についてお願いしたいと思います。議案5に関連いたし

まして、本日の議事録は、後日事務局で作成して、ご出席の委員のご了解を得た

上で公開することになります。今回の議事録署名人の選出でございますが、議事

録署名人の指名については、議長一任でよろしいでしょうか。 

 

○ 各委員 賛成 の声あり 

 

部会長：それでは、本日ご出席の桑原委員と並木委員にお願いしたいお思います。    

よろしゅうございますか。 

○ 各委員 賛成 の声あり 
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部会長：それでは、よろしくお願いいたします。 

 

（２）議案審議 

議案第１号 県立九十九里自然公園における公園計画の一部変更（案）について 

 

部会長：それでは、早速でございますけれども、次第5の議案審議に入ります。知事から

千葉県 環境審議会に1議案が諮問され、当部会に付議されております。 

     まず、事務局から説明をお願いします。 

事務局：自然保護課長の野溝でございます。どうぞよろしくお願いします。恐れ入ります

が、着席にてご説明させていただきます。まず、始めに自然公園事業の手続きに

ついて、ご説明したいと存じます。恐れ入りますが、補足資料の10ページをご覧

いただきたいと思います。自然公園事業の手続き表となっております。 

     自然公園は地域ごとに条件が異なることから、個々の公園ごとにそれぞれ  

「公園計画」を定め、その保護と利用を図っています。後ほど説明いたしますが、

今回の手続きは、現在の公園計画に利用施設を追加することから、公園計画変更

の手続きになります。本日は、こちらのフローで、上段のステップ1の審議会の  

段階になります。公園計画の手続きは、審議会でのご審議を頂くことになります。

ステップ1で審議いただいた後、県報告示を行い、ステップ２に移ります。 

ステップ2は、公園事業の決定になりますが、具体的な公園計画、主に施設の 

平面図・断面図や、施設詳細図により審査されます。ただし、審議会の対象と     

なる案件は、ここに青字で記載してございますけれども、土地の形状等が    

1 ヘクタール以上ですとか、比較的大規模な施設に係るものについて、ご審議  

頂くこととなります。今回の案件は、事業面積が1ヘクタール以下となる見込み

でございまして、また、建物もこの基準以下となることから、フローのとおり  

審議会開催の予定はございません。 

ステップ3では、事業執行のための手続きになります。自然公園事業の手続き

については以上となります。 

それでは、議案の2ページをお開きいただきたいと存じます。 
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     「１内容」に記載の通り、資料 1 で 3 ページ以下の「公園計画変更書（一部  

変更）」(案)と、資料2で8ページの「利用施設計画変更図(案)」が今回のお諮り

する内容となります。資料3はこれらをまとめた概要の説明資料になりまして、

資料 4 はパブリックコメントの意見募集結果になります。2 ページをご覧    

いただきたいのですが、根拠法令は、「千葉県立自然公園条例第 6 条第 1 項」と 

なります。 

 3の変更理由についてでございますが、県立九十九里自然公園は、昭和10年に

指定され、平成5年に公園区域全体にわたる見直しを行い、現在に至っておりま

す。本公園は、北の旭市刑部岬から南のいすみ市太東岬までの海岸を主体とし、

雄大な風景を形成しています。今回、施設の追加を計画する一宮町東浪見地域 

（釣ヶ崎海岸）が、東京オリンピックのサーフィン会場になったことを契機に、

県立九十九里自然公園の魅力の増大と自然公園の利用促進を図るため、園地を 

追加します。 

     続きまして、3 ページをお開き下さい。こちらは表紙になりますが、今回変更

となる部分ということで[一部変更]としています。お諮りする 8 ページまでは 

すべて環境省に提出する書式で作成しておりまして、計画変更が完了後、環境省

に報告することとなっております。 

     4ページは目次でございまして、5ページをお開き下さい。「公園計画変更書」

の本文になります。1 の変更理由につきましては、先ほどご説明したとおりで  

ございます。2 の基本方針です。従来のものから変更はありませんが、一番下の

（2）のイ「利用の実態に応じて、単独施設等を計画する」とあります。今回の  

変更はこの方針に倣って行うものです。 

     6 ページをお開き下さい。今回の変更内容を表にしたものでございます。   

横書きになっておりますが、園地を長生郡一宮町東浪見地域に追加する旨、記載

しています。この表の番号につきましては、県立九十九里自然公園の単独施設が、

２３番目であることを表しています。 

     7 ページをお開き下さい。参考事項として、公園計画の変更の経緯を記載して

おります。以上が資料1「公園計画変更書」でございます。  

     続きまして 8 ページをお開き下さい。8 ページは「利用施設計画変更図(案)」
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になります。今回の変更を図に示したものでございます。赤い破線で囲まれた  

場所、一宮町東浪見地域に県立九十九里自然公園で 23 番目の施設として園地の

マークを記載しています。 

     9 ページをお開き下さい。9 ページが、パブリックコメントの方で意見募集を 

した際に使用した概要版で、資料1と2を整理してまとめたものでございます。 

     10 ページをお開きいただきたいと思います。こちらは今回の公園計画変更に 

関するご意見についてございます。まず、①として関係機関に協議・意見照会を

行っています。結果は、公園計画の計画変更を必要とする意見はありません   

でした。②として、9 月から 10 月にかけてパブリックコメントを実施して    

おります。結果は 1 名の方から 3 件の意見をいただきました。主に施設に    

ついてのご意見でございまして、公園計画に反対する意見はありませんでした。 

     議案については以上になりますが、補足資料により、現地の状況を簡単に   

ご説明したいと存じます。先ほどご覧いただきました、補足資料をご覧いただき

たいと存じます。表紙がありまして、2 ページから 5 ページまでは自然公園や  

公園計画についての補足資料となりますが。説明は割愛させていただきたいと   

存じます。 

     6ページをご覧いただきたいと思います。左上に東浪見地域現況写真(1)と記載

してございます。左側に当該地を拡大した地図を付けておりますが、この地図の

右側が海ですが、海岸に沿った緑色の帯が保安林に指定されている区域です。  

現況については、写真のとおりでありますが、写真①は築山のような展望台から

北に向かって撮影したものでございます。②の写真は陸側の道路から見た景色 

です。見にくいのですが、黄色い丸で囲ってありますが、広場の鳥居が見えると

いう状況です。東浪見地域には釣ヶ崎海岸広場という海岸までのアクセス広場が

ありまして、その状況は地図の下の写真のとおりでございます。地元のシンボル

の鳥居などがあり、サーフィン大会の会場として頻繁に利用されています。

  

     7 ページをご覧ください。こちらも現況写真でございます。③の写真は隣の  

いすみ市の太東海水浴場からの写真でございまして、釣ヶ崎海岸広場が遠くに 

ありますが、そこまで広大な砂浜が続いていることが分かります。④の写真は、
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釣ヶ崎海岸広場の脇から山側を見た写真になります。写真を見て分かるように、

当該地の特色としては広大な保安林区域であること、また、隣接する砂浜は比較

的広い箇所であることが分かります。また、海岸へのアクセスは釣ヶ崎海岸広場

からのみとなっております。 

     8 ページをご覧ください。続きまして東浪見地域、釣ヶ崎海岸周辺の利用状況

でございます。平成5年頃からサーフィン大会として、そしてハイレベルな国際

大会などが多数開催されています。  

     9 ページをご覧ください。繰り返しになりますが、今回の計画変更をまとめた

ものでございます。整備方針は、「長生郡一宮町東浪見地域に園地を整備する」と

なります。以上の内容を千葉県立自然公園条例に基づき公園計画変更書（案）と

して作成し、諮問をさせていただきました。 

     説明は以上でございます。宜しくご審議くださいますよう、お願い申し    

上げます。 

部会長：ありがとうございました。 

第6条1項にともなう審議ということでございますが、先程ご説明がありました

ように、今回、計画決定というところで1回の審議。事業決定のところの内容・

位置・規模等についての審議会は行われないということでございますので、今回

をもって皆様のご意見を賜りたいと思います。また、先程ご説明がありました  

ように、関係機関の協議・検討会、また、パブリックコメントについては、特に

問題のある意見はなかったということでございました。 

それでは、ご質疑ご意見についてやってまいりたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 

酒井委員：県立自然公園の中に、今回の対象になっているところは、第 3 種特別地域で  

補足資料 3 ページの上下になっていて上半分は規制計画、下は事業計画。事業  

計画の方を参考にさせていただきました。そうすると、自然公園というのは     

ゾーニングがされているもので、ほかの自然公園も同じようなシステムで   

確認されていますけれども、一番右側に特別保護地区が第1種、第2種、第3種

とあって、そのほかに普通地域というのもあります。今回の対象になっているの
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は、普通地域ではなくて特別地域の第 3 種になっているのですけれども、その  

ことについて、事務局の方で第 3 種特別地域の扱いと今回の計画との整合性に 

ついてご説明いただければと思います。 

部会長：それでは事務局方、よろしくお願いいたします。 

事務局：委員の方からご説明があったとおり、特別地域には色々な区分、レベルがあると

いう中で、第3種特別地域というのは、2種・1種・特別保護地区に比べると必要

性が比較的低い地域というところでございます。現状は保安林ということで、  

保安林の幅が完成された状態の所でございます。現状が保安林ということで背後

地を守るということを担保される中で、出来る限り少ない面積を解除させていた

だいて今回の公園計画に繋げて行きたいと考えています。 

酒井委員：私が意見を述べる観点としては、第一には生態学者として、自然に対する影響

を質的なところから見ていくところが一方ではあるのですが、それは置いて  

おいて、行政的な手続きとして特別地域の根拠というのがあると思うのです。  

少なくとも第 3 種特別地域では、こういう手続きでこういうことをするのが  

許されていますよというような法的な決まりがあるのか、そこのところをきちん

と県民に対する説明ですよね、これは、これに照らし合わせて問題ありませんよ

と言うようなご説明が必要ではなかろうかと思います。 

部会長：ありがとうございます。特別地域には4つの段階がありまして、一番下ではあり

ますけれども普通地域ではないところ、ここら辺が第 3 種特別地域と例えば第 2

種とどう違うのかというところも含めてご説明いただければと思います。 

     第1種、第2種、第3種の九十九里公園全体の区分図のようなものがあればご

提示いただけると。 

事務局：資料2の中に記載があります。見難いのですけれども、緑の部分が第3種特別地

域となっています。青いところが普通地域で、一般的には普通の都市部とか公園

施設であれば、緩衝的な役割をもって特別地域という指定をされて設置している

ことになります。 

事務局：今の酒井委員のご質問でございますけれども、自然公園の目的には二つございま

して、「保護」と「利用の促進」とがございます。今、仰っていた第3種特別地域、

通常それは「保護」という観点から許可の手続きがされます。そこでは建物を建
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てたりしていただくにも許可が必要となる、といったところでございます。それ

に対しまして、「利用の促進」というところは自然公園の魅力を多くの方に知って

いただくこと。そういったことから公園事業として実施する区域については  

「利用の促進」でございます。 

     目的が若干異なる部分もあるということで、第3種特別地域に公園事業の施設

を作ることについてのご意見・質問であると理解しておるのですけれども。これ

については、第3種特別地域でも景観等に配慮がなされていれば、開発行為はで

きるということと、自然公園全体として見たときに重要な施設であるのですけれ

ども、「利用促進」ということで、自然公園というものは楽しんでいただくという

側面もございますので、その観点からオリンピックの会場に決まりまして、魅力

を発信するといった点からこの場所がよろしいのかなと考えております。 

部会長：たぶん先ほどご説明があったように、園地の追加というところだけが審議に   

なっているのですけれども、実際に園地の追加がなされて、どんな施設がどの  

ような規模というのは今後審議されないということを含めて、ちょっと不透明性

がやや残っているのかと思うのですけれど。これは、地域区分は変えないで   

第3種特別地域のままということですね。 

事務局：はい、それは変えません。 

部会長：変えないでの施設計画ということですね。他によろしゅうございますか。 

 

枡潟委員：ここは五輪サーフィンの会場になるのですね。構造物は多くの部分が土になる

ような計画であるようなのですが、多くの方はこの会場にいらして、ちょっと  

訪れたりすることがあろうかと思うのですね。対象地域で人が入って行って、  

車も何でも入るし、そういう風に利用した場合に影響については検討されている

のでしょうか。 

事務局：組織委員会さんのほうにお貸しする形になると思っています。まだプランが出来

上がっていないところで何とも言えないところもあるのですが、規則上は仮設で

土地をお貸しするということで、施設の計画案を見て審査をする形になります。 

枡潟委員：審査は、アセスというか、もうお済みなのですね。 

部会長：本事業は、環境影響評価の対象ではありません。 
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枡潟委員：そういうことは検討しないで、もうすでに園地として関係市町には情報だけが

広まっているので、指定だけをこの場にかけるのですが、無視できないのは、  

どういう格好で利用されて自然公園としてというところの見通しを、県としても

その影響の判断をしておく必要があると思うので 質問したのです。 

事務局：園地につきましては基本的に広場ということを考えてございます。広場にして、

いらっしゃった方に楽しんでいただきたいと考えています。あと、場所柄、車で

来る方が多いと考えてございますので、駐車場も整備施設のひとつと考えて  

います。 

枡潟委員：保安林を一部解除して広場にするということなのですね。その辺の具体的な  

計画はいいのですか。 

部会長：基本的には、今回は公園の一部変更内容を皆さんに了解していただいてから事業

内容を検討していきます。 

枡潟委員：ですけども、土地利用全体を自然保護の観点から評価をする必要はないので  

しょうか。 

事務局：まず、保安林でございますけれど、所管は別の課になるのですけれど、園地にす

る部分は解除するのですけれど、それ以外の場所は保安林として残していくと 

聞いてございます。 

部会長：所管が違うと思うのですけれども、たとえば駐車場を作るとしたら、何台分の  

駐車場が作られるのか、それから先ほど事務局の方からは仮設という言葉もあり

ましたので、五輪開催時に使う部分とそれから撤去してどういうものが実際に 

恒常的に残るのかと、少し位置づけが違うのかなと思いました。 

事務局：恒常的に残るものにつきましては、基本的に県の方で広場を用意いたしまして、

一宮町の方で建物を作ることを考えていると聞いています。それは県が整備する

園地の中に作るという風に聞いています。 

部会長：そうすると、広場と駐車場と町の方で作る建物が主要な園地の施設の内容という

ことでしょうか。 

事務局：あとは進入路を作りますが、先生が今仰ったものが形になるのではないかと考え

ています。 

酒井委員：所管が違うというのはどういう意味でしょうか。 
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事務局：保安林の解除は森林課でやっております。 

酒井委員：一体的に扱うべき場所ですよね。この公園であるところをどういう風に改変し

てどういう風に運用していくか、どういう計画でいくのか、それが森林の部分は

森林課が扱っていて保安林解除されるかどうかは伝聞調であると。 

事務局：公園として整備する部分は保安林解除することになるのですけれども、しない部

分については保安林として残す。 

酒井委員：さらに、その園地の中で建てるのは県であって、そこに直接関与しないと。   

そうなると全体的な統括はどうなっているのかとやや不安なのですが、こちらは

大丈夫ですか。 

事務局：自然公園部分につきましては、県の方で園地を整備して町が建物を作るのです  

けれども、その建物を作ることも含めまして県と町の方で協議をしながら進めて

いくものでございます。 

部会長：あくまでもご質問は、保安林の解除は別所管だというお話だったので、そうでは

なくてそれも相対的に。 

事務局：どこにどういう形の公園を作るということも含めまして、手続きにつきましては

当課と森林課の方で綿密に協議を進めながら現在も準備を進めているところでご

ざいます。 

事務局：今後のスケジュールとして申し上げますと、今回審議会でご審議いただいて了承

いただければ公園計画として計画の変更の県報を登載し、その後、30年度前半に

保安林の指定解除の申請をして、それが先ほど申し上げた県の森林課が林野庁に

手続きをすることになります。それを踏まえて 30 年度内に園地の基盤整備を  

完了するというような手順で進めて行きたいと考えております。 

酒井委員：私たちはここの審議が終われば関係がなくなって、つまり、一連の流れの中で、

県の方で責任を持って自然公園の質を担保するように取り計らっていただける 

のかどうかということを今ここで承認できるのかという話ですよね。今言った流

れ全体を常に把握して、自然環境への質への気配りを自然保護課さんが責任を 

持ってやってくださいますと、議事録に残ると思うので、そう宣言していただく

ことが肝要な点かなと思います。 

事務局：自然公園を管理する立場として環境調査というものを実施しておりまして、29年
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4 月から一年間をかけて環境調査を実施しております。環境への影響によって 

計画や工事に影響がある場合には、その対策を必要な部署に求めていきたいと 

考えています。 

部会長：環境調査の結果はいつですか 

事務局：一年間、四季調査を実施する必要がございまして、今まさに調査を実施中で   

ございまして、それ以外にも地形の測量ですとか、園地の設計についても併せて

実施をしているところでございます。 

部会長：大体、本年度に完了ですか。 

事務局：本年度中に調査結果を取りまとめたいと考えています。 

 

田中委員：パブリックコメントの意見で 3 階建て云々というのがあったのだけれども、  

県として「一宮町が園地の一部に建物の整備を予定しています」と、回答がかけ

離れている。 

事務局：パブリックコメントの趣旨が建物に関するご意見でしたが、建物については今、

一宮町と協議を進めながらどういうものを作っていくかを町のほうとしても設計

の段階でございますので、パブリックコメントの中で県の立場として答えるのが

難しいということでこのような表現になっています。 

田中委員：一宮町は3階建ての意見に沿った建物を建てる可能性はあるということですか。 

事務局：3階建てという話は聞いていないのですけれど。 

田中委員：どういう風に聞いているの。まったく聞いていない訳ではないのでしょ。 

部会長：公開の審議の場では、そこまではお答えできないので。 

田中委員：先ほどから我々は関係ないですという言い方がどうも。 

部会長：管理責任者として、県がオリンピックの事務局に対して体を張って責任を持って

いただきたいというのが皆さんのご要望だと思います。 

事務局：責任を持ってやっていきます。 

酒井委員：今後、似たようなことがあったときに、パブリックコメントの答え方は考えた

方がいいと思います。 

部会長：アセスにも入らないし、特別地域の中でも1ha以上、建築面積500㎡以上、建築

の高さが 13m 以上でなければ対象でないとなってしまうと、対象でなかったら 
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どういうものができてもいいのかというと、そうではないのです。それが普通  

地域でもなく特別地域のままということであるのですけれども、その中での管理

責任、自然環境への担保、そこが県民に対して我々が責任あるところだと    

思います。 

枡潟委員：この時点で、公園計画の変更は特に影響ないわけですが、パブコメでの意見の

扱いについて、専門家としてどう扱うかといことは、確認しておいた方がいいと

思います。 

部会長：これの場合はご質問ではなくて、今あるということでそれに反対だというもので

はなく、施設整備計画を提言しますというような書き方なので、それは県として

はこのような答えしか答えられないかなと思います。たとえば、町が3階建てを

作ると言っていると、それに反対しますという意見であれば、それに対して県が

それを善しとするか非とするかという見解があるかと思うのですが、以下 3 点 

提言しますということなので、少し違うのかと思います。 

枡潟委員：反対意見はない、それはいいですよ。このコメントを取りこんでどういう風に

課として取り扱いするかということですね。事業計画が提出されれば、この   

コメントは知事の方に伝えるのか。あるいは今回限りということで審議しません

よとなるのか。 

事務局：このご意見に関してということでしょうか。 

枡潟委員：いえ、扱い。このコメントをどう扱うか。 

事務局：このご意見に関して申し上げますと、非公式ではありますが、一宮町にこういう

意見がありましたと伝えております。ただ、これをどう取り入れるのかは県とし

ては存じ上げていないところです。 

枡潟委員：無視できないと思いますよ。どういう風に今の時点で課として扱うか、という

ことはちゃんと議事録に残しておいた方がいいと思いますよ。 

部会長：その中では、①は3階建て以上とか景観とか規模の話になりますのでここにも関

わるのかなと思いますけれど、②は資金の話ですし、③は企業誘致という内容で

すから、本審議会の取り扱い意事項としては違ったご意見ということなので、  

そういう議事録になります。 
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酒井委員：オリンピックの会場になることが話の幹なんですけれども、そもそもオリン  

ピックの誘致をする時に県立自然公園を使うことを前提に誘致をしているわけ 

です。その際に、この自然環境がどういう場所であるのか、自然公園であること、

特別地域であることを判った上で誘致したのかというところはどうなのですか。 

部会長：それ自身も管轄外なのですが、ただ法規制上は特別地域の第3種以上であること

は踏まえていただいた上で誘致していったのでしょう。 

事務局：そうですね。 

酒井委員：今、ここで一種の開発行為の是非を審議しているのですけれども、そもそも  

オリンピックの開催が決まった時点で、何らかの新たな施設なり何かが必要に 

なることは分かっていたので、もう決まってしまったのだからしょうがない  

みたいなところがある。ストッパーがかからないことを見越したのか、手続き上

どういうところなのか。 

部会長：九十九里の浜全体をサーフィン会場に、というのはあると思うのですけれど、  

どこにどういう園地をというところまでは誘致の範囲の中ではなかったのでは。

たぶん、一宮町のこの海岸部分に誘致するというところはあると思うのですけれ

ども。 

酒井委員：私は、今回この会議は初めてで最近委員になったばかりなので、今までのこの

会議においてこういう誘致計画があるのだけれどもどうであろうかと、或いは 

九十九里浜のなかで開催するのはどこが意義があろうかとか、候補地をいくつか

挙げてその中から検討するような過程を示したりしました、みたいなそういう 

話はあったのでしょうか。 

部会長：そういう実績はあったということでしょうか。 

事務局：いえ、初めてです。 

部会長：ですね、私もなかったと思います。ですから今回初めて出てきた、しかも園地の

追加ということで、です。 

酒井委員：そうなのですか。 

部会長：はい。 

酒井委員：いろいろ事前にお話しを伺って、ここで計画されているような開発行為を   

行っても自然環境の質に重篤な影響を及ぼさないのではないかと、私も専門家と
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して思うわけです。だから、結果として今回は問題にならないのでよかったなと

思うのですけれども。これがものすごく重要な自然環境な場所だったら、    

はたしてどうなったのであろうかと、先にオリンピックの誘致で決まってしまっ

て追認するような形でこの審議会が開かれることになったらどうなったのであろ

うかと危惧するわけです。 

事務局：先ほども申しましたが、今年の４月から環境調査を実施しておりまして、希少な

生物とか植物とかが存在しないかどうか、改めて調査を実施しているところです。

仮にオリンピックの会場等で影響があるようであれば、対策を講じていただく 

ように関係部署にしっかりと具申していきたいと思っております。 

酒井委員：そのような検討を踏まえた上で、複数の候補の中からこの場所に決めたという

ことですか。オリンピックの会場として。九十九里浜、長いですよね。九十九里

浜の中のこの場所をオリンピックの会場として誘致することを決めるにあたって、

複数候補なりを挙げて、その中で自然環境の質とかも考慮しながらこの場所に 

決めたと。そのような過程を踏んで決めたのですか。 

事務局：すみません、候補地の決定の過程についてはちょっと言い訳になってしまうの   

    ですが、千葉県で決めた訳ではありません。 

酒井委員：誰が決めたのですか。 

事務局：組織委員会なりが、複数の候補地の中からですね。 

田中委員：立候補はしたわけだよね。 

部会長：神奈川県とか、湘南地域とかいろいろなサーフィンのできるところの中から   

九十九里が選ばれた。 

酒井委員：つまり、千葉県が立候補するにあたって、事前に自然保護課に相談はなかった

わけですか。 

事務局：特にございません。 

田中委員：本当だったら内々ではあったでしょう。手を挙げるといっても、ここはどうだ

とか。まったく無しでやったわけではないでしょう。 

事務局：千葉県が誘致したのは事実でございますけれども、九十九里地域から外房に   

かけて広い地域のエリアを提案しております。一宮の釣ケ崎海岸を指定したのは

国際競技組織等も入っていると思いますが、オリンピック組織委員会が指定して
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いるところでございますので、千葉県として釣ケ崎海岸をピンポイントで千葉県

が誘致をしたということではないということです。 

酒井委員：もし、この場所が重要な自然環境の場所だとして、そこを開発する行為に対し

て、今の発言はオリンピック組織委員会に責任があるかのような仰り様ですよね。

そういう理屈になってしまいますよね。 

部会長：そういう訳ではないと思うのですけれども、先程ご説明がありましたように、  

釣ケ崎海岸の海岸広場というのが近くにありまして、そこは既に駐車場になって

いるような部分がご覧になっていただけるかと思うのですけれども、そういうこ

とも踏まえて今回の場所が適地であるという判断が、後になってから九十九里の  

どこでやるかということに対して提案がなされたと、私は推測いたします。 

酒井委員：今後も国際的なイベントで何か施設を作るということがあろうかと思うのです。

その時に、今回のこれを反省にしていただきたいのですよね、事前に自然保護課

に開発の話を、協議の場を設けて、そこに県民の財産である自然環境を損ねる  

ことがないという検討を途中で加えると、場所を決めるにあたって。それが   

オリンピックのような世界的に注目されるものであったとしても。もし、貴重な

自然を失ったらそれは二度と取り戻せない県民の財産なので。そこは正式に行政

のプロセスの中にルールを取り入れるということを、是非、然るべきところに  

話を上げていただきたいとお願いします。 

部会長：今のは要望ということで承ってよろしいでしょうか。 

酒井委員：はい。 

 

枡潟委員：環境調査について、その結果を関係部署、審議会を含めて、その結果を、どれ

くらいの保安林を解除するのか、どこにどういう施設を作るのかということを 

関係部署と協議することが必要。 

部会長：もちろんそのための環境調査だと思います。 

枡潟委員：一点だけ。一宮というのは数少ないウミガメの生息地であって、私も数年来そ

の生息状況の調査をしているのです。ですから、それも環境調査の中に加えてい

ただいて、その結果を、関係部署を含めて今回は園地の追加だけですが、自然保

護の観点からの検討を責任を持ってして欲しい。 
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部会長：環境調査についてはご指導していただいていると思いますし、その結果に    

ついてもどう対処するというところも責任をもって指導していただいていると 

思いますが。それが来年 3 月くらいまで年度内かかるということですので、   

最終的な報告書を待ってということにだと思います。 

部会長：今のご要望ということでよろしゅうございますか。 

枡潟委員：はい。 

事務局：ありがとうございます。 

部会長：他に何かご意見ご質問ございますでしょうか。 

一 同：なし。 

部会長：それではお諮りしたいと思います。議案第1号「県立九十九里自然公園における

公園計画の一部変更（案）」について、要望等はございますが、原案どおり了承す

るということでよろしいでしょうか。 

一 同：なし。 

事務局：ありがとうございます。 

部会長：それでは原案どおり了承することとします。なお、本日の議案第1号に係る審議

結果については、環境審議会運営規程第6条の規程により、私は部会長でござい

ますので、審議会の会長の同意を得た上で、審議会の議決として知事に答申され

ることになります。 

     それでは、以上ですべての議事を終了したいと思います。皆様には非常に有用

なご意見を頂きましたので事務局のほうも責任をもってやっていただければと 

思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

それでは、事務局にお返ししたいと思います。 

 

司 会：池邊部会長、議事進行ありがとうございました。また、委員の皆様におきまして

は多様な視点からのご意見、また要望等を頂きましてありがとうございました。 

     

６．その他 

司 会：次に、次第6「その他」ということですが、事務局のほうからお願いしたいと 

思います。 
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事務局：特にそのほかはございません。ただいま頂きましたご意見ご要望をしっかりと  

受け止めて、自然保護課として対策をしっかり強化してやっていきたいと思いま

す。どうもありがとうございました。 

 

７．閉会 

 

司 会：以上を持ちまして、千葉県環境審議会自然環境部会を閉会いたします。 

皆様ありがとうございました。 

－散会－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


