
添付資料５ 円卓会議等の開催状況 

 

(1) 円卓会議 開催状況 

回 月 日 場 所 議 題 参加人数 

１ 2002年 
1月28日 千葉市 ・検討会議のあり方について 

・今後の進め方について ２６３ 

２ 3月19日 船橋市 

・県からの報告事項について 
（県の組織予算、事務局スタッフ公募、設置要綱等） 

・第１回「専門家会議」の結果について 
・小委員会の設置について 

２０３ 

３ 4月17日 浦安市 
・三番瀬の再生の考え方について 
・県からの報告事項について（円卓会議の結論の取扱い、第二

東京湾岸道路、下水道終末処理場） 
２５２ 

４ 5月26日 浦安市 
・小委員会からの報告 
・小委員会運営要領（案）の承認について 
・三番瀬の再生の考え方について 

１６０ 

５ 7月19,20日 千葉市 ・小委員会の開催状況について 
・三番瀬の再生の考え方について ２２０ 

６ 9月28日 船橋市 
・小委員会の開催状況について 
・第２回専門家会議の結果の概要について 
・三番瀬再生の考え方について 

１３０ 

７ 11月9日 船橋市 

・小委員会の開催状況について 
・第３回専門家会議の結果の概要について 
・三番瀬再生計画の「中間とりまとめ」について 
・「中間とりまとめ」後の進め方について 

１１３ 

８ 11月24日 船橋市 
・小委員会の開催状況について 
・三番瀬再生計画の「中間とりまとめ」について 
・制度等検討組織について 

９０ 

９ 12月23日 浦安市 
・小委員会の開催状況について 
・三番瀬再生計画の「中間とりまとめ」について 
・制度等検討組織について 

１２９ 

10 
2003年 

1月23日 千葉市 
・小委員会の開催状況について 
・小委員会の今後の進め方について 
 

１０２ 

11 ３月17日 千葉市 

・小委員会の開催状況について 
・専門家会議の開催状況について 
・「中間とりまとめ」の開催状況及び意見募集結果について 
・今後の進め方について 
・委員の公募について 
・制度的担保等に関する検討状況について 

７８ 

12 4月25日 千葉市 ・小委員会の開催状況について 
・専門家会議の検討状況について １０２ 
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・制度化研究会からの報告 
・円卓会議公募委員の選考について 
・公募職員の募集について 

13 5月29日 船橋市 

・新規委員について 
・小委員会の開催状況について 
・専門家会議の検討状況について 
・再生制度検討小委員会について 
・今後の進め方について 
・平成16年度国への概算要求について 

１１７ 

14 6月23日 浦安市 

・小委員会の開催状況について 
・護岸の強度について 
・今後の進め方について 
 目次作成グループからの提案 

１２７ 

15 7月24日 船橋市 
・小委員会の開催状況について 
・今後の進め方について 
目次作成グループからの報告 

８７ 

16 8月28日 千葉市 

・小委員会の開催状況について 
・専門家会議の開催状況について 
・今後の進め方について 
起草・編集グループからの報告 

９０ 

17 9月25日 船橋市 

・専門家会議の開催状況について 
・小委員会の開催状況について 
・第一次素案について 
起草・編集グループからの報告 

１０７ 

18 10月23日 千葉市 

・小委員会の開催状況について 
・専門家会議の開催状況について 
・再生計画素案について 
 起草・編集グループからの報告 

９４ 

19 11月13日 船橋市 ・小委員会の開催状況について 
・再生計画素案について １０３ 

20 12月25日 千葉市 
・小委員会の開催状況について 
・専門家会議の開催状況について 
・再生計画案について 

９９ 

21 
2004年  

1月７日 千葉市 ・再生計画案に対するパブリックコメントの対応について 
・円卓会議の後継組織について 

７９ 

22 １月22日 千葉市 

・小委員会の開催状況について 
・専門家会議の開催状況について 
・再生計画案について 
・円卓会議の後継組織について 

１３９ 

 

(2) 専門家会議 開催状況 

回 月 日 場 所 議 題 参加人数 

１ 2002年 
2月11日 浦安市 ・専門家会議の組織について 

・円卓会議から依頼された検討事項について １２３ 
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・再生の概念、検討の範囲 

２ 8月30日 浦安市 ・護岸の形状について ７４ 

３ 11月4日 船橋市 ・青潮対策について 
・再生の概念について ８２ 

４ 2003年 
3月3日 千葉市 ・平成１４年度三番瀬現況調査結果の中間報告及びその評価

手法について ４７ 

５ 3月21日 船橋市 
・青潮対策として利用可能な既存技術の募集結果の検討につ

いて 
・再生の概念について 

４１ 

６ 4月19日 千葉市 
・青潮対策として利用可能な既存技術の絞込みの結果につい

て 
・再生の概念について 

６２ 

７ 8月3日 千葉市 
・再生の概念について 
・海域小委員会からの検討依頼事項について 

護岸が海域に与える影響について 
１９ 

８ 9月13日 千葉市 
・海域小委員会からの検討依頼事項について 

護岸が海域に与える影響について 
・総合解析調査について 

２４ 

９ 10月10日 千葉市 ・三番瀬自然環境総合解析について ２７ 

10 12月21日 千葉市 
・三番瀬自然環境総合解析について 
・海域シミュレーションの結果について 
・青潮実証試験調査の結果について 

１７ 

11 
2004年  

1月16日 千葉市 

・三番瀬自然環境総合解析について 
・海域シミュレーションの結果について 
・青潮実証試験調査の結果について 
・国土交通省による岸壁改良工事に伴うシミュレーション結

果について 

４０ 

(3) 海域小委員会 開催状況 

回 月 日 場 所 議 題 参加人数 

１ 2002年 
4月26日 船橋市 

・「海域小委員会」の組織について 
・調査について（補足調査、１４年度実施予定調査） 
・三番瀬海域において実施予定の事業について 

１３９ 

２ 5月15日 市川市 
・三番瀬海域において実施予定の事業について    

・調査について（１４年度に実施する調査の詳細） 
・青潮について（発生のメカニズム、調査結果等） 

１３２ 

３ 6月14日 市川市 ・海域小委員会の新規委員の承認について 
・青潮について（補足調査結果説明、各委員による意見発表） １１６ 

４ 8月2日 市川市 ・青潮対策について（海域小委員会の意見発表の概要、青潮

対策の具体的検討） ９９ 

５ 9月11日 船橋市 ・第２回専門家会議の結果の概要について 
・青潮対策について ９５ 

６ 10月17日 船橋市 ・青潮対策について 
・今後の検討事項について ７１ 
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７ 11月22日 船橋市 

・前回の海域小委員会後の経過報告等について 
・第3回専門家会議の開催結果等について 
・青潮対策について 
・今後の検討事項について 

６０ 

８ 12月8日 千葉市 ・海域小委員会における検討結果について ４９ 

９ 2003年 
1月14日 千葉市 ・海域小委員会の進め方について ５５ 

10 2月14日 船橋市 

・コーデイネーター、サブコーデイネーターの選出等 
・海域小委員会の進め方について 
  海からみた再生のイメージの検討 
  今後の進め方について 

６４ 

11 3月13日 浦安市 

・第4回専門家会議の結果について 
・青潮対策としての利用可能な既存技術の募集結果について 
・今後の進め方について 

海から見た再生のイメージについて 
干潟的環境の回復・創造に係る事業実施計画（案）につ

いて 
・護岸・陸域小委員会からの依頼事項について 

６１ 

12 5月19日 船橋市 

・新規委員について 
・青潮対策としての利用可能な既存技術の審査結果について 
・各ワーキンググループの開催状況について 
・平成１４年度調査の結果について 
・平成１５年度事業について 

５６ 

13 6月19日 船橋市 ・各ワーキンググループの検討状況について 
・平成１４年度調査の結果について ４０ 

14 7月21日 千葉市 ・各ワーキンググループの検討状況について 
・護岸・陸域小委員会からの依頼事項について ３５ 

15 8月26日 船橋市 ・各ワーキンググループの検討状況について 
・専門家会議における検討状況について ３６ 

16 9月8日 船橋市 ・護岸・陸域小委員会から検討を依頼された事項について ３１ 

17 9月16日 浦安市 ・護岸・陸域小委員会から検討を依頼された事項について 
・各ワーキンググループの検討状況について ３５ 

18 10月17日 千葉市 
・各ワーキンググループの検討状況について 
・三番瀬再生計画案について 
・今後の進め方について 

４７ 

19 11月8日 千葉市 ・三番瀬再生計画案（漁業）について ２４ 

20 12月22日 船橋市 
・三番瀬の漁場関係の調査について 
・各ワーキンググループからの報告について 
・報告事項 

２４ 

21 
2004年 

1月19日 船橋市 ・専門家会議の開催結果について ３８ 
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 (4) 護岸・陸域小委員会 開催状況 

回 月 日 場 所 議 題 参加人数 

１ 2002年 
5月21日 船橋市 

・「護岸・陸域小委員会」の組織について 
・護岸等の現状について 
・今後の検討の進め方について 

１０６ 

２ 6月19日 船橋市 

・護岸・陸域小委員会新規委員の承認について 
・千葉県、地元市からの報告（護岸の現状、新海岸法、地元

市の取組状況） 
・今後の検討の進め方について 

１２０ 

３ 7月12日 浦安市 
・新規委員の選考過程について 
・千葉県からの報告事項（高潮時に必要な高さ、海岸の事例） 
・水際線の検討について 

１０７ 

４ 8月22日 市川市 
・報告事項（塩浜護岸の当面の安全対策） 
・「護岸・陸域」の保全・再生について 
・調査について（環境面から見た水際部の基礎調査案） 

１１３ 

５ 9月22日 船橋市 
・報告事項（海岸保全区域について） 
・第２回専門家会議の結果の概要について 
・「護岸・陸域」の保全・再生について 

８０ 

６ 10月28日 浦安市 ・報告事項（東京湾に起こった主な高潮 他） 
・「護岸・陸域」の保全・再生について ９９ 

７ 11月17日 船橋市 ・「護岸・陸域」の保全・再生について ６３ 

８ 12月15日 千葉市 ・「護岸・陸域」の保全・再生について ６６ 

９ 2003年 
1月25日 船橋市 ・護岸・陸域小委員会の今後の進め方について ４９ 

10 3月5日 浦安市 
・新規委員の選考について 
・ワーキンググループの検討状況について 
・海域小委員会との連携について 

５０ 

11 ４月12日 船橋市 

・コーデイネーターの選任について 
・ワーキンググループの検討状況について 
・海岸保全区域について 
・今後の検討の進め方について 

６３ 

12 ５月22日 船橋市 

・護岸・陸域小委員会の委員について 
・ワーキンググループの検討状況について 
・海域小委員会への報告 
・今後の検討の進め方みついて 
・海域小委員会からの報告 

５９ 

13 6月16日 浦安市 

・ワーキンググループの検討状況ととりまとめについて 
・市川地区の護岸の調査結果について 
・海域小委員会への報告と検討依頼について 
・海域小委員会からの報告について 

４３ 

14 7月17日 市川市 
・護岸・陸域小委員会のとりまとめについて 
・海域小委員会との連携について 
・円卓会議への提案について 

６０ 
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15 8月21日 浦安市 

・各ワーキンググループの開催状況の報告 
・環境学習施設について 
・全般にまたがる事項、今後検討すべき事項について 
・海域小委員会との連携 

５０ 
 

16 9月18日 船橋市 

・各ワーキンググループの開催状況の報告 
・海域小委員会での検討結果について 
・全般にまたがる事項について 
・起草状況について 

５０ 

17 10月16日 浦安市 

・円卓会議の開催状況について 
・各ワーキンググループの開催状況の報告 
・海域小委員会での検討事項について 
・全般にまたがる事項について 
・起草状況について 

４１ 

18 
2004年 
1月13日 千葉市 ・護岸・陸域小委員会のまとめについて ３９ 

 

(５) 再生制度検討小委員会 開催状況 

回 月 日 場 所 議 題 参加人数 

１ 2003年 
6月12日 千葉市 

・再生制度検討小委員会の組織について 
・検討の進め方について 
・今後のスケジュールについて 

３４ 

２ 7月11日 浦安市 
・「三番瀬保全条例（仮称）」の検討について 
・「ラムサール条約・国指定鳥獣保護区」について 
・目次グループからの提案について 

４０ 

３ 7月30日 浦安市 ・（仮称）千葉県三番瀬及び周辺区域の保全、再生及び利用に

関する条例（要綱素案）について ３６ 

４ 8月22日 船橋市 ・（仮称）千葉県三番瀬等の再生、保全及び利用に関する条例

（要綱素案その２）について 
４２ 

５ 9月10日 船橋市 ・（仮称）千葉県三番瀬等の再生、保全及び適正な利用の確保

に関する条例（要綱素案その３）について ４２ 

６ 11月18日 船橋市 

・（仮称）千葉県三番瀬等の再生、保全及び利用に関する条例

（要綱素案その４）について 
   要綱素案その４ 
   パブリックコメント 

４８ 

７ 12月16日 船橋市 

・（仮称）千葉県三番瀬等の再生、保全及び利用に関する条例

（要綱素案その５）について 
   要綱素案その５ 
   パブリックコメント 

３３ 
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(6) 三番瀬視察会（2002年5月26日 浦安市：参加人数約100名） 
   ・日の出地先海岸の干潟散策、海生生物観察等 

・円卓会議委員とのフリートーキング 
 

(7) 三番瀬勉強会（2002年7月13日 市川市：参加人数約80名） 
 ・三番瀬の歴史 
   ○聞取り調査等による昔の三番瀬の状況：尾上一明氏 浦安市郷土博物館主任学芸員 
   ○埋立て等による三番瀬の変化の経緯：望月賢二委員 
・三番瀬の生物環境 

   ○海生生物の生息状況及び鳥類の生息状況：望月賢二委員 
・三番瀬の物理・化学環境 

     ○干潟・浅瀬の物質循環と浄化機能：小倉久子氏（県環境研究センター室長） 
     ○物理環境と生物分布によるゾーニング：細川恭史委員 
     ○波と流れ（関連として、護岸の天端高の考え方）：磯部雅彦委員 

(8) 三番瀬海域視察会（2002年9月13、19日 委員等30名参加） 
   ・県水質調査船「きよすみ」による三番瀬の視察 
 

(9) 住民参加を考えるシンポジウム（2002年11月4日 船橋市：参加人数106名） 
   千葉主権の確立を目指して 
    ～三番瀬円卓会議から政策提言型の民主主義・千葉モデルへ～ 
   第1部 住民参加についての基調講演 

①米国における住民参加について（ミリヤ・ハンソン氏：米国在住ファシリテーター） 
②コンセンサス会議について（若松征男氏：東京電機大学教授） 
③環境アセスにおける住民参加について（原科幸彦氏：東京工業大学教授） 

   第2部 パネルディスカッション 
・今なぜ住民参加が必要なのか 
・住民参加における行政、市民、NPO、NGO、専門家それぞれの役割 

     （コーディネーター：岡島成行氏 円卓会議会長、大妻女子大学教授  
パネラー：ミリヤ・ハンソン氏、若松征男氏、原科幸彦氏、大槻幸一郎副知事） 

 

(10) 独立行政法人港湾空港技術研究所 施設見学会（2002年11月15日 委員等25名参加） 
   ・干潟実験施設、大規模波動地盤総合水路等関連施設の見学（横須賀市久里浜） 
 

(11) 生活排水に係る学習会（2003年2月６日 委員等13名参加） 

   ・江戸川第二終末処理場での水質等に関する学習 
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(12) 中間とりまとめ説明会（2003年2月12日、17日、18日 参加者延べ157名参加） 

   ・市川市行徳公民館 
・浦安市民プラザｗａｖｅ101 
・船橋市勤労市民センター 

 

(13) 盤洲干潟視察会（第2回再生イメージＷＧ）開催（2003年5月1日 参加者30名） 

   ・盤洲干潟の現地視察会 
 
 

(14) 行徳湿地視察会（第4回行徳湿地検討ＷＧ）開催(2003年6月8日 参加者19名) 

   ・行徳湿地の現地視察会 
 

(15) コアジサシ見学会（2003年7月6日 参加者70名） 

   ・浦安市明海地区での見学会 
 

(16) 「三番瀬フェスタ」開催(2003年8月６日～8日 延べ来場者1,000名) 

   ・三番瀬ビデオシアター、コンサート「三番瀬・いのちの響き」等 
   ・三番瀬再生計画意見発表会「市民が語る三番瀬」 

・学習会「三番瀬の再生とラムサール条約」 
講師 花輪伸一氏、長谷川昭仁氏 

・報告会「第二湾岸道路を考える」 
レポーター 三橋福夫氏 護岸・陸域小委員会委員 

・学習会「霞ヶ浦アサザプロジェクトの自然再生に学ぶ」 
講師 飯島 博氏 

・シンポジウム「三番瀬の豊かな自然をとりもどそう」 
コーデイネーター：大野一敏氏 円卓会議委員 
パネラー：ケビン・ショート氏、飯島 博氏、久保寺一郎氏 
     清野聡子氏、吉田正人氏 

  

(17) ノリ養殖見学会(2003年9月29日 参加者１２名) 

   ・船橋漁業協同組合でノリの種付け見学 
  

(18) 再生計画素案説明会（2003年11月26日、27日、28日 参加者延べ58名参加） 

・浦安市民プラザｗａｖｅ１０１ 
・船橋勤労市民センター 
・市川行徳公民館 
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