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１．開  会 

 

事務局  定刻になりましたので、ただいまから第 10 回「三番瀬環境学習施設等検討委員会」

を開催いたします。 

    議事に入るまでの司会進行を務めますので、よろしくお願いいたします。 

    最初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  その裏面に検討委員会の委員及びオブザーバーの名簿がございます。 

    次に、番号のついた資料として 

     資料１   第９回検討委員会会議結果概要 

     資料２－１ 第 26 回三番瀬再生会議の開催結果概要 

     資料２－２ 三番瀬再生実現化推進事業について 

     資料２－３ 仮称うらやす三番瀬環境学習施設基本設計業務要求書 

     資料２－４ 浦安日の出地区に建設予定の環境学習施設についての事前意見一覧 

     資料２－５ 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 

     資料３   三番瀬再生実施計画の環境学習・教育事業平成 21 年度実施状況 

     資料４   平成 21 年度三番瀬環境学習施設等検討委員会における 

           検討スケジュール（案） 

    それと、参考として 

         市川市塩浜地区における自然再生（湿地再生）に係るワークショップ 

         開催結果（概要） 

   を添付しております。 

    資料等は以上ですが、不足等はございますか。 

    よろしいでしょうか。 

 

２．新委員紹介 

 

事務局  続きまして、新委員の紹介をさせていただきます。 

    習志野市谷津干潟自然観察センター所長は、平成 18 年度まで委員として参画されてお

りましたが、その後、空席となっておりました。新たに島田委員が就任されました。よろ

しくお願いいたします。 

    次に、県環境政策課課長 梅木委員は、異動に伴い新委員に就任されました。 

    新委員の紹介は以上でございます。 

    次に、会議の定足数の確認をさせていただきます。 

    本日は、委員 13 名中、予定としては 12 名の出席をいただくことになっておりますが、

現在９名の出席をいただいており、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。 

    それではここから議事に入りますが、ここからの議事の進行は吉田委員長にお願いした

いと思います。 

    では、吉田委員長、よろしくお願いいたします。 
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吉田委員長  皆さん、こんばんは。お忙しい中をお集まりいただきまして、ありがとうござい

ます。これから第 10 回三番瀬環境学習施設等検討委員会に入ります。 

    本日の議事項目ですが、「次第」をご覧いただきますと、報告が一つ、議題が「その

他」も含めて四つとなっております。予定としては８時までということですので、進行を

円滑に進めてまいりますので、ご協力をお願いできたらと思います。 

 

３．報  告 

（１）第９回検討委員会会議結果について 

 

吉田委員長  それでは、まず報告事項からいきたいと思います。 

    第９回検討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  資料１に基づき、昨年 10 月 22 日に開催した第９回委員会の会議結果の概要について

報告いたします。 

    前回会議では、21 年度三番瀬再生実施計画の環境学習・教育事業の案について討議を

いただきました。 

    その中で、１ページの３の（２）の③以降ですが、スキルアップ講座を受講された方が

これからどういうところに広めていくのかということについて、さらに、２ページの「議

事」に入りまして、県民環境講座開催時の工夫について、２ページの中段から４ページの

中段にかけてですが、三番瀬の環境学習情報提供システム構築の考え方や、構築にあたっ

ての具体的な提案などについてご討議いただきました。その上で、４ページの４の上の

「委員長まとめ」として、「21 年度の実施計画（案）については、委員意見を踏まえた修

正の上、三番瀬再生会議に提示すること」とされました。 

    また、「その他」の議題として、事務局から第 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報告いたしまして、吉田委員長から、合同のワークショップの開

催について参加の呼びかけをいただきました。ワークショップの結果については、この後、

議題（１）の資料で説明させていただきます。 

    さらに、５ページの一番下の行からになりますが、後藤副委員長から、本日の資料２－

５に基づき、浦安日の出地区の環境学習施設についての提案をいただいております。 

    以上が第９回委員会の概要でございます。 

    なお、第９回委員会の会議録については、既に県のホームページに会議開催結果概要を

掲載して、その中で公表しておりますことを申し添えます。 

    報告は以上でございます。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    大分前のことになりますので、ちょっと忘れてしまったかもしれませんが、きょうはそ

の続きになりますので、この内容を読んで思い出していただければと思います。 

    特にご質問ございますか。 

    よろしいでしょうか。 

    よろしければ議題のほうに入りたいと思います。 

 

４．議  事 
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（１）三番瀬再生会議開催結果概要について 

 

吉田委員長  議題（１）三番瀬再生会議開催結果概要について。前回の 10 月 22 日の委員会以

降に開かれた三番瀬再生会議について、簡単に説明していただきます。 

事務局  議題（１）に関しては、資料２－１から資料２－５をもとに説明いたします。 

    最初に資料２－１ですが、これは昨年 11 月に開催された第 26 回三番瀬再生会議と、今

年の６月に開催された第 27 回再生会議の概要でございます。 

    関連する部分について説明いたします。 

    第 26 回再生会議では、「議事」の「議題２」、三番瀬評価委員会での検討結果について

の報告、討議の後、３ページの「議題３」、21 年度三番瀬再生実施計画（案）について討

議され、４ページの中段の「会長まとめ」のとおり、実施計画案については、会長、副会

長一任の上、取りまとめることとされました。 

    次に５ページ、第 27 回再生会議では、「議事」の「議題２」、平成 21 年度三番瀬再生事

業の実施結果の概要と実施方法について事務局から報告され、その討議の中で、６ページ

の中段になりますが、当検討委員会の後藤副委員長から浦安市の環境学習施設についての

意見をいただきました。 

    ８ページ以降になりますが、「議題３」では、「三番瀬のグランドデザインについて取り

上げていただきたい」「知事の考えを示してほしい」との意見に加え、９ページの上から

３番目の「・」になりますが、「浦安の環境学習については、環境学習検討委員会（当委

員会になります）で早急に議論するということをコンセンサスとしていただければ」との

意見などをいただきました。 

    次に、資料２－２「三番瀬再生実現化推進事業について」をご覧ください。 

    資料２－２は、第 27 回再生会議の議題（２）の資料として説明がなされ、この中で、

前回の当委員会で吉田委員長から呼びかけのあった合同ワークショップの開催結果につい

ても、21 年 2 月に開催され、基本的事項について議論された旨報告されたところです。 

    なお、本日は、「参考」として一番後ろに付けたわけですが、「市川市塩浜地区における

自然再生に係るワークショップ開催結果概要」を配付しております。 

    少し説明いたしますと、この合同ワークショップは、三番瀬再生実現化試験計画等検討

委員会の倉阪委員長の呼びかけで開催されたもので、資料２－２の３ページをご覧いただ

きたいと思います。まず、市川市の塩浜地区の場所ですが、位置的には３ページの図の四

角の枠で市川市所有地とございます。この左下の三角形の土地を含む自然再生について、

Ａ、Ｂ、Ｃの三つのグループに分かれディスカッション及びプレゼンテーションが行われ、

その場では、この資料の後ろから２枚目以降ですが、市川市の自然環境学習施設の考え方

についても資料が提示されております。 

    次に、資料２－３をご覧ください。 

    資料２－３は、第 27 回再生会議で後藤副委員長から意見をいただいた浦安日の出地区

の環境学習施設に関する浦安市の公表資料です。浦安市では、資料に記載のとおり、（仮

称）うらやす三番瀬環境学習施設として計画を進めております。位置的には、資料の後ろ

から２枚目の「新町地域概況図」の右下に吹き出しで「環境学習施設用地」と示された部

分で、拡大したものが次のページです。環境学習施設用地として約 2,000 ㎡の用地が確保
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されております。緑地の幅などを入れたものが、この資料の一番後ろのページとなってお

ります。 

    資料の３ページに戻っていただきまして、表が二つ、上下にございますが、下の小さい

ほうのスケジュール表をご覧ください。市では、21 年度にこの施設の基本設計、22 年度

に実施設計と一部建設工事、23 年度に残りの工事を行い、供用開始をする予定としてお

ります。 

    １ページに戻っていただきまして、２）基本方針ですが、（１）日の出地区整備の基本

的な考え方として、最初に「市の基本方針や県の三番瀬再生計画等を踏まえた整備を図

る」とした上で、（２）環境学習施設の目的と役割、（３）環境学習施設の基本的な施設構

成、（４）施設の内容と位置、（５）施設の運営等を大きく規定しております。なお、想定

工事費は 2 億 1,200 万円でございます。 

    浦安市では、本資料等に基づきまして、5 月 25 日から 6 月 8 日の期間で設計事業者の

募集を行いまして、6 月 29 日に業者を決定しております。そして、7 月 3 日にその結果を

公表したところでございます。 

    なお、この計画につきましては、７月８日に市から県へ正式な説明が行われております。 

    失礼しました。資料のページが抜けておりまして、こちらのほうは後ほど委員の皆様に

はお送りしたいと思います。 

    抜けた部分で、位置ですが、きょうは後藤委員の前回の会議での資料「三番瀬再生のた

めの『環境学習・自然再生体験の場』の創出」を添付していますが、その中で、全体図ま

では載っておりませんが、１ページ、日の出地先の先端の部分、ここでは「干潟観察舎用

地」となっておりますが、その部分に浦安市として環境学習施設の計画を進めているとこ

ろでございます。 

    スケジュール等については資料が飛んでしまってまことに申しわけないですが、ただい

ま私が説明したような数字でございます。もう一度確認させていただきますと、21 年度

（今年度）に基本設計を行い、22 年度に実施設計と一部建設工事、23 年度に残りの工事

を行い、供用開始をする予定でございます。 

    想定工事費の部分などについてもページ的に抜けているようですので、これについては

委員の方に後日送付させていただきたいと思います。基本的には、浦安市の生涯学習課の

ホームページで公表されている資料です。きょうはそれをお配りするつもりで、ちょっと

不始末がありまして、大変申しわけありません。 

    次に、資料２－４「浦安市日の出地区に建設予定の環境学習施設についての事前意見一

覧」をご覧いただきたいと思います。事務局のほうで本日の委員会に先立ちまして事前意

見をお願いしたところ、３人の委員の方から意見をいただきました。資料では委員の意見

と事務局の見解をまとめております。 

    まず後藤委員の意見ですが、３の「浦安市の環境学習施設と歩調を合わせ取り組むべき、

『協働による取組』にも留意して進めてほしい」との意見につきましては、先ほどの資料

２－３の１ページにも記載されておりましたとおり、浦安市は県の三番瀬再生計画等を踏

まえた整備を図るとの方針ですので、事務局としては市との意見交換に努めたいと考えて

おります。 

    次のページの７の「当委員会が主催でのワークショップの開催を提案、要望する」との
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意見につきましては、市からの説明では、市は市民等と意見交換しながら進める考えであ

ると聞いております。 

    その下の「2008 年 10 月に委員会（当委員会）に配付した資料」については、先ほどお

示しした資料を添付しております。資料２－５でございます。 

    次に、今井委員からの「浦安市日の出地区に建設予定の環境学習施設について、検討委

員会との関係はどのようになるか」との質問ですが、「市は県の三番瀬再生計画等を踏ま

えた整備を図る」との方針ですので、事務局としては、当委員会の意見を取りまとめて市

との意見交換に努めたいと考えているところです。 

    次のアプローチ部分の考え方については、本日、討議をいただき、いただいた意見を取

りまとめた上で、市の窓口であります生涯学習課との意見交換に努めたいと考えておりま

す。 

    次に、寺島委員の「学校現場の意見を聞くべき」との意見につきましては、市は市民等

と意見交換をしながら進める考えであると聞いておりますので、その流れの中で進めてい

きたいと考えております。 

    また、「干潟へのアプローチの拠点となる機能が必要」との意見につきましては、先ほ

どの今井委員の意見と同じく、本日、当委員会で委員の皆様にご討議いただき、いただい

た意見を取りまとめた上で、市の窓口である生涯学習課との意見交換に努めたいと考えて

おります。 

    次の資料２－５は、先ほどお示ししたものです。2008 年 10 月、前回の会議で後藤委員

から配付、説明いただいた資料ですので、これは再度検討させていただいたということで

ご了解願いたいと思います。 

    説明は以上でございます。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    資料で不足があったようで、申しわけないのですが。 

    この議題（１）というのはたくさんのことを含んでいて、議題（２）と議題（３）は多

分それほど時間がかからないと思います。ということで、なるべく議題（１）のほうはじ

っくりと時間をかけてご討議願いたいと思います。 

    大きく分けると三つありまして、この議題の名前どおり、三番瀬再生会議の開催結果概

要。前回の環境学習施設等検討委員会の後で２回行われましたので、その内容です。これ

については、既にホームページ上でも出ているものですので、もし再生会議に出ていらっ

しゃらない方でご質問があればお受けしたいと思います。 

    次は、資料２－２と、きょう配付された参考資料に関するもので、市川市所有地・市川

市塩浜２丁目の前面における自然再生に関するものです。こういったところに環境学習に

関する内容も入ってくるわけです。これに関しては、２月にワークショップを開きました

ときに、本委員会からも多数の委員にご参加いただきまして、アイデアを出していただい

たものが出ているわけですので、これについて追加の意見などがございましたらいただき

たいと思います。 

    ３番目は、浦安の三番瀬環境学習施設に関して基本設計が進んでいるということで、こ

れに関して県のほうでは、本委員会での討議のもとに市と意見交換するという意思を持っ

ていらっしゃるようですので、ぜひこの場でもご意見をいただきたい。 
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    そういう三つございます。 

    まず、最初の三番瀬再生会議の議事概要をご覧になって、何か質問とかコメントはござ

いますか。 

    特になければ、二つ目の市川市塩浜の市川市所有地前面における自然再生、これについ

ては資料２－２と後で配られた参考資料ですが、それをご覧いただいて、何かコメント、

ご意見がございましたらお願いいたします。 

後藤副委員長  あまり静かなので、口火を切りたいと思います。 

    市川のワークショップ、私も出て、ここの会場に来られている方もかなり出席しておら

れて、おもしろいなと思ったのは、三つぐらいのグループに分けてやったことだと思いま

す。 

    全体的に言えば、あまり護岸で切っちゃうんじゃなくて、三番瀬側に緩やかな湿地再生

なりそういうものをしたいという案が、ここのワークショップの中では多かったと思いま

す。仲のいいグループが集まったんじゃなくて、トランプか何かで分けてやりましたので、

かなりおもしろい作業になったと思います。 

    それと、後ろのほうに市川市の案が出ています。それとまたちょっとイメージが……。

今の護岸をずっと延ばしていくというのと、ここに参加された方たちが考えていたものと

は少し違いがあるかなということだけわかっていただければと思います。 

吉田委員長  そのほか、出席した委員の方で、何かご意見ございますか。 

    作田委員が参加されたと思いますが、いかがでしょう。 

佐久田委員  僕も少し参加しまして、いろいろほかの人の意見を聴くことができて、非常に参

考になっています。 

    ただ、実際に、例えば学習施設の大きさとかその辺というのは、まだ自分にはイメージ

が湧かない状況なんですね。 

    本校は、５年間、三番瀬の実習をふなばし海浜公園で行ったのですが、その中で、今年

は天気が非常に不安定な状況で、初めて途中で雨が降ったんです。今までは、お昼は海浜

公園で食べさせていたのですが、今回は雨が降ったので、たまたまプールの方に挨拶をし

ていて、急遽開けていただいて、そこでお昼を食べられたという状況です。当然、学校の

場合は時間帯がありますから、いずれにしろ弁当を持ってこさせて食べさせる場合もある。

その際に、雨の場合に食べさせるような施設。そうすると、学習施設というのはある程度

の大きさが必要になってくるんじゃないかなと初めて感じました。今までは、実際にはそ

れまでは雨がなかったので、今回この天気だったのでそういうふうに感じました。 

    正直な話、まだ、スケール、どの程度というのは自分の中に入っていないので。ただ、

いろいろと意見を聞いて、非常に参考になりました。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    結構たくさんの方が入れるような施設でありながら、防護という面から護岸の地下に入

れるとか、いろいろなアイデアが出ていて、なかなかおもしろかったなと思っております。 

    ほかに参加された方、ございましたら。 

蓮尾委員  私もワークショップというのはいまだに慣れないのですが、完全にランダムに分け

て、初対面というわけではなくて、割合お会いしつけている顔の方も多かったのですが、

ただ、意外に意見が収斂してくるというのですか、それはちょっとびっくりしました。も
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っとうんと人工が入った学習施設そのものを優先にというような見方がもっと前面に出て

くるかなと思ったら、意外にそうでなくて。あとは、市川市が出していらっしゃるお考え

とはどうもぴったりしないなというようなところが。わざとそうしたのではなくて、そう

なっちゃったというのがとても不思議な会合だったかと思っております。 

吉田委員長  倉阪先生が出された前提というものですね。幾ら自然再生といっても海岸防護と

いうものと矛盾するものであってはいけないので、背後の海岸防護施設と一緒になってで

きるものであるとか、満潮になったときのレベルがそれよりも低くなってしまうというこ

とではなくて、湿地はつくるのだけれど、それよりも高い高さの中でつくっていくとか、

いろいろな制約条件ある中で、皆さんがいろいろなアイデアを出してくださったものと思

っております。先立つものが必要なのですが、このあたり非常にいいアイデアが私も出た

と思いますので、ぜひとも。これも市川市だけではなくて県も一緒になって進めないと、

これは護岸の施設も含めて考えなくてはいけないことですので、ぜひとも県のほうも、こ

の環境学習施設等検討委員会のほうでもそれを支持する意見が出ていたということで、ご

検討よろしくお願いしたいと思います。 

    ほかに、この市川市の前面の部分について、何かご意見ございますか。 

    それでは次に、今度は浦安市の環境学習施設のほうに移りたいと思います。 

    これについては幾つか資料があります。一つは、先ほどページが足りなかったのですが、

資料２－３の浦安市の基本設計業務要求書というもの、それから、県のほうで事前にいた

だいた３人の委員の意見と、それに対する事務局の見解、そして、前回にも出していただ

いたのですが、後藤委員から出されている提案、この三つがございます。どなたからでも

結構ですので、ご意見をお願いいたします。 

後藤副委員長  私の意見はそこに出ているのですが、その前に、平成 18 年の三番瀬環境学習

施設等検討委員会の報告を平成 18 年に皆さんで考えながら、それから一部ワークショッ

プ的に会場に来られた方、環境団体の方あるいは一般市民の方も含めてまとめたものがあ

って、きょうは資料はないのですが、その中で環境学習の場というものでどういうことが

書いてあったかということだけ簡単に読ませていただきます。 

    三番瀬のための環境学習（For）というのが大事ですよ、と。三番瀬の環境保全、自然

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

る解決方法を考え、実践する環境学習。 

    もう一つは、ただ自然体験だけではなくて、ノリすきや簾づくりなどの伝統を伝えると

ともに歴史を学ぶプログラムが必要ですね、とその中でみんなでまとめてきたと思います。

その中に「歴史や漁業などの自然以外の三番瀬の魅力についても気づいてもらえるような

プログラムも用意すべきだろう」と。 

    あと、「環境学習施設と環境学習の場の機能と構造」というのがあって、「三番瀬の海岸

線の多くは、護岸によって断ち切られ海に降りて行けない構造になっている。三番瀬再生

の目標である『生物多様性の回復』や『海と陸との連続性の回復』を目指した再生計画と

あいまって、三番瀬の海の生き物に触れ合える学習施設の場をつくり、環境学習施設をそ

の入口とし、利用マナー指導の拠点とするということが考えられる。」と。 

    最後に「提言」として、「環境学習施設、環境学習の場」というところで、「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
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の活用方法も含めて検討する必要がある」と。 

    皆さん、これは 18 年度にまとめたときに一緒にまとめましたので、記憶にあると思い

ます。 

    その中で特に力を入れたのが資料２－４ですが、「三番瀬のための（For）」という言葉

がかなりあって、それを実現するのは地域力だろうという言葉が入っていると思います。 

    僕のほうでは、まず場をきちっとつくってくださいということで、浦安市のプロポーザ

ルの資料２－３を見ていただくと、施設用地 2,000 ㎡と９号街区公園と 50ｍの緑地を一

体的に環境学習施設として整備する方向で提案してくださいということがプロポーザルの

募集のときに書いてあったと思います。それは一体としてということですから、一体とし

ないよりは非常にいいことだと思うのですが、環境学習の場ということを考えると、再生

の目標もありますので、海のほうに階段護岸があって 20ｍ緑地とありますが、そこも含

めてトータルなデザインがまず必要ではないか。なぜここが必要になるかというと、海と

陸の連続性とか、潮間帯生物の復活とか、そういうことを考えるとトータルなデザインが

重要である。 

    次のページの②ですが、三番瀬とゆるやかに連続した体験学習、再生体験の場を創設す

ることが大事で、これは安全なアクセスとかアプローチ、人と自然のふれあいの場とか、

１年中体験が可能になるような場が必要だろう。今、春先から昼間に干出する時間が短い

ということで、冬場は体験できない鳥の観察ぐらいはできるでしょうけど、現状のままの

護岸を抜きにして考えていくと難しいのではないか。 

    ③が、さっき言いましたが、浦安では、昔の風景というか、水田があってアシ原があっ

て、漁業の文化、べか舟があったりして、三番瀬の近くでそういうかつての文化とか原風

景が感じられる場所というのはやはり重要ではないかと思っています。 

    あとは、住民参加もあるのですが、先ほど県のほうの返事で「県は三番瀬再生計画等を

踏まえた整備を図るとの方針であることから、市との意見交換に努める」ということです

が、結局、三番瀬再生計画で環境学習等検討委員会をわざわざつくられていて、そこで、

施設だけじゃないよ、場も検討しましょうということで、わざわざ「等」という言葉を最

初に入れて、皆さんで議論した。そうしますと、護岸とか、緑地は企業庁ですが、その辺

は、三番瀬再生に資する点から言うと、学習施設等検討委員会できちっと議論する必要が

あるのではないか。そこをやらなければ、この委員会は一体何をやっているのですかとい

うことになっちゃいますので、ぜひ場の形成も含めて、きょう皆さんのご意見も聞きなが

ら、より良いものにしていく努力を。県のほうで方向性をこの委員会で検討してやってい

かないと、それの覚悟がないと、おそらく進んでいかないのではないかと思う。ただ議論

していても、それが実現しない。一生懸命やった結果、できないことはできないでいいと

思うのですが、その努力を惜しまないということが非常に大事ではないかと思っています。 

吉田委員長  一つは、平成 18 年度にこの委員会が取りまとめた報告に基づくべきであるとい

うご意見だったと思います。私もこれはもっともだと思って、よく考えてみると、この後、

委員も代わった方もいらっしゃるし、必ず年度はじめの委員会にはこれは参考資料として

付けたほうがよかったかもしれないなと思っています。次回でもいいですから、付けてい

ただきたいと思います。 

    もう一つは、浦安市の環境学習施設用地というだけではなくて、これは場の問題である
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ということで、その周辺の９号街区公園、50ｍ緑地、20ｍ緑地、護岸といったところと関

連づけて。これもごもっともなところだと思います。 

    事務局に事実確認をしたいのですが、環境学習施設用地は浦安市の土地で、それ以外の

部分はどこがどういうふうに所管することになるのでしょうか。それぞれの関係者がわか

っていたほうが皆さんが議論しやすいと思いますので、簡単に説明願えないでしょうか。 

事務局  資料２－３はページが飛んで大変申しわけないです。その資料２－３の後ろのページ

に図面がございますので、こちらで説明させていただきます。 

    どこが所管する部分であるかといいますと、緑地については企業庁です。護岸は県の河

川環境課。それ以外の一般住宅地あるいは街区公園、この図面で言いますと一般住宅地が

上のほうにあり、環境学習施設用地の隣が街区公園となっておりますが、こちらはＵＲと

いうことになります。 

吉田委員長  そうすると、県と県の企業庁、ＵＲというものが浦安市以外に関係しているとい

うことですね。そういったところをまたいだ方針というものが必要なので、そういったも

のが議論できれば、ぜひ、県のほうで調整したり各方面と話したりしていただきたいとい

うところですけれども。 

    これ以外に意見を出された方で何か言っておきたいことはございますか。 

    今井委員はいかがですか。 

今井委員  まさにここに書いたとおり、検討委員会として今後つくられる環境学習施設に関し

てどうされるのかというのはさっきもお伺いしたとおりなのでいいのですが、もう一つの

ところは、今まさにおっしゃった企業庁と河川環境課の管轄の部分に関して、この委員会

でこういうふうにしていただけるといいのではないですかということが一つ挙がってくる

と具体的な話としていいかなというふうに思いましたので、こういうふうに書かせていた

だきました。 

    つまり、ここを見ていただいて、50ｍとしかわからないのですが、緑地と護岸、これは

階段護岸で、高さで言うと１ｍぐらいの護岸があるのですが、それは大人であれば乗り越

えることができるのですか、子どもだとスロープとか階段みたいなものがないと簡単には

上がれないということになっていますので、その辺のところを、環境施設ができたときに

一部撤去できるのかとか、これは難しい話だと思うのですが、そこにスロープをつけられ

るのか、ステップみたいなものをつけられるのか、何か一つガイドライン的なものができ

るといいかなと思って質問をさせていただきました。 

    たまたま浦安で今そういう話が進んでいますが、今後、ほかの市、三番瀬に面している

部分で環境施設をつくられるときに、多分同じ問題が護岸があるところでは必ず出てくる

と思いますので、そういうところにも一つのガイドライン的なものがあるといいかなと思

いまして、質問させていただいたところです。 

吉田委員長  寺島委員はいらっしゃらないのでご意見を伺うことはできないのですが、また、

いらっしゃったらご意見を伺いたいと思います。 

    お二人の委員に共通するところは、浦安市の土地としては環境学習施設用地は護岸の内

側のところですが、三番瀬に一番面した場所にできるということで、単に一般的な環境学

習施設ということではなくて、三番瀬の日の出干潟の存在をある程度意識したものになる

べきだろうと皆さんは思っていらっしゃると思うのですね。そうするとそのアプローチは
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どうなるのか、そういった点に一番意識が行くかと思います。そういったところを皆さん

のご意見をいただければと思います。 

清水委員  変なことを聞くようですけれども、何となく突然湧いて出た環境学習施設をつくる

という浦安市の決定ですが、この施設をつくる資金は県は全く関与していないと受けとめ

ていいでしょうか。 

事務局  今のご質問ですが、この施設について財源的な面はすべて市の単独財源という形で行

っているところです。 

清水委員  ありがとうございます。浦安市が単独でつくるということになりますね。 

    もう一つ、浦安市が、今ここで行われている検討委員会に対して、施設をつくるにあた

って意見とか何かを求めてきていらっしゃるのでしょうか。「市は、市民と意見を交換し

ながら」という回答がここに書いてありますね。ということは、浦安市だけの話し合いで

あって、何となくこの検討委員会の意見を求めているようには感じられないのですが、そ

の辺はどうなんでしょうか。 

事務局  6 月 11 日の前回の三番瀬再生会議で後藤委員からもご指摘がありまして、正式に申

しますと、７月８日に浦安市から私ども県のほうに正式にこの件について説明があったと

ころです。我々県のほうも、知事選で体制が変わったという事情もありまして、そこら辺、

待っている間に報告が遅れてしまったのですがということで、丁寧な陳謝があったところ

です。その上で、７月８日につきましては、県の総合企画部の地域づくり推進課三番瀬再

生推進室と私ども環境政策課のほうで対応させていただきました。 

    それを受けまして、浦安市のほうも護岸と実際の三番瀬との間のアプローチというのは

大変気にされておりまして、ここら辺、先ほど事務局から説明しましたように、周辺緑地

が企業庁、護岸を持っているのは河川環境課と、いずれも県が所有しているところです。

そうすると管理責任というものも非常に問題が出てまいりますので、そこら辺の調整を三

番瀬再生会議のほうでお願いしたいという要望もございました。それを受けて、現にかな

り大きな問題であるということで、三番瀬再生推進室が中心になってとりあえず県のほう

の担当部局との調整を始めたところです。必要に応じて、もちろん私ども環境政策課のほ

うも協力してまいりますし、当然、浦安市、場合によってはＵＲまで含めてもよろしいか

と思うのですが、そこら辺の調整は県としてとってまいりたいと考えているところです。 

吉田委員長  経緯はそういうことだそうです。 

    この会議は県の会議ですので、そういう面で、施設そのものは浦安市が単独の予算でつ

くられるとしても、もう少し広い環境学習の場ということを考えた場合には、多数のステ

ークホルダーとの話し合い、調整というものが必要になってきますので、それについてぜ

ひきょうは皆さんの意見をいただければと思っています。 

後藤副委員長  意見の答えの中で「市は、県の三番瀬再生計画等を踏まえた整備を図るとの方

針」と。ということは、県の三番瀬再生計画等、「等」の中にこの委員会も入るのかどう

かわからないですが、意識して進めないと水辺へのアプローチも含めてできないという認

識が一つあるんですかね、今のお話だと。それだけ確認したい。 

    もう一つは、今井委員への返事にも、同じような形ですが、「市の生涯学習課との意見

交換に努めたい」という話ですが、浦安市の体制としては、生涯学習課というのは、僕が

ちょっと伺ったところによりますと、施設に対しては生涯学習課、それ以外の部分は違う
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課ではないかという話も伺っているのですが、その辺は県は把握していらっしゃるのでし

ょうか。 

事務局  水辺とのつながりということでは確かに浦安市は相当考えていらっしゃるようでして、

環境学習施設は 2,000 ㎡という形になっておりますが、それだけの単体ということではな

いという形で、アプローチというのは十分考えていきたいのだということでございます。

ただ、現実問題として、今閉じている水域のところに人が立ち入るようになると、その管

理責任がどうしても重要な問題として出てくるということ。現在の施設管理者である県土

整備部のほうは「かなり重要な問題である」という認識を持っておりますので、そこら辺

を慎重に進めながら協議を進めていきたいという形でございます。 

    浦安市の体制につきましては、確かに環境学習施設用地自体については生涯学習部です

が、全体の市の土地利用とか全体構想みたいなものは市の企画部サイド、あるいは環境部

サイドも一部絡んでくるとは思いますが、そういうところが中心になって進めておられる

ようでして、先ほど私が申し上げました７月８日の説明時もその２部が合同して説明に来

ていただいたという状況ですので、後藤副委員長がおっしゃられるような事態については

県としても把握しているところでございます。 

吉田委員長  私のほうから伺いたいのですが、「管理責任が生じるので」云々ということがあ

りましたが、県の河川環境課とか何かは、いま護岸をつくっているけれどもみんなが勝手

に乗り越えているのだと、そういう位置づけなのかもしれませんが、環境学習施設ができ

たときにきちっと安全に入れるようにするということについてはちょっと躊躇されている

ようなところがありますが、そのあたりについてはどういう考えをお持ちなのでしょうか。 

事務局  その辺、これからできるだけよい施設ができるように県としても協力してまいりたい

と考えているところでございます。なかなかこの場で明確な回答は難しいかもしれません

が、いま図らずも委員長おっしゃったように、公式には入れない、だけども現実問題とし

ては相当な人数の方が入られているのだ、そこら辺自体がまず問題だという市からの問題

提起もございましたので、その現実と施設管理者としての責任という部分をどういうふう

にマッチングしていくのか。せっかくこういうオープンな施設ができるよい機会ですので、

整理するにも一番いいきっかけだと思いますので、我々もできるだけ調整に動いていい方

向に行きたいと考えております。 

    浦安市のほかの地域においては、水辺に降りられるような形でということで県土整備部

のほうも配慮している地域があるというふうにも聞いております。ただ、歴史的に三番瀬

となるとちょっと慎重になる言い回しがあるような部分があるのかもしれませんが、そこ

ら辺はできるだけいい方向に行くようにこれから調整してまいりたいと考えております。 

吉田委員長  これに無制限に入っていくと、資源の枯渇の問題も安全の問題も両方あって難し

いところがあるのだろうと推察はするのですが、今まで何もそういう施設らしいものがな

い中で乗り越えていた部分については、それは利用者が自己責任で行っているのだと言え

たかもしれませんが、すぐそばに環境学習施設ができていく中で、そういう言いわけのよ

うなものが通じなくなってくるような気がするのですね。そうなってくると、何らかのル

ールをもって安全に降りられるような仕方を考えていかなくてはいけないのではないか。

以前、こういう環境学習施設が海に接してできたような場合には、そこにレンジャーのよ

うな指導者がいて、平成 18 年のこの委員会報告の中にも多少出てくると思いますが、あ
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る程度人数を制限して、環境学習施設の中で事前にレクチャーを受けた人だけが入れると

か、何かそういうような方法はどうかというのも出ていたと思いますが、ある程度そうい

ったことも考えていかざるを得ないのではないかという気はするのですが。 

事務局  まさに委員長がおっしゃられたようなことを提言としてまとめて出すことは、県にと

っても市にとっても良い方向につながる一つのツールになると思いますので、そういうよ

うな活発な議論をいただければ大変ありがたいと思っております。そこから先、具体的に

県土整備部がどう考えるか、あるいは市とどのように折り合いをつけるかというのは、ま

た別の話の部分はございますが、できるだけそのような提案をいただければ、当委員会と

してもありがたいと考えているところでございます。 

吉田委員長  ぜひ、これについてご意見をいただければ。 

後藤副委員長  18 年度の環境学習施設等検討委員会の趣旨を、県の方たちにぜひもう一度き

ちっと読んでいただきたい。それは、メンバーを含めて一生懸命ワークショップをやりな

がらぎりぎりの線でまとめてきたところですので。要するに、「三番瀬の再生のために資

する」というのは、千葉県が動かなければできないことですので。では、どういうふうに

資するのか。ただアプローチをつけるということだけではないと思います。ここでもし浦

安でできなければ、いま市川があるのですが、これで三番瀬の再生はできるのだろうかと、

僕はちょっと心配しています。いろいろ利害関係があって大変なのもわかるのですが、再

生の一歩として、ここが実は僕は一番やりやすいのではないかと思っていますので、ここ

をはずしたらほかのことはほとんどできなくなるのではないかという懸念を持っています。 

    それと、僕の意見の中で７番、浦安市で市川でやったようなワークショップをできるだ

け早目にセッティングしていただいて、市民の方がどう考えているか、ぜひ浦安でやって

いただきたい。市川のほうも、ワークショップをやったからそのとおりになるということ

ではないと思います。行政の考え方もあるので。幸い浦安のほうは、施設については検討

を進めていくと思うのですが、海側へのアプローチも含めて、ではどういうふうにしてい

くのか、どういうふうな姿がいいのだろうかということは、市民も交えて、これは浦安市

にも協力していただいて、ぜひ一度やらないと。寺島さんが書いているように、学校現場

の意見は何も吸い上げていないという意見も出ているので。市のほうは「市民等と意見交

換しながら進める」と書いてあるのですが、実際に具体的にどうするのか。ですから、皆

さんがどんなことを考えているかということも含めて、市川でやったようなワークショッ

プをぜひやっていただきたい。この委員会も、こういう会議の中で話し合うとなかなかあ

れですが、学校現場を持っている方もいらっしゃるし、環境団体の方もいらっしゃるので、

できるだけ多くの方に参加していただいて、そこで一度ざっくばらんにやって問題整理を

してみたほうがいいのかなと思っています。 

吉田委員長  ほかに委員からご意見ございませんか。 

    時間がちょっとありますので、傍聴席の方から意見があれば伺いたいと思います。 

    傍聴者の方で発言を希望される方は、名前をおっしゃってから発言していただきたいと

思います。なお、発言内容は議事録に残りますので、その点を配慮して発言をお願いでき

ればと思います。 

発言者Ａ  「大切にする会」の上野です。浦安市在住です。 

    先ほど、アプローチの問題で、県が大変後ろ向きである。結局、この環境学習施設等検
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討委員会も、アプローチを浦安のほうから出さないというような後ろ向きの意見が出され

ていますが、昨日も市川塩浜の護岸検討委員会で、海岸は自由使用だ、護岸については、

市川塩浜の護岸は一歩前進ですが、自由使用を認めるという方向が県から出されました。

しかし、その中で県の方がおっしゃったのは、浦安の護岸は波当たり、風当たりが強いか

らそこには柵を設けると。さっき吉田委員長がおっしゃったことと正反対の全く後ろ向き

の発言をされております。こういうことだったら、この環境学習施設等検討委員会は成り

立たなくなるのではないか。そこに対するルールづくりといったものを市民も含めてやっ

ていかなくてはいけない。 

    浦安市の環境学習施設というのも、本当は 10 年前からスタートしている。スタートの

視点が違っているのです。我々市民といろいろやりながらやってきて、今ようやくここに

こぎつけたような感じがする。県とこの環境学習施設等検討委員会と、相当のことですり

合わせをしなくてはいけない。県が一生懸命やってくれないと、もう全然前へ進まない。

市がどうのこうのではない。県が全然後ろ向きなところにいるというのがさっきの発言で

わかったので、そこはきちんと直していただかなければいけない。県が進めないといけな

いところだと思います。 

    以上です。 

発言者Ｂ  浦安市の市民の識内です。 

    私は、最近できたラムサールネットワーク・ジャパンで、去年ラムサールの会議に行っ

て大変関心を持って、ここ 10 年ぐらい、保全できないかとやっておるのです。 

    最近私は気になっておることは、漁業権等の問題がありましたね。例えば船橋とか行徳

関係は漁業権があります。浦安は全面放棄しておりますので、日の出の護岸のところを仮

にオープンにした場合は誰の海かということになると、誰の海でもない。そういう制限は

ほとんどない。 

    そういうことも考えて、特に日の出先端、これからオープンにしようとしている、設備

をつくろうとしているあの階段護岸、これはアプローチができるようにつくってあるので

すけれども、さて、どういうふうなことにするか。いろいろな方の意見を、例えば市会議

員の方にも聞いたり。最近、入札になった、業者も決まったということで、私どもはちょ

っと驚いておるんですけど。市民の意見とか団体の意見を聞いたと聞いているのですが、

私どもはパブリックコメントとかそういう意味では伺ってないんですね。この委員会の動

向を非常に注目していたのですが、入札にかかったということで、私は「えっ？」という

感じになりまして、今回も出席しておるんです。 

    例えば三番瀬というのは４市にまたがっているということで、オブザーバーも４市から

出ておりますね。そういう前提で言うと、これはまず横の連絡ですね。市同士、その間に

県が入って、そういう調整をやって、利用すると同時にどうやって海を保全するかですね。

言ってみればサスティナブル・ポイントですかね。ということで、海をきれいにしながら、

市民も楽しみ、漁業も高められる、こういうのが最終的な保全の目的だと思いますので、

そういう見地から、もうちょっと開かれた形で議論をしたほうがいい。 

    ただ、浦安のほうは、今回の話で、もうスケジュールはばっちり決まっているのですね。

大体の案が固まった、業者も決まったということもあって、私、市民としてはちょっと驚

いた。我々、市民団体がありまして、それでも驚いた話で、市のほうには申し入れをした
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りしております。市も、部門が三つぐらいに分かれております。環境、企画、生涯学習。

窓口は生涯学習課です。県が４市との調整も難しいところへ、市の中でも調整が難しいよ

うな感じもしているんです。 

    これは、いま上野さんがおっしゃったように、我々浦安の市民としては、県も相当力を

入れて過去７、８年やってきたわけですが、それらを踏まえて、市民が三番瀬に触れる、

しかも保全ができるような方式はどういうのがいいかということを、ぜひ、制度保全も含

めて考えてもらいたい。せっかくの設備がバラバラにできちゃう。船橋は既にあるようで

すね。ふなばし海浜公園とか。行徳、浦安はこれから。習志野は谷津があります。三番瀬

は広く 1,800ha あるということで、漁業権も一部あるわけで、そんなことから、浦安の場

合はそういう点では非常にフレキシブルで、自分らの海なんだか人の海なんだかわからな

いような感じがしますが、国も多分絡むようなことになるかもしれませんが、ぜひ調整を

する努力を発揮していただければと思います。よろしくお願いします。 

吉田委員長  今の傍聴者の方からの意見も踏まえて、委員の方、ほかにございますか。 

後藤副委員長  せっかくこの検討委員会がつくられて、この前、寺島さんも、18 年度は 100％

ここに書き込んだので、みんな頑張ってやったから、あとは県としてそれをきちっと受け

ていただいて、きちっとしたものをつくっていきたいというのがあるので、僕からは提案

として、一つは、浦安市も市民を含めたワークショップを市川みたいな形で一度やってみ

たらどうだろうか。それが一つの提案です。 

    もう一つは、三番瀬の再生にとってここの場所は非常に大事ですよという位置づけを、

この検討委員会のほうで再生会議に上げていく必要があるのではないかと思います。きょ

うの議論を踏まえて、県が相当しっかりした主体となって進めないといけないので、再生

会議でも、ここについては検討委員会で本気で議論しますよ、と。それに関わる例えば県

土整備部の方とかそういう方も入っていただいて、状況を伺いながら、浦安市にも声をか

けていただいて。ここと市川市の環境学習施設の二つは、ものすごく大きな、再生にとっ

ての第一歩として普通の人たちが見られる場所ですので、お金がかかるのもわかります。

ただ、努力しないでやめてしまうのではなくて、一応徹底的に議論して、できるかできな

いかというのは、最後、財政の問題もありますので。それから、国がどう動いてくれるか

というものもありますので。ただ、しっかりした位置づけをまずしたほうがいいのではな

いかと僕は思っています。再生会議で、もしこの検討委員会は重要だということになれば、

そういう検討をしていきますということも含めて、一度、再生計画の中の目玉として入れ

ていくということは重要かなと思っています。 

吉田委員長  皆さんから出た意見として、市民も含めたルールづくりとか、開かれた議論とか、

県にもう少し調整機能を発揮してほしいとか、そういった意見が出ていたと思います。後

藤委員からは、それに対して、市川でやったようなワークショップという提案もありまし

たが、できれば関係するＵＲ、市、県の中でも企業庁、県土整備部といったところも含め

て話ができたほうがいいと思いますので、どういう形がいいか、もう少し私のほうでも事

務局側と相談していきたいと思います。いずれにしても、実現可能性のあるような形でそ

ういった場をつくる方向で考えていただきたいと思いますが、事務局のほう、いかがでご

ざいますか。 

事務局  事務局の考え方を述べさせていただきます。 
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    まず、後藤委員がおっしゃられた環境学習の 18 年度の結果、常に原点に立ち戻るべき

だということは、本当にそのとおりだと思います。それは常に意識しながら考えていきた

いと思います。 

    それからワークショップの話ですが、私ども行政に携わる人間からいたしますと、今、

県と市は自治体として対等でございます。こういう施設、パブリックコメントとか、市民

の声を聴くということにつきましては、それぞれ対等な自治体の中でそういうルールづく

りが定められている中で、その市の今あるルールを侵してまで何かを申し入れるというの

は、かえって物事が進まなくなるのかなという印象を事務局としては持っているところで

ございます。もちろんこの場で出た意見はすべて議事録に残りますし、先ほど小野沢から

申し上げたとおり、内容をまとめた上で浦安市に提示していく。それと、先ほど申し上げ

ましたように、県庁内の調整も７月から動き始めた段階でございます。変な話ですが、今、

企業庁が幕張になりまして、集まるのだけでも一苦労というのがありまして、そこら辺、

端緒についたばかりというところもございます。事務局の案としては、いろいろここでい

ただいた忌憚のないご意見を取りまとめた上で、委員長等にもお諮りした上で浦安市のほ

うに提示する、このような案を持っているところでございます。 

吉田委員長  二つ意味合いがあると思います。浦安市のほうでやる環境学習施設用地について

は、市が市民の意見を聞きながら進めている。それに対して、十分聞けていないのではな

いかという意見が、市民の方、あるいは寺島委員――今はいらっしゃいませんが――から

あったということです。これは、そういうことがあったということをお伝えいただければ

いいと思うのですが。いま議論になっているのは、市のやることについてみんなが意見を

言う会を県がつくれと言っているわけではなくて、市の外側にあるところのアプローチ、

護岸とか緑地といったところも含めて、環境学習の場としてどうしたらいいのか、そうい

う議論の場が必要なのではないか。それはここでもあるのですが、もう少し開かれた場で

議論してはどうかという提案。もう一つは、関係するセクターの意見を県のほうで取りま

とめてほしいと。その二つがあったと思うのです。 

    後者のほうについては、「それはやります」というお答えだったかと思いますが、でき

ましたら、環境学習の場という面でもうちょっと意見を聞く場があったほうがいいと思う

のですが、結果的に浦安市のほうが「それでは私たちは出ていけない」という形になって

しまったのでは実効性がありませんので、その開き方についてはいろいろ検討していいと

思いますが、これだけ意見が出ていますので、何らかの形で考えていけたらなと思ってい

るわけです。 

事務局  意見があったことは、貴重なご意見ということで、特に今までの議論の中でも私ども

は承知しているところですので、申し伝えようと思いますが、図らずもいま委員長からご

指摘いただいたとおり浦安市という相手があることでもございますので、そこら辺は十分

調整しながら委員長ともご相談しながら対応していきたいと、このように考えております。 

吉田委員長  そういったお答えをいただきましたが、よろしいでしょうか。 

後藤副委員長  いろいろ事情があるのはよくわかっていますので、これ以上はあまれあれなん

ですが、とにかく我々は、三番瀬の再生を含めて、その中で環境学習施設とか環境学習の

場をどうしようかという議論を一生懸命していますので、最初から拒否をするのではなく

て、報告にも書いて、それは県の皆さんも一緒に入ってつくったものですから、少しでも
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できることはやっていくという姿勢をぜひしていただきたいと思います。 

    浦安市が出ないような形はあまり良くないと思うので、むしろ環境学習の場のあり方、

三番瀬再生と絡んだ場のあり方はここで県のほうで議論しないとそれはできないことだと

思いますので、それはやはりここの検討委員会が意見を吸い上げる部分というのはあると

思うのです。ですから、そこは、無理のない形で結構ですので、自由闊達に意見が言える

場をセッティングしていくように心がけていただきたいと思います。 

吉田委員長  誤解のないように申し上げますが、浦安市の環境学習施設のことについて絞って

意見を言うような場をつくるということではなくて、先ほどから出ていますように、浦安

市からも７月に県に説明したときにもアプローチについては要望があったということで、

これはこのまま何もせずにできると、せっかく三番瀬のすぐそばにあるのに潮風が来るだ

けの環境学習施設ということになってしまって、環境学習施設としては、平成 18 年度に

検討会でこういった施設が望ましいねと言ったものとは随分かけ離れたものになってしま

いますので、その辺についてはさまざまなセクターの協力が必要ですので、それを乗り越

えるような、そういうアプローチが必要だと。 

    この委員会はもう時間が限られていますので、そういった方向性が出ているということ

をまとめるので精いっぱいだと思います。少し時間をかけたり、あるいは浦安市やＵＲと

いった関係者も出てこれるような形で何らかの話し合いの場が必要だということは、きょ

うの皆さんのご意見からもっともなことだと思いますので、この場でどういう形でいつや

れということはちょっと決められないと思いますので。きょうの意見を受けて何らかの方

向をこれから検討していくということでまとめたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

事務局  先ほどから申していますように、庁内での連絡調整がまだ始まったばかりという状況

もございます。ちょっと誤解があるのかもしれませんが、何が何でも護岸に出さないぞと

県土整備部が言ったとは私も聞いておりませんので、そこらの確認も。もちろん施設管理

者として非常に心配しているということは一般論としてはわかるのですが、一方で、こう

いう環境学習施設ができることを契機にできるだけ良いものをつくっていきたいというの

も、これは当たり前のことですので、そこら辺を調整させていただきながら、浦安市、あ

るいはＵＲ、県の他部局等が参加しやすい方法は何かないかということは、こちらのほう

でも検討させていただきたいし、またご相談させていただきたいと思います。 

吉田委員長  今の回答をもって、この議題については閉めまして、次の議題に入りたいと思い

ます。 

 

（２）平成２１年度事業実施状況について 

（３）平成２２年度実施計画策定の考え方について 

 

吉田委員長  次の議題（２）と議題（３）は、平成 21 年度に進んでいることと、22 年度はど

ういう方向でということで関連していますので、資料３と資料４を続けて説明いただきた

いと思います。お願いします。 

事務局  資料３、資料４を続けて説明いたします。 

    まず資料３、三番瀬再生実施計画の環境学習・教育事業の実施状況について説明いたし

ます。 
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    最初の表の「三番瀬再生に係る環境学習検討事業」、こちらは当委員会の開催です。本

日、第 10 回の委員会を開催して、第 11 回委員会を 10 月下旬に開催したいと考えており

ます。 

    次の「環境学習基本方針推進事業」のうちの「スキルアップ講座の開催」につきまして

は、資料３の３ページをご覧ください。10 月にふなばし三番瀬海浜公園と谷津干潟自然

観察センターで開催予定で、今後、参加者の募集を行います。今年度は、前回の委員会で

スキルアップ講座でいただきました意見、具体的に受講者の活動の広がりに結びつけるた

めにどうしたらいいかということを少し工夫してくださいよという意見だったと思います

が、それに応えるという意味で、「昨年度との変更点」のところ、上から２番目の「・」

ですが、講座の最後に「今後の活動につなげるために」と題して、受講者が自ら観察会を

企画・運営するためにはどうしたらよいかを考える時間を設けることとしております。 

    １ページに戻っていただきまして、県民環境講座については、ＮＰＯ公募事業であるこ

とから、これは本年度はじめての新規事業です。ＮＰＯにお願いするということでは新規

事業です。そういうことで市町村と連携する必要があると考えまして、最初に三番瀬の生

物多様性の保全などをテーマに市町村に対して開催希望調査を行いました。その結果、①

から④の市が地球温暖化防止、３Ｒの推進で手を挙げたのですが、三番瀬については手を

挙げる市町村がございませんでした。ただし、事務局としては三番瀬の問題は重要である

という認識がございますので、三番瀬を入れた①から⑤のテーマでＮＰＯの募集を行い、

ホームページの掲載とかＮＰＯ等への個別の呼びかけを行ったところです。また、募集期

間についても、当初、5 月 25 日から 6 月 24 日、１ヵ月間とったわけですが、三番瀬への

応募はないということで、さらに 7 月 15 日まで延長したところです。しかし、残念なが

ら三番瀬については応募者がございませんでした。 

    事務局といたしましては、今後は、その下にございます地域教材作成事業において三番

瀬をテーマに募集したいと考えております。 

    その下の環境学習情報提供システムについては、20 年度に情報を収集して、21 年 4 月

から情報提供をしております。 

    資料３の４ページをご覧ください。 

    現在、講師情報、団体・サークル情報、学習・イベント情報として、全体で約 350 件の

情報が寄せられております。資料では表が二つに分かれておりまして、下のほうは追加依

頼中件数となっておりますが、この部分は実は今週掲載が完了しましたので、全体で 350

件の情報が、現在、この環境学習情報提供システムに掲載されているところでございます。 

    なお、これは全件の情報ですが、このうち三番瀬関係の情報は現在のところ 10 件でご

ざいます。 

    その下ですが、環境月間行事情報を 120 件ほど提供しております。このうち三番瀬関係

の情報は１件でございます。 

    なお、環境学習情報提供システムは、教育庁の生涯学習システム、これは次の５ページ

ですが、ちばりすネットを活用しておりますので、５ページ以降にはちばりすネットから

の検索方法についての資料を提供しております。 

    環境学習情報提供システムについては、引き続き情報の収集、情報の提供方法の改善に

努めてまいりたいと考えているところでございます。 
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    資料３の説明は以上でございます。 

    続きまして、資料４の説明をさせていただきます。 

    22 年度実施計画策定の考え方ですが、まず本年度のスケジュールです。今回 7 月 31 日

の委員会で実施計画の方向性について討議いただきまして、８月の上旬から中旬に事務局

案を作成し、委員に意見を伺いたいと考えております。その上で、９月２日開催の三番瀬

再生会議で 22 年度の環境学習・教育事業の方向性を提示し、９月中旬に 22 年度環境学

習・教育事業（案）を作成し、10 月下旬の次回第 11 回の当委員会で事務局案についてご

討議いただきたいと考えております。そして次回会議の議論を受けて必要に応じた修正を

行い、11 月 20 日開催予定、これはまだ 11 月 20 日ごろの開催予定ということですが、こ

の三番瀬再生会議で 22 年度事業（案）を提示するというのが、事務局の考えているスケ

ジュールでございます。 

    なお、参考まで 21 年度実施計画の方向性について読み上げさせていただきます。 

    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さ

ら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。 

    以上が 21 年度実施計画の方向性でございます。 

    資料の説明は以上でございます。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    今、今年度進行中のものと来年度の計画に関するものの検討スケジュールを説明してい

ただいたわけですが、まず、今年度のことについて何か皆さんからご意見等ございますか。 

    県民環境講座のほうは、三番瀬について公募したのに応募者がなかったということで、

これはちょっと残念なことだと思うのですが、教材作成についてはまだこれから可能性が

あるということで、ぜひとも三番瀬から応募があるといいなと思うのですが。 

    この辺についてはどんな広報をなさったのでしょうか。 

事務局  県民環境講座につきましては、県のホームページでの広報、それからＮＰＯ等への個

別の応募の呼びかけなどを行ったところでございます。 

吉田委員長  資料３について、何かありますか。 

    なければ、資料４を含めてご意見ございますか。 

    先ほど早口で読み上げられたのですが、いま考えていらっしゃる人材育成に関しては、

スキルアップ講座とインターネットによる情報提供と県民環境講座といったようなものが

具体的に挙げられていたということですね。 

後藤副委員長  資料４のほうですが、「８月上旬～中旬 第 10 回委員会等での委員からの意見

を受けて、事務局より、平成 22 年度環境学習・教育事業の方向性を各委員に提示し、意

見を伺い、方向性を作成する。」というのがあるのですが、以前は、例えば「22 年度三番

瀬環境学習施設等検討委員会の計画案についてどう思いますか」という聞き方だったので
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すが、今回は「22 年度環境学習・教育事業」と。特にこういう言葉になったというのは、

何かあるのですか。 

事務局  この流れは、昨年度と同じ流れでございます。私も今年度から担当しておりますが、

実は方向性の中である程度事業も具体が見えてきているようなところもあります。ですか

ら、これで方向を示していただければ、実際の実施計画の案もある程度書ける。 

    もう一つは、三番瀬再生会議のほうから最初に方向性ということで求められますので、

それに答える。二段階になってしまっています。 

    後藤委員のお気持ちは、昨年度かなり議論してまとめていただいていますので、こうい

う二段の形が本当に必要なのかというところはあるかと思いますが、今の流れとしてはそ

のような処理をさせていただきたいと考えております。 

後藤副委員長  失礼しました。実施計画のほうでもそういうふうに入っていましたね。その中

に「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」という言葉も

入っていました。 

    ちょっと僕が心配しているのは、今度また意見を出させていただきますが、大きな枠組

みが上にあって、その下に、例えば環境学習検討事業はもちろんこの会ですから学習基本

方針というのはあるのですが、文章のほうが入り乱れているのでちょっと埋もれちゃう感

じがあるので、その辺はまたご相談だと思うのですが、検討事業がきちっとあって、全県

ベースというのは二つともそうなるのですが、再生会議に出すときは、三番瀬に関する環

境学習としては何をやるかということが出ていたほうが、三番瀬の実施計画としては読み

やすいのかな。逆に、今度、全体の環境学習のときには三番瀬のほうはちょっと後でもい

いなという感じがあるので、三番瀬再生会議に出す場合はそのほうがいいのかなという感

じがしています、 

    感想だけです。意見は、いただいたときに出させていただきますので。 

吉田委員長  私のほうから一つ質問ですが、再生計画に沿って年次計画をつくっておられます

が、その中で環境学習に関して、これは自然保護課の所管なのかもしれないので、渡邉課

長からお答えいただいてもいいのですが、ビオトープのネットワークをつくるということ

が三番瀬の計画の中にあって、それを三番瀬までつないでくると。これも、どこの課が担

当しようとも、平成 18 年度のこの委員会の提言に基づいて行われていると思うのです。

そういった面で、平成 22 年度の事業の中では、「ビオトープネットワークの形成」、平成

18 年度でこの委員会がまとめた言葉では「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とらえる視点を提供してくれる」

ということで、それをやってくださいということが出ているのですが、それについてはど

ういうふうに進められる予定なのか。あるいは、この委員会とはどういう関連性を持って

進めていくのかというあたり、環境政策課からでも、あるいは自然保護課からでも伺えれ

ばと思うのですが。 

自然保護課  ビオトープネットワークにつきましては、こちらの環境学習施設等検討委員会に

おいて検討していただいてつくり上げていくということになっております。現在、その部

分で時間がかかっているのですが、検討するための資料づくりを進めているところでござ

います。次回にはその案みたいなものについてはご提示できればと思っております。 
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吉田委員長  わかりました。では、次回、まだ日にちは決まっていませんが、10 月下旬のこ

の委員会の中で検討の対象になるということですね。 

自然保護課  一応、そのような予定で考えております。 

後藤副委員長  僕の記憶では、僕がやっていただいた経緯があって、多分、県のほうはご苦労

されて、何をやったらいいのかという感じだったと思うのです。 

    三番瀬のほうの目標生物とか、今度グランドデザインに入ってくると思うのですが、そ

のときにビオトープというか生態系の話がかなり明確になってくれば、ではどういうこと

が三番瀬でできるのだろうかということから、「命のつながり」という表現を入れていた

だいたと思うのですが、その中で目玉になるようなものが……。おそらくワーキングが今

度できてきて、グランドデザインをやってくださいと。再生会議のほうに「どのワーキン

グに入りますか」「テーマは何ですか」ということで挙げられているのは、おそらくこの

中で検討してきたことがグランドデザインの中で生かされる場面も出てくるのかなと思っ

ていますので、その辺の動きは、皆さんにも逐一ポイントを入れながら少し資料等を提供

していただいたほうがいいのかなと。そうすると、今度その中で、環境学習の場とか、そ

れがどういう位置づけになってくるのだろうということが少し明確になってくると思いま

す。今は難しいと思いますが、おいおいやっていくうちに出てくると思いますので、三番

瀬再生全体の中でこの会がどういう位置づけでどの辺に位置するのかというのはある程度

わかっていただいたほうが議論がしやすいと思いますので、その辺、情報提供も含めて今

みたいな話をよろしくお願いしたいと思います。 

吉田委員長  この二つの議題について、ほかに委員から何かご意見ございますか。 

    よろしければ、議題（２）と（３）についても傍聴者の方でご意見があれば伺いたいと

思いますが、傍聴席から発言希望の方はいらっしゃいますか。 

    いらっしゃらないですね。 

後藤副委員長  浦安のほうでもビオトープの話は少しずつ進んでいますし、行徳のほうでもそ

ういう動き、船橋でもあると思うし、習志野はもともと谷津干潟というのがありますので、

その辺の情報が、なかなか皆さん、各市のことはわかるのだけど。昔から県のほうは、ビ

オトープの話はかなり先駆的にやられていたと思います。その辺ももう一度整理しておい

ていただきたい。僕も浦安のビオトープの状態はどういうものかというのも資料を提供い

たしますので、一度関わるところを整理しておいたほうがいいのかなと思います。僕も協

力しますので、各市でやられている方たちがいっぱいいると思いますので、資料があれば、

そういうことも提供し合えばいいのかなと思っています。 

吉田委員長  そうですね。生物多様性の戦略を千葉県は自治体の中で一番早くつくったわけで

すが、国家戦略の中でも生態系ネットワークを形成するということは非常に重要なテーマ

になっておりますし、ビオトープのような形でつないでいくということは非常に重要だと

思いますので、ぜひ、この検討会としても重要な議題としていけたらと思います。 

渡邉委員  自然保護課長の渡邉です。 

    今、ビオトープの話が出ましたが、これは三番瀬周辺にかかった話ではなくて、県下全

域としては、昨年度から、学校が地域と連携して行うビオトープ事業を公募して、県のほ

うで一部助成しているという事業がございます。県下では、審査した上で十数校に補助を

している。本年度は２年目になりまして、今年も決定いたしました。昨年度十数校やった
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ところについては、確か 10 月か 11 月に県の中央博物館で発表していただきまして、あわ

せて、周りの学校とか興味のある方にも呼びかけましてシンポジウムを開くということを、

県下全域ではやっているところです。本年度もそのようなシンポジウム、さらにビオトー

プの重要性を広めるような取り組みをしたいと考えております。 

 

（４）その他 

 

吉田委員長  それでは、「その他」ですが、委員の方から何かご発言ございますか。 

    桑原委員、これについて何かあればお願いします。 

桑原委員  議事とは全く違う意見を何点かお話します。 

    施設をつくるのはいいのですけれども、20 年後にかなり運営が困難になります。メン

テが非常に重要です。その点、県のほうからは伝えにくいかもしれませんが、市のほうに

「大変です」と伝えていただければ、ありがたいです。これは私の個人的な意見ですけれ

ども、いつも「施設は要らない」と言っております。 

    それと、観察会に関してです。ここのところ非常にやりにくいです。数年前から、観察

会の予備日、さらにその予備日でも中止になることがあります。外で観察するのは非常に

難しいです。委員の方にも非常に言いにくいのですが、外で観察するというのは軽々しく

言えないと思います。特に、夜間とか早朝はちょっと例数が少ないのでわかりませんが、

死亡したりする場合もかなりあるかと思います。この前の北海道の遭難の話も、海岸では

あり得る話なので、気をつけていただければと思います。 

    それから、生物多様性というのは非常に重要な内容なのですが、一般の方は全くわから

ないのではないかと思います。生物多様性で話を進める場合は、必ず具体例を入れる。例

えば種類の名前とか、環境の状況とか、そういった具体例を入れないと、生物多様性と言

っても、例えば講座観察会、イベントで言うと展示会、ほとんど人は来ません。身近なも

ので説明してやっていかないとだめだと思います。 

    これはパターンですが、漢字がたくさん続くと、みんな逃げちゃうのですね。何回もこ

こでお話ししているかと思いますが、「会議に参加してください」といろいろな方に言っ

ても、やっぱり若い方は来てくれないのです。委員の責任でもあるかと思うのですが、会

場に参加していただくような努力も必要だと思います。 

    これも議事とは違うのですが、関係部局もしくはセクターの図面を次回に用意していた

だけませんでしょうか。話の内容がわからなかった方がほとんどじゃないかと思います。

というのは、何ヵ月も前に会議をやっているので、わかりませんよね。護岸がどこの管轄

だとか、県と市がどういうふうに議論しているのか、全く理解できないと思いますので、

できれば次回、図面と、あと、図面ではわからないかと思うので、表を事務局のほうで用

意していただけないでしょうか。 

吉田委員長  表というのは、何についてですか。 

桑原委員  護岸はどこの担当という図はあるのですが、図とまた別にまとめた表が説明には必

要だと思います。 

    もう一つ、これもお願いですが、浦安市ではかなり環境学習に関する行動を行っていま

す。昨日も博物館でいろいろ活動されていました。浦安市にも立派な博物館があります。
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環境学習施設とか施設の検討をされている方が博物館などと調整されているのかどうかが

疑問です。「されていますか」と一言言っていただければと思います。 

    施設をつくるのはいいのですが、20 年後になると、とにかく建物の維持管理ができな

い。建物以外にも、多分、護岸とかそういった構造物に問題が出てくるのではないかと思

います。その辺は話しにくいかもしれませんが、ぜひ話し合っていただければと思います。 

吉田委員長  ほかに委員の方からご発言ございますか。 

    せっかく、きょう委員になられたので、島田委員、何かご発言があれば一言お願いした

いのですが。 

島田委員  私は日ごろ谷津干潟観察センターのほうで管理業務を行っているのですが、今回、

うちのスタッフがスキルアップ講座のほうでお手伝いさせていただくのですが、こういう

形での環境学習等をこれからプランニングされていく中で、施設だけではなくて、こうい

った形での人材育成、人材の活用の仕方は、同時並行的に必要だと私は思うのです。日々、

私は現場でいると、施設だけではなくて、そこに携わるレンジャー及び指導者、またはそ

こに関わる一般市民の方々の協力というものがないと、決して維持できていかないと思い

ます。そういった形で施設の検討をすると同時に、こういった形で人材育成のプランニン

グをしていくことはすごく大切だと私は思いますので、三番瀬と谷津干潟は直近の中であ

りますので、人材育成の活用については、活用の方法はいっぱいあると思いますので、セ

ンターとしては全面的に協力させてもらいたいと思っております。こういった形のものが

頻繁に行われることがいろいろな方の参加促進にもなると思いますので、ぜひ行っていき

たいと思っております。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

鈴木委員  全く違うことで申しわけないのですが、ここのところビジターセンターというとこ

ろへ行くのが非常に好きで、何回か行っているのですが、確か４、５年前は、ビジターセ

ンターへ行ったときに、とっても最新な情報があると思っていたのですが、また同じとこ

ろへ行ったら、ほとんど同じというような感じをつい最近受けたのです。こういう施設と

かこういうものをつくったときに、常に最新のものに変えられるこちらのパワーなり人材

をしていかないと、そのときは皆さんの力と結集でいいものができるかと思うのですが、

それが古くなってしまうと、本当に「あぁ何だ」というような感じをものすごく受けます。

最近行った中では、神奈川県の小田原にできました地球博の展示は、もう本当に感動する

みごとなものでありました。私たちの中でも、体験という部分で、何か常にチェンジして

いかれる、変えていかれるようなものが必要ではないかと感じております。 

    もう１点として、体験学習の場としての必要性も大事だと思いますが、環境学習の場と

してできたときに、ぜひ海の情報を。海岸の三番瀬ということだけじゃなくて、三番瀬の

海の潮のこととか、最新の海の風の向きとか。ちょっと個人的なことで申しわけないので

すが、東京湾を離れてある島へ行ったときに、気候とかそういう関係で帰ってくることが

できなかったのです。ところが、島の方たちはそれを 100％わかって、天気予報で全部把

握しているということで、自分の未熟さを感じたのですけれども。その施設に行ったとき

に、体験だけではなく、今の情報がモニターで映っているということがあると、例えば雨

の日にそこへ行っても、実際に外へ出られなくても、そういう最新の何か現場を映すもの

があったらいいかなと思ったので。ちょっと余談になりますけれども。 
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吉田委員長  事務局のほうは、「その他」で何かございますか。 

事務局  事務局としては、今ご議論いただいたものを取りまとめていくわけですが、特に 22

年度の実施計画に向けては、きょういただいた意見をもとに、早速、来週早々にも方向性

について案をまとめて、委員の皆様方の意見を伺っていきたいと考えております。また、

いろいろお忙しい中、ご協力をお願いすることになりますが、よろしくお願いしたいと思

います。 

後藤副委員長  環境学習の場のことについては、「慎重に」という表現で今までずっとつない

できていたのですが、いろいろな動きがありますので、多少積極的に取り組むという方向

性を極力努力して入れていただきたいと思います。みんなも「慎重に」と最初から書いて

あるとやらないのではないかと思いますので、周りの状況もちょっと動いてきていますの

で、その辺の言葉の使い方だけ、できる範囲で、どの程度の強度になるかわかりませんが、

今までのものを、もうちょっと「県が主体でやりますよ」というイメージを出していただ

きたい。これは要望です。 

吉田委員長  ほかにございませんでしたら、これで議事はすべて終了ということでございます。

次回は 10 月下旬ということですが、具体的な日程については事務局から皆さんのほうに

調整してもらいますので、よろしくお願いいたします。 

    それでは、事務局のほうに進行をお返しいたします。 

 

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。委員の皆様もご苦

労さまでした。 

    それでは、これで第 10 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。 

    皆様、長時間にわたりありがとうございました。 

―― 以上 ―― 


