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     １．開  会 
 
事務局  会議に入る前に、配付資料の確認をいたします。 
    お手元には、 
     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。出席の状況を記載したもの

が載っております。 
     資料№１ 三番瀬環境学習施設等検討委員会設置要綱 
     資料№２ 第１回委員会会議結果 
     資料№３ 環境学習関連施設視察会の結果について 
     資料№４ 海外における環境再生事例について 
     資料№５ 三番瀬及び谷津干潟を対象とした環境学習の状況 
     資料№６ 三番瀬周辺施設における入館・入場者の状況 
     資料№７ 三番瀬において環境学習を実施しているＮＰＯ団体等名簿（暫定版） 
    委員の方には、資料№４の基の資料となりました「海外環境保全先進地事例視察報告

書」も配付しております。 
    資料は以上ですが、不足はございませんか。 
    ただいまから、第２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の司会進行を務めます、私、千葉県環境生活部環境政策課の千代と

申します。よろしくお願いいたします。 
    はじめに、委員の異動がございましたので、新たに就任された委員の方々をご紹介いた

します。 
    まず、谷津干潟自然観察センターの所長さんですが、前任の海老原様に代わりまして長

谷川様。 
長谷川委員  長谷川です。この４月に人事異動がございまして、観察センターの所長になりま

した。今度こちらの委員になりました。よろしくお願いします。 
事務局  県のほうですが、異動により、環境政策課長の平井委員でございます。 
平井委員  平井です。よろしくお願いします。 
事務局  同じく自然保護課長の庄司委員です。 
庄司委員  庄司でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
事務局  また、オブザーバーとして４市に加わっていただいておりますが、浦安市を除き、本

日は、市川市、船橋市、習志野市のそれぞれ担当課長様にご出席いただいております。 
 
     ２．議  事 
 
       （１）委員会設置要綱について 
 
事務局  それでは、議事に入ります。 
    議事の進行につきましては、吉田委員長にお願いいたします。どうぞよろしくお願いし
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ます。 
吉田委員長  ３月の第１回「環境学習施設等検討委員会」に引き続き、５月に開催させていた

だきました。また、5 月 13 日には、急な連絡で申しわけございませんでしたが、現地視

察等ご参加いただいた方にはありがとうございます。今回は時間の都合で市川市、浦安市

を中心とした施設を見学させていただきましたが、習志野市や船橋市の施設、あるいは県

外の施設等を見る機会をつくっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
    それでは早速議事に入らせていただきますが、まず、議題（１）委員会設置要綱につい

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。 
    前回・第１回の検討委員会で設置要綱案ということでご審議いただきまして、その中で

第２条の第三号「三番瀬を活用した環境学習のための施設について」というのが現要綱案

でございましたが、「施設」だけではなくて「場の提供等」についても検討事項として加

えたほうがよろしいのではないかというご意見がございました。 
    それを受けまして、第２条第三号を「三番瀬を活用した環境学習のための施設のあり方

や場の提供について」という要綱にさせていただければと考えております。 
    説明は以上でございます。 
吉田委員長  第２条の三を、「三番瀬を活用した環境学習のための施設のあり方や場の提供に

ついて」と、「のあり方や場の提供」という部分を追加するということですが、何かご質

問ございますか。 
    よろしければ、お認めいただいたと思いまして、次に進みたいと思います。 
 
       （２）第１回委員会会議結果について 
 
吉田委員長  それでは、議題（２）第１回委員会会議結果について、説明をお願いします。 

事務局  配付資料№２をご覧ください。第１回委員会の会議結果の要旨でございます。 

    議題として、最初に「三番瀬環境学習施設等検討委員会の設置」ということで、先ほど

説明した委員会の設置要綱（案）について事務局から説明し、協議をしていただきました。 
    主な意見としては、後藤委員から、 

      設置要綱（案）の第２条三号の検討事項「三番瀬を活用した環境学習のための施設

について」という表現で書かれているが、再生計画の事業計画案の環境学習・環境

教育の中には「環境学習のための施設のあり方や場の提供」となっているので、要

綱でも「施設」だけではなく「場」も入れたほうがいいのではないか。 

   という意見がございました。 

    これにつきましては、委員長から、「三番瀬を活用した環境学習のための施設のあり方

や場の提供について」にしてはどうかという修正提案がございまして、委員に確認の上、

了承していただいた。そして本日、議案１号ということで確認させていただいております。 

    続きまして、前回の議題（２）三番瀬再生計画案（円卓会議案）における「環境学習・

教育」について。「三番瀬再生計画案（抜粋）」をもとに事務局から説明をし、意見交換を

していただきました。 

    主な意見としては、後藤委員から、 
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      円卓会議は、市川、船橋、浦安の３市だったが、今の再生会議では習志野市にも加

わっていただいてやっているので、誤解のないように一言つけ加えておく。 

   というご意見がございました。 

    蓮尾委員から、 

      円卓会議の中で「環境学習・教育」については、ある意味では異論が全然出なかっ

た。ではどうしましょう、自分はどういうふうにかかわりましょう、何を必要とし

て、どんなことがあったらいいのか。 

      環境学習の検討委員会では一つには夢を語っていただきたい。こんなことが三番瀬

でできるのではないかと。 

      もう一つには、現実も見ていただきたい。千葉県の財政状況も非常に厳しいし、こ

れは市のレベルになっても決して楽ではない。 

      この場に来ていらっしゃる皆さん自分たちで環境学習を実践していらっしゃる。そ

ういった方たちがどんなことがここでできるのか、そのためにはどういったことを

この場でやっていったらいいか。この場が活発でなければ、活発に進めていくこと

はできない。 

   という意見がございました。 

    次に、議題（３）環境学習に関する県の取り組みについて。「千葉県における環境学習

の取り組み」について、基本的な考え方やその方向、推進方法等について事務局から説明

して、こちらについては特に委員から意見はございませんでした。 

    次に、議題（４）環境学習に関する各委員の取り組みについて。出席された委員及びオ

ブザーバーから、それぞれの環境学習に関する取り組みについて紹介していただきました。 

    次に、（５）今後の進め方について。「三番瀬環境学習施設等検討委員会の今後の進め方

（案）」について事務局から説明して、今後の検討委員会での検討の進め方について意見

交換を行ったところでございます。 

    主な意見としては、桑原委員から 

      団体、市町村、行政がやっているような環境学習、教育をリストアップして、無理

のない計画を、こうやればうまくいくというのをつくったらどうか 

   という意見がございました。 

    吉田委員長から、 

      環境学習の実施状況について行政のデータは次回までに事務局でまとめていただき、

ＮＰＯなどの市民活動については、行政でわかっている団体のリストをつくって、

委員のほうで加えていったらよいのではないか。 

   という意見がございました。 

    森委員から、 

      こんな資料は議論する上で必要であるというものは 100％でないにしても集めなく

てはいけないと思うので、そういうものはお気づきの時点でなるべく早く注文を出

していただきたい。 

   というご意見がございました。 

    鈴木委員から、 

      １ヵ月以上前に日程がわかっていないと非常に苦しい部分があるので、なるべく早
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めに日程を教えていただきたい。 

   という意見がございました。 

    今井委員から、 

      環境先進国の事例を見たり聞いたりすると、全く考え方が違うというところに気づ

いたりするので、可能であればぜひ知りたい。 

   という意見がございました。 

    吉田委員長から、 

      視察会については、視察する場所の相手方もあるので、事務局のほうで詰めた上で

メールなどで皆さんのご都合を伺いましょう。 

   という意見がございました。 

    最後に、（６）その他として、以下の事項について申し合わせということでございます。 

     ①各委員が関わるイベント等の情報を共有し、相互の様子を理解できるようにする。 

      催しの情報があれば、委員から事務局に知らせていただき、そういったものを互い

に共有して、ほかの催しにも出ていただければお互いの様子がよくわかる。そうい

う情報を出していただければと思う。 

   という意見がございました。 

    それと、次回の検討委員会、本日ですが、5 月 23 日に開催することに決定したという

ことでございます。 

    それから、傍聴者からの意見等です。意見をいただいたのは５名いらっしゃいます。 

    前川様からは、 

      「三番瀬」という文字が地図に入っていない。これは行政がメディアに向かって言

ってくれるようにお願いしたい。 

    佐藤様からは、 

      三番瀬と谷津干潟を混乱している方が多いので、環境学習の中でも違いや繋がりに

視点を置いて欲しい。 

    牛野様からは、 

      フィールド・ミュージアム。三番瀬という良い環境の海があるのが一番重要で、そ

れを目指していけばいろいろなことができるのではないか。 

    横山様からは、 

      持続可能な三番瀬といってもいいのではないかというぐらい三番瀬をキチッと使っ

ていく使い方を考えていきたいと思っている。 

    米谷様からは、 

      いろいろなところで、いろいろな活動をされている方がたくさんいるが、その方々

の横の繋がりがいまひとつなので、例えばフェイスのサテライトオフィスなどを双

方向の情報交換の場として活用できる方法を考えていきたい。 

   という意見がございました。 

    会議結果の要旨としては、事務局でまとめたものは以上でございます。 

吉田委員長  ご説明いただきましたが、この内容についてご質問、ご意見等ございますか。 

    実際行われたものですので、いらした方はもうわかっていると思います。 

    よろしいでしょうか。 
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    この中で幾つか要望されていることがありました。例えば視察会を開くとか、海外先進

事例を集めてほしい、あるいは三番瀬に関係する環境学習の実施状況についてまとめてほ

しい、そういった要望がありましたので、そちらに関連することを議題の前のほうに持っ

てきております。そして、（６）に「三番瀬における環境学習の課題の抽出について」と、

後ろのほうになっていますが、実はきょうの一番大事なところはこの（６）の「課題の抽

出について」ですので、前回の実施結果に基づく報告は手短に進めて、課題の抽出で皆さ

んと議論する時間をなるべく取りたいと思います。よろしくお願いします。 

 

       （３）環境学習関連施設視察会結果について 

 

吉田委員長  それでは、議題（３）環境学習関連施設視察会結果について、事務局から説明を

お願いします。 

事務局  第１回委員会の進め方の中でもお話が出ました三番瀬を活用した環境学習についての

検討に資するため、5 月 13 日に、環境学習関連施設、時間の関係等もございまして、今

回は浦安市、市川市の施設を中心に３施設の視察をいたしました。また、事務局のほうで

お詫びですが、オブザーバーの方には連絡が直近になってしまいまして、申しわけござい

ませんでした。 

    視察した施設と視察概要ですが、はじめに行徳野鳥観察舎を２時間かけて視察しました。 

    参加者は、委員４名を含む８名の方です。 

    内容としては、行徳野鳥観察舎の紹介ビデオを見せていただきました。 

    行徳野鳥保護区の観察会当日は、県の自然保護課で開催していた探鳥会、こちらは本来

ですと２時間程度かかるところなのですが、当日はあいにく小雨で、30 分程度の観察会

ということで、一緒に参加させていただきました。それから傷病鳥の収容・回復訓練施設

の見学、最後に、野鳥観察舎の２階、３階にある観察室から野鳥の観察をいたしました。 

    二つ目の施設としては、市川市三番瀬塩浜案内所。こちらを昼食も兼ねて 12 時 40 分か

ら 13 時 45 分まで視察しました。 

    参加者は、委員５名を含めて総勢８名でございます。 

    視察の内容としては、展示室においてスタッフの方から、タッチプールや水槽の生物及

び案内所を拠点とした活動について説明を聞いたところです。 

    三つ目として、浦安市の郷土博物館でございます。 

    参加者は、８名、うち委員が４名でございます。 

    内容としては、郷土博物館の学芸員の方から、博物館の設置運営のコンセプト、浦安市

の歴史を踏まえた常設展示についての説明を受けたところでございます。また、博物館を

支えるボランティアについて説明を受けるとともに、実際にボランティアの方が活動され

ている現場を見学させていただきました。 

    また、今回の視察とあわせて、参加者の方から三番瀬の環境学習の検討に対する意見聴

取を行ったところです。以下３ページから７ページに意見が書いてございます。時間もご

ざいませんので、簡単にかいつまんで意見、印象等を説明させていただきます。 

    行徳野鳥観察舎の視察で印象に残ったことでは、 
     ・職員、インターン、ボランティアなどたくさんの方が協力しながら運営されている
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こと。 
     ・観察会のスタッフに若い世代の方が多く、楽しそうに業務に従事しており、好感が

持てた。 
   という意見がございました。 
    また、観察舎での三番瀬を活用した環境学習プログラムについての意見ですが、 

     ・市民に対する自然調査のプログラム。 

     ・野鳥を中心としたプログラムであること。 

    これは、プログラムといっても、施設についての感想も含んでいるのですけれども、 

     ・観察会は、野鳥だけでなく保護区に生息する生物全般についても説明があり、湿地

について広く学ぶことができた。 

   という意見がございました。 

    人材の育成・確保については、 

     ・行徳野鳥観察舎では若い方が活動している姿をよく目にします。楽しそうです。押

しつけがましさがありません。環境学習に興味がある方は、ぜひ仲間になって活

動してみるのが良いのではと思います。 

   という意見がございました。 

    続きまして、二つ目の市川市三番瀬塩浜案内所の視察で印象に残ったことですが、 

     ・船橋航路、市川航路の深さがハッキリわかる模型があり、印象に残りました。遠浅

の海のつもりが・・・ 

     ・タッチプールが楽しかった。 

     ・実物のアマモ・生物は再生のイメージを伝える役割を果たしている。 

     ・生きもの展示はとてもきれいで印象に残った。 

     ・体験的な学習  海苔すき、塩づくり、ヨシズづくりなど体験の場の拠点になって

いる。 

   という意見がございました。 

    環境学習プログラムにつきましては、これもほとんど感想になっていますが、 

     ・観察会、海苔すき、ヨシズづくりなど参加型のプログラムが多い。 

     ・歴史や伝統の復活、体験型のプログラムのメニューをそろえている。 

     ・よく工夫して積極的に動いておられる。ただ、外から人を引き寄せてどんどん取り

込んでいくという印象はちょっと薄い。 

   という意見がございました。 

    人材育成・確保については、 

     ・レンジャー養成講座の受講者が神奈川など遠くからも来ていることに驚いた。 

   という意見がございました。 

    三番瀬を活用した施設のあり方や場の確保についての意見としては、 

     ・海と連続した場、タイドプールなど一年中観察できる場が必要ではないか。 

     ・三番瀬のすぐ近くに施設が必要。 

   これは案内所についてだと思いますが、 

     ・以前から最も地の利のよいところに位置している案内所と思っています。なかなか

ここで一般の利用者の方にお目にかかれないことがちょっと残念です。 
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   という意見がございました。 

    「ＮＰＯ等の連携について何か意見がありますか」ということについては、 

     ・なにげなく一緒にできることは一緒にやっていければ良いと思っています。 

     ・企業のイメージアップとして資金または手続面での助力はわずかでも市民団体には

とてもありがたい。 

   という意見がございました。 

    次に、浦安市郷土博物館での視察の印象ですが、 

     ・ボランティアの方がいきいきとしている様子が感じられた。 

   という意見が２件ございます。 

     ・地域の方々の能力と協力を引き出していった方式にとても惹かれました。それがま

ちづくりにもつながるというご説明も印象的でした。 

     ・博物館ができるまでに 10 年も時間をかけるところがすごい。 

   という意見もございました。 

    環境学習プログラムについては、 

     ・埋め立ての歴史は重要だと感じた。 

   これは感想でございます。 

     ・郷土博の人が住む空間の再現という概念は、環境学習でとても大切な要素と思うの

ですが、現在、人が住んでいない空間である海（三番瀬）とどうつなげればよい

のか、うまく考えがまとまらない。 

   という意見がございました。 

    人材の育成確保についてですが、 

     ・プロの人材（インタープリター、学芸員）の配置はとても重要。 

     ・市内の子どもたちが小中学生の頃から繰り返し来ていることが大切。 

     ・職場体験を楽しんでいる中学生たちがいるとのこと。受け入れの窓口ができている

のはすばらしい。 

   という意見がございました。 

    施設の活用については、 

     ・こういった施設が海の近くに欲しい。 

     ・「本物の体験が大切」の言葉を重く受けとめた。 

   という意見がございました。 

    主体間の連携につきましては、 

     ・施設側のボランティアさんに対する取り組み方で満足度がずいぶん違っているよう

です。 

     ・別の施設では、「行くところがない人のひまつぶしの場所を提供しているのだか

ら」という職員がいたのにはがっかりした。 

   という意見がございました。 

    視察会の概要と、ここで出された意見については、以上でございます。 

吉田委員長  これについては、参加した委員の方、いかがでしょうか。 

清水委員  とてもいい勉強になりました。特に３番目の郷土博物館は、前にも行ったことがあ

るのですが、ただ何となく自分の興味のあるところだけ見てしまった感じなのですけれど
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も、このたびは職員の方に丁寧にいろいろ話を伺いましたので、非常に勉強になりました。 

佐久田委員  実際に本校に近いところに位置するのですが、あのようにきちんと見られたのは

初めてなので、すごく勉強になったと思います。そういうところにできれば生徒を連れて

というのが一番いいと思いますけれども、それはこれから考えてみたいと思っています。 

蓮尾委員  大変楽しませていただいて、来られなかった方に申しわけなかったなと思いました。 

後藤副委員長  行徳野鳥観察舎は後背湿地をきちっと持っているので、それなりの自然の中の

観察という意味で非常に奥深いものがあったのを感じましたし、市川のセンターは、それ

なりに水槽が置いてあったりして、ちょっと離れているのですが、三番瀬を切り取ってう

まくやっていられるなという気がしました。 

    浦安市の施設は、全くほかから離れているのですが、歴史と昔の暮らしをテーマにして

いて、一日でこれだけ回ったというのは、僕もこんな機会は滅多にないので、次回またほ

かのところへ行くときは、ぜひ、谷津干潟も見たいし、よろしくお願いします。 

吉田委員長  意見等を見ていただくとわかると思うのですが、「非常にいい」という評価があ

る部分は、専門の職員の方がいたり、あるいはボランティアとか、浦安の場合は、年配の

方がそこに来るのを楽しみにしながら、来た人たちにヨシズのつくり方を教えたり、まさ

にそういう体験を伝えていただいている、そういうプログラムが非常によかった。あるい

は市川市の塩浜案内所も、ＮＰＯとの連携で非常にいいプログラムをやっていらっしゃる。

そういった市民とＮＰＯとの協力関係というのは非常に大事だなと、そんなことを感じた

のではないかと思います。 
    ほかに皆さんの中から質問とか、いらっしゃらなかった方も何か補足することがありま

すか。 
    よろしいでしょうか。 
    また、ぜひそういう機会をつくりたいと思いますので、よろしくお願いします。 
後藤副委員長  いろんなところで観察会の器具等がバラバラになっていて、ＧＰＳなり実体顕

微鏡なり、そういうのをどこかで統一して貸し出せる仕組みをぜひ県のほうでご検討いた

だければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

吉田委員長  視察にご協力いただいたそれぞれの施設の方々や事務局、本当にありがとうござ

いました。 

 

       （４）海外先進事例について 

 

吉田委員長  それでは、前回第１回のときに要望がありました海外の先進事例について。 

    たくさんあると思いますので、またそういう経験をお持ちの方には少しずつ時間をつく

ってお話しいただければと思いますが、とりあえず県が持っている情報は出していただい

たほうがいいだろうということで、県で行ったサンフランシスコの環境再生事例について

の説明をお願いします。 

事務局  資料№４をご覧ください。こちらの資料は、県が三番瀬の再生を目指して新たな計画

を策定するために、平成 13 年 8 月に担当部局の職員が、東京湾と同様の大都市圏におい

て環境の修復と再生に実績のあるサンフランシスコ湾などの事例を視察して、湿地の修復

の手続、湿地の管理体制等についての情報収集や、ＮＰＯから環境保護や修復についての
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考え方、参加の仕方、環境学習に対する取り組みを調査し取りまとめた報告書から、ド

ン・エドワード・サンフランシスコ湾国立野生生物保護区（Don Edwards San Francisco 

Bay National Wildlife Refuge）についての事例を紹介するものでございます。 

    これについては一昨年の三番瀬フェスタ等でも取り上げられたものですが、ドン・エド

ワード・サンフランシスコ湾について報告をさせていただきます。 

    ドン・エドワード・サンフランシスコ湾国立野生生物保護区は、連邦魚類野生生物局

（U.S.Fish and Wildlife Service,USFWS）が指定・管理するアメリカ全土に広がる野生

生物保護区の一つで、ここには本部を兼ねたビジターセンターが設置されております。 

    この保護区は、カリフォルニア・クラッパー・レイル（California Clapper Rail）と

いうクイナの一種と、ソルト・マーシュ・マウス(Salt Marsh Harvest Mouse)という２種

類の絶滅危惧種の保護を主な目的としており、この他にも、サンフランシスコ湾が渡り鳥

のルートにあることから、渡り鳥の保護も目的としております。 

    環境再生事業の概要ですが、塩田であった場所に海水を導入し湿地の回復を行うという

もので、湿地回復の状況としては、製塩会社の塩田を買収して連邦魚類野生生物局が修復

を行うというものでございます。 

    保護区としては、全体で２万エーカー（約 8,000ha）。三番瀬全体が 1,800ha ですので、

いかにこの保護区が大きいかというのがわかると思います。このうち、現在も１万 2,000

エーカーが塩田です。塩田を修復しなかった場合には、この塩田についても、将来、湿地

修復を行う予定であります。 

    修復のプロセスですが、まず再生計画の策定段階で最初に目標の設定を行う。例えばク

イナの生息数、植生の復元目標面積等の設定を行う。次に、生物学者、エンジニア等専門

家で計画の原案をつくり、公聴会を開催して住民の方、ＮＰＯと話し合いを行い、その結

果をもとに計画案を修正して、再度話し合いをして決定していくという形で計画をつくっ

ていきます。なお、この作業は、環境アセスメントの対象事業となっております。 

    次に実際の修復作業ですが、こちらの保護区では、塩田は当初水がない状態でしたので、

堤防を開削し海水を導入して湿地の修復を行いました。修復地は、平らにしないで高低差

をつけて、塩の干満により自然に修復されるのを待っており、現在の状況になるのに 10

年を要したが、今ではクイナが多数生息するようになっております。 

    また、対岸のベアー・アイランド（Bair Island）においては、3,000 エーカー（約

1,200ha）の塩田を買収して、コンサルタントを入れて動植物、潮流等を細かくチェック

した上で修復作業を行う予定でございます。この土地については、土地を所有者からＮＰ

Ｏが取得して、それを連邦魚類野生生物局が買い取るということで、ＮＰＯが助成金等を

得ているため、国としては安い価格で土地を取得できたということでございます。 

    また、修復作業中にもモニタリングを実施し、修復作業終了後、15 年後に再度モニタ

リングにより状況をチェックし、再度行うべき作業がないか調査する予定になっているそ

うです。 

    次に、こちらの保護区の環境学習・利用施設の状況といたしましては、本部兼ビジター

センターが周辺を一望できる小高い丘の上にあり、保護区の動植物に関する展示のほか、

鳥を図柄にしたＴシャツ、マグカップの販売を行っております。 

    ここには２人の常勤の職員と１人のパートの職員がおり（職員は連邦魚類野生生物局の
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職員）、周辺に人家がないため、薬物の使用、立入禁止区域への進入、野生生物の生息地

を荒らす行為、指定エリア外でのハンティング等を取り締まっており、違反者にはチケッ

トを渡し罰金を取っております。 

    このビジターセンターは連邦魚類野生生物局で管理しているものですが、このほかにサ

ンフランシスコで七つある保護区のうちでは、場所によってはＮＰＯで管理しているとこ

ろもあり、ケース・バイ・ケースである。その場合の管理経費が安いのかどうかというの

は不明だということです。ただ、ＮＰＯについては、運営資金は寄付及び助成金等で賄わ

れているという報告でございます。 

    先ほども申しましたが、サンフランシスコではこのほかに７ヵ所の保護区があり、全部

で 30 名の方が働いている。ここは本部のビジターセンターということで３人の職員がい

るが、小さい保護区では一人の方で管理をしております。 

    施設の利用状況としては、この保護区については、環境教育の場としても位置づけられ

ていて、年間 40 万人以上の方が訪れています。それと、地方自治体と地元の学校が協力

して、環境学習プログラムを作成しております。 

    保護区の視察については以上ですが、このときに県で全部で 10 ヵ所の施設――行政機

関とか現地視察を行っておりまして、そのヒアリング等の中で湿地の復元や保全に当たっ

て各機関とも共通して重要性を強調されていたことがあるということで、そちらについて

この場でも報告させていただければと思います。 

     １ 十分な住民との話し合いを行い、修復計画についての合意形成を行う。 

     ２ 科学的事実・予測に基づいて計画を作成する。 

     ３ 湿地修復の明確な目標を設定する。 

     ４ 連邦政府、州政府、地方自治体、ＮＰＯ、住民間で、十分な協力体制、信頼関係

を築く。 

     ５ 修復作業後、モニタリングを行い、目標の達成を確実なものとする。 

   というような指摘があったということでございます。 

    報告書の中で触れているのですが、 
      これらの指摘や手法については、今後、三番瀬に関する取り組みにおいても十分参

考になるものと考えられる。 
      また、湿地の保全、修復の主体が多様なこともサンフランシスコ湾では特徴的なこ

とで、連邦魚類野生生物局が主体であったり、地元市であったり、ＮＰＯが管理を

行っているところもあった。立場が違っても、それぞれの機関が湿地の保全・修復

という共通の目的に向かって行動しており、相乗効果をもたらしているように思わ

れる。サンフランシスコ湾ジョイントベンチャーの存在もあり、湿地の保全・修復

はこの地域の社会合意となっているのではないかと思われる。 

      なお、サンフランシスコやロスアンゼルスにおけるこのような取り組みには、ゴー

ルドラッシュ後の水質汚濁や乱開発の歴史を経て、住民が湿地の保全や水質の改善

のために声をあげ、これにより法律が制定されたり、各種の規制や保全のための行

政機関がつくられて、今日に至った背景がある。 

      また、これらの地域では、開発が塩田や農地等であったことから、修復作業が容易

であったこと、住民には日常的に寄付やボランティアの習慣があったこと、行政の
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体質にも、日本とは異なり住民との合意形成を最も重視すること、など幾つかの点

で東京湾における状況とは異なっていた。 

   ということでございます。 

    その他、報告書の中で気づいたこととして述べられていることですが、 

     １ 保全または修復した湿地を、学校教育を含め積極的に環境学習に活用している。 

     ２ 湿地の維持管理にかかる費用の確保が重要な課題になっている。 

     ３ 行政機関に多数の生物学者がいて、湿地修復に関わっている。 

     ４ 渡り鳥の飛来地として、湿地保全・修復の重要性をとらえている。 

     ５ 絶滅危惧種の保護が湿地保全・修復の目的の一つとなっている。 

     ６ 移入動植物の存在が在来種に悪影響を及ぼしており、除去対策を行っている。 

     ７ 移入植物の除去等、湿地の維持管理にボランティアが活躍している。 

   等が挙げられるという報告になっております。 

    サンフランシスコ湾の県の視察については、実際の現地の状況の一例と全体のまとめと

いうことで報告をさせていただきました。 

    以上でございます。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    それでは質問を伺いたいのですが、きょうは本当はここを視察に行った方に来ていただ

くと一番よかったのですが、きょうはいらしてないものですから、すぐその場でお答えで

きるかどうかわかりません。わかることは答えていただいて、わからないことは、後日、

視察に行った方にもう一度聞き直してメール等でお答えする場合もあるかもしれませんが、

とりあえず今聞いた範囲で、こういったことをもうちょっと聞きたいということがありま

したら、委員の方からお願いします。 

蓮尾委員  サンフランシスコ湾の潮汐、最大満潮と最大干潮の差はどのくらいか、もしわかり

ましたら。わからなければ結構です。 

後藤副委員長  きょうは持ってこないけれど、データ欄の中に出ているので。どのぐらいだっ

たかな。記憶が曖昧ですみません。 

事務局  後で調べて……。 

蓮尾委員  いま特に必要な質問ではなくて、単純なものですから。 

後藤副委員長  たしかサンフランシスコ湾計画の中に入っていますので、僕のほうでもわかる

と思いますので、わかればお知らせします。 

蓮尾委員  私も、多分、湾計画は持っていますので。すいません、不勉強で。 

吉田委員長  おわかりになった方からメールで答えていただいて、皆さんに配っていただくの

がいいかもしれませんね。 

後藤副委員長  たしか、円卓会議の「護岸・陸域小委員会」の中で市川と浦安をやったときに、

多分、ほかの事例もその中でピックアップされて配られた気がしてます。それをちょっと

確認していただいて、もしあれば、ビジュアルなものでいいので、揃えていただければ。

写真だけかもしれませんが、これ以外のところがあったような記憶があるので。僕も確認

してみますが。 

    あと、日本のケースも幾つか出ていたと思いますので、ぼちぼち集めておいていただけ

れば。 
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事務局  それは、「護岸・陸域小委員会」の中でやられているということですか。 

後藤副委員長  はい。 

吉田委員長  よろしいでしょうか。 

    あとで、もしわからないことがあったら、直接県の方に聞いても結構です。とりあえず

先に進めさせていただきます。 

 

       （５）三番瀬における環境学習の実施状況等について 

 

吉田委員長  では、前回の要望事項であったものの最後です。三番瀬における環境学習の実施

状況等について、千葉県のものについては前回ご説明いただいたのですが、全体まとめて

いただいたようですので、事務局から説明をお願いします。 

事務局  配付資料№５をご覧ください。 

    今回、この資料を作成するにあたりましては、県及び県教育委員会、市の環境担当部局、

教育委員会、博物館等に照会して、「三番瀬及び谷津干潟を対象とした環境学習の実施の

状況」ということでまとめました。 

    最初に、県の環境学習の地域での実施についてです。 

    三番瀬フェスタを、県民に三番瀬をよく知り、より親しんでもらうため、「三番瀬みな

とまつり」やシンポジウム等を三番瀬フェスタ実行委員会とともに開催しております。 

    それから、５月の愛鳥週間行事として行徳野鳥観察舎において探鳥会を開催し、愛鳥思

想の普及を図っていくということでございます。 

    中央博物館の展示ということで、これは今年の予定ですが、学芸員と県民・ＮＰＯが、

千葉県の環境保全のシンボルである干潟をテーマに、協働して展示会を開催する。 

    同じく中央博物館の体験講座ということで、三番瀬において、三番瀬干潟の生き物を観

察し、区画法による定量調査を体験する。 

    こういったプログラムを提供しております。 

    それから、人材の確保・育成ですが、県のほうで全体的な指導者育成ということでエコ

マインド養成講座というのを開催しております。その中で、これは「平成 18 年度」と書

いてありますが、平成 14 年から「渡り鳥と湿地の役割について」をテーマとして、会場

は谷津干潟自然観察センターを使わせていただいて、講座の中で科目を設定しております。 

    環境学習施設としては、5 月 13 日の視察対象でもございましたが、行徳野鳥観察舎で

す。こちらは、野鳥の生態観察等を通して自然に親しむ機会を提供し、自然保護思想の普

及・啓発を図るなどを目的に、昭和 51 年に設置したものでございます。施設といたしま

しては、野鳥観察舎、これは昭和 54 年に完成したものです。総面積が 607.7 ㎡。展示室、

視聴覚室、観察室、図書室、事務室となっております。そのほかに、傷病鳥収容・回復訓

練施設 132.47 ㎡を平成３年につくっております。 

    続きまして市川市で実施している環境学習についてです。 

    三番瀬エコツアー事業、これはＮＰＯ、漁協と協働してやっている事業でございます。

内容としては、生物の生態と漁民の作業を身近に見ることによって野鳥と漁業の共存を体

験するとともに、保全再生の課題解決につなげることなどを目的にして、エコツアーを年

４回、今年度については夏期と冬期に各２回ずつ開催するということでございます。 
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    地引き網で干潟・浅瀬の市民生物調査ですが、これは、地引き網により魚類調査と底生

生物調査を行い、海との触れ合いの場を提供するという事業でございます。 

    次に海の調査結果総括編纂事業で、これまでに市川市が東邦大学と協働でやっていた調

査の結果を、「（仮称）市川・海の生き物ガイドブック」として作成するということでござ

います。 

    それからワラ細工の講習会。かつての水稲文化と野鳥の共存について楽しみながら啓発

を行うために、ワラ細工講習会も行っていくということでございます。 
    あと、このたび環境学習関連施設ということで視察対象になりましたが、市川市三番瀬

塩浜案内所の管理運営をＮＰＯに委託しているということでございます。そちらの案内所

を拠点に各種の事業を行っておりまして、17 年度の事業としては、三番瀬の見学会、塩

浜の夏休みを利用した体験塾、海苔すき体験、案内所の展示室において常設展、多目的用

途室でミニ企画展を開催しました。 

    人材の確保・育成として、行徳近郊緑地をフィールドとして、３年間で卒業する自然観

察講座。入門編、学習編、実施編の３講座。各３日ずつを開催しております。 

    施設といたしましては、先ほど管理運営のところでも出ましたけれども、市川市三番瀬

塩浜案内所を平成 15 年につくっております。軽量鉄骨平屋建で、面積は 92.27 ㎡。施設

の内容としては、常設展示室、多目的用途室でございます。 

    次に、船橋市の環境学習の実施状況は、自然観察会については、船橋市三番瀬クリーン

アップ事業とあわせて、浜の清掃作業終了後にＮＰＯの方の協力を得て自然観察会という

ことで、野鳥の観察、底生生物の観察を行っております。 

    習志野市につきましては、谷津干潟自然観察センターを対象とした事業が主なものです

が、来館者の対応観察の指導をする。来た方に対してそういった指導をしていただけるプ

ログラムを提供していくということでございます。 

    それから学校環境教育対応ということで、市内の小学校 16 校の環境関連施設見学会に

おいて、環境学習を谷津干潟の自然観察センターで対応しているということです。こちら

の実施は平成９年でございます。 

    あとは、観察会等の実施ということで、各種観察会、カービング教室、ブローチづくり

等の工作教室を開催しております。こちらについては、センターのボランティアの方、保

護団体の方に協力をいただいております。 

    そして、谷津干潟をテーマとしたパネル展、写真展をセンターの中で開催をしている。 

    ということを、環境学習の実施ということで挙げていただいております。 

    人材の確保・育成としては、自然案内人講座、ボランティアの研修会、さらにはボラン

ティアのコーディネート、こういったものを行っている。 

    施設といたしましては、今回まだ現地視察は行っておりませんが、谷津干潟自然観察セ

ンターを平成６年に習志野市でつくられた。鉄筋コンクリート造（地上２階・地下１階）。

主な施設としては、観察コーナー、レクチャールーム、展示コーナー、休息鑑賞コーナー、

喫茶・売店、事務室、会議室、トイレ、シャワールーム等を完備しております。このセン

ターの中で、先ほどの各種の環境学習事業あるいは人材育成等を実施されているというこ

とでございます。 

    その他として、習志野市だけ「その他」ということで書いていただいたのですが、湿地
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関係のネットワークということで、ラムサール登録湿地という関係もあり、「東アジア・

オーストラリア地域シギ・チドリ類重要生息地ネットワーク参加湿地」に加入されている

ということでございます。それから湿地交流ということで、オーストラリアのブリズベン

市と習志野市で交流会を開催しております。 

    続きまして浦安市につきましては、毎年、三番瀬クリーンアップ大作戦ということで、

これは「三番瀬クリーンアップ大作戦実行委員会」が主催者となって地区の三番瀬の沿岸

の清掃を行う。 

    そのほかに三番瀬ミニクリーンアップということでは、毎月１回、日の出護岸で「浦安

三番瀬を大切にする会」が開催して三番瀬の清掃を行っております。 

    浦安郷土博物館の事業として、学芸員が実施する講座を、干潟観察会、海藻観察会、野

鳥観察会、合計しますと年に４回開催しております。 

    行政の事業については以上でございます。 

    ７ページ以降は、学校関係での実施状況でございます。 

    市川市内の小中学校については、まとめたもので説明させていただきます。 

    まず全体ですが、今回報告する学校数は、全部で 29 校でございます。そのうち小学校

が 22 校、中学校は５校、高等学校は２校でございました。 

    学校で対象としている教科は、生活科が４。これは１、２年生の総合学習だと思います。

総合的な学習で実施しているところが 24、理科で三番瀬の環境教育に取り組んでいると

ころが３、社会が１、図工が１、道徳で三番瀬の環境学習に取り組んでいるところが２ご

ざいました。そのほか、遠足で１校、報告がございます。 

    全体の内容ですが、内容的にダブっているものもあるのですが、私のほうで数えました

ところでは、観察会として環境学習に取り組んでいるところが 23、調査発表等で行って

いるところが 22、いろいろな学芸員の話を聞く、説明会、講習を受けているといった学

校での取り組みが３校ございました。 
    人材の育成・確保……確保というか活用ということだと思いますが、地域の学芸員の方、

博物館、社会人講師の方、保護者の方に観察会等でご協力いただいているというものがか

なり多数見受けられております。高校の例ですが、地域の観察会で指導に出かけていく例

が一例ございました。これについては、報告が上がってないだけで、いろいろなところで

実際にはやられていると思うのですが、報告があったものはこの中では一つだけですので、

一応お話させていただきます。 

    環境学習の状況については、浦安市の小中学校については、本日、寺島先生もいらっし

ゃいますので、寺島先生からお話などいただければと思います。 
    そのほかに、三番瀬における周辺施設の年間入場者の状況でございます。本来ですと、

三番瀬にどのくらい人が来ているかというのが把握できると一番いいのですが、そういっ

たデータを持ち合わせていないものですから、周辺施設での入館者の状況等まとめまして、

大体の傾向なりを委員の方につかんでいただければよろしいのかなということで考えたも

のでございます。 

    こちらについては５施設でございます。行徳野鳥観察舎、市川市の三番瀬塩浜案内所。

塩浜案内所については、15 年は通年のデータはございませんので、２ヵ年分として扱っ

てございます。ふなばし三番瀬海浜公園については、数字として把握できるのが潮干狩り
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の入場者ですので、４月から６月までの潮干狩りの時期にどのくらいの人が潮干狩りに来

ているかというデータでございます。それから谷津干潟の自然観察センター、浦安の郷土

博物館のデータでございます。 

    後ろの２ページをご覧いただくと、５施設の合計では、15 年度については塩浜案内所

は「なし」ということですが、３年間平均で、年間にこの５施設で 30 万人程度の人がお

見えになっているということでございます。 

    潮干狩りがございますので４月、５月、６月は人は特に多いのですが、下のほうに潮干

狩りを除いたときの三番瀬関連施設の利用状況ですが、８月、10 月、６月あたりが利用

者が多いということになっております。これで傾向がつかめるのかどうかわからないので

すが、一応こういったデータを取り揃えております。 

    資料№７ですが、先ほど資料№５でお話したのが行政サイドにおける環境学習の実施状

況でしたので、環境学習を実施しているのは、行政だけではなくてむしろＮＰＯ団体のほ

うが積極的に行っているという話もございますので、「（暫定版）」ということですが、県

のほうで、ホームページ等でわかる範囲内で調べた環境学習を実施しているＮＰＯ団体等

の名簿を作成いたしました。ホームページ等限られた情報の中でまとめておりますので、

活動事例がはっきりとわかるもの、連絡先がはっきりわかるものしか載せておりませんが、

こちらで 21 団体となっております。「（暫定版）」と書いておりますが、県としても、今後

環境学習を実施していく上で、団体の名簿だけではなくて、団体の活動状況ももっと広く

把握していきたいと考えておりますので、今回どのような形で活動を把握していけばいい

のかということにつきましても、委員の方にご意見等をいただければと思います。 

    以上でございます。 

吉田委員長  説明が多岐にわたりましたので、質問といっても大変なのですけれども、きょう、

委員として各市の小中学校の先生、あるいは施設の方、あるいはオブザーバーとして市川

市、船橋市、習志野市もいらしておりますので、何か補足するところがあればお願いした

いと思うのですが。 

    最初に、前回お見えでなかった福原先生が来られていますので、自己紹介を兼ねて、船

橋市の三番瀬などに関する環境学習の状況について補足をいただければありがたいと思う

のですが。 

福原委員  先ほど県の方がまとめてくださった８ページの「（船橋市内小中学校）」のところに、

残念ながら私の峰台小学校が載ってないのですけれども。若松中学校あたりは近いところ

なので、非常に学習しやすい。峰台というところは、大神宮のところで、ちょっと陸とい

うか、船橋駅の次の東船橋駅の有名な市船高校の近くなものですから、子どもたちを連れ

てあそこに行くにはちょっと遠いかなと思っています。 

    だけれども、海苔が船橋でつくられていると子どもは知らない。ノリが船橋でとれると

いうことを知らない。普段いつも食べているのだけれども、ノリが船橋の環境の中でつく

られるということを知らないということで、去年、ノリを取り上げて子どもたちに学習を

させました。 
    向こうへ行くということもなかなかできなかったものですから、「海苔で健康推進委員

会」という団体がありまして、そこを通して船橋の海苔問屋さんたち十数名に船橋の海苔

を持ってきていただいて、学校で手焼き体験とかさせていただいたら、子どもたちが自分
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から浦安の郷土博物館に行って海苔すき体験とかやってきたということで、私は、浦安の

郷土博物館にはこういうものがあるんだということを逆に子どもたちから知らされたとい

う、ちょっと恥ずかしい知識なのですけれども、その意味では去年は勉強させていただき

ました。 

吉田委員長  日の出南小学校は、具体的なカリキュラムを書いてあるのですが、寺島先生に少

し補足をしていただければありがたいです。 
寺島委員  前回、日の出の干潟へのアプローチについていろいろ難しい面があるということで

お話させていただいたのですが、幸い一学期中、夏休み前までは干潟に出る許可を得て、

活動を始めたところです。 

    資料の一番後ろに系統立てて書かせていただきましたが、今年、私は６年生を担当して

いまして、６年生は、一番下にあるように、「自分で決めたテーマに基づいてそれに取り

組んでいく」ということを年頭に挙げていたのですが、ちょっと戸惑っていたところがあ

りまして、これは後ほどの議題にある「課題」につながってくるかと思いますが、子ども

たちが、例えばそこの三番瀬は僕の海だ、僕の地域の海なんだと思うには、やっぱりそこ

に行って、そこはどういうところかを感じる必要があるのだなと強く思っています。 

    というのも、最近の子どもはとても頭がよくて、「テーマを決めましょうね」と言うと、

決めちゃうんですね。海をほとんど見ないまま、じゃ、塩を取り出してみよう。「なんで

塩を取り出してみたいと思ったの？」と言ったら、シーンとなってしまう。そういう状況

があります。 

    失敗したなと思ったのは、子どもたちが非常に素直なだけに、そこに油断をしてしまっ

たというのがあって、今の子どもたちは、そういうのにもっともっと触れさせて、とこと

ん触れさせて、「あっ、このカニのこと、僕はもっと知りたい」と思うようなところから

テーマを設定させるようなことが必要なのかなと思いました。そうすると、この裏に書か

れているようなことは一例なのですが、低学年からとことん行ってないと、６年生になっ

てこうならないというのがあります。 

    否定するわけではないのですが、子どもたちの中には、すぐインターネット。パソコン

を開くと魔法の箱と思っている子どもたちがとても多い。目の前にすごくおもしろい卵を

採ってきたのだけど、それを顕微鏡で見れば、グルグル動いていてすごくおもしろいんで

すが、見せてあげると、「おおっ」と子どもは群がってくるのですが、こちら側から投げ

かけないと、「インターネットで調べてみようかな」となって、物に直接関わらないとい

う今の子どもたちの特徴があります。これは子どもたちが悪いということではないと思う

のですが、こちら側が意図して子どもたちをそういうところに接することをさせてあげな

いといけないのだなということを感じています。 

    ただ、行きますと、経験がないので、１回だけ行くと小学校６年生でも潮干狩りで終わ

ってしまう。ひたすら貝を掘って、１時間貝を掘って、「きょうは貝を掘りました」とい

うだけで終わってしまうのですが、何回か行っていると、そのうち、貝の特徴があるぞと

か、棲み方に違いがあるぞとか気づいてくるようです。こちらは、そういう子どもたちに

根気よく場を設定してあげて、活動させてあげる必要があるのかなと、今年改めてそう感

じています。 
吉田委員長  佐久田先生、市川市の環境学習の状況について、何か補足をいただければ。 
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佐久田委員  今、寺島先生から、何回もそこの場所に行けばいいと。僕もそう思います。 
    ただ、中学校になりますと、勝手に連れて行くわけにはいかなくて、どうしても教科担

任制なので、ある程度のやる時間帯というのがあります。また、この間、寺島先生と連絡

を取り合って、本校で行くと、ふなばし海浜公園に行くよりは日の出のほうが近いのです

けれども、その手続が非常に困難である。ふなばし海浜公園に行くためには、歩いては行

けなくて、バスをチャーターしなければいけないという状況です。そういういろいろな面

があって、何回となしに行けるという状況ではないので、市川市の中では、多分、本校の

塩浜中か高谷中が一番三番瀬には近いのかなと思っています。 
    いま２年生なのですけれども、宇田川先生という方がおられて、その先生が、去年、町

田先生とタイアップして１年生の生徒を三番瀬に連れて行ったということがあって、そう

いう土台があるから、今年も僕が町田先生に連絡を取って、今度実際には１年生を連れて

行く予定にはなっているのですけれども、そういう土台がなかったとしたら、多分できな

いのではないかな。そのためには、そういうのに関心を持てる職員というか人材がまず必

要ではないかな。また、そのための手段が必要ではないかなと考えている状況です。 

    今年は、そういう面で１年生も今度実際に行きますし、２年生の宇田川先生の学年の生

徒は、三番瀬のアシを使ってヨシズをつくるとか、実際にはやるのですが、そういう先駆

者というか、やる人がいないとできないのではないかなという気がしています。 

吉田委員長  習志野市については、小中学校もセンターには随分来ると思いますけれども、長

谷川所長さん、そういう状況を説明していただけませんか。 

長谷川委員  学校の先生方が言っていた課題がほとんど、我々も経験してきております。 

    まず一番は、足の問題があると思います。全部の学校に同じ体験をさせるというのは、

これはもう無理だと思ったほうが私はいいと思います。近くの学校で常に行けるというこ

とについては、それなりの対応をしていけばいい。 

    習志野の場合は、せっかくああいう財産があるわけですから、ぜひとも全生徒に１回は

体験させようということで、市のほうで足を確保したのが平成９年です。小学校４年生、

全校の子どもが来られるようということで予算を取りました。とりあえずは子どもたちが

１回来ますので、中には、それをきっかけに、ああいった自然に興味を持って再度来るよ

うになる。友達とでも来ますし、親を連れて来るというようなきっかけにもなります。 

    もう一つは、すぐ隣接して谷津南小学校がありまして、これは報告の中にもそれぞれの

市でございますけれども、１年生から６年生まで総合学習の中で１年間谷津干潟に関わっ

ていろいろな体験とか学習をやっているのですけれども、さまざまなケースをつくってお

いていいのではないかなと思っております。 

    ほとんど全部の学校が来たら、今度は逆に、干潟のほうも果たして生態系が守れるのか

というのも実は一つ課題を抱えております。谷津干潟はご存じのとおりかなり狭いわけで、

大変三番瀬がうらやましいのですけれども、ああいった限られた中に、学校の先生方の

「ぜひ」という希望で、子どもたちが直接生き物に触れる体験ができる場をつくってくだ

さいということで、地元の保護団体の方々とかいろいろな方々と話し合って、何とか干潟

の生態系に影響のないような形でそういった生き物にも触れる学習の場づくりをしようと

いうことで、いま取り組んでおります。まだこれは試行的なものですけれども、あるルー

ルをつくって、そういう触れ合いの場をつくるということを今やっておりますけれども、
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これからの話し合いの中でおそらく出てくるでしょうが、そういった環境を守る上での利

用のあり方をどうするかということと、子どもたちの足をどういうふうに確保するか、こ

の二つが大きな課題になるのではないかと思っております。 

吉田委員長  オブザーバーで来られている市川市、船橋市、習志野市、それぞれ資料としては

載っていますけれども、補足するようなこととか、何かございましたら一言お願いしたい

と思います。 

    市川市の清水課長さん、いかがでしょうか。 

市川市（清水課長）  そこにあります中で、行徳近郊緑地という県の施設ですが、そこを県の

委託に基づきまして市川市が管理しております。そこを訪れる方々のデータがそこにあり

ますが、その中で団体利用という点につきまして、そのうち児童生徒の割合が 57％であ

る。かつ、それが「総合的な学習」で訪れる方がいらっしゃいますので、それらについて

行政として県にお願いして、講師謝礼金という中で指導者の確保を図っております。 

    先ほどアメリカの例にもありましたが、どういうところについて行政がサポートしなが

らＮＰＯと協働してやっていくのか、そして子どもたちに理解する場の提供をどうしてい

くのかというのが行政の仕事ではないかと思っています。特徴的なことを申せば、そうい

うことになるかと思います。 

吉田委員長  船橋市の森内課長さん、いかがでしょうか。 

船橋市（森内課長）  私どもとしては、三番瀬に特化した事業としては、三番瀬クリーンアッ

プということで、平成 13 年だったと思うのですけれども始めております。船橋は、三番

瀬海浜公園と位置づけられていて非常に近いように感じるのですけれども、実はアクセス

が非常に悪くて、ここまで行くのに非常に時間がかかるということがありまして、先ほど

峰台の福原先生もおっしゃっておりましたが、船橋市民というのは、北のほう、山のほう

にも広がっていますので、海があること自体、そこで漁業が営まれているとか、こういう

自然があることを知らない方も結構いらっしゃいますので、とりあえずここを知ってもら

おうと三番瀬のクリーンアップ事業ということで始めまして、この事業をしていく過程で、

これに参加したボランティアの方々の中から、当初この公園の名前は単なる「海浜公園」

という名前だったのですけれども、そこを「ふなばし三番瀬海浜公園」と、名称もちょっ

と変えてきたという経緯があります。 

    その中で、クリーンアップだけではもったいないということで、ボランティアの方、野

鳥を守る会の方、ＤＯ会議の方にお願いして観察会などをやりながら三番瀬に対する理解

を深めてもらっている、そういう状況にあります。 

吉田委員長  習志野市の広瀬課長さん、お願いします。 

習志野市（広瀬課長）  習志野市の場合は、長谷川所長がお話したとおりだと思うのですけれ

ども、個人的なことを言わせていただければ、私はもともと習志野市で生まれて育ってい

ますので、先ほど船橋市でノリがとれていたというお話がありましたが、習志野市でも実

はとれていた。 

    私の個人的な話になりますけれども、息子も今 22 歳ですけれども、そのことを全く知

らないわけです。話しても、それは実感として湧いてこない。昔の写真を見れば「あぁ、

なるほどな、お父さんの言うことは嘘じゃないのだな」ということがわかっているのです

が、習志野としても谷津干潟があるのに、家の息子も見学会で１回しか行ったことがない
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という話を聞いて、お恥ずかしい話ですけれども、リピーターにはなってないわけです。

その辺で、所長がおっしゃったように足の問題があると思うのです。 

    もう一つは、行政としては、教育委員会との連携を密にして、学校教育の中で環境学習

というものを設けていただければ大変ありがたいとは思っているのですけれども、先生方

がいらっしゃる中で大変言いづらいのですが、なかなかほかの教科のことがお忙しいとい

うことで、取り組んでいただける先生はごく一部の方である。熱心な先生がいらっしゃる

とうまくいくのですけれども、教育委員会という組織の中で何かやろうとすると「校長会

にかけてから」というお話をいただくものですから、その辺は、ちょっとまずいことを言

ってしまったかなと思ってますけれども、そんなところもちょっと問題があるのかなとい

うことで、たまたま私どもは、今、環境基本計画を今年度つくる予定で教育委員会の先生

方にも検討委員会に入っていただいてお話しています。その辺で何とか少しずつバリアを

破っていきたいなと思っているところです。 

    また、環境審議会の市民の代表の方も「環境学習に力を入れていってほしい」というご

要望もありますので、行政としてはその辺のところを今後一生懸命やっていきたいなと考

えているところです。 

吉田委員長  補足していただく中でもう随分課題が出てきていますので、課題の抽出にほとん

ど入っているような感じがするのですけれども。 

    こちらの委員の方ばかり伺っていましたが、ほかの委員の方で何か……。ＮＰＯのほう

は表としては十分でないところで、まだ暫定ということだと思うのですけれども、何か補

足されることがありましたら、どなたでも結構です。 

    よろしいですか。 

    とりあえず県がまとめたものの報告の議題の部分でしたので、一応ここで締めて、課題

の抽出に移って、その中で、委員だけではなくて、会場の方からも伺いたいと思います。 

 

       （６）三番瀬における環境学習の課題の抽出について 

 

吉田委員長  それでは、議題（６）三番瀬における環境学習の課題の抽出についてに入ってい

きたいと思います。 

    もう既に委員の方から、アクセスの問題ですとか、生涯学習施設と学校教育との連携の

問題、さまざまな課題が挙げられてきたと思うのです。もう既に課題の抽出に入っている

ような感じがするのですけれども、今出た以外の意見、まず委員の中でこういった点が課

題だと思うのだけどということがありましたらおっしゃっていただきたいのですが。今ま

で出ていないような視点でご意見がありましたらお願いします。 

寺島委員  先ほど、学校の先生の中でいろいろ取り組んでくださる方とそうじゃない方がいら

っしゃるという話もありましたけれども、私の学校内でも、私はこうやって来ていますが、

温度差が結構あるのですね。それは単なる温度差というよりも、「総合的な学習」だけで

はないですが、今度、皆さん耳にしていらっしゃるでしょうが、例えば英語ですとか、い

ろいろなところで、教員は「どういうふうに子どもに力をつけるか」と考えていく立場な

のですが、例えば三番瀬の生き物とか地域に関して少なくとも教師が子どもにつけよう、

知らせようとするものを手伝っていただける方、例えば浦安で言うと郷土博物館の詳しい
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学芸員さんがいらっしゃるのですが、そのお一人を市内で取り合うわけにもいかないで、

うちの学校も来ていただいてはいるのですが、そういう人をもっとお呼びしやすい雰囲気、

環境、そういうのが学校教育にとってはとてもありがたい状況だと考えるのですけれども。

そういうのがもっと広がっていくといいなと考えていますけど。 

吉田委員長  それは、そういった方が数がもうちょっといるといいということですか。 

寺島委員  数の面と、来ていただくにも、浦安の本校は郷土博物館の学芸員さんに来ていただ

いていまして、隣の日の出小は市川の自然博物館の先生に来ていただいたりしているので

す。遠いこととお忙しいことで、ちょっと呼びにくい。人数と、その方がいらっしゃる場

所ですかね。学校に常駐というわけには……。 

吉田委員長  それ以外にも、例えば先ほど市川市からありました謝金の補助とか、そういった

ことも行政には望まれるところなのでしょうか。 
寺島委員  そうですね。幸い浦安市の場合は、謝金という話は私はあまり聞いたことがないで

すが、考えていっていただけると、よりお呼びしやすいという状況にはなりますね。 
吉田委員長  ほかにいかがでしょうか。 
町田委員  逆に、私は受け入れ側になるのですけれども、今、三番瀬塩浜案内所というところ

にうちのＮＰＯが市川市から事業を受託しているのですけれども、実情を申し上げますと、

入れるスタッフは毎日１名だけです。展示室の掃除、トイレ掃除からやって、お客さんが

来ればガイドもしてという状況なのですけれども、ほかの谷津干潟とか浦安の郷土博物館

みたいに１日に何百人も来る施設ではないので、それで十分なときもあるのですが、50

名の団体を受け入れてくださいとか、あの施設ですから 20 名も来ると本当にいっぱいい

っぱいになってしまうのですけれども、そうなると、今度逆に、１人だと足りないという

状況になってしまいます。 

    それと、プラス、佐久田先生とも今やっていますけれども、学校に来て説明してくださ

いとか、干潟に一緒に行きましょうとかいうのも年間にかなりあって、ここに浦安、船橋、

市川のが出ていましたけれども、これ以外にも私たちが頼まれているガイドというのは随

分あるのですね。別に網羅する必要もないですけれども、ここに載ってないのももっとあ

るし、県外から来られるというのもあって、「本当にそういうのはどこまで対応すればい

いの」という状況に今なっているのが実際です。 

    私たちＮＰＯ団体、もともとＮＧＯの組織でしたので、謝金というあたりも、どこまで

……。出していただけるものは大概いただいているのですけれども、「なしでも」という

ようなところもあるわけですね。そういうのも気持ち的にはやってあげたいというのはあ

るのだけれども、私たちの活動というのはサラリーマンが多いので、どうしても週末型に

なっているので、そういう中で、平日、学校の授業にあわせてこの時間に来てくださいと

言われたときに、なかなか対応しづらいというところもあったりして。そういうのも、例

えば謝金がちゃんと出るというのがわかれば、「会社休んでも来てよ」と頼めたり、そう

いうこともあったりするので、そういう部分もきちんとしていただけると、もう少し私た

ちもサポートしやすいなというのはあります。 

    あと、できれば学校で整理していただいて、バラバラに呼ばれないで、一遍で済むとか、

そんなふうにして……。一遍というわけにはいかないですけど、何校かで合わせていただ

くとかすると、スケジュールを取るだけでも大変な状況がありますので、干潟のいい時期
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というのはそんなにないから、どうしても集中してしまうので、各市でまとめていただく

というようなことでもいいかなと思います。 

    それから、市川市特有なのですけれども、私たちの施設は海の前にあるのですが、海に

おりていけないというのが一番課題かなと思っております。 

吉田委員長  学校の派遣とか、あるいは外の説明を頼まれたようなときは、施設のほうは締め

て出かけるのですか、それともその代わりの人を置いて行くという感じですか。 

町田委員  施設には１人置いて、それ以外に誰かを出すという状況です。 

吉田委員長  わかりました。 

    ほかにいかがでしょうか。 

後藤副委員長  さっきアメリカの例もありましたが、サンフランシスコ湾というのは、セー

ブ・ベイといって湾をきちっと守っていこうという位置づけをトータルにデザインして、

その中での湿地を、例えば 100 フィートは開発しないとか、いろいろなことを決めてきま

した。 

    最近思っているのは、今の状態で利用していくというのは非常に難しいですので、それ

から干上がる時期でないと観察ができないという状態ですので、ぜひ湿地再生と結びつけ

て、小さくてもいいからそういう場は市川の場合も必要でしょうし、浦安にも必要でしょ

うから、自然再生を体験しながら自然に触れていくというか、一年中見られる場というの

が非常に大事かなと実は思っているので、これはすごく大きなテーマになっているのです

が、一番大きな課題かなと思ってます。 

吉田委員長  あと、一言ずつ、ぜひ。 

今井委員  先ほど寺島先生もおっしゃったのですが、日の出干潟への出入りがきっとできなく

なるのではないかという危惧があります。当面は大丈夫にはなっているようですが、ある

のに行けないというところが一番の問題で、それはいろいろな問題をクリアしていかなけ

ればいけないということがあると思うのですが、非常に優良な子どもたちは、「立入禁

止」と書いてあると、入ってはいけないのだというところにまず最初にいくので、環境学

習のためだけには入っていいとか、いろいろな大人の理屈をつけていかなければいけない

ということ自体が、それが非常に課題というか、そのためにいろいろなことをこれからや

られると思うのですけれども。 

    その次に、三番瀬の意味、何のためにそこにあって……あるからあるのですが、あまり

にもそういうところを触ってない、というよりも見てない。行けないというところにある

ので、逆に言えば関心がない人は全く関心がない。すぐそこにいる生き物に全く目が向か

ないという状況を生んでいるのではないか。抽象的というか包括的な話で恐縮ですが。で

は広報すればいいのかということでもないような気がするのですよね。その辺のところ、

「一体全体、三番瀬って何なの？」というある種の共通意識みたいのがベースにあって話

をするのがひとつ大事なのかなという気がします。 

    ここに出してもらったサンフランシスコとか海外の事例も、ベースが必ずあると思うの

です。実はその辺のところも、もしわかったら知りたいなと思ったのですが。結果的にこ

ういうことをやった、こういうことをやったというのは、それはもう何かがあってからや

ることは当然やられるわけで、その考えのもとにあったところ、「絶対海はなくさないの

だ」というのか、その辺の意識で全然変わってくると思うのですけれども。 
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    今、現に浦安のところは埋立をしてしまっているわけですから、それを元に戻すという

のは不可能。「元に戻す」という考えももしかしたらあるかもしれないですが、現実的に

不可能。では、これからそこをどうするのだというところが、「今あるものは絶対になく

さないけれども、今後はこういうふうにやっていくのだ」という考え方、基点みたいなと

ころがはっきりしていくと、教える側でも、こうだからこうなのだよという説明がうまく

できるような気がするのです。 

    今は、「立入禁止」のところに行っていて、それを見せて、「いるんだよ。でも今後どう

なっちゃうの」みたいな、非常に危うい部分の……。もしかして、この話のもともとのと

ころで、なくなってしまったかもしれない海域なわけですよ。非常に原点的なところにな

ってしまうのですが、そこをひとつはっきりと見えていたほうがいろいろやりやすいなと

いう気はします。まとまりませんけど。 

清水委員  多分たくさんの問題があると思うのですが、私自身が活動している中で、皆さん、

スタッフの確保ということでとても悩んでいらっしゃる部分だと思うのですね。私はセン

ター所属のボランティアですから、センターで活動する分に関しては、声をかけるとたく

さんの方が集まって活動できるのですが、それはあくまでもセンターの行事だけなのです

ね。それだけではなくて、三番瀬の観察会をやりたいので手伝ってほしいという声がかか

るのですが、もちろんお手伝いは私自身も好きですからできるだけやりたいのですが、そ

ういうときのスタッフって、本当に知り合いです。人の輪だけが頼りでスタッフを集めて

いる現状だと思うのですね。多分、皆さんのところもそうだと思うのですが。その辺がま

だ危うくて、好きな人だけが集まって楽しんでいるみたいな印象をほかの方に持たれてし

まわないかなという心配をしています。確かに、スタッフ・人材の育成ということがこれ

からの問題として課題にあるのではないかなと考えています。 

鈴木委員  環境学習となってくると、どうしても学校での環境学習で多く話す部分があって、

私も小学校などの環境学習のゲストティーチャーで出していただくことがあるのですけれ

ども、それと同時に、ここに住んでいる人たちに対しての環境学習というのがとても課題

になってくるし、重要な部分じゃないかなと思うのですね。それは、単に子ども、親だけ

ではなく、そこで生活している方たち、特に船橋ですと、漁業の面、京葉コンビナートと

いう大きな工業地帯があって、そういうところで働く人にとっても環境学習という部分が

非常に大事な部分じゃないかと思うので、もし取り組めることが可能でしたら、そういう

部分もぜひ三番瀬の中に入れられたらいいかなと思います。 

吉田委員長  逆に、そういった方を講師に招いたり、そういうようなことを船橋市では行って

いらっしゃるのですか。 

鈴木委員  私たち、今も環境フェアのチラシを配らせていただきましたけれども、環境フェア

のメンバーの中には三番瀬に関わっているメンバーが非常に多くて、もちろん漁業の方も

いらっしゃいますし、船橋の環境フェアの場合には、今回も 22 団体、企業の方が含まれ

ています。企業の方とボランティア団体、それから実際の漁業の方も含まれているという

ことで、再生とか保護という問題に関しては、保護する側だけではなく企業側にもその辺

のところを十分理解していただくというようなところが、今後の環境学習なり三番瀬の考

えの中には必要ではないかと思います。 

蓮尾委員  今までの論議とちょっとずれてしまうかもしれないのですが、今、私どものＮＰＯ
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でやっていることをご紹介させていただきます。 

    昨年から行徳野鳥観察舎という場を、私どもは大分前から市川市の委託を受けて……す

いません、今、この立場は何なのでしょう。個人でいろいろな立場が混ざるかもしれない

のでご勘弁ください。市川市の臨時職員なのか、行徳野鳥観察舎の現場責任者になってい

るのか、再生会議だと日本野鳥の会の評議員なのですね。あれこれあるのですけど、とり

あえず今一応「野鳥観察舎友の会」という私の所属しているＮＰＯの話として、野鳥観察

舎でやっている……また立場がわからなくなるのですけれども、勘弁してください。 

    市民社会創造ファンドというＮＰＯがあります。これはいわゆる中間ＮＰＯということ

になるかもしれません。いろいろな行政とほかのＮＰＯ団体との橋渡しみたいなところも

性格として持っているＮＰＯなのですけれども、そこで、10 年くらいは続けてみようと

いうことで、３年前にＳＳＣＳというプログラムを始めたのです。これは、スモール・ス

クール・フォー・シビル・ソサエティ（Small School for Civil Society）という、市民

社会の小さい学校という考え方で始められたものです。何が小さい学校かというと、ＮＰ

Ｏの現場がそれぞれの学校である。市民社会創造ファンドの中でできたＳＳＣＳというプ

ロジェクトでは、それぞれのＮＰＯにインターンを送り込む。対象としてはとりあえず学

生、学びの場にある者というくくりになっています。 

    インターンといいますと、私どもも実は毎年、随分いろいろな学校とか、場合によって

は中学からも来られますが、ＳＳＣＳの特徴的なことは、１年間送り込む。さらにもっと

重要な特徴は、学校から来るインターンは、当然勉強をさせてもらいにくるということで、

交通費から何から全部自分の持ち出しになります。期間は、学校によって違うのですけれ

ども２週間から４週間程度で、毎年何人も受け入れているのです。 

    そのぐらいの期間で、しかも学生さんは自分の持ち出しですから、一つは、受け入れる

側としては忙しい。大体前半というか６日ぐらいは、どちらかというとこちらが持ち出し

ている労力のほうが大きくて、最後の二、三日はそれぞれの人が自分の好きなテーマでや

ってくれて構わない。こちらが「これを手伝って」というのは二の次にして、自分でやっ

てもらう。合計で 10 日だと、中一日くらい。もちろんその間十分手伝ってもらっている

のですけれども、手伝ってもらうだけではなくて、学生さんにとっても私たちにとっても

得るところがあると思うので、そういう学校からのインターンは、この先も続くと思うの

ですが、ただ、確かに忙しい。町田さんが言われたように、辛いときもあるわけなのです。 

    ＳＳＣＳの場合、１年間で 300 時間から 400 時間というくくりで来ていただきます。最

初の一、二ヵ月はこちらの労力の持ち出しというのがあるにしても、それから後はすごい

頼りになる仲間になるわけです。その学生さんに対してＳＳＣＳでは、時給ではないのだ

けど、奨励金という形で報酬を出します。時給という形の奨励金が 700 円。普通の最低賃

金より安くなるので奨励金です。あと交通費が出ます。学生さんにとっては持ち出しがな

くて済む。お昼代も出る。受け入れるＮＰＯの側にとっては、最初の２ヵ月くらいはこっ

ちにとっては少々忙しいけれど、それから後は頼りになる仲間である。 

    しかも、学生さんは、かなりオーバーに言うと、切磋琢磨するのです。「交換日記」と

言っていますが、ノートを出してもらって、こっちがコメントをつけます。一番すごいと

きは、ノートが１回に３ページぐらいずつ毎日来て、私が１ページくらいずつ書いて、そ

ういうインターンのときは、私は「喉元に突きつけられた刃」と表現しますが、自分のプ
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ラス・マイナスがもろ跳ね返ってくるのです。そこまで手厳しいものではないにしても、

ＳＳＣＳの場合は１年間一緒にやっていく。その中でどんどん、いろいろな学生さんから

の指摘が来るわけです。それによってＮＰＯもちょっと成長できる。なおかつ、ＳＳＣＳ

のプロジェクトでは３年間を限度にしているのだけれど、ＮＰＯにも受け入れのための謝

礼を出す。「ＮＰＯ育て」という意味もあれば、「学生さん育て」という意味もあって、本

当に人材育成ではとても優れたやり方ではないか。 

    簡単に考えてみますと、１人の学生さんに 700 円を時給として出したって、400 時間来

ても 28 万円です。ＮＰＯに謝礼を出すといっても、月額でたしか３万円だか出ていまし

たから、30 何万。１年間に１人の学生さんを送り込むことに対して、それに保険とかも

ろもろあるにしても、70～80 万支出すると、ある意味で、うちだったら環境のプロが１

人育つのです。 

    今年のＳＳＣＳのプロジェクトの中では環境関係の団体が含まれてないのですが、３年

ずつどんどん変えていくわけですから、そのかわりというか、去年からうちの「行徳野鳥

観察舎友の会」でもインターンを受け入れようということにいたしました。一応同じよう

なくくりだけど、ちょっと奨励金時給 700 円は無理だから、「なくてもいい」という意見

が実はインターンの中から出るのです。交通費が出て、お昼代くらい出るとそれで十分じ

ゃないかというのが、実際来ているインターンから何回も出ています。ただ、まあお金を

出せるうちはちょっとでも出してもいいかな。日額というか１回につき 3,000 円プラス交

通費ということで募集をかけている最中ですけれども、１人から３人ぐらい採るつもりが、

今のところ５人で、先輩の人が２人来ると７人かな。一日体験の申し込みがそれだけあり

ました。まだ募集期間中です。 

    ある意味では、先ほどの人材育成というのは、そんなにご大層なことでなくても、ＳＳ

ＣＳでは 70 万円ぐらい１人についてかけてくれたのだけれど、友の会では多分 20 万円か

30 万円ぐらいでそういったことができるだろう。見方を変えると、非常にありがたい助

っ人として彼らは動いてくれるわけですから、その経験が、この先、生きていく。そうい

うようなことが、この先、ほかでももっと取り入れられるのかな。 

    どちらかというとうちだけかもしれないけれども、いろいろな施設でインターンが来ら

れるというのは、ありがたいと言っていいのかどうかわからない部分があると思います。

正直言って、夏休みに集中して七、八名来られたりすると、普通の仕事は普通にこなして、

インターンへの対応もしてということになると、結構、施設では辛いところがあるかもし

れないです。ただ、お互いにあまり無理しなくてもやっていけるものがありはしないかな

と思っております。 

    長くなってすいませんでした。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    後半かなり人材育成に関するいろいろなアイデアをいただいて、行政による委託であっ

たり、謝金をお支払いしてでも派遣講師であったり、あるいは蓮尾さんからは、インター

ンを育てることによってそこから将来の有力な環境のプロが育っていく、そういったこと

もありますので、この辺についても人材育成のところをもうちょっとまた議論を深めてい

きたいと思います。 

    そのほか、委員やオブザーバーの方からございますか。 
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    なければ、ここでせっかくお見えになっているので会場の方からもご意見を伺いたいと

思いますが、いかがでしょうか。会場の方で、きょうの議論全般で結構ですから、ご意見

ございましたら挙手をしてご発言いただきたいと思います。 

    遠慮せずに、せっかくおいでになったのですから、何かご意見あれば言っていただけた

らと思います。 

    後で「手を挙げればよかった」と後悔しないようにしてください。ぜひ、意見があれば

挙げてください。 

    特に挙手が見えませんが、よろしいでしょうか。 

    とりあえず議題（６）の課題の抽出については、まだこれで終わりではありませんので、

もう一回ぐらいは時間をかけてやりたいと思いますので、家に帰ってからああいうことを

言っておけばよかったというのがありましたら書き留めていただいて、事務局に送るなり、

あるいは次回の会議でおっしゃっていただいても結構です。 

後藤副委員長  県の説明があったので、資料の「三番瀬において環境学習を実施しているＮＰ

Ｏ団体等名簿（暫定版）」ですが、これ、三番瀬市民会議でも協力したいという団体がか

なり出てきていますので、県のほうではこういう形で集めたいとか、希望を出してきてい

る人たちがあれば、県のほうでこれをフォーマットで集めてくださると助かります。実は

14 団体もう既に挙がってきてダブる部分がありますが、ぜひ開かれた感じで、協力して

くださる方は拒まないという体制でぜひリストアップしていっていただきたいと思ってい

ますので、よろしくお願いいたします。 

吉田委員長  いずれにしてもこのＮＰＯ団体名簿は、前回、議事録の中にあって資料の中にな

かったので、急遽、県のほうでわかっている範囲でつくってくださいと私から要望したも

のですから、不完全であることは承知の上で、「（暫定版）」となっておりますので、皆様

方、お気づきのことがあれば、こういう団体があって抜けているよということをぜひ言っ

ていただけたらと思います。 

 

       （７）その他 

 

吉田委員長  それでは、「その他」に移ります。 

    蓮尾委員から提案があるそうです。お願いします。 

蓮尾委員  本当はちゃんとご相談してからやるべきと思ったのですが、きょう欠席されている

桑原さんときのう電話で相談したときに、この間、学習施設の見学に連れて行っていただ

いたときに、アンケートをあれこれ書くのが後で結果がおもしろいかなと思いました。そ

れだけではなくて、限りある時間でできるだけ実りあるものをつくっていったほうがよろ

しいと思うのです。桑原さんからは、会議ごとにアンケートを取って、これは委員だけで

はなくて行政の方も一般参加の方も含めて、皆さんからの意見をどんどん出すような雰囲

気をつくれればなということが言われましたので、本当はちゃんとお諮りしてからと思っ

たのですが、書き上げたのが４時半だったので、すいません、コピーだけつくって持って

きちゃったんですね。一応、委員長と副委員長にお目にかけて、あまり意味はないかもし

れないのだけれども、もしお差し支えなければ、一応全員分の枚数はつくってあると思い

ますので、皆さんに書いていただければ。こういうことをこの先やってもおもしろそうだ
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ということであれば、習慣としてつくってはどうかなと。 

    試案としては、本日の会議はよかったか、まあまあこんなものか、まずかったか。「よ

かった点」というのは、「興味深かった」「展開・展望があった」「その他」。「気になった

点」は、「連絡が直前過ぎる」「具体性に欠ける」「実現性に欠ける」「空転・空論・不活

発」「かみ合わない」、あとはご自由にと。４番として、次回にぜひ論議したいことを自由

に書いていただきたい。そのようなアンケートなのですが、いかがでしょうか。もし差し

支えなければ、いま回します。 

    今回については、もし実施ということでしたら、私は責任を持って取りまとめをいたし

ます。 

    配付の仕方をどうやったらいいかはまだわからないので、ご相談させていただきたいと

思います。 

    いかがなものでしょうか。 

吉田委員長  蓮尾委員から提案がありましたが、私も、今までこういう会議を千葉県内でもや

ってきましたが、準備している側や司会している側は、やっているのが必死で、どういう

点がよかったのか、どういうふうにしたらいいか、意外と気づかないものなのですね。そ

ういったことをちょっと言っていただくと改善されるので。かといって、あまりたくさん

書くのは大変ですから、非常に簡単につくっていただいたと思いますので、とりあえず、

もし反対のご意見がなければ、試しにこれはきょうやっていただいて、それで改善するな

り、今後のやり方を考えるということでいいんじゃないかと思いますが、いかがでござい

ますか。よろしいですか。 

蓮尾委員  それでは紙を回しますが、これはあまり深く考えていなかったのですが、最初のと

ころに対象は「会議参加者全員」と書きました。「委員」「行政関係者」「一般参加者」と

書いたのです。差し支えなければ、これのどれに当たるか「○」をつけておいていただけ

れば。一般の方にとってはとってもバカバカしいなと思っていて、委員だけ「これはよか

った」というような傾向がもしあったら、これはおもしろいなと思ったものですから。 

    では、回します。 

             （アンケート用紙配付） 

吉田委員長  「その他」でもう一つ、次回の日程を決めさせていただきたいと思います。 

    手帳を出していただいて、次回は７月中旬以降でということですが、再生会議は 20 日

でなく 14 日になったのですね。20 日はなくなった。後半ということになりますと、17 日

は「海の日」で休みですので、18、19、20、21、土日を除いて 24、25、26、27、28。県

としてはどの週が都合がいいのですか。議会とかいろいろあると思いますが。 

事務局  議会については、７月の上旬で既に終了していますので、今おっしゃられた中旬以降

については特に問題ないかと思います。 

吉田委員長  まず、とりあえず、18、19、20、21 で伺ってみたいと思います。その中でご都

合がよさそうな……、その辺は難しいですか。 

福原委員  学期末というか、夏休み前で、ちょっと……。 

吉田委員長  ちょっと大変ですね。 

    でも、今度夏休みに入ってしまうと、いかがですか。 

佐久田委員  最初は、我々はずっと総体があって……。 
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福原委員  私たちは、個人面談という父兄との面談で準備とかいろいろあって、その頃はちょ

っと……。 

吉田委員長  そうすると、次の週も大変そうでしょうか、学校のほうは。 

福原委員  ですよね。 

寺島委員  私はそうでもない。面談はありますけど、昼間なので。この時間だったらいい。 

吉田委員長  終業式の直前というのは大変なんですよね。 

寺島委員  18、19 日は、教員にはちょっといじめに近い。（笑い） 

吉田委員長  むしろそれが終わってからのほうがいいということですね。 

    終業式は、20 日ですか、21 日ですか。 

寺島委員  20 日です。 

吉田委員長  それでは、21、24、25、26 日あたりで伺っていきます。27 日はご都合が悪い方

がいらっしゃるようですので。 

         （ 日 程 調 整 ） 

吉田委員長  そうしましたら、24 日（月曜日）の夕方に開かせていただきます。 

    そのほかに現地視察のこととかありますが、それぞれまた施設側と県との話で、今度は

あまり遅くならないように通知をいただくということでお願いしたいと思います。 

事務局  先ほどの資料 7 のＮＰＯ団体のリストですが、後藤委員からも、フォーマットをしっ

かりして、それでＮＰＯとかの情報を集めたほうがよろしいのではないかという話があっ

たので。今、団体名と所在地、細かいところを抜いて市町村だけにしてあるのです。それ

と、メールアドレスとホームページどちらか、あと活動事例ということでこの暫定版では

まとめておるのですが、大体こんな感じでよろしいか。もっと、必要事項とか、項目とし

てこういった形で集めればいいのか、ほかのもの、あるいはこれは要らないというものが

あれば。皆さんのご意見をいただければと思います。 

後藤副委員長  メールアドレスじゃなくて、連絡先でホームページがあれば、書き込んでくだ

さいという形で。電話の方もいるでしょうから。 

吉田委員長  では、私と後藤さんとで相談させていただいて、県と話したいと思います。 

    今回は、県や各関係市、環境学習施設等について、あるいは学校の環境学習について伺

いましたので、できれば次回のときは、月曜日に都合がつくかどうかわかりませんが、い

ま事務局から話があった資料 7 に出ているような団体からも意見を伺ってみたいと思って

おります。 

    それでは、これで私のほうの議事進行は終わりまして、県のほうにお返しいたします。 

 

     ３．閉  会 

 

事務局  長時間にわたりありがとうございました。これをもちまして、第２回「三番瀬環境学

習施設等検討委員会」を閉会させていただきます。 

―― 以上 ―― 


