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     １．開  会  
 
事務局  ただいまから、第４回「三番瀬環境学習施設等検討委員会」を開催いたします。  
    本日の配付資料の確認ですが、お手元の資料をご覧ください。  
     次第  
     裏側に、検討委員会の委員及びオブザーバーの方々の名簿  
     資料№１ 第３回委員会会議結果  
     資料№２ これまでに出された主な課題・提案等  
    でございます。  
    本日、委員の皆様は全員ご出席の予定ですが、現在のところ後藤委員、町田委員、

寺島委員の３名の方が遅れているようでございます。14 名中既に 11 名の方にご出

席いただいておりますので、本検討委員会の設置要綱第６条第３項で定める定足数

を満たしていることをご報告申し上げます。 

 
     ２．議  事  
 
       （１）第３回委員会会議結果について  
 
事務局  それでは、議事に入ります。  
    以後の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。よろしくお

願いします。  
吉田委員長  第４回になりまして、持ち回りで各市でやってきて、習志野市で開催する

ことになりました。駅に近いのですが、細長い会場で戸惑った方もいらっしゃるか

もしれませんが、半分ちょっと会議室になって、入口のほうにテーブルを置いてあ

ります。何をやるのかなと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、今回は、こ

れまでたくさんの関係者の方々にご意見を聞いてまいりまして、事務局でも意見、

課題、提案をまとめていただいておりますので、そういったことをワークショップ

形式というかディスカッションをして会議としての意見形成をしていく、そんなや

り方をとってみたいと思いまして、細長い会場をそういった仕切り方をさせていた

だきました。きょうは、頭の体操じゃないですが、みんなで作業する時間帯、そん

なふうに考えていただければと思っております。ふだん２時間ぐらいの会議を、少

しお時間をいただいて、２時間半ぐらいにしておりますので、８時半ぐらいまでお

つき合いをいただきたいと思います。  
    まず、第３回委員会会議結果についてまとまっておりますので、事務局から説明

をお願いいたします。  
事務局  資料№１「第３回委員会会議結果」をご覧ください。簡単にご説明申し上げま

す。  
    第３回の会議におきましては、一つ目の議題として「三番瀬再生会議の進捗状況

について」、これについては、再生会議に参加されている吉田委員長から、三番瀬
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再生計画の検討にこの検討委員会の結果・状況も反映できるようなことで意見を出

していきたいということが説明されました。その中で幾つかの質疑、意見交換が行

われております。  
    ２ページへまいりまして、二つ目の議題として、第２回委員会会議結果、視察の

結果について事務局から説明いたしました。  
    三つ目の議題、これがメインの議題となりましたが、環境学習についてＮＰＯ団

体との意見交換を行っております。地元で環境学習活動に関わっておられるＮＰＯ

の関係の団体の方には、あらかじめアンケートを実施しております。まず、そのア

ンケート結果について事務局から報告いたしました。その後に、代表の五つのＮＰ

Ｏ団体の方々にお越しいただきまして、実際の活動の状況、それぞれの団体が抱え

ている課題、さらには今後の方向性等についての意見なり提案を、それぞれ発表し

ていただきました。その後、ＮＰＯの方も交えてこの検討委員会の場で意見交換を

していただいております。その状況は、４ページ、５ページに記載のとおりでござ

います。  
    最後に、佐久田委員から先般ご提案のありました委員会のメーリングリストの作

成については、３回目の会議では保留となりまして、今回、改めて検討いただくこ

とになっております。  
    以上でございます。  
吉田委員長  この議題（１）について、何かご意見、ご質問等ございますか。  
    よろしいですか。  
    それでは、後藤さんの到着が遅れていることもあって、佐久田先生からあったメ

ーリングリストの提案について、当日いらっしゃらなかったので、反対のご意見も

あったので決めずに終わっていますが、ここでもう一度ご提案いただいて決めたい

と思います。お願いします。  
佐久田委員  前回の件、申しわけありません。日にちを一日間違って、次の日に行って

しまいました。  
    本校は、実際には三番瀬に近い中学校ですので、この何年間か三番瀬に取り組ん

ではいるのですが、実際、取り組む場合には協力は必要でありまして、町田先生に

来ていただいて、三番瀬についてまず講演会をやって、それから 7 月 12 日に実際

に三番瀬に行きまして実習をやった。これは１学年です。２学年は、塩浜駅に近い

三番瀬のセンターの前のところにアシがあるのですが、アシを実際に切りましてヨ

シズをつくったりということを行っています。  
    今回、町田先生に直接この場で頼んで実際にやっていったのが実情ですが、例え

ば自分たち学校関係で行くと、誰かからもし「こういうのないかな」と言われたと

きに、ここのメンバーの先生方を知っていれば、すぐに連絡を取って協力ができる

のかなというのがありまして、そういう面でメール等を教えていただければいいか

なと、一応提案した状況です。実際には、この会議は２ヵ月に１回です。もし頼ま

れて、次のときに頼んでという形ですると、また時間的な部分等もあったので、そ

ういうのがあればほかの先生方の役に立つのかなと思いまして、一応提案した状況

です。  
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吉田委員長  佐久田先生からの提案の趣旨はそういうことだそうですが、町田さん、こ

れに対する何かご意見ありましたら。  
町田委員  そういうことだったら、佐久田先生とは直接お話もしているし、たしかメー

ルのやり取りもしたかと思うのですが、私たちはホームページも持っていますから、

そういうところで幾らでもアクセスしていただくことができるし、事務局を通して

いいのじゃないかなと思うのです。みんなのメーリングリストは必要なのかな、私

には必要性が感じられないなというところと、あと、私だけなのかもしれませんが、

いろいろなメールが来て迷惑することもあるので、あまりオープンにしたくないな

というところもありまして、できれば、ちゃんとクローズになるというお約束があ

るならいいのですが、そうでないことも結構多いので、いろいろなところに流れて

しまうのだったら、ちょっと私は遠慮したいなと思います。  
吉田委員長  ほかの委員の方で、この件について何かご意見ございますか。  
蓮尾委員  一応私どももグループの中でメーリングリストつくっておりまして、メーリ

ングリストのいいところは、それに属している人間は共通して話題が共有できる。

それも非常に速く共有できるというプラス面があると思います。あとは、この方に

はお話したいのだけど、特にほかの方全部にご連絡する必要がないというときは、

その方宛てのメールを出せばいいわけであります。  
    いま私が所属している幾つかのメーリングリストの中では、一番問題は、むしろ

不活発、論議がおもしろくなくてあまり活用されてないメーリングリストがあるな、

それはつまらないなと思いますが、活用していく上で特に困ったというか、以前は

迷惑メールが非常に多かったのですが、いま使っているソフトですと結構きれいに

はじいてくれるものですから、はじかれたのが後でも見られるので、私はメーリン

グリストはあったほうがいいのではないかと思っております。  
鈴木委員  メーリングリストをつくることの目的ですが、行政の方々という公的な立場

でお出になっている方たちと、例えば自分たちグループなり団体を代表して出てき

ている部分と、この委員会の中でもさまざまな形で出ているので、結局メーリング

リストの中でも、皆さんがメーリングリストに名前が記載されるというわけではな

いと思います。その辺が、メーリングリストを持っている私的な団体なり個人の方

だけがメーリングリストの一覧になり、公的なところは行政のメールなり行政とい

うことですと、その辺が皆さんのメーリングリストという形にはならないのじゃな

いかなというのが１点あります。  
    それから、あくまでも環境学習のことでこういう形で集まっていますので、その

後の活用をメーリングリストとしてお使いになるのはまたちょっと違うのかなと思

います。学校関係は学校関係で市町村を通じてまたいろいろ方法があると思います

ので、お知らせはしたいのですが、この委員会でつくる必要性があるのかというの

は、ちょっと疑問に思います。  
吉田委員長  ほかの委員の方、ご意見ございますか。  
    桑原さんは、この間は賛成の意見を出してくれました。  
桑原委員  私は、いろいろな意見がきけていいかなと、ただ単純に思いましたので、あ

ったら参加させていただければ。  
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吉田委員長  今いろいろご意見ありまして、委員会メーリングリストであれば、委員の

方がみんな参加しているメーリングリストでないとあまり意味がない。何人かの方

が、私はそういうのはあまり意味がないと思うから入れないでほしいとなると、そ

の何人かの方を入れないでディスカッションが進んでしまうということになると問

題がありますので、そういう面では意見がまとまらない中ではメーリングリストに

するのは難しいかなと、私としては判断します。  
    メーリングリストのいい点は、先ほど蓮尾さんからお話があったとおりです。み

んなにすぐに伝わるということでディスカッションも進むのですが、逆に傍聴者の

方はじめ委員でない方は、公開の場で話していることはわかりますが、メーリング

リストの中で話されていることは全然公開でありませんので、そういった面では、

「公開」という面で逆に問題が残る部分もあるかもしれない。そういうこともあり

まして、佐久田先生からご意見があったようなことであれば、例えば事務局のほう

に問いかけていただいて、事務局はみんなアドレスを知っているわけですので、そ

こから流していただいて、それに対してお答えしようかなという方はそこから答え

ていただく、そういうやり方ではいかがでしょうか。  
佐久田委員  結構です。  
吉田委員長  それでは、せっかくのお申し出ですが、メーリングリストという形にはし

ないで、事務局に間に入っていただいて連絡を取り合うということでよろしゅうご

ざいますか。  
             （「はい」の声あり）  
吉田委員長  ちょっと時間をいただきまして、ありがとうございました。  
 
       （２）三番瀬における環境学習に関する課題抽出と今後の方向性につい

て  
 
吉田委員長  それでは、議題（２）に入ります。  
    議題（２）三番瀬における環境学習に関する課題抽出と今後の方向性について、

事務局のほうで課題・提案等をまとめていただきましたので、それを説明していた

だきます。  
事務局  お手元に配付した資料№２「これまでに出された主な課題・提案等」としてま

とめさせていただいております。 

    今まで１回、２回、３回と委員会を開催しております。そのほかにＮＰＯへのア

ンケート、県内の環境学習関連施設の視察として２回の視察を実施しております。

こちらは、その際にいただいた意見等を、「環境学習全般」、検討項目でございます

「環境学習プログラムについて」「人材の育成・確保について」「施設のあり方・場

の確保について」と大きく四つの分類に分けて、その大分類の下に小分類もつけて

ございますが、今までに皆様からいただきました意見や課題・提案、そういったも

のを資料№２としてまとめてございます。 

    簡単ですが、以上でございます。 

吉田委員長  非常に簡単にご説明いただきました。 
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    きょうは、こういうふうにまとまったもの、思い出せばもっといろいろあるのか

もしれませんが、こういった素材を使って、この委員会としては「環境学習全般に

ついて」はもちろんですが、「Ｂ 環境学習プログラム」「Ｃ 人材の育成・確保に

ついて」「Ｄ 施設のあり方・場の確保について」、こういったことが議論する課題

として挙がっていると思います。これを報告書にまとめていくにあたって、普通の

やり方ですと、県の事務局から「こういう案で、文章でどうでしょうか」なんて出

てくる場合があるのですが、そういうやり方でなく、実際参加している委員の皆さ

んから今まで視察した場で出てきた意見、あるいは委員会で出た意見、そういった

ものをまとめながら文章をつくっていけるようにしたいと思いまして、きょうは、

最初にお話したようなワークショップ形式、グループディスカッションという形式

でやってみたいと思っております。 

    グループとしては３グループ。「全体」というのはなしにして、「環境学習プログ

ラム」「人材・育成確保」「施設のあり方・場の確保」の３グループに分かれて、入

口のほうにご覧いただいたとおりテーブルがありますので、そちらに分かれてやり

たいと思います。 

    そのグループの分かれ方、これも皆さんにいきなり「どうですか」と聞いてもな

かなかすぐにまとまらないと思いますので、委員長、副委員長と事務局と話しまし

て、まず案をつくらせていただいております。それをお配りして、「あっ、勝手に

決められてしまった」ではなくて、ご覧いただいて、「私、こっちのほうがいい」

ということであればそれは構いませんので、まずたたき台の案をご覧いただきたい

と思います。配ってください。 

           （ 資 料 配 付 ） 

吉田委員長  マルがついている後藤さん、蓮尾さんにはぜひファシリテーターというこ

とで、そのテーブルの進行をスムーズにする役をお願いしたいと思います。 

    「環境学習」は、後藤さんにファシリテーターをお願いして、候補として清水さ

ん、桑原さん、佐久田さん、庄司さん、浦安市の小鍛冶さん。 

    「人材育成・確保」は、私がファシリテーターといたしまして、鈴木さん、今井

さん、寺島さん、市川市の清水さん、習志野市の広瀬さん。 

    「施設のあり方・場の確保」は、蓮尾さんにファシリテーターをお願いいたしま

して、町田さん、福原さん、長谷川さん、平井さん、船橋市の森内さんというふう

にお願いできるかなと思っているのですが。 

    もし、私の関心はこっちのほうにあるので変えたいというご希望がありましたら、

この場で言っていただいて、変えることは全くやぶさかではございませんので。 

    まず、委員の方あるいはオブザーバーの方で、グループについてご意見ございま

すか。 

    とりあえずこういうことでよろしいですか。 

           （「はい」の声あり） 

吉田委員長  いずれにしても、まとまった段階ではもう一回ほかのグループに対しても

意見を言う機会がございますので、とりあえずこれでテーブルに分かれていただき

ます。傍聴者の方々も、ぜひ、傍聴しているだけではつまらないと思いますので、
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差し支えなければテーブルにお入りいただいて、ご意見を言っていただいて構いま

せんので。きょうはそういう作業をする日ですので、「環境学習」「人材育成・確

保」「施設の場のあり方・確保」とテーブルのところに書いてございますので、委

員やオブザーバーが席に着いたところで選んでいただき、お入りいただければと思

います。 

    時間ですが、ちょっと休憩と、場所を変える時間もあるでしょうから、6 時 30

分から始めます。6 時 30 分から 7 時 30 分の１時間でやりたいと思います。 

    やり方ですが、資料№２に書いてあるものを、文章が長いですから、これを省略

した形でカードがテーブルに用意されています。そのカードにはＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄと

番号が振ってございます。例えば「Ｂ 環境学習プログラム」であれば、Ｂのカー

ドは全部使っていただいて、県のほうでまとめたものは分野ごとにまとめてありま

すが、そういう意味でなくて、ファシリテーターの方にお願いしたいと思いますが、

大体似たような意見がありますので、これとこれは関連する意見ではないかとまと

めていただく。そうすると、幾つかの主要な意見に分かれると思います。それに小

見出しをつけたり、あるいは意見グループ同士で矛盾したことがあったり、関連し

たことがあったりすると思いますので、そういったことに線を引いたり、そういう

ことをやりながら、環境学習プログラムとしてはどういうことが一番課題で、こう

いうことを解決しなくてはいけないということが浮き彫りになるように、ぜひお願

いしたいと思います。 

    １時間経ちましたら、ファシリテーターに、大体まとまったかどうか伺います。

まとまったら、その時点でこちらに戻ってきていただいて、各グループの発表をお

願いします。発表は、できたらファシリテーター以外の方にお願いできればと思い

ます。いらっしゃらなければファシリテーターがやっても構わないのですが、それ

をグループで決めていただいて、どんな話が出たかお話しいただければありがたい

と思います。 

    言い忘れましたが、そこにあるカードしか使ってはいけないというわけではなく

て、何も書いてないカードがございますので、その中で、ご自分の意見でこれは足

したほうがいいという意見があればどんどんカードに書きながら足していってくだ

さい。そしてそのグループとしての意見を出していただきます。そうすると、まず

グループとしての意見がまとまりますので、それに対してほかの方の意見もおっし

ゃっていただいて、きょうのところは委員の中ではどんな意見が出たか、なるべく

出尽くすようにしたいと思います。次回以降は、それを文章化して、具体的な報告

書にする際にこうしたほうがいい、こうしたほうがいいというのをやりたいと思い

ます。きょうはあまり細部にこだわらず、なるべくたくさんの意見が出るように、

「その意見は違うよ」というのではなくて、「その意見もそうだね」「この意見もそ

うだね」と、どんどん出るような形でファシリテーターの方にお願いできればと思

います。 

    それでは、6 時 30 分から 7 時 30 分ということで、６時 30 分になりましたら席

にお着きください。 

 



 7

 

―― ３グループに分かれてグループディスカッション ―― 

 

 

（各グループのカードを貼った一覧表 掲示） 

吉田委員長  再開いたします。 

    ３グループに分かれてワークショップ的に作業をしていただきましたが、順々に

各グループから、どんなことが話し合われたのかをまとめて、10 分以内ぐらいで

お話しいただきたいと思います。 

    環境学習プログラムについては、桑原さん。 

桑原委員  環境学習プログラムについての話し合いのまとめを簡単に話したいと思いま

すが、どちらかというと、実際にこういうことをやっている方が話し合ったものな

ので、たくさんの意見が出されました。１時間という短い時間しかありませんでし

たので、とりあえず、こういうことをやっている、こういうことをやりたいという

ことを出していただきました。 

    細かい具体的なものに関しては赤。１時間の間に、前からの討論で 90 ぐらい。

青は赤をまとめたもの。時間が限られておりますので、これが全体のまとめという

ことではありません。 

    一番重要なのではないかというのがプログラムですから、目的があって効果があ

る。目的があって効果があって、その間というのは今後話していけばどうだろうか

ということで、まだこれだけでは足りないかと思いますので、いろいろな意見があ

れば、こういった青のどこに入るのかという問題になってくるのではないかと思い

ます。 

    例えばプログラムの目的があったり、課題の発見、対象の問題。では、どういう

ふうにどんな方法でやるか。実施するにはどういうことをするか。あと道具の問題。

具体的に活動するときに季節の問題があったり、アクセスする問題、いろいろ多々

問題があるのではないかと思います。 

    先ほど申しましたように、プログラムをつくったことによって、そのプログラム

がちゃんと運営されているかどうかは、効果の判定もありますし、ちょっとずれる

かもしれませんが人材、人がどう動くかという問題が非常に出てくる。ここにある

Ｃ１からＣ31 とかＣ33 はほかのグループからの問題ですが、これを入れていくと

かなりリンクしてくると思うのですが、かなり具体的なプログラムの問題や、ほか

の施設の問題とか、環境学習全般に関する問題に関わってくる問題なのではないか

と思います。 

    簡単ですが、こういう具合にまとめてみました。順番とか、どういうやり方でや

るかは、今後のディスカッションの問題ではないかと思っております。 

    そんな感じでよろしいですか。 

吉田委員長  まだ時間は５分くらいあります。すごく簡単にまとめちゃって、もうちょ

っと、どんな話が出たかをおっしゃっていただければ。 

桑原委員  こんなものですが、ほかのところも議論があるのではないかと思いますので、
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具体的なところは「鳥」しかわからないので、鳥のところで。 

    例えば方法ですと、何を知ろうかということでプログラムを一つ組んでみたとし

ます。例えば歴史を知ろう、生物を知ろう、資料を知ろう、水質を知ろう、潮につ

いて考えようとか、生業と三番瀬とはどういう問題かという具合に、「知ろう」と

いうことだけでもこれぐらいの項目があります。 

    その中で例えば生物ですと、鳥があったり、ベントスがあったり、ネクトンがあ

ったり、ものすごい項目があります。それによっていろいろプログラムを考えてい

くとすると、ものすごい数のプログラムがあるのではないかと思いますし、皆さん

ここに関わっている方は必ず持たれていると思いますので、それを今後どうやって

まとめていくかが非常に問題になるのではないかと思います。 

    あと、黄色は、反対の意見というか、これは困っているなという問題があると思

います。例えば体験が重要と言っても、最初に体験からスタートすると、環境を荒

らしてしまうという問題があったり、船橋の学生さんがみんな三番瀬に行っていろ

いろな生物を見たりするとちょっと問題があるかなという問題があったり、具体的

に活動するときには実施する時間があまりないかなという問題と、赤になっていま

すが、多少は予算が必要なのではないかという問題が出てくるかと思います。 

    それとはまたちょっと違うのですが、これはどのグループに入るかはわからなか

ったのですが、やっぱり知っていただくことは重要で、プログラムとは外れていま

すが、知っていただく広報というのは非常に重要なのではないかという意見が出ま

した。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    ２番目に、人材の育成・確保グループの寺島さん、お願いします。 

寺島委員  人材の育成・確保グループです。環境教育を進めるための人材の育成につい

て問題点を話していたのですが、その中で、環境教育を進める人材と、それに対す

る環境教育を進めてもらう人、協力してもらう人、環境教育を実際に受ける立場の

人のレベルが一つ出てきました。それを先にお話します。 

    まず、最初の段階として、三番瀬をそもそも「知らない」という段階の人もいる

だろう。そういう人が興味を持ち、興味を持ったところで自分の興味を持ったもの

について学習を進め、さらに深い専門的知識を得る、こういう三段階になるだろう

ということで考えが出てきたのですが、最初の段階、これは人材とは違うのですが、

三番瀬を身近に感じられる機会が少ないというところがありました。その機会が少

ない理由に幾つかあるのですが、ここでは指導者と呼んでいますが、そういう場の

活動を進める人たちがまず少ないということと、そういう人たちが育成される育つ

場が少ない。指導者的な立場になりかけているのですが、その人の中でもレベルア

ップ、スキルアップをするための場が少ない。指導者の育成・研鑽の場が少ないと

いうのに関わってくるのですが、特にＮＰＯとかにはスタッフが活動しやすい環境

が不足している。一つは時間の面、もう一つは金銭的な面です。そういうことがあ

り、研鑽の場が少ない。 

    それから、海に行って三番瀬について特に最初の興味を持つ段階で生物が取っか

かりとしてはいいだろうという話がありましたが、そういうものについて教えてあ
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げる人たちのスキルアップに協力するための専門家が少ない。身近に感じられる機

会の一つとしては、話が横に行くのですが、三番瀬の環境学習の入口として学校は

とても重要だということが出ました。学校での人材は教員ということになるのです

が、私も教員ですが、教員がとても多忙であることと、教員自身がそもそも三番瀬

に関する知識なりスキルを持っているとは限りませんので、学校現場にしても教員

のスキルを上げることも重要である。そういう人材の育成の場が少ないということ

です。三番瀬を身近に感じられる機会、もし人材育成をうまく進めて場を増やした

りすることができれば、この人たちが次の世代の指導者の立場になり得る指導者予

備軍ということで、さらに人材が回っていくことにつながっていくだろう。 

    人材とちょっと関係があるのですが、行政のことも出ました。そういう場を増や

していくとか、スタッフが活動しやすい金銭面ですとか、ＮＰＯに対する援助です

とか、そういうことで行政として身近に感じられる機会を増やすための活動をぜひ

してほしいという話は出ました。 

    最後に、ここにポコッとありますのは、環境教育を受ける立場の人が最初のレベ

ルからちょっとレベルアップしたときに、例えば生物に関して言いますと、多分で

っかいカニを見る段階から、さらにもっと小さいプランクトンレベルのものを見る

ために顕微鏡とか、そういうものが必要になったときに使えるように、その人のレ

ベルに合った器材、高いレベルの人に答えられる専門家、その人の進んでいくレベ

ルに合った場が欲しいねということになっています。 

    一番たくさん出たのは、真ん中の「指導者の育成・研鑽の場がありませんよね」

ということでした。ただ、どうしたらいいのかねというところまでは今回は話がい

きませんで、問題点をきょうは明らかにするということで、この程度で話は止まっ

てしまいました。 

    以上です。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    施設と場のあり方については、蓮尾さん。 

蓮尾委員  私、「ファシリテーター」って日本語で言うと何なのだろうという質問から

始まったのですが、進行役ですよね。本来は、論議の場にいた人たちの意見を活発

に吸い上げることがファシリテーターの役目ですから、この場で私が発表するのは

失格なんだとさんざん頑張ったのですが、皆さんとても謙遜な方で、どうしてもい

やだと言われまして、私が一応まとめということで。 

    もともと施設云々というその論議は、ほかのものすべてにも関わってくるし、パ

ッと「こうであるべきだ」という結論は出せるものではないのかもしれません。た

だ、幾つか印象的なことは言っていただきました。要は施設云々ということは、一

口で言ってしまえば、中に入るべき人のためのものである。「中に入るべき人」と

いうのは、言うなれば、この先三番瀬の再生事業が進んでいき、あるいは三番瀬の

もっと体験できる場としての活用が進んでいき、そういったときにルールを適用し

たり、あるいはこの先の三番瀬を守ったり育てたりする担い手、その人たちがおさ

まるべき箱なのであろう。だから、箱が先というよりは中身が先なのだろうなとい

うことが印象的な言葉だったと思います。いま観察会をやったり、ほかの活動をや
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ったりしているのは、この先、三番瀬を守るべき担い手を育てていくためのもので

ある。それがとても印象に残った言葉ではないかと思います。 

    さりとはいえ、一応いま現在そういった観察会をやったりするときに不便を感じ

ていることは、まずトイレであったり、雨天のときどうしたらいいか。大体におい

て観察会がやりやすいのは船橋ですから、船橋の場合は、既存のプールの施設をも

う少し、例えば四季を通じて水道が使えたり、トイレを使わせてもらう、あるいは

雨宿りができる場に使わせてもらう。それは船橋の場合は既存の施設を改良すると

いうことでも事足りる。ただ、先々の夢としては、例えば、この先、「再生の技

術」という形でも構わないですし、三番瀬そのもの、海とか干潟とか、あるいは埋

立地、そういった事柄をこの先環境を復元していくための技術を高めていくような

研究施設なり大学なり、そういったものが誘致できれば一番いいのだけど、という

ようなことも出ました。 

    では、実際にどんなものが欲しいか。要するに、雨宿り場だけがあったり、トイ

レだけがあったりするのではなくて、そこを使って活用していく三番瀬のレンジャ

ーさんというのでしょうか、そういった人たちが常駐できて管理できれば一番いい

のだけどね、というような話になったかと思います。 

    私は、ファシリテーターとして失格なだけじゃなく、取りまとめは一番苦手なの

で、関わった方たち、一言ずつぐらい補足していただけないでしょうか。手近なと

ころで町田さんがいらっしゃるし、一言補足してください。そのぐらいの時間はあ

るので。 

町田委員  大体言っていただけたな、蓮尾さんこそ謙遜で、上手にまとめていただいた

なと私は聞いていたのですが。 

    私は年間に何十回も三番瀬で観察会をやっていて、今、さほど不便に感じている

ことはそんなにないので、きょうはたくさん夢を言わせてもらいました。この先、

三番瀬をきちんと再生していくための人材を育成するとか、きちんと三番瀬を守っ

ていくためのルールをつくったり、それを守らせる人たちを置いておくような場が

必要じゃないかというところをわりと言わせていただきました。今の問題のところ

じゃなくてもいいという蓮尾さんのお言葉があったので言わせていただいたので、

ちょっと問題を広げてしまったかなという気もしております。 

蓮尾委員  福原先生も一言。時間ありますよね。その場にいた人は責任を持ってくださ

い。（笑い） 

福原委員  小学校の場合は、子どもたちのことを考えると、すぐにトイレとか水とか、

現実的な施設についてどうしても必要だなと要望したくなるのですが、いろいろな

立場のお話を聞いていると、トイレといっても今のままでよいという意見を聞かさ

れたりすると「あっ、そうかな」と思って、私の知識はその辺がまだ足りないかな

と痛感しました。ただ、この前、メンバーの人たちにお話したのですが、「三番瀬

についてのポスターを描きましょう」という機会を与えていただいたおかげで、何

人かの子どもたちが保護者と一緒に三番瀬に行って見学していると聞きましたので、

そういう親子が行くのに行きやすい環境をつくるにはどういうふうにしてあげるの

が一番いいのかなと思う、ということを言わせていただきました。 
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長谷川委員  何も発言しなかったのですが、施設を検討する上では大変だったと思いま

す。ということは、論点をどこからスタートするかということで、その辺がはっき

りしていなかったので、皆さんは現状の中でどういった施設が欲しいかというとこ

ろにどちらかというと集中してしまった。論点を「施設ある」あるいは「施設な

い」というところからスタートするほうが、もう少し有意義な意見交換ができたの

ではないかと感じております。 

蓮尾委員  横山さん、すいません。 

    あと、行政の方はこういう場でご発言は難しいかなというのがあって……。 

横山（傍聴者）  私も参加させていただいて、浦安のほうで自然体験やら観察をさせて

いただいている上での課題と、それから環境学習していく点では、小さな小屋でも

何か施設が欲しいなということをお話させていただきました。それが「浦安が」と

か「市川が」とか「船橋が」と言い始めると大変だねという蓮尾さんのご配慮によ

って、それはあまり主張することなく、「みんな静かだね」というような蓮尾さん

の感想を言われたのですが。ないところでもやはり必要かなというふうに感じまし

た。船橋は、あるものを上手にもうちょっと活用していったらいいのではないかな

というお話が主だったと思います。 

蓮尾委員  ほかにもいらしたのですが、私のまとめる能力がないものですから、補足を

お願いしたのですが、ほかにございますか。一言でも二言でもお願いできれば。 

平井委員  私から言わせていただいたのが、施設のあり方の前に、三番瀬の再生、大き

なところとの関連が強いのではないかということは一言言わせていただきました。

それは、三番瀬は、ここに書いてあります「場の提供」というのもありますように、

三番瀬の再生がどういうふうな形になっていくかによって場の提供の仕方も変わっ

てくるだろうということで、あそこで「理念」という形で一つまとめたところがあ

りますが、あそこがはっきりしないとなかなか難しいのかなということは意見とし

てはいろいろ出たかと思います。一応それだけです。 

船橋市（森内課長）  私も大体同じようなことですが、保全するための理念がきちっと

した形で示されない中で施設を議論するのはなかなか難しいところがあると感じて

いました。さらに、浦安、市川、船橋とそれぞれ置かれている場面が違いますので、

その中で一律にどうするのだということについてはなかなかまとめにくかったのか

なと思います。 

    そんな中で、将来三番瀬を担う人を育成するためのことを先に考えて、それを入

れるための箱ということで、非常にうまくファシリテーターの方がそういう形でま

とめていただいたのではないかなと思います。 

蓮尾委員  どうもありがとうございました。 

吉田委員長  ありがとうございます。蓮尾さん、謙遜していらしたのですが、ファシリ

テーターが上手で、全員に発表してもらいました。 

    あと、ほかのグループに対する意見もあるのではないかと思いますし、自分のグ

ループを代表して発表していただいたのだけれども、それに対する意見もあるので

はないかと思います。一言ずつ言っていただいた方は除いて、鈴木さん、清水さん、

今井さん、佐久田さん、庄司さん、市川市、習志野市、浦安市、一言ずつ何か補足
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する点とか言い足りなかった点があればお願いします。 

鈴木委員  全体の環境のプログラムとか、人材育成、場のことについて、それぞれの目

的、課題を洗い出すということに対して、かなり見えてきた部分があるのじゃない

かなと思います。ただ、環境学習プログラム自体がどういう方向でこれから動き出

すかが見えてこないところで、今後どんな形でそれを成果があるものとして考えて、

いろいろ検討しておくことの難しさをすごく感じています。 

    今いろいろな課題が出てきているので、たくさんの課題をすべて解決することは

無理だと思いますが、その課題を認識するということでは、こういう委員会の必要

性が非常に大事だなということを感じました。 

清水委員  人材育成が大切ということで皆さんお考えは同じだと思うのですが、場はあ

ると思うのですね。実際問題、私が活動している谷津干潟自然観察センターという

ところでは、ボランティア活動という形で関わることによって、干潟に対するさま

ざまな学習がそのボランティア活動を通じてできているわけです。だから「育成し

ますよ」という大がかりなものではありませんが、活動を通じて、その中で研修と

かもありますし、体験することがたくさんできますので、そういった施設は、多分、

谷津干潟だけではなくて、浦安とか、市川とか、ほかのところでもあると思うので、

「大切」と言っているだけではなくて、「そういった場所もありますよ」というＰ

Ｒもできれば、そこにそういうことに興味がある方はどんどん来ていただけると思

いますので、施設を活用して人材育成をするというのも一つの方法ではないかと思

いました。 

今井委員  先ほどの寺島先生のお話に補足ではないのですが、要は三番瀬に連れていっ

てくれる人がたくさんいればいいねという話で、人材の話なのですが、連れていっ

てくれる人がたくさんいて、そこに環境プログラムがあって、その人が活用できる

施設があるということなのかなと。いろいろそういうボランティア団体とか観察会

とか開催されてますが、まだまだ浦安に限って言えば非常に少ないですし、そうい

う場がもっと広がることと人が増えることがいいのかなと思います。 

佐久田委員  教員としての立場というか、環境学習を小学生や中学生にするという場合

には、人材育成・確保というか、特に教員がそれに興味・関心を持たないといけな

いと思うのですが、どれだけの教員がそういうのを持っているかというのは、まだ

不確定という状況です。ですから、環境学習のプログラムができました、だけどそ

れをどのように活用できるかというのは、それを引っ張っていく、特にそういうふ

うに関心を持っている教員がいないと成り立たないと思っています。ですから、い

い材料、いい施設があったとしても、最終的にはここは大切だという関心を持ち、

生徒に教える教員の資質が必要じゃないかと感じている状況です。 

浦安市（小鍛冶課長）  私は２点だけ申し上げさせていただきました。 

    一つが環境学習ということで、市でやっている環境学習については非常にバラバ

ラで、各点でいろいろな組織でやっている。これを一つの線で結んで、ライフスタ

イルごとにどういった環境学習をやったらいいのかと。まして「幼児の時代から」

ということを一つ言わせていただきました。 

    もう一つの人材育成というところで、皆さんご承知のとおり 2007 年問題という
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非常に大きな問題があります。来年以降、だんだん会社をリタイアされた方が地域

に出てくる。こういう人たちをうまく活用して人材を育成して、先ほど委員さんが

言われたように三番瀬に連れていって教えてくれる高齢者……高齢者と言ったら失

礼かもしれませんが、そういう方と子どもたちのふれ合い等、こういったことも必

要じゃないかと、二つだけ言わせていただきました。 

習志野市（広瀬課長）  特にこの場でお話することはないのですが、一つだけ、私、皆

様のお話を聞いて感じたことがあります。施設も必要でしょうし、環境学習プログ

ラムも必要でしょうし、人材の育成・確保も必要だと思いますが、私が入ったグル

ープでもお話がありましたが、入口ということで三番瀬を体験する、三番瀬を知る、

それが裾野を広げる。一人でも多くの人が三番瀬はどういうものかを知る、それが

一番大事なのかなという気がしました。 

    感想ですが、以上です。 

市川市（清水課長）  行政の立場から言わせていただきますと、市民の方がご負担いた

だいた税金で行うことですから、一番押えなければならないのは、その使うお金が

どう市民のためになるのかという点だと思います。環境学習について市川市も行っ

ておりますが、環境学習を行うことが、機会均等の範疇ではありますが、46 万人

の市民のために何になるのか。そういうことを考えますと、心豊かなライフスタイ

ルの一つとして自然というものも位置づけて、それらの機会の提供、そういうもの

に対して人材育成が必要である、施設が必要である、そういうような視点から総合

的な環境学習というものを考えていきたいなと、そのように思って日々仕事をして

おります。 

庄司委員  私は、環境学習プログラムに参加させていただいたのですが、二つ強く感じ

たことがございます。 

    １点は、環境学習プログラムの目的が那辺にあるのか、それによって行き着く先

も全然違うところになるので、最初の目的をしっかり押えないといけないのではな

いかなと。それによっていろんなバリエーションが生まれてくることがあろうかと

思います。 

    ２点目としては、原体験を大事にしなきゃいけないのじゃないかなということで

あります。三番瀬に行く前に事前の学習、あるいはバーチャルの体験をするという

ことはもちろん、行ったときの成果が大いに変わってくるとは思いますが、いずれ

にしてもそこに行って原体験をする、これが大事ではないかなと思いました。 

吉田委員長  先ほど代表で発表した方も含め、何か言い忘れた、付け加える点とかござ

いますか。 

    よろしいですか。 

    傍聴者の方で、参加してこういうことを感じたのでと一言おっしゃりたい方はい

らっしゃいますか。 

    よろしいですか。 

    そうしましたら、私のほうからファシリテーターをやったお二人にお願いしたい

のは、きょうのところは解決策のところまでまだ行かなくて、とりあえず抽出され

た課題が整理されたところだと思いますが、この部分をまとめていただいて、それ
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をもとに次回にディスカッションしたいと思います。ファシリテーターの方がどな

たかに振っていただいても構わないのですが、次回までにたたき台をつくっていた

だきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

後藤副委員長  働いてみましょう。 

蓮尾委員  わかりました。 

吉田委員長  ちょっとお願いして、その上、また仕事を振ってしまいました。 

    次回以降は、きょう言い足りなかった部分もあるでしょうし、ては、そういう課

題は出たけど一体どうするのだという方向性の議論は十分ではないということは承

知しておりますので、そういった議論を深めていきながら提言書になるように持っ

ていきたいと思います。そういった議論をあと一、二回ぐらいするとかなり形にな

るのではないかと思いますので、そういう形でおつき合いいただければと思います。 

    それでは、次回の開催日を決めておきたいと思います。 

    次回、県議会が終了した後ぐらい、10 月の半ば以降と考えていますが、候補の

日をまず申し上げますので、その中で都合の悪い日に手を挙げてください。 

    10 月 12 日（木曜日）、13 日（金曜日）、16 日（月曜日）、17 日（火曜日）、18 日

（水曜日）。これを越えると 10 月の末になってしまうのですが、そのあたりでまず

伺ってみたいと思います。 

福原委員  私、学期末なんです、ちょうど。終業式が 20 日なんです。始業式が次の月

曜日からなので、ちょうどそのときは通知表をつけている最中なので、夜はちょっ

と……。申しわけありません。 

吉田委員長  わかりました。 

    そうしたら、私はその次の週が海外で国際会議があるので、ちょっと先になって

しまうのですが、10 月 30 日か 31 日のあたりはいかがか伺いたいと思うのですが。 

          （ 日 程 調 整 ） 

吉田委員長  それでは、10 月 30 日（月曜日）にさせていただきます。 

 

       （３）その他 

 

吉田委員長  「その他」ですが、事務局のほうから何かありますか。 

事務局  特にございません。 

吉田委員長  委員の方から何か。今井さん、お願いします。 

今井委員  実は、浦安で観察会等でいつも使っている日の出北公園というのがありまし

て、そこの海側が今度整備されるということで、いろいろな話になっております。

細かいことは省きますが、ぜひこの機会に、浦安の三番瀬の目の前の公園なので、

ここでこういうお話をされているということを、結果として何かそこで吸い上げら

れるような形を残していただきたいと思います。いろいろな状況があって難しいこ

とももちろんあると思いますが、浦安にとって日の出北公園は非常に大事な場所だ

と思いますし、機会を増やすことにもつながると思いますし、これから参加される

人材ということも含めて、環境プログラム、いろいろな意味で役割として重要なと

ころでないかと思いますので、ぜひそれが何かの形になればいいなと思うのですが。 
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後藤副委員長  北公園の話は、多分、提案としては、それが将来海につながるようなイ

メージがおそらく出てきていると思いますので、その辺を住民の方たちに頑張って

いただいて、ぜひそういう方向で。おそらく海のほうは県も関わりますので、とり

あえずじゃまにならない形のものができれば、その次はまた次のステップで少しそ

れは議論していけばいいのかなと思っていますので、よろしくお願いします。 

吉田委員長  浦安市は近隣公園の整備は非常に力を入れていらして、弁天のほうの公園

も活動の拠点となるようなところができていたり、あるいは身障者の方も使えるト

イレとか、そういったものも整備されております。今回出たような意見がここに出

ておりますので、こういったものをご自由に途中でもお使いいただいて、今井さん、

あるいは直接の担当ではないかもしれませんが浦安市も来ていらっしゃいますので、

ぜひこういった知見をご活用いただければと思います。 

    オブザーバーの浦安市のほうから、何かコメントはございますか。 

    よろしいですか。 

    委員の方から、ほかにございますか。 

    なければ本日の議事は終了いたします。 

    事務局のほうで進行をお願いいたします。 

事務局  それでは、次回は 10 月 30 日（月曜日）ということで、スケジュールをよろし

くお願いします。詳細につきましては、またお知らせいたします。 

 
     ３．閉  会 

 

事務局  きょうは、長時間にわたりましてご議論ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


