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     １．開  会 

 

事務局  皆様、お忙しいところ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８回「三番瀬環境学習施設等検討委員会」を開催いたします。 

    私は、司会進行を務めます環境政策課の三井と申します。どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

    はじめ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  裏面に検討委員会の委員及びオブザーバー名簿がございます。 

    委員名簿の桑原委員の名前が「桑畑」になっておりましたので、ここで訂正してお詫び

申し上げます。申しわけありませんでした。 

     資料１－１ 第 19 回～第 24 回 三番瀬再生会議の開催結果概要 

     資料１－２ 塩浜地区における自然環境学習施設の考え方（市川市） 

     資料１－３ 三番瀬の再生・保全のための標語（キャッチコピー）、シンボルマーク、

マスコットキャラクター応募要領 

     資料２－１ 平成 20 年度三番瀬再生実施計画 

     資料２－２ 平成 20 年度千葉県三番瀬再生実施計画における 

           環境学習・教育関連事業について 

     資料３   平成 20 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） 

     資料４   平成 18 年度三番瀬環境学習施設等検討委員会報告 

    それから、冊子として「千葉県環境学習基本方針」をお配りしております。 

    資料は以上ですが、不足等ございますか。 

    次に、当委員会の委員につきましては、本年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日までの新

たな任期で知事により再任されましたことをご報告申し上げます。 

    なお、委員会発足時より委員数は２名減となっております。１名については、平成 18

年に市川市の住民代表の委員の方が辞任したためでありまして、後任の委員については、

現在、市川市と協議を行っているところです。また、習志野市谷津干潟自然観察センター

の所長であった長谷川委員につきましては、同施設が指定管理者制となって管理者が変わ

ったため、現在のところ再任が行われておりません。そのため、委員会発足時より委員数

が２名減となっているところです。 

    また、県の委員につきましては、人事異動に伴い、環境政策課長の庄司委員と自然保護

課長の渡邉委員が新たに委員に就任しましたので、ご報告いたします。 

    それから、本委員会にはオブザーバーとして地元関係市の担当課長に引き続きご出席い

ただいております。 

    本日の委員の出席ですが、現在 12 名中 12 名の方にご出席いただいておりまして、定足

数を満たしております。 

    ここで、本委員会の事務局を務めます県環境生活部環境政策課を代表して、庄司課長か

らご挨拶申し上げます。 
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庄司環境政策課長  皆さん、こんにちは。環境政策課長の庄司でございます。 

    委員の皆様、そしてオブザーバーの皆様方には、大変お忙しい中をご参集いただきまし

て、まことにありがとうございます。 

    本日、第８回目になります三番瀬環境学習施設等検討委員会にご出席いただきまして、

まことにありがとうございます。そしてまた、会場にご参加の皆様、お忙しい中をお運び

いただきましてありがとうございます。 

    本委員会は、三番瀬における環境学習、そして環境教育について、三番瀬再生検討会議

（円卓会議）から提案されました「三番瀬再生計画（案）」をもとに、県の事業計画の策

定や事業実施にあたって具体的な助言を得ることを目的として、平成 18 年 3 月 30 日に設

置されまして、これまで７回の委員会、そしてまた２回の視察会を実施して、平成 18 年

度において委員会報告をまとめていただいたところでございます。 

    平成 19 年度（昨年度）は、調整等に時間がかかってしまいまして、結果として委員会

開催に至らなかったことにつきましては、事務局として大変申しわけなく思っておるとこ

ろでございます。 

    委員の皆様が本年度新たに再任され、これから平成 18 年度委員会報告を踏まえた具体

的な事業実施に向けて本委員会において議論していただくことになりますが、三番瀬の再

生に向け三番瀬における環境学習をより充実させていくことについては、ハード面だけで

はなくて、環境学習プログラムとして人材の育成・確保といったソフト面の充実も重要な

課題と考えております。委員の皆様には引き続き活発なご議論をいただき、県が策定する

環境学習に関する事業計画等について有益なご意見がいただけるものと期待しておるとこ

ろでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局  次に、委員の任期更新に伴い、委員長の指名を行います。 

    委員会設置要綱第５条第２項の規定では、委員長は委員の中から知事が指名することに

なっております。そのため、引き続き吉田先生に委員長をお願いいたします。 

    吉田委員長よりご挨拶をお願いします。 

吉田委員長  皆さん、こんにちは。ご無沙汰しております。 

    平成 20 年度で最初の三番瀬環境学習施設等検討委員会ですが、平成 18 年度には皆さん

に大変お世話になりまして、資料４の「平成 18 年度三番瀬環境学習施設等検討委員会報

告」をまとめることができました。そうすると平成 19 年度はどこへ行ってしまったかと

いうことですが、19 年度は、ぜひ開きたかったわけですが、残念ながら開催できなかっ

たのですが、これは県の代わりに言うわけじゃないですが、平成 19 年度は県のほうはい

ろいろ計画もので大変忙しい年でして、「環境基本計画」から「生物多様性ちば県戦略」、

それから、きょうお話があるかもしれませんが、環境学習に関しても「千葉県環境学習基

本方針」、そういったものを次々と 19 年度につくっておられます。そういったことで大変

忙しかったということもございますが、私たちが議論した平成 19 年度の報告に基づいて、

ソフト面で進められるものはどんどん進めていかなくてはいけない。きょうはそういった

議論もいただきたいと思います。 

    また、その一方で、平成 19 年度中に三番瀬再生会議の中ではいろいろな議論もござい

まして、この周辺の市において環境学習施設等に関わるような動きもございました。そう

いったこともきょうはご報告いただいた上で、また新たな局面に対応していく。私どもも
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議論していくことが大事だと思いますので、今年は非常に大事な年になるかと思いますの

で、どうぞ皆さん、よろしくお願いいたします。 

事務局  吉田委員長、ありがとうございました。 

    先ほどの資料の確認のところで、きょう追加で中央博物館の関係の資料が３部配られて

おりますので、それを追加で申し添えます。 

    これからの議事の進行については、吉田委員長にお願いいたします。吉田委員長、よろ

しくお願いします。 

吉田委員長  それでは、ご指名いただきましたので、しばらく私のほうで司会進行させていた

だきます。 

    議事に入ります前に、委員会設置要綱第５条第３項の規程により、委員長が副委員長を

指名することになっております。副委員長につきましては、引き続き後藤委員にお願いし

たいと存じますが、お願いできますでしょうか。 

後藤委員  わかりました。 

吉田委員長  よろしくお願いいたします。 

    後藤委員から一言挨拶をお願いします。 

後藤副委員長  お久しぶりです。懐かしい顔で、また一緒にできるのを楽しみにしています。 

    きょう僕は、この前皆さんでまとめた『三番瀬のために』という本を電車の中で読んで

きたのですが、再生の体験も含めてそういう学習にしたいなという思いを改めていたしま

した。非常によくまとまった提言だったと思いますので、これを活かしながらさらなる議

論ができればいいなと思っています。微力ですが、よろしくお願いいたします。 

 

     ２．報告事項 

 

吉田委員長  それでは、早速これから議事に入りますが、議事次第をご覧いただきまして、本

日の議事ですが、報告事項が３件、議題が１件ございます。 

 

       （１）三番瀬再生会議等での議論の経過について 

 

吉田委員長  まず報告事項（１）三番瀬再生会議等での議論の経過について、事務局から説明

をお願いいたします。 

事務局  三番瀬再生会議などの議論の経過につきましては、同会を所管する県総合企画部地域

づくり推進課三番瀬再生推進室の担当から説明をいたします。よろしくお願いします。 

三番瀬再生推進室  それでは、三番瀬再生会議等での議論の経過等について、県三番瀬再生推

進室から説明申し上げます。 

    資料１－１、１－２、１－３を用いて順々に説明いたします。 

    まず資料１－１で三番瀬再生会議の開催結果概要について、資料１－２で市川市の塩浜

地区における環境学習施設の考え方、１－３で県が実施する標語、シンボルマーク、キャ

ラクターの募集について説明いたします。 

    それでは、資料１－１をご覧ください。 

    平成 19 年度及び 20 年度、これまでの間、再生会議を第 19 回から第 24 回まで５回開催
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してきました。これの大まかな経過と環境学習に関連する事項をピックアップしてご説明

いたします。 

    １ページ、上から順に説明いたしますが、19 年度第１回目の再生会議は、第 19 回とい

うことで６月８日に開催されました。この回では、主に主要な再生事業に関する 18 年度

の事業の実施結果及び 19 年度の実施方法等について審議が行われたところです。特に環

境学習に関する事業で言いますと、主要な再生事業の中には実現化推進事業というものが

ありますが、この時点では一刻も早く公開による検討をお願いしたいという意見があった

のみでございます。 

    関連する事項として、１ページ一番下から始まる部分ですが、この回の議題４、「自然

再生（湿地再生）関係について」ということで、資料３－５とありますが、資料１－１の

18 ページと 19 ページがこの資料でございます。 

    18 ページ、19 ページをお開きください。 

    こちらが再生会議に地元浦安市から提出された資料で、「三番瀬干潟観察舎（環境学習

施設）イメージ」と、浦安市日の出地区の機能の見直しに伴い、そこの土地利用を一般住

宅地に変更する、それに伴いまして市が行政施設用地として干潟観察舎用地を確保しまし

て、19 ページの「変更前」「変更後」という図をご覧願いますが、右側の「変更後」の図

に「干潟観察舎用地」ということで、土地利用を変更してこちらに市が用地を確保して環

境学習施設を設置する方針を示したということで、県のほうから説明をしたところです。 

    この回の再生会議では、県の再生計画以前に円卓会議案という計画の案がございまして、

その案に書かれている計画等は浦安市が示したイメージと異なるものでしたので、委員の

間からさまざまな意見が出まして、その結果として「引き続き継続して検討する必要があ

る」という会長のまとめになっております。 

    「会長まとめ」の部分は、資料１－１の２ページの下から７行目、「浦安市日の出地区

の自然再生（湿地再生）については、……整理し、次回引き続き検討することとする。」

ということで、この回は、浦安市のイメージを再生会議で報告をしたということでござい

ます。 

    さらに、この回は、「議題５ 報告事項について」ということことで、先ほど吉田委員

長からもありましたとおり、三番瀬環境学習施設等検討委員会の 18 年度の報告、本日の

資料４にもありますが、その内容を再生会議に向けて報告したという経緯でございます。 

    続きまして、19 年の２回目は、８月１日に第 20 回の会議が行われまして、前回 19 回

の再生会議で浦安市の自然再生について議論が百出いたしまして、引き続きそれについて

検討を行う、これが主な議題となってございます。 

    ３ページの「議題２ 自然（湿地）再生（浦安日の出地区）について」に当日の意見等

概要は記述してありますが、この資料の 20 ページから 28 ページに当日配られた資料をそ

のまま用意してございます。この資料は、前回 19 回の再生会議で、それまで浦安日の出

地区の検討状況について再生会議に全然報告をしてこなかった経緯から、過去の検討の経

緯を資料で説明いたしまして、その後、市の土地利用計画の変更について説明した後に、

今後の都市計画の予定、先ほど申し上げましたとおり、市のほうで干潟観察舎用地を確保

し干潟観察舎（環境学習施設）を整備していく方針を説明しております。 

    資料 22 ページになりますが、「大規模な湿地の検討について」で「円卓会議案では、湿



 －7－

地の規模は、概ね……２ha が想定されている」ということで、円卓会議案では２ha を想

定した湿地を浦安市につくる構想を立てておりました。ただし、県としては、その土地の

確保等に非常に多額の事業費が見込まれることから、大規模な湿地の検討については断念

せざるを得ないということにいたしまして、今後の対応ということで、浦安市が整備する

行政施設等の周辺に、外周の緑地や、墓地公園との間に住宅地の緩衝帯としての緑地があ

りますので、そういった緑地と一体的に整備をしていただけるように関係の浦安市等と具

体的な検討をしてまいりたいということで、今後の対応とさせていただいております。資

料 24 ページの上のほうですが、「県としては、環境学習施設等検討委員会の議論にも配慮

いただけるよう努めてまいりたい」という報告を再生会議でいたしました。 

    この回の再生会議の会長のまとめは、４ページの真ん中より少々上に「◎会長まとめ」

とありまして、「地元の考えを理解しながら、どのように円卓会議での精神を生かしてい

くかを考えていく必要がある」ということで、土地利用の計画については第 20 回再生会

議でいろいろ出た意見を踏まえて県のほうで対処していただきたいと会長がまとめられて

います。 

    次に、第 21 回の再生会議です。これは 9 月 11 日に行われまして、主な議題としては、

平成 20 年度事業の方向性についての審議が行われたところです。平成 20 年度事業という

のは後ほど報告いたしますが、本日、資料２－１「平成 20 年度 千葉県三番瀬再生実施

計画」が用意されていますが、これは最終的に県が 20 年度に行う事業の計画としてまと

まったものですが、これに向け、その方向性について議論した回が第 21 回再生会議です。 

    議論の内容といたしましては、資料２－１の実施計画をざっとご覧いただくとわかりま

すとおり、再生事業として全部で 44 項目の多岐にわたる事業が計画されております。こ

のそれぞれの事業についてさまざまな意見をいただきまして、県としては実施計画を策定

していくということで進めてまいりました。 

    環境学習の関連の事業についても意見をいただいておりまして、本日配付の資料ですと、

７ページの下から三つ目の「・」をご覧いただきますと、「自然再生（湿地再生）事業は、

環境学習の検討委員会などとも連携させ、ハード事業・ソフト事業を合わせた複合的な議

論が必要である」という意見をいただいております。こちらの自然再生（湿地再生）事業

については、後ほど三番瀬再生実現化推進事業に関連する内容でまた説明をいたします。 

    この回は「事業の方向性について」が主な議題となっておりますが、先ほど説明いたし

ました浦安市の状況については、報告事項として、８ページの下から二つ目の「・」にあ

りますが、浦安市のほうからその後の状況ということでパブリックコメントの実施結果に

ついてこの会議の後の 10 月１日に公開するという報告がありました。 

    この回は以上です。 

    次に、第 22 回再生会議ですが、11 月 27 日に開催されまして、主に「平成 20 年度再生

実施計画（案）について」の審議が行われました。前回の会議で実施計画事業の方向性に

ついて検討いただきまして、それを踏まえて県の実施計画（案）を資料として提出いたし

ました。その個々の事業についてご検討いただき、この回は特に環境学習に関する具体的

な意見等はありませんでした。ただし、この回は、先ほど申し上げましたとおり事業が

44 もありますので、１回の会議で検討が終わらず、引き続き次の第 23 回の会議で審議が

行われました。 
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    この回でさらにまた事業に関するいろいろな意見をいただきまして、最終的に県として

20 年度実施計画を策定したわけです。 

    浦安の状況についても、この第 23 回で資料は用意してございませんが、さらに進捗状

況を報告しております。 

    19 年度はここで終了いたしまして、次に第 24 回再生会議は 6 月 13 日に開催されまし

て、主な議題としては、「19 年度三番瀬再生事業の実施結果の概要及び 20 年度の実施方

法等について」、それと「ワーキンググループからの報告について」。再生会議とは別に五

つのワーキンググループをこれ以前に設置しまして、委員の皆様にご検討いただきました

ので、その結果を報告いただいた。というのが前回（第 24 回）の再生会議です。 

    ここまでが再生会議の経緯でございます。 

    並行して「三番瀬再生実現化試験計画等検討委員会」が 19 年度に設置されまして、そ

れの関係で報告する事項がありますので、担当から報告いたします。 

三番瀬再生推進室  引き続き説明いたします。 

    お手元にお配りしてあります資料１－２をご覧ください。この資料は、三番瀬環境学習

施設等検討委員会と同じく、個々の事業について検討を行うために平成 19 年 9 月に「三

番瀬再生実現化試験計画等検討委員会」が設置されておりますが、この第７回の委員会で

市川市から提出いただいた資料です。 

    まず、この委員会では何をやっているのか簡単に説明いたしますが、この委員会では、

干潟とか関連する環境の形成、淡水導入のための試験計画案を検討したり、その先は実施

ということもあるのですが、それとあわせて湿地再生についての検討を行っております。

そういう中で、市川市の塩浜地区における自然環境学習施設の考え方を、市川市から平成

20 年 5 月 19 日の第７回検討委員会の中で提出していただきました。 

    これから市川市からご説明いただいた内容を私から紹介することになるのですが、市川

市では、実現化検討委員会から、塩浜地区における湿地再生について市の考え方を提案し

てもらいたい、自然環境学習の場の前面である塩浜２丁目護岸の構造を早く決めるために

も市川市の案を出してくださいという要請があったので、昨年度末に市の「行徳臨海部ま

ちづくり懇談会」の中で自然環境学習施設についてのご意見をいただいたので、その後、

市の内部でもいろいろ調整をした結果、資料１－２のような考え方を取りまとめ、資料と

して配付されたものです。 

    最初のページですが、この考え方は、平成 17 年 8 月に市が定めた「塩浜地区まちづく

り基本計画」というものがありまして、その内容と同じものだそうです。基本的な考え方

は基本計画と変わってないと説明がありました。 

    続きまして、１枚めくっていただきまして裏面になりますが、「整備イメージ」という

ことで、この施設については、環境保全の拠点という機能、あるいは研究とか実験の場、

三番瀬の自然再生、ヨシ原の研究・実験をするような施設、それから体験型環境学習の場

ということで、自然環境の体験やふれあいの中で自然について意識を高揚してもらうとい

うことで、この絵の中ではハス田とかビオトープ、塩田といった施設を考えているという

説明がありました。 

    また、環境学習センターの考え方について、展示室、研究室、会議室、レクチャールー

ムということで、これは愛知県にあります藤前干潟のビジターセンターを参考にして、そ
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こにあるような施設があったらいいなということで考えているという説明でした。 

    続きまして、最後のページの「断面イメージ」ですが、上のほうにある「断面１」は、

環境学習センターのところで切った断面になります。右側には、干潟を再生して、護岸の

形状については２丁目の護岸の連続性を考える。また、今の２丁目の護岸の構造であれば

陸と海との連続性を確保できるという考え方もあるので、それを基本に考えているという

ことでした。また、海岸保全のための施設ということもあるので、「遊歩道」と示してあ

るところがいまの護岸の位置です。それから階段で少し上がって、この部分はセットバッ

クにより防潮堤を低く抑えるという構造で、その後背に環境学習センター、一部駐車場。

下の「断面２」ですが、この部分については、ビオトープ等を想定しているそうです。同

じようにヨシ原、干潟、石積み護岸、ビオトープの周りに散策路等で内陸性湿地というこ

とで、淡水で遊ぶような環境に配慮した施設ができたらいいなという説明でした。 

    また、この整備については、平成 14 年 7 月くらいに、既に市から国や県に近郊緑地と

三番瀬が一体となった環境学習施設を要望してある、また整備主体についても今後関係機

関に働きかけていきたいと考えている、こういう説明でした。 

    市川市が考えている自然環境学習施設の概略は以上ですが、これらについては、環境学

習施設の前面にヨシ原や干潟がどうしても必要で、それらがセットで整備されることが一

番望ましいと考えているという説明でした。また、規模については、湿地面積で約１ha

くらいを想定しているという状況でした。 

    以上が、再生実現化検討委員会の中で市川市からあった説明です。 

    検討委員会の中では市川市の提案を聞かせていただいたわけですが、現段階では、検討

委員会としてまだ提案を聞いただけということで、中身の議論を全くまだやっておりませ

ん。次回の実現化検討委員会からこの地区における湿地再生についての検討を進めるとな

っておりますので、市川市からの提案についてもその中で検討されていくことになると思

います。 

    続きまして、話は変わりますが、資料１－３の説明をいたします。 

    「三番瀬の再生・保全のための標語（キャッチコピー）、シンボルマーク、マスコット

キャラクター応募要領」です。 

    三番瀬再生・保全については、幅広い県民の皆様の理解と協力が必要だということで、

そういう理解と協力をいろいろな企業、ＮＰＯ、県民の皆様方に広げていくために、関係

する分野の方々が共通で使えるような、ここに書いてある３部門について募集をすること

を既にやっております。7 月 10 日から募集を開始しておりまして、９月１日まで募集す

ることになっています。 

    詳細な内容は、中をご覧ください。県内の学校等にも別途お願いの文書等を出しており

ますので、ぜひ応募にご協力いただければと存じます。 

    以上です。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    平成 19 年の間の三番瀬再生会議、実現化試験計画等検討委員会の動きなどを説明いた

だきました。再生会議などにお出になっていない方にとっては、初めて聞く話も随分あっ

たのではないかと思います。また、出ていらっしゃった方にも、要領よく１年分まとめて

ご説明いただいたので、復習になったかと思います。 
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    要は、この間に、浦安市のほうから干潟観察舎、県のほうでは干潟的環境を再生すると

いうことで、その試験をするための委員会をつくった。そうすると、その話の中で市川塩

浜護岸周辺の自然再生が議論されますので、どうしてもそこに関係する市川市の計画の説

明がほしいということで、市川市のほうから自然環境学習施設の考え方がその中で示され

た。そういう流れになります。 

    同時並行で 19 年度にこの会議もやっているとよかったのですが、それができなかった

ので、遅ればせながらここで皆さんのご意見なども伺って、浦安市、市川市は、今回はオ

ブザーバーとしておいでいただいているわけですが、それぞれ市のほうでお考えの部分を

伺えればと思います。 

    まず、市川市は、資料１－２について追加でお話なさることはございますか。 

市川市  所管でないものですから、承知してないので。 

吉田委員長  わかりました。 

    それでは、委員の方からご質問がありましたらお願いします。 

    よろしいでしょうか。県の方の説明が非常にうまかったので、皆さん、よくわかってい

ただいて。 

    では、また質問がありましたら、次の議題に入ってからでも結構です。 

 

       （２）平成２０年度三番瀬再生実施計画について 

       （３）千葉県環境学習基本方針について 

 

吉田委員長  それでは、報告事項（２）と（３）、これは関係していますので、報告事項

（２）平成 20 年度三番瀬再生実施計画について、報告事項（３）千葉県環境学習基本方

針について、あわせて事務局から説明をお願いします。 

事務局  資料２－１の 16 ページをお開きください。 

    「環境学習・教育事業」の今年度の実施計画について説明いたします。なお、説明の前

に、この実施計画についての委員会の報告がこの時期になってしまったことを、深くお詫

び申し上げます。 

    事業内容としては、 

      三番瀬の再生を進めていくためには、より広範に多くの人々が三番瀬に関心を持ち、

再生への活動に参加できるようにしていくことが必要です。 

      そこで、今後も三番瀬環境学習施設等検討委員会を開催し、意見を聞きながら事業

を進めます。 

      また、19 年度に策定した千葉県環境学習基本方針に基づき、環境学習指導者とし

て活動している者のスキルアップを目指した体験型環境学習講座を開催するととも

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構築に

着手します。 

    実際の事業ですが、左側に三つほど掲げてあります。 

    一番上の「検討事業」というのは、この委員会を開催するための経費を予算計上してい

るものです。次に、それぞれ「新」とありますが、環境学習に関する今年度新たな事業を

二つほど設けておりまして、その事業を実施計画として掲げております。 
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    実施計画の詳細並びに「環境学習基本方針」については、担当者から報告いたします。 

事務局  最初に「環境学習基本方針」についてお話したほうがわかりやすいと思いますので、

お手元の資料の「千葉県環境学習基本方針」という冊子をご覧ください。 

    千葉県では、全国に先駆けて平成４年に「環境学習基本方針」を策定いたしました。そ

れに基づいていろいろな環境学習に関する事業を進めてまいりました。ところが、平成４

年に策定した基本方針から 15 年ほど経ったものですから、世の中の環境問題についても

大きく変わってまいりました。平成４年に策定したころは、身近な都市、人が生活する、

これに起因する環境問題が中心だったのですが、15 年ほど経ちまして、今は地球規模的

な、地球温暖化とか、生物多様性が危ない、そういったことが問題化されているというこ

とで、新しく平成 19 年 9 月に改定したわけです。 

    この改定にあたりましては、県が独自で策定したのではなく、県民から広く意見をいた

だく形をとりまして、これは「環境学習基本方針」だけではなく、関連する「環境基本計

画」「生物多様性ちば県戦略」も含め 20 回ほどタウンミーティングを開きました。その結

果、県民からの多くの意見をいただいて策定したものです。 

    この厚い冊子を全部読んでいると大変なことになりますので、そのエッセンスだけ説明

いたしますが、「環境学習基本方針」の中に書いてあります基本方針が目指すものとして、

これがすべての環境学習の中心になるものですが、冊子では６ページ、「持続可能な社会

づくりに向けて、豊かな感受性を育み、問題解決力を身につけ、主体的に行動できる人づ

くり」、これが環境学習が目指すものだとされております。つまり、県民の一人ひとりが

環境について豊かな感受性を持っていろいろ勉強しよう。ただ、知識を身につけるだけで

はなくて、その後、自分の実際の行動に結びつけていくことが必要である。こういうこと

をうたっているのが、この基本方針の大きなところです。 

    そして、基本方針を進めていくにあたって視点を充実しましょうということで、これは

７ページから８ページまで書いてありますが、六つの視点が示されております。その前の

段階の方針では二つでしたが、六つの視点。２番目の「地球温暖化防止に取り組む」視点、

３番目の「生物多様性の保全に取り組む」視点、５番目の「地域の環境保全活動から学

ぶ」視点、最後に「環境問題を多面的・総合的にとらえる」視点、これが新たに加わった

視点です。こういう視点のもとに環境学習を進めていきましょうと書いてあります。 

    進めるにあたっては、いろいろな主体が存在するわけですが、それぞれの主体について、

10 ページから 11 ページに、どのような役割があるかということを示しています。 

    これらをもとに実際に環境学習はどのような施策を行っていったらいいかということで、

七つの施策を具体的に項目を挙げてあります。13 ページからになりますが、１番目が

「人材の育成と活用」、２番目が「情報の提供」、３番目が「プログラム・教材の開発」、

４番目が「拠点の連携と場の活用」、５番目が「機会の提供」、６番目が「調査研究」、７

番目が「県の率先取組」としてあります。 

    その後に環境学習を推進していくための推進体制について書いてありますが、これが新

たに考えられたところでして、環境学習は子どもたちに取り組んでもらうことが効果を上

げることではないかということで、教育委員会と協働で進めていこう、これが一つの大き

な柱です。 

    もう一つ新しい大きな柱として、「ちば環境学習ネットワーク会議」を立ち上げました。



 －12－

これは、県民、学校、事業者、行政がそれぞれの立場で意見を出し合って、環境学習につ

いてどのように進めていこうかという実施計画をつくっていく機関です。そして実施計画

をつくった後は、それがどのように実施されているかを検証して、これからさらにどうい

う改良点を加えていったらいいか、いわゆるＰＤＣＡのサイクルで環境学習を見直してい

こうということで進めていこうとしております。 

    こういった「環境学習基本方針」をもとに、今年度、具体的な事業をたくさん計画して

いるのですが、その中で三番瀬に関することとして２点ほど事業を計画しておりますので、

その説明をいたします。 

    まず、いま具体的に挙げた施策の中で「人材の育成と活用」という施策があったのです

が、今までいろいろな場所で環境学習を実際に指導していた方々、この方々の指導のスキ

ルをさらにアップさせようと、「スキルアップ講座」という名前の講座を企画いたしまし

た。これは、実際に今年度 9 月から 10 月にかけて２回ほど行う予定です。９月末の潮の

状況などを見ながら、三番瀬において「スキルアップ講座」を一度開催する予定です。 

    これはどういうことかといいますと、干潟をフィールドと設定して、そこでいろいろな

生物の観察をする。その生物の観察においてどういう方法、技が有効であるか、そういう

ことを指導者の方にさらに力をつけていただく。そういった講座を大体 15 名くらいを対

象に行う予定です。そのために、いま発注中ですが、観察に必要な生物を入れて上から観

察できるような観察器具、双眼実体顕微鏡、その辺の準備を進めているところです。 

    二つ目の事業として環境学習情報提供システム構築事業がありますが、具体的な進め方

については推進体制の中のネットワーク会議でも詰めていくところですが、県民一人ひと

りが、いつでも、どこでも、どんなことでも、自分がやろうと思った環境学習を進めてい

くために、いろいろな情報を収集して、それを県民に提供していくといった事業です。今

年度は、情報の収集に当たる年です。来年度から実際に提供していく予定ですが、この提

供の方法については、インターネットを通した提供ということを考えております。 

    実際に、ではどういった情報が必要か検討しているのですが、環境学習に関する人材、

学習教材・プログラム、環境学習を実際にできるような場、講座としてどういうことを実

施していくか、いろいろな環境についてどういった団体が活動しているのかという人材に

関する情報、こういったものも含めて提供する予定です。 

    三番瀬というのは、環境学習においては当然重要な場となりますので、具体的にキーワ

ードとか分類において三番瀬についてパッとわかりやすいような方法で提供しようと考え

ております。 

    これが三番瀬を中心とした環境学習についての二つの事業ということで、説明させてい

ただきました。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    ２項目説明していただきましたが、順々に１項目ずついきます。 

    まず、報告事項（２）平成 20 年度三番瀬再生実施計画について、何かご質問ございま

すか。 

蓮尾委員  ２のスキルアップ講座というのは、具体的にどのようなことで、どういう方々を対

象にしてやるのかお教えいただければと思います。 

事務局  まず対象とする人について説明いたしますが、これは既に各地域で環境学習を指導し
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ている方ということになります。具体的に申し上げますと、県ではエコマインド養成講座

というのを行っております。この講座を終了して、いろいろな方面で実際に環境学習を指

導している方。あるいは、自然観察指導員という方もいらっしゃいます。そのほかに、い

ろいろ自然観察に関して資格があると思いますが、それぞれの資格をお持ちになっていて、

実際に指導に当たっている方。あるいは、これは教員も含むのですが、環境学習について

これから指導していきたいと思っていらっしゃる方。こういった方に指導の技術を身につ

けていただきたいということで、それらを対象として考えております。 

    内容ですが、私、今「三番瀬をフィールドとして」とお話しいたしましたが、もう一つ

は、里山での場、これをフィールドとして計画しております。今年度は２回とお話しまし

たが、それぞれ海には海、山には山の特徴がありまして、それぞれの場に生息している生

物あるいは植物、鳥も含みますが、そういったものをどういったところを観点に観察した

らよいか、観察にはどういった方法があるのかと基本的なことも含めてこれから深く指導

していける、そういった技術を身につけるための講座として計画しております。 

蓮尾委員  その中には、インタープリターのような観点も含めてということですか。 

事務局  大きな目的には入ってないのですが、それらの観点も含みます。 

蓮尾委員  ついでですが、どういった方が指導に当たってくださるのか、もしお決まりでした

らお教えいただければ。 

事務局  指導に当たりましては、自然観察指導員で数多くの経験を積まれている方を中心に考

えておりまして、まだ具体的な方は決まっていないのですが、現在、交渉中です。 

吉田委員長  先ほどお話もありましたが、教員の方も希望すれば参加できるということですね。 

事務局  はい。 

吉田委員長  ほかに何かご質問ありますか。 

    よろしければ、報告事項（３）千葉県環境学習基本方針について、こちらの七つの項目

は、私たちが平成 18 年度に議論したところとかなり似ている項目だなと受け取りました

が、これについて皆様からご質問やご意見はございますか。 

    よろしいでしょうか。 

    それでは、議事に時間をかけたほうがいいと思います。報告事項は以上といたします。 

 

     ３．議  事 

 

       今後の議論の進め方について 

 

吉田委員長  今後の議論の進め方について議論をお願いいたします。 

    まずは、事務局から今年度の検討スケジュールを示していただいて、その案について皆

さんのご意見を伺います。その後で、気が早いようですが、県は平成 21 年度の予算をつ

くったりする時期もありますので、21 年度の三番瀬再生実施計画の方向性などについて

の議論もお願いできればと考えています。 

    それでは、事務局から検討スケジュール（案）について説明をお願いします。 

事務局  それでは、「平成 20 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）」について説明いたします。 



 －14－

    資料３をお開きください。 

    ただいま委員長からもありましたとおり、本日は平成 21 年度三番瀬再生実施計画の方

向性に関することも含めて議論いただくことを予定しております。本日の議論を参考にし

てこのスケジュール（案）に沿って説明いたしますと、８月上旬に、第８回（今回）の議

論を受けて事務局より「平成 21 年度三番瀬再生実施計画の方向性（案）」を各委員の皆様

に提示し、意見を伺うことを予定しております。 

    ８月中旬に、委員の方々からの意見を受けて、必要に応じて「平成 21 年度三番瀬再生

実施計画の方向性（案）」を修正いたします。 

    ９月９日に第 25 回三番瀬再生会議が予定されておりますので、そこに向けてこの「実

施計画の方向性（案）」を提示いたします。 

    それを受けまして、９月中旬、事務局において「平成 21 年度三番瀬再生実施計画

（案）」を作成いたします。ここに 10 月中旬とありますが、ここはまたいろいろ調整させ

ていただきますが、第９回三番瀬環境学習施設等検討委員会を開催し、「平成 21 年度三番

瀬再生実施計画（案）」について議論いただきたいと考えております。 

    10 月下旬に、第９回委員会の議論を受けまして、必要に応じて「実施計画（案）」を修

正いたします。 

    11 月 20 日の第 26 回三番瀬再生会議にこの「実施計画（案）」を提示する。このような

形でスケジュールとしては考えております。 

    今年度は、本日も含めまして２回の委員会の開催を予定しているところです。 

    以上です。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    県から、今後の検討スケジュールについて年度内２回という説明がありましたが、委員

の皆さんから、これについてご意見をいただければ。 

後藤副委員長  検討委員会の報告を出してからかなり時間があいているのですが、これですと、

21 年度の実施計画を中心に議論をしてほしいというお話だと思うのですが、僕のイメー

ジとしては、せっかく報告をつくったので、これがどういうふうに実現していくか、実施

計画の中で何を重点に置いていくかということをかなり議論しないと、ただ県のほうのつ

くったものに対して「どうする」「こうする」「こうですよ」ということでなくて、この中

で書き込んだことがきちんと実施計画の中に、少しでも、ワンステップとして盛り込まれ

るという議論を相当しておいたほうがいいのかと、実はそういう感じがしています。 

吉田委員長  そうですね。資料４の 18 年度の検討委員会の報告は、私たちとしては、18 年度

の報告というよりは、今後ぜひ県として目指してもらいたい方向性をまとめたつもりでい

ますので、この中のものがどれだけ 20 年度には手がついて、21 年度にはどこまで進んで

いくかを見ていかないといけない。そういう責任もあると思いますので、後藤委員がおっ

しゃったとおり、これはいつも横に置いて見ながら話さないといけないと思います。 

    それでは、皆さんのスケジュールについてのご意見を伺った後で、21 年度の方向性を、

これを見ながら議論したいと思います。 

    ほかにスケジュールの件でご意見ございますか。あと１回では足りないとか、そういう

ご意見があるかと思いましたが……。 

    スケジュールについてはそのくらいにしまして、平成 21 年度三番瀬再生実施計画の方
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向性について議論したいと思います。 

    資料４「平成 18 年度三番瀬環境学習施設等検討委員会報告」と、きょう配られた資料

２－１「平成 20 年度 千葉県三番瀬再生実施計画」を見比べながら、特に環境学習に関

するところは 16 ページ付近ですが、ここだけではなくて、その少し前をめくっていただ

いて「海や浜辺の利用、ルールづくり」とか、17 ページの「維持・管理」の「１ 三番

瀬人材バンク事業」とか「４ ビオトープネットワーク事業」とか、こちらで話していた

ことと関連するようなことがこの周辺に載っております。そういったところも見比べなが

ら議論しなくてはいけないと思いますが、21 年度については方向性ですから、事務局の

ほうから特に案はないわけですね。 

事務局  事務局といたしましては、本委員会での議論を踏まえて方向性を検討していきたいと

考えております。県としては、環境学習プログラムや人材育成・確保といったソフト面に

力点を置いた方向性を検討していきたいと考えているところです。 

吉田委員長  わかりました。 

    スキルアップ講座もこれから始めるところですので、それをやってみないとどうかわか

りませんが、１回でやめちゃうというわけではないでしょうから、それは連続して人材育

成については当然やっていくことだろうと思います。 

    例えば資料４を見ていただきますと、「目的と理念」は、先ほど後藤さんから、ここら

辺が大事だなというお話がありました。２ページでは「教材」とか「環境学習プログラム

の展開」といったことが書いてあります。３ページでは「人材の育成と確保」ということ

で、とりあえずこの中の「指導者の育成・研鑽の機会を増やす」という部分については、

スキルアップ講座の中で三番瀬の場を使ったものが行われていけば、ある程度これに対応

したものができていくと思います。ほかにも、もう少しレベルアップしたもの、あるいは

もっと入口のもの、そういうものも必要なのかもしれません。４ページ、５ページにいき

ますと、「環境学習施設と環境学習の場のあり方」ということがあります。これについて

は、具体的に県のほうが予算を取ってこういう施設をつくるという具体的なものがあるわ

けではないのですが、環境学習施設とか場についてはさまざまな主体がつくっていくこと

になると思いますが、そういうときに、どういったことを考えていったらいいのか。その

考え方として、この委員会ではこんな形で示したつもりではありますが、これについても

議論は必要かと思います。 

    こういったものは私たちが議論してまとめたものですが、これを下敷きにして、まずは

スキルアップ講座、情報提供システムというデータベースづくり、インターネットで提供

できるシステムづくりを最初に県としては始めるということですが、平成 21 年度もこの

二つでいいのか、あるいは、いや、こっちのほうをぜひ進めてほしいということなのか、

そのあたりを皆さんのきょうの意見を聞いた上で県が案をつくるということですので、非

常に大事な機会ですので、皆さんからご意見をいただきたいと思います。どなたからでも

結構ですから、よろしくお願いします。 

後藤副委員長  先ほど県のほうから「ソフトを中心に」という話があったのですが、もちろん

県が主体で環境学習施設をつくっていくわけではないですが、僕らがここで議論したこと

は、当初は、施設がどういうあり方があって、施設とともに、三番瀬の周辺の場がどうい

うものになるかということを相当議論したのではないかと僕は考えていました。 
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    １ページに「三番瀬のための環境学習は、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」ということがあって、これはさっきの自己解決型という

のはかなりあるのですが、やはり自然再生も含めてきちんとやっていくのが三番瀬の特有

の体験学習ではないかと、そういう視点を随分議論した気がするのです。 

    それと、いま市川市と、また浦安市でも環境学習施設をつくっていくという話がありま

すので、状況も含め知りながら、その辺を外して議論していくことはできないと思ってま

すので、それの議論をきちっとやりたいと思います。 

吉田委員長  これについては、もう一回 10 月にありますので、そういったところで議論して

もいいと思います。まずは、きょうは皆さんから一通りご意見を伺いましょうか。 

    桑原さんのほうから、一言ずつ、来年度に向けて。 

桑原委員  まだ、聞いたばかりなので、また後で。 

吉田委員長  では、蓮尾さんから、どうですか。お願いします。 

蓮尾委員  先ほど、今年度のスキルアップの内容の中で、双眼実体顕微鏡のようなお話があり

ました。そういう比較的高価な器材は、どこに置いて、どういうふうに有効利用をするの

か、その辺のところはいかがでしょうか。 

事務局  大変高価な備品をこの際買うわけですから、これを今後いろいろな方に利用してもら

わなければいけないと考えております。具体的に、では、それをどこが管理してというこ

とについては、これから検討していかなければいけないのですが、今、一つの案としてで

すが、環境研究センターが市原のほうにありまして、そこに環境学習コーナーを今年度立

ち上げました。もし、そこで管理をして貸し出すことができれば大変いいのではないのか

と考えているのですが、人的要素もありますので、この点はこれからさらに検討を加えて

いかなければいけない点だと考えています。 

    ただ、購入した備品については、なるべく多くの機会に使用していただくことを念頭に

置いて考えております。 

    ちょっと説明不足で申しわけないのですが、現状としてはそういうことです。 

蓮尾委員  私ばかりが発言するといけないので、皆さんもせっかくおいでになりましたから、

一言ずつでも結構ですから、これはどうなのかなとか、こんなことがあるといいなとか、

特に先生方、フィールドでやってらっしゃる方、皆さんご意見お持ちだと思いますので、

お願いいたします。 

    私は付け加えれば、双眼実体顕微鏡は確かに高価で非常におもしろいものだと思います

が、それなりに使うのに結構大変だなと。 

    スキルアップ講座が２回というのは、どういうことなのかなと、先ほどから思っており

ました。要は、道具を使いこなすということも一つのスキルなのです。フィールドに出て、

実際にこれはどういう種類で、どういうところを見ればいいかというのもスキルなのです。

インタープリターというのもスキルです。これ、１回や２回で済むことではなくて、１回

や２回行って、表面だけサラッと触れるような講座だとどうなのかなと、先ほどからかな

り気になっております。全部に参加されることが難しければそれはそれで構わないのだけ

れども、２回だったら相当絞り込んでやらなければいけないので、「三番瀬と里山と」と

いうのだと、フィールドに出て終わりということになってしまいやしないか。 

    もちろん自然観察指導員の方々はすごく実力のある方々もいらっしゃるのですが、スキ
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ルというものはそういうものが求められているのかどうか。それこそ博物館の学芸員の方

にフィールドで教えていただく機会は非常に少ないと思います。もちろんやっていただい

ていると思いますが、そのあたりがどうなのか。何となく「２回やりました」と言って満

足されることではないと思うのです。予算の問題というよりも、スキルアップというから

には、もっと求められることがどうなのかな。三番瀬で実際に指導していらっしゃる皆さ

ん方のご意見を伺いたい。もし２回であれば、私は自分のところの野鳥観察舎のスタッフ

を講座に参加させるかどうかは、これ、先生の顔ぶれによるなと思うのです。先生の顔ぶ

れによったら、もしかしたら行ってらっしゃいよと言って派遣するかもしれません。 

    長くなって申しわけないのですが、もう一つ、例えば三番瀬で具体的に使う道具として

は、鳥を考えるとフィールドスコープというのがあります。これは１台、三脚をつけても

３万円プラスぐらいで買えます。学校なんかでそれを使えれば便利かもしれない。実際、

教える先生方もご自分で持っていらっしゃることも多い。あるいは、卓上用の 10 倍ぐら

いのルーペがあります。これだと 2,000 円ぐらいで買える。子どもさん全部に渡して見る

ようなことも可能なわけです。これは、器材を収納する、あるいはそれを管理するところ

が決まらないとなかなか具体的にいかないことだと思うのですが、私はそういうところが

思い浮かぶわけで、それは現場で指導されている皆さん方のご意見はいかがなものでしょ

うか。それがあったほうが県の方も動きやすいのではないかという気がいたします。 

吉田委員長  蓮尾委員から厳しいご意見がありましたが、確かにプログラム上も、双眼実体顕

微鏡などを使って知識に重点を置いたものをやるのか、それともそれを使って干潟の浄化

能力とか生態系といったほうに発展させていくのか、それによって参加する人の意識も違

うでしょうし、また講師もそれに合わせて指導していかなければいけないということです

から、その辺を考えていく必要があるのですね。 

    今回は「新」と書いてあるので新規事業です。9 月、10 月ということですが、本来は、

干潟であれば、春先とか、そういう潮が引く時期にやるといいのでしょうが、できたら

21 年度はそういった面で早目に企画できるように今のうちから考えていただければと思

います。 

    蓮尾委員からもお話がありましたように、そういったものについて実際現場でやってら

っしゃる皆さんから、こういったものについてはこうしてほしい、こういう内容を指導者

に伝えてほしいというご意見でも結構です。それから、これ以外のことで、私たちが平成

18 年度の報告書には書いたのだけど実現されてないので、こういうことをやってほしい

ということでも結構ですので、委員、せっかくお出でになったので、一言ずつお願いした

いと思います。 

鈴木委員  せっかくこういう形で三番瀬の環境学習という形で私たちはやってきているのです

が、過去の資料とかいろいろ見てきて少し感じるところはプログラムの点ですが、これか

らプログラムを何らかの形でつくっていくのだろうと思いますが、三番瀬としての環境学

習の資料を何らかの形でしっかりと残していく方法が必要なのではないかという感じがし

ます。 

    今、スキルアップに対しての講習会もあるというお話ですが、そのときもスキルアップ

のための資料をおつくりになると思いますので、それを、講習に参加された方だけではな

く、きちんと公開できて、皆さんがそれを次のときに使えるというようなものを、指導す
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る方にきちんとつくっていただくことが非常に大事ではないかと感じます。器材も確かに

大事なのですが、どんな講習会をやったかというのをぜひ残していく。それが蓄積してい

くことが今後の環境学習の中では大事ではないかと思います。それがまず１点。 

    第２点として、いろいろな形で指導者として入る方たちも出てくるのではないかと思い

ますが、常に指導者は年々変わっていくと思いますし、どんどん新しい人材が新しい指導

をしていく方向に変わっていく形を、三番瀬の特に学習の中では、いつまでも誰々先生と

いう形ではなく、とにかく新しい分野の方たちが出てくることを私は常に希望したいと思

います。 

吉田委員長  鈴木委員のご指摘は非常に大事なところで、もちろん顕微鏡のようなものがある

と、それから発展して、それだけでおもしろいのですが、多分、今までいろいろな団体、

個人の方が三番瀬に関わって、いろいろなプログラムを既につくっていらっしゃると思う

のです。それをもう一度、これは私のつくったものだから渡さないという人もいるかもし

れませんが、これは共有していいよというものについては、ぜひ皆さんに提供していただ

いて、みんなが使えるような干潟のプログラム集みたいな、そういった環境学習資料をつ

くっていくみたいな、バインダー式に足していけるような、そういうのが非常に大事なこ

とだと思います。 

    清水委員、ご意見ございますか。 

清水委員  きょう一遍にたくさんのことを報告いただいておりまして、正直なところ、頭の中

の整理がまだできておりません。 

    やはり気になりますのは、人材育成ということでご提案いただいたことですが、実際問

題、きょう私は、日中、三番瀬の観察会の指導をしてまいりました。きょうは、印西の子

ども劇場の人たち 60 名くらいを、スタッフ９名で案内しました。その中で感じているこ

とは、道具って、そんなに大した道具は必要ないのですね。今回は鳥ではなくて、あくま

でも干潟の小さな生き物たちを、潮溜りとかをのぞいて探して、魚を見つけたり、エビを

見つけたり、まさに干潟の体験ということなのですが、そういう中では大した道具は必要

ありません。双眼実体顕微鏡は、浜辺で使うものではないのですよ。プランクトンネット

で引いて、そのプランクトンをのぞいて食物連鎖を実感していただくときに実際に使うも

のです。ですから、これがすぐに必要なものだという実感はございません。何か、もっと

現場って違うような気がいたしました。 

吉田委員長  県は、買おうか、買うまいか、今のご意見を聞くとちょっと迷ってしまうかもし

れません。 

    では、今井委員、お願いします。 

今井委員  清水委員がちょっとおっしゃっていますが、実際に現場に出ている者としては、双

眼実体顕微鏡をここから借りて、どうやって持っていくのだろう、そういう実際のことを

考えてしまうのです。もっと言えば、スキルはあるにこしたことはないのですが、そこに

連れて行って何か話すことがもう既にそこで一つなっているので、それはそれぞれの指導

者の立場でスキルアップされるのは非常に大事なことだと思いますが、実際のところが非

常に欠けていて、例えばそこに行くのに非常に不便があって、そのために人が来ないとか、

トイレがないからちょっと子どもが大変だなとか、そちらのほうが、スキルアップよりも、

連れていく立場としては現実的には非常に問題になっているわけです。「トイレ、３時間
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我慢してね」と言わなければいけない。出てきても洗うところがない。それぞれ市川市と

か浦安市で施設を市のレベルでいろいろ考えていくというところと、この委員会で報告を

出したのとうまく整合性を取っていくということですが、場の部分の情報とか、現実のと

ころをもうちょっと利便性を高めるとか、そういう話を少しできたらいいなとは思います。 

吉田委員長  今井委員のお話を伺うと、何か移動性ラボみたいな、そういうトイレ付きの実験

室みたいなもの、そういうのがあるといいのかもしれません。 

    佐久田委員、お願いいたします。 

佐久田委員  自分は、今年になって１年生を担当しました。前にもお話したと思うのですが、

塩浜中というのは、浦安に一番近い、市川の中で一番端っこの学校で、市川市の中で一番

小さな中学校です。実際は各学年２クラス。特に１年生は２クラスで 60 名という非常に

小さな学校です。 

    その中で、 市川のほうから三番瀬に行こうと思えば、船橋の海浜公園がありますので、

そちらのほうまで行く状況です。先ほど市川市のほうで新しく構想があるというのは非常

にうれしく感じているのですが、いま現在は、そこまで行こうとすると、バスを借りない

と行けない。60 名ですから、レンタルバスをチャーターすると、近くで、行きだけで 15

分ぐらい、帰りも 15 分ぐらいで済むような場所なのですが、そのために約３万円かかっ

てしまいます。そういう費用は、１人当たりにすると 500 円ちょっとが交通費という形で

かかるのが現状です。 

    船橋の海浜公園は非常に設備が整っています。トイレもありますし、60 名のために３

人の講師の方に来ていただいて、職員が４名。生徒十何名を２人ぐらいで教える状況で、

大潮のとき一番引いている状況で、午前中約２時間半、体験した形になりました。 

    そのようなことで、生徒から一番多い質問は、自分で採ってみた貝殻とかカニの名前を

すぐに知りたいということです。何よりも名前をすぐに教えてもらいたい、できる人がす

ごいというか、そういうふうに感じるのではないかと思います。先ほどから話があるよう

な双眼実体顕微鏡については、それはもう少し先の話だと思うので、名前とか、すぐに答

えられるような図鑑とか資料の設備があればいいかなと思います。 

    中学校ですから、そのために１回は講演会としてお呼びして、三番瀬についての話をす

る機会、それから三番瀬についてインターネットや図書で生徒が調べ学習をして、実際に

は壁新聞などをつくったという状況なのですが、そのときに非常に役に立ったのは千葉県

から出されている三番瀬の資料でした。それが図書館に何冊かありましたから、それで非

常に助かった状況です。きょうここに来る前に、それを自分で欲しいなと思って、船橋の

ビルの中にある三番瀬のところに行ったのですが、売り切れたというか、ない状況。今は

そういう状況らしくて、それには県の予算だと思うのですが、できたらそういう資料をた

くさんつくっていただければありがたいなと思っています。たくさんの資料があればある

ほど、子どもたちはよく調べられるのではないかという気がしました。今年実際やってみ

て、そういうふうに感じました。 

吉田委員長  佐久田先生がおっしゃった資料というのは、Ａ４を半分に折ったぐらいの、この

ぐらいの大きさのクリーム色のですか。 

佐久田委員  そうですね。インターネットでも出しているのですけどね。 

吉田委員長  こちらですね。 
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佐久田委員  これと別に、このくらいのＡ版の、ありますよね。あれが、もう、ないと言って

いました。 

吉田委員長  あれは、もう絶版になっています。 

    今のお話は、バスチャーター費用とかそういったものが一番近い塩浜中学校でも必要で、

当然、市川市でも非常に遠いところの学校だったら絶対必要ということで、そういった面

のこと。それからトイレの問題などは、ふなばし三番瀬海浜公園であればあるけれども、

それ以外のところはないということで、確かに団体で活動されるときには、まずトイレが

一番困るということなのですね。 

    もう一つは、名前を全部講師に聞くというのではなくて、自分たちで調べていけるとい

いですが、そういった教材が必要で、ないわけではないけど絶版になっていたりするとい

う状態ですね。 

後藤副委員長  （冊子提示） 

吉田委員長  いま後藤さんのほうから、三番瀬の、皆さんの実行委員会でつくったこういうの

がありますよということで。これは、あまりないですか。こういったものも活用していけ

ればいいと思うのですが、中学生全部に渡るほどの部数はどこにもない状態かもしれませ

ん。 

蓮尾委員  佐久田先生、生徒さんをお連れになって、生徒さんの反応はいかがでしたか。 

佐久田委員  楽しかったというか、初めて知ったようなことがたくさんありましたから、喜ん

でいました。その前の年に、学年ではなかったのですが、行ったのですが、今年は、例え

ばゴカイの卵とかフンが非常に少なかった。自分自身はそういうように感じました。前の

年に行ったときは非常にたくさんあったけど、多分同じ時期だと思いますが、今年は非常

に少なかったというとことがありました。 

吉田委員長  教材、その後のコメントで、自分で話をしていて感じたのですが、先生がご自分

でもっと詳しく調べた上で連れていこうと思ったときの少し専門的なものというのは、十

分ではないというか、干潟全般に関する本は何冊か出ていますが、「三番瀬」と絞ったも

のだと、県で出していて既に絶版になっているもの、それぐらいしかなくて、全部載って

いるわけじゃない。代表的なものだけ載っている。だから 18 年度に議論したときも、蓮

尾委員から「三番瀬の生物だったら全部載っているのが欲しいですね」というお話だった

のですが、これを持っていれば絶対この中に載っているはずだというのがあると、それは

いいですよね。 

    それからもう一つは、中学生であれば、全員に配れる程度のチラシ程度のものでもいい

から、そういうのがあるといい。 

    そういう２種類が必要なのかもしれません。 

    それでは、福原先生、お願いします。 

福原委員  久しぶりなものですから、頭のほうが回転しなくて申しわけないと思っています。 

    私たち現場教師として思うのは、「さんばんぜ」なのか、「さんばんせ」なのか、討議が

その辺からなのですね。「ぜ」というのがプロの言う言葉らしいよ、「『さんばんせ』じゃ

ないの？」って、必ず聞き返されるのですが、そのぐらいの知識しかない教師が多いわけ

です。三番瀬についていろいろな団体があるといっても、実際、そういう団体があるかど

うか、教師、現場は知らない人たちのほうが多いですね。 
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    例えばキャッチコピー、シンボルマーク、マスコットの募集が県のほうからありました

が、実際にはそこまで詳しく子どもたちに「三番瀬こうだよ」と教えられる教師が少ない

と思うし、いただいた時期も、９月１日までというと夏休みで終わっちゃう。夏休みに入

ったのが 18 日ですから、18 日前のわずかの間しか声をかけられる機会がなくて、締切が

９月１日となると、私たち現場の教員は、こういうものなのよということを言ってあげら

れないことが、非常に私は……。もらったのですが、いつ声をかければいいのか、どうし

たらいいのか、資料もないし、三番瀬の写真もないし、というところがあったのです。 

    私、今年、北習志野のほうの学校に移って、初めて３年生という子どもたちを持って、

社会科で三番瀬が出てくるので、海苔問屋さんたちに来ていただいて、焼き海苔体験をさ

せていただきました。船橋のノリだということに感動して、保護者にも「ぜひ来てくださ

い」と募ってやったのですが、焼き海苔ということも知らなくて、焼いたときの海苔と、

その前のノリのにおい、味、そのことについて感動して、「おやつは、これからしばらく

海苔でいいな」と子どもたちが言ったのです。そういうのは、体験してみないと全然わか

らないし、やってあげないとわからないことなので。教師もそうですが、もっともっと子

どもたちに「三番瀬」という言葉を身近にしてあげるにはどういうことをしてあげればい

いのかなと思います。ちょっとかけ離れている。 

    船橋のビルのパスポートをもらいに行くところに部屋がありますよね。あそこにあると

知っている子どもはすごく少ないですね。峰台小学校のときに、環境のことで三番瀬のポ

スターをつくらせてもらったのです。子どもたちと応募して、「景品もいいから頑張ろう

ね」と言ってやったのですが、「あそこに資料のお部屋があるよ」と言ったのですが、あ

そこのことも子どもたちにもっと知ってもらって、子どもがあそこに行けるようになると

いいなと思うのです。あの場所自体も子どもたちは余り知らないのではないかと思うので、

そういうところがいっぱいあるので、その辺がちょっと残念かなと思っています。 

吉田委員長  広報の仕方については、ほんと、９月１日締切でよかったのかなというのはあり

ますね。 

    あと、福原先生がおっしゃった中で非常に大事だと思ったのは、やっぱり海苔とか食べ

物から入っていくというのは、身近に思う第一歩かもしれませんね。そういったところが

これからプログラムの中でも大事な部分かなと思いました。 

    寺島先生、お願いします。 

寺島委員  お久しぶりです。私は二つお話したいのです。 

    １点目は、この検討委員会の今年度と来年度の予定で、２年前に報告をまとめたとき、

１回目のときに「施設等」と「等」という文字が入ったのをよく覚えているのですが、単

なる入れ物じゃなくて「場」だよ、それが大事だよという話をしたのが、すごく印象に残

っているのです。それをもとにして１年間議論をしつつ、報告をまとめました。あの最後

のときに、次だよねという話をして、私、ワクワクしながら、ムズムズしながら……１年

間ちょっとありまして、その間に浦安市のほうでは土地の取得関係のことで話が進んでい

る。再生会議のほうも県のホームページに報告が載るので、それはちょっと目を通してい

たのですが、そっちはそっちで進んでいる。 

    この検討委員会の最後のときに、市川市から、確か、「そういう施設が必要だと言われ

ても、市川市は市川市でやるので、ここで言われても無駄ですよ」みたいな、結構冷たく
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あのとき言われた気がして、すごくあのとき憤慨しまして、最後に意見を言って終わった

記憶があるのです。 

    そういうのを踏まえて、今回、どのような話があるのかなと思って半分ワクワクしなが

ら来たのですが、一つ伺いたいのが、この検討委員会の意義は何なのか。私、さっきから

話を聞いていて、それがやっぱりわからない。ここで話して報告にまとめたことを、もう

一回ここで話すのは一体どうしてなのか。私はもう意見を出し尽くしました。もうあえて

言うことはありません。なんだけど、またさらに意見を聞きたいという理由が、私は全く

わかりません。 

    例えば浦安市が今回検討している施設について、では具体的にその中身の意見を聞きた

いですね、というのだったらわかります。自分が今まで子どもを対象にして活動してきた

ことを惜しみなく出して協力します。市川市のほうでという話なら、それも協力します。

ただ、県のほうで施設をどうこうするという話は、ありませんというお話でした。では、

ここで話した話は一体どこにいくのか。ゴールが見えないまま理念だけ言うのだったら、

もう理念は一昨年言い尽くしましたので、それをまずはっきりさせたいなという気持ちが

あります。これが１点目です。誰にどう投げかけていいのかちょっとわからないですが、

どんなものでしょうか。 

吉田委員長  それでは、２点目もおっしゃっていただいて。 

寺島委員  ２点目は、もうちょっと明るい話です。 

    一昨年話したときは、本校は干潟に行くアプローチが非常に苦しいですという話をしま

したが、今年は市と都市機構の協力でちょっと行きやすくなりまして、本年度は全学年で

三番瀬干潟に行って、１年生から６年生まで取り組んでいます。 

    その中で、さっきいろいろお話があったのですが、例えば細かいことで、双眼実体顕微

鏡についてはポータブルなものもあるのですね。子どもたちが双眼実体顕微鏡を使うとき

には、立体的に大きく見える、これがとても使いやすいところで、ポータブルのものは接

眼レンズからステージまでちょっと狭いのですが、干潟に持っていって生き物のおもしろ

さを観察する有効なものだと考えています。 

    スキルアップ講座については、私はきょう３日ぶりに私用で学校に行きましたら、私の

机の上にその文書が置かれていまして、締切が過ぎていたので、アラッ、時期的に急だっ

たのかなと思って。 

    イメージキャラクターの募集については、福原先生がおっしゃったように、本当にぎり

ぎりで、夏休みのしおりに入れる間もなくて、さぁどうしようかと思ったので、とりあえ

ず全児童分を印刷して全児童に配ってしまいました。やりようによってはどうにでもでき

るかなと思います。 

    本校で取り組んでいることを具体的に語ると、幾らでもしゃべって時間がなくなるので

すが、今年また新たに取り組みが開始できましたという報告が２点目です。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    浦安市ではこうやります、市川市ではこうやります、県ではこうやりますから意見を聞

かせてくださいという委員会だと意見が言いやすいのだけど、隔靴掻痒の感というのは非

常にわかりますので、ここについては、私がお答えするよりも、県から言っていただいた

ほうがいいと思うのです。事務局あるいは庄司課長、一言お願いできればと思います。 
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庄司委員  確かに、この環境学習施設等検討委員会で施設をどういうふうにとご議論いただい

たその結果として、成果品が委員会報告書の形ででき上がっているわけですが、財政的な

問題もありますし、県として施設をいつどのような形で整備していくと、私どもとしても

なかなかお示しできないところが、自分としても非常に忸怩たる思いはあります。そうし

た中でこういう検討委員会でご検討いただいて、ソフトを中心にお話を重ねていただくこ

とで、またご意見を教えていただけたらなということで、１年間ブランクがあったわけで

すが、きょうの会になっているということでご理解賜れたらと、はっきりしたことが申し

上げられなくて申しわけなく思いますが、そんな状況がございます。 

吉田委員長  先ほど後藤委員からもありましたので、「施設等」ということで、「等」のソフト

の部分だけではなくて、当然、施設あるいは場の問題というのは非常に大事なことですの

で、そこは避けて通らずに、ちゃんと議論したほうがいいと思うのです。この件について、

三番瀬再生会議あるいは三番瀬の再生実現化計画の検討委員会とか県の委員会の中で議論

されている。それに対してこの委員会が意見を言うということであれば、そちらの委員長

に受けとめてもらえばいいことだと思いますので、それはこの委員会で議論してもいいこ

とではないかと思っています。そんな理解でよろしいでしょうか。 

    寺島先生、いかがでしょうか。 

寺島委員  ということは、例えば、浦安市、市川市が計画しているものは置いておいていい、

そういうことですか。ちょっと極論ですか。 

吉田委員長  私が申し上げたのは、この次の会議で議論したらいいのではないかと思うのです。

その中で、浦安市あるいは市川市の場を使っている方々もいらっしゃるわけですし、こう

いう点が欲しいねということは申し上げたらいいと思うのです。きょうオブザーバーの各

市の方が来ていらっしゃいますので、直接聞いていただいてはいますが、この委員会とし

ては、県の委員会がありますので、そちらのほうに報告を出して、そこに反映してもらえ

ばいいのではないかと私は申し上げたのです。 

寺島委員  そのスタンスはわかりました。 

    蓮尾委員のほうから、現場で指導している方の意見をということで、そういう立場であ

りますので、意見を言うことはもちろん全然やぶさかでないのですが、もう既に報告書に

書かれているのではないかと思うのですが。さっきの学校から行く交通費の件にしても、

知らないから人を派遣してほしいということも、とっくに書かれていることが今まで生か

されていないのではないかという思いが私の中に不満としてずっとあるのです。 

吉田委員長  その部分は、平成 21 年度の方針をいま議論しているわけですが、平成 21 年度の

予算にぜひそれを盛り込んでほしいとか、そういった要望としてこの委員会で議論してい

ただければいいのではないかと私は思います。 

寺島委員  それを期待したいと思います。前回「予算」というような言葉が確かにチラッと出

て、そうか、そんなに急がなければいけないのかと思って、予算ね、県はいつまでですか

とか、何月までですかとか話が出た後にポーンとあいちゃったので、今回そういうふうに

お預けがないように期待しております。 

吉田委員長  いずれにしても、18 年度に議論したことは、10 年がかり、もっとかかるかもし

れませんが、実現するようなことを全部提言しましたので、多分１年度じゃ全部実現は無

理だと思いますから、徐々にやっていってもらうしかないわけで、とりあえず県としては
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人材育成のスキルアップでまず一歩踏み出した。それから「どこに情報があるの」という

ときに、そういう情報を検索するシステムで二歩目を踏み出すということですので、次の

ステップをどこに置いてほしいということはここで議論することだと思いますので、18

年度はお預けになってしまったわけではなくて、これに基づいて一歩一歩踏み出してほし

いということを県に申し上げていけばいいのではないかと思っています。 

寺島委員  気分を変えまして、子どもたちが現実に環境学習の次世代の担い手ということで、

子どもたちをどう育てるかというのは教師としての立場だと思いますが、そうすると、私

も一昨年、最初のころに言ったと思いますが、寺島自身の原体験が、小さいころに野山で

遊んで、それが今の私がここに座っているもとじゃないかなと思っているのですが、そう

いう思いを子どもたちに持たせたい。 

    僕が子どもたちを干潟に連れて行ったときには、生き物の名前は２番目、３番目なので

す。それよりも、そこにいる生き物のおもしろさを伝えること。ともすれば子どもは、名

前を知ってそれで満足してしまう。でも、本当はそこじゃない。名前は知らなくても、

「三番瀬って、とてもおもしろいところじゃないか。こういう生き物がいる。ああ、いい

ところだな。また行ってみたいな。好きだな」、そういう思いを育てることを第一に考え

ると、一つの形としては、市川市が再生会議で出したような形の場があれば、子どもたち

はそれでかなり行けるのではないかと思うのです。ただ、報告書の中にありましたとおり、

そこに行って、先ほどもチラッとほかの委員の方から話がありましたが、おもしろさを伝

えられる人がそこにぜひいてほしい。子どもが行ける場と、「カニのお腹ひっくり返して

見てごらん」とか言える人が欲しいというのがあります。その２点が学校現場としてはと

ても大事だなと考えます。 

    現実問題があるのですが、市川市と浦安市のパターンでこれは問題になるかなと思うの

が、いま現在、浦安市の干潟では、学校としては許可を得てドアの鍵を借りて出るのです

が、既に干潟には人が山のようにいるのです。アサリとかとっているわけです。そうする

と、市川市が例えば場をつくったときに、確かに自由に入れるようにしたいという思いは

あるのですが、そこにまた浦安の日の出干潟のような、子どもたちが一生懸命勉強してい

る横で、片や潮干狩り状態が続いて大人が貝をゴソッととっていくという状態にならない

ための工夫が何か必要ではないかと思っています。 

吉田委員長  ありがとうございます。 

    非常に重要な提言だと思います。浦安市の施設についても、市川市側の施設についても、

護岸と密に関係あるわけですが、防護という機能を持ちつつ、そこから入っていくわけで

すから、そのときにやっぱり何らかのゲート、関所があって、ちゃんとルールを守る人が

入っていける形にならないと、いま寺島先生がおっしゃったような状態になってしまうの

で、そういった機能もこういう「施設等」というところに入っているのではないかという

気はいたします。 

    桑原さん、お願いします。 

桑原委員  大分皆さんと意見が違っていまして、例えば２年前に話が出尽くしたと言われてい

るのですが、今、かなり社会情勢が変わってきまして、２年前に予想していたこととかな

り変わっているかと思います。 

いま若い方でもおそらく専門性を活かしたところへ就職ができなくて、生活の場がない
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ような状況になるのではないかと思います。 

    何でそんな話をしたかというと、確かに県費でいろいろな資料をつくるというのはいい

のですが、そういうことに予算を使うというよりも、私は、とにかく人に対して予算を使

っていくほうが、今後例えば人材育成に非常に有効なのではないかと思います。 

    それと、いろいろな意見が出ているかと思いますが、現在の施設で環境教育を行ってい

くのが非常にベストだと思います。シャトルバスとかいろいろ話をしているのですが、そ

ういったものと現在ある施設をとにかくうまく効率よく使っていくというのが非常に重要

ではないかと思います。 

    それと、例えば「モニタリングサイト 1000」とかいろいろな環境省のほうでやってい

る事業があり、モニタリングを 100 年続けると言っています。それはできるのかどうか、

不可能に近いのではないかと思っています。というのは、日本という国のいろいろな社会

情勢が今後 10 年そのままでいくかどうかというのはわかりませんし、例えば千葉県が昔

もらっていたような予算でいくのかどうかわからないので、そういったことをもう一回踏

まえて検討する必要は非常にあるかと思います。10 年後の状況というのは、かなり変わ

っているかと思います。 

    ほかの会議でもお願いしたいのですが、来ている方が非常に少ないと思います。それだ

け会議が魅力ないことと、もう一つは、申しわけないのですが、我々の努力が足りないこ

ともあるのかもしれませんが、三番瀬の環境学習に対する関心がないということに引っか

かっているのではないかと思います。とにかく、資料をつくったりというのも重要かと思

いますが、今後どうなっていくかということをもう一回検討して、いろいろ次の会合あた

りに間に合わせる形がいいのではないかと思っております。大きな点はその１点です。 

    あと細かい点です。器材は要らないと言われている方が何人かいらっしゃいます。私は

水辺の鳥の担当で博物館に勤めているのですが、海辺の水鳥の観察が今できない状況にあ

ります。というのは、備品がなくて観察できないのです。一般の方にいろいろお見せする

ときに、高価な器材、自費で買うのはちょっと辛いなという高価な器材がどうしても買え

なくて、観察会が開催できないということがあります。 

    今やっている環境学習の講座は、現場へ行っての講座の前に、前後に必ず中でのレクチ

ャーをする形で行っています。ですから、今回、スキルアップ講座２回というのは、もし

開催するのでしたら、例えば事前に誰かに、ここの委員に相談してもらって開催するとい

う形で、この委員会につなげていくのがベストではないかと思います。 

    ここにいらっしゃる委員の方と、かなり意見が違うかと思われます。 

吉田委員長  まず、この会議に対する県民の関心を高めるという部分については、確かに、事

務局側も委員も声をかけたりとかしなければいけないという自戒の念もありますが、それ

以外にも、器材に関してございましたが、両方の意見がございますが、器材を使わなくて

もできるような、関心を高める、おもしろさを伝える、そういうプログラムを収集する、

伝える、そういうのをやると同時に、器材を使ったらこういうふうにおもしろいことがで

きるよというのをやらなければいけないだろうなと思います。 

    どういう器材を買われるかあれですが、すごく高い双眼実体顕微鏡ではなくて、先ほど

寺島先生からお話があったように、持ち運びのできるすごく軽いものがありますので、そ

ういったものだと、干潟であろうと、淡水の水辺であろうと、草原であろうと、いろいろ
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使えますので、そういったものがいいのかもしれないですね。 

    人材育成のほうのプログラムに関しては、先ほどから「名前を知ることだけが重要なの

ではない」という話が出ていますが、器材を持って干潟にいきなり行ってしまうと、名前

を調べ、さらに細かい細かいところに突っ込んで行ってしまう気がしますので、できたら

事前に、別の日にするか、その日の午前中になるのかわかりませんが、三番瀬の全般的な

こととか、干潟の機能だとか、そういったことを知っていただいて、それから入っていく、

そういうやり方が必要かもしれないですね。そういった面で、桑原委員も含め、せっかく

ここに三番瀬での環境学習をやっている経験のある方がそろっていますので、相談してい

ただけたらいいのではないかと思いました。 

    ほかに、さっき言い忘れたのでもう一言という方はいらっしゃいますか。 

桑原委員  これはお願いですが、例えば資料をつくって、こちらでただで配ります、そうする

と出版に関わっているところに圧迫をかけることにもなります。できたら、そういった印

刷物は買って、出版に関する事業をこちらでケアするというのも大切なのではないかと思

います。例えば講座でも観察会でも、有料の形で事業にしてみる、というのも考えてもい

いのではないかと思います。 

    例えば１回の講座、観察会を開催し、非常に高い値段を参加費としても、大丈夫だとい

うプログラムを組んでもいいのかもしれません。 

    人によってですが、私、今年の春に野鳥に関する展覧会を開催したのですが、入館者が

少なく、今開催中の展覧会のほうはかなり入館者が多い。やはり消費者は、どっち行こう

か、まず選択するみたいなのです。年に博物館とか教育施設には２回行くという予算しか

使えない家庭の事情があったとすると、どうしても新しいほうに行くという現状がありま

す。だから、皆さんもう一回考え直し、今後、「営業する」という方法で環境学習を考え

てもいいのかもしれないなと思います。 

    だから２年前とかなり違っています。100 年後とかを考えて計画を立ててもいいのでは

ないかと思います。とにかく私は、施設をつくるのはマイナスで、なるべく工事はやらな

いで、今の施設などを使っていただければと思っております。環境教育につながるものか

どうかはわかりませんが。 

吉田委員長  それでは、会場に来ていらっしゃる傍聴の方で、ご意見があればお聞きしたいと

思います。 

発言者Ａ  三番瀬市民調査の会の青山と申します。千葉市から来ました。 

    お話が出て、環境学習のほうに予算が今までもついてなかったりとか、うまく回ってな

いことがあると思うのですが、私、あまりこの会には傍聴に来てないのであれですが、最

小限で幾らぐらい費用が必要だということを議題に出すとか、最大限ならここまで欲しい

とかを各自が出して、それを積み上げるとか、具体的な提案を出したほうが、それが決定

打でないにしても、いいのではないかと思います。 

    あと、私が調査したのでは、さっきの移動式ラボとか、そういうのがあったりとか、ト

イレは干潟にいては行けないので、そういう施設が近くにあるのは、非常にありがたいと

思います。 

吉田委員長  ありがとうございました。 

    ほかにご意見ありますか。 
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    よろしいでしょうか。 

    そういたしましたら、次回は 10 月ごろということですが、今回は準備がなかなか厳し

かったようで、皆さんのお手元に資料が行ったのは本当にぎりぎりだったと思うのですが、

県のほうのスケジュールによりますと、まず、８月上旬でできるかあれですが、きょうた

くさん意見が出ましたので、それを入れて８月には「方向性（案）」を提示していただけ

る。それからまた、メールなどでやり取りして修正をやっていただけるということで、そ

ういったことを経て次回の議論ができるかと思います。その中では、堅苦しい名前で「平

成 21 年度三番瀬再生実施計画（案）について」と書いてありますが、これは、私たちが

平成 18 年度に議論していろいろアイデアを出した、それを一つずつ一つずつ県として実

現していっていただいてますが、それに対して、ここをこうしてほしいと。きょうも特に

人材育成の部分についてはいろいろな意見が出ましたが、そういった意見を出していただ

いて来年の事業に反映させていく。そういう話をするということですので、ぜひご意見を

もう少し具体的にしたいと思います。 

    もう一つは、後藤委員から話がありましたように、きょうは説明だけしていただきまし

たが、並行して議論が出ている浦安市の施設や市川市で検討されているもの、これは同時

に県のほうでも再生実現化あるいは護岸整備ということで同じところで幾つもの事業が並

行していっているわけです。それは同時に考えていかないと、ハードの部分が形ができて

しまうと、それは後から変えるというのは非常に大変なことです。ですから、そういう面

では、ソフトの考え方が先にあって、その後にハードがついていくというふうにしないと、

後からハード（コンクリート）みたいなものを直すなんていうことはとても難しいので、

できれば私は、この委員会からぜひ早目にソフトの面でご意見をいただければと思ってお

りますので、そういった点についても議論できるといいなと思っています。 

    私のほうからは、そういった議論を次回したいと考えていますが、日程調整を事務局で

していただいて、早目に資料を委員に送っていただくことをお願いしたいと思います。 

    それでは、進行を事務局にお返ししますので、よろしくお願いします。 

 

     ４．閉  会 

 

事務局  吉田委員長、長時間にわたり議事進行、どうもありがとうございました。 

    本日、いろいろなご意見をいただきまして、どうもありがとうございました。吉田委員

長がおっしゃられたように、すぐに実現できるものばかりではありません。特に環境学習

施設につきましては、重要な課題の一つと当然考えておりますが、やはり本委員会以外の

議論、また護岸整備、湿地再生、そういった議論がありますので、そういった中で慎重に

検討していきたいと考えております。 

    ただ、「もう議論は出尽くした」等のご意見もありましたが、私どもといたしましても、

本日ありましたスキルアップ講座についてもいろいろご意見をいただきました。そういっ

たことで、我々が進めていく中でいろいろ意見をいただけると大変ありがたいと思ってお

ります。また社会情勢の変化というご意見もありましたが、そういったことも含めていろ

いろ検討を進めていければと考えております。 

    それでは、これをもちまして第８回「三番瀬環境学習施設等検討委員会」を閉会とさせ
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ていただきます。 

    ご出席いただいた皆様には、長時間にわたりどうもありがとうございました。 

――以上―― 


