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ちば環境再生推進委員会報告                 
 

平成 28年度第 1回ちば環境再生推進委員会の開催 

日時 10月 21日（金）午後 3時～5時・場所プラザ菜の花 4階・特別会議室 

１、 開会  

２、 議題 

（１） 委員長選人 ・委員は２年の任期がありその都度選人される 

   ・田畑貞寿氏が委員長に再任された。 

 ８期目に入り潤滑に推進活動を継続していくことを確認 

（２）副委員長、事業推進部会長及び負の遺産部会長の指名 

   各項目について事務局（千葉県環境財団に設置）より報告があった 

  （３）平成 27年度事業報告及び決算について（報告） 

  （４）平成 28年度上期の事業実施状況について（報告） 

  （５）平成 28年度下期の事業予定及び収支見込みについて（報告） 

  （６）その他 

３、閉会 

 

環境再生推進委員会委員名簿     平成２８年１０月２１日現在 

会長   ・森田健作（千葉県知事） 

委 員 長 ・田畑貞寿  
副委員長・木原稔 
委 員                                  

学識経験者 田畑 貞寿 千葉大学名誉教授、上野学園大学教授  

      桝方 俊子 前淑徳大学大学院教授 

県民代表  桑波田和子 環境パートナーシップちば代表       

      丸山 芳高 千葉県生活協同組合連合会専務理事 

      中岡 丈恵 ちば環境再生県民の会代表 

            千葉県環境学習アドバイザー 

地元産業界 記原 稔  (一社)千葉県商工会議所連合会専務理事          

      斎藤 博  千葉県商工会連合会専務理事 

      中村 公一 （一社）千葉県経済協議会専務理事 

      能勢 勝  千葉県農業協同組合中央会専務理事 

環境関係  菊池 通雅 （一社）千葉県産業廃棄物協会副会長兼専務理事 

千葉県   吉添 圭介 千葉県環境生活課部長 

               創刊 平成 14 年（２００２）６月 5 日    
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委員会に参加して                       中岡 
 

委員会は８期目にはいり役職が変わると委員の変更があり新しい委員の方の参加があった。 

田畑委員長と私が初期からの同期になった。この委員会が発足と同時に「ちば環境再生県民の会」も

発足した。環境パートナーシップちばのなかで委員会に県民として参加し、お互いの意見を開示して

いくことが目的として参加者を集めたという経緯がある。 

 

27 年度の活動報告、決算報告と 28年度の交付決定額が示された、昨年から助成金の枠が大きく変

わりコツコツと活動する弱小の市民活動団体への助成が多く見られた事は今後の継続が期待できる。 

負の遺産の助成金について金額が不十分なので事業が出来なかったのではないかという意見有。確か

に予算的には中途半端な金額と思われるが、この基金の中で負の遺産に対する予算では不法投棄を清

拭する事は無理な話であろう。毎日橋を渡り県外から持ち込まれるゴミは判断がつかずその中には不

法投棄も有、持ち主を探す作業にも限界がある。 

環境再生基金発足時には県廃棄物対策課では手のつけられないほどの不法投棄が多く、地下水汚染

が有り飲み水に影響見られる所や大きなゴミの山からの自然発火で煙が幾日も立ち上がるなどの事

例が多く廃棄物対策課でも間に合わない緊急な事例のみに対応するという目的で、この基金からの助

成が当てられて有意義な助成交付が進められてきたと思うが。 

当県民の会でも副会長の大山は四街道付近の廃棄物監視委員として自転車で長い間見回り活動を

してきた。しかし不法投棄の業者からダンプで自転車を煽るような事もあり横転して膝の骨を折った

り、夜の見回りでは箒での追う払いなど危険な体験もあった。 

 今も国道 464号から入り印西、佐倉の雑木林を良く見ると林をぐるりと木を残して巨大な空間があ

り時折大型ダンプが出入りしている（共同）処分場と思われる建築廃材、車など種類別の処分が行わ

れている所が突如と現われる。ここは良いとしても依然として道路から見える雑木林の中には、明ら

かに不法投棄と思われる家電や解体品が相当量投棄されているのも見うけられる。 

さらに雑木林のゴミの中には人気が無い立ち枯れの家もある。引き継ぐ人がいないのか、見捨てられ

ているか家を壊して更地にすると、土地にかかる税金が高くなるからそのままにしておくと言う人も

あるが。資源循環と裏腹に不法投棄の家の大きなゴミは今後増加することになるので有ろう。 

  

平成 28年度第 1回ちば環境再生推進委員会傍聴記録     谷合 哲行 

 

 平成 28 年 10 月 21 日に開催された平成 28 年度第 1 回ちば環境再生推進委員会を傍聴させていた

だいたので、委員外の第三者的視点から審議の内容と委員会の様子を報告する。 

 本委員会では、ちば環境再生基金の運用状況を監視し、基金として行う事業を公正かつ適正に実

施するために招集されています。昨年度から実施される事業内容が大きく修正され、以下の 6 つの

事業が実施されている。 

 1. 県民の環境活動に対する支援 

 千葉県内で活動する市民団体を中心に環境を再生する自発的・継続的な活動に対して支援する事

業であり、平成 27 年度は 11 事業に対して助成を行っていたが、平成 28 年度からは助成金額に応

じて助成率を段階的に変化させ、少額(10 万円以下)の場合には全額補助する制度をスタートさせて

いる。新制度の初年度である本年度は助成額 10 万円以下が 21 団体、助成額 25 万円以下が 15 団

体、助成額 25 万円以上が 9 団体採択され、活動・事業を行っている。金額は少額でも地域で貴重

な自然環境の保護・保全を行っている団体から、エコメッセなどでも活動を紹介している全県的な

活動を行っている団体まで、幅広い主体に対して支援が行われている。従来の申請要件では申請自

体が難しかった団体にも援助の手が届き、活動の活性化に寄与できれば、基金の目的に資する事業

となるだろう。一方、団体数が多くなるということは、各団体から提出される資料も膨大なものに

なるとともに、活動内容の精査にも人手と時間が必要になり、委員会として十分な管理運用ができ

るかは、初年度の最終報告を精査しなくてはならないと思われる。 

 2. 提案型環境再生事業への助成 

これまでも継続的に実施されている助成事業で県・市町村などの行政と市民団体が協働して地元

の喫緊の課題の解決に取り組む事業に対して助成を行っている。平成 27 年度も 1 事業しか提案・
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採択がなく、本年度についても前年度と同じ事業だけが提案され、採択されている。金額の多寡も

さることながら、申請に際して行政との連携が不可欠な形での提案はなかなか難しい状況にある。

行政側も協働事業に対して消極的な所が多いうえ、市民団体側も行政と協働事業を行えるだけの体

力がある団体が少なくなってきている。1. 県民の環境活動に対する支援事業と同様募集要件の修正

や申請範囲の拡大を行い、希望する団体が申請しやすい形態を目指す必要がある。 

 3. 環境活動見本市普及啓発事業 

昨年度リニューアルされた助成事業で幅広い環境関連活動を紹介できる場を提供する事業に対し

て助成を行っている。初年度である平成 27 年度は 2 件の事業が実施され、本年度も同じ 2 つの

事業が採択されている。こうした環境イベントは各地・自治体ごとにも実施されているが、行政主

導型のイベントの場合、出展団体側の負担はないものの地域が限定され、活動の広がりが制限され

る。民間企業主体のイベントは都内のより大きな会場で開催されることが多く、市民団体や自治体

が負担できるような出展費用ではない場合が多い。そんな中、実行委員会形式で行政・自治体・企

業・市民団体の 4 者が対等な立場で協議しながら全県単位での環境活動啓発事業が 2 つも行われ

ていることは、千葉県の環境活動のすそ野の広さと市民の環境意識の高さを物語っている。環境再

生基金から資金的な援助を受けている団体は、積極的に本環境活動見本市事業を発表の場として活

用し、更なる活動の広がりと他団体・他地域での協働事業などにつなげていってほしい。 

 4. 未来の環境活動担い手支援事業 

平成 28 年度新たに新設された助成事業で、環境学習や環境保全活動を率先して行うことができ

る人材育成を目的とした助成事業である。地域の教育活動や中学校・高等学校の部活動などを助成

対象と想定していたようだが、初年度の採択は 1 件だけにとどまっている。実際、大学であっても

環境関連の活動を行っているサークルは年々減少している。ましてや、中学校・高等学校では学生

側の興味関心も薄く、指導者も不足している。地域の教育機関と地元の市民団体が協働・連携して

地域の環境活動の次世代育成に綱がることが最も理想的なのだが、現状はそうした状態にはなって

いない。ボランティアとして地域の活動に参加する中学生・高校生は増えているが、体験止まりで

実際の活動に参加するところまでは至っていない。本事業も今後、今年度のような状態が続けば、

助成事業の中断もあり得ると考えられ、環境再生基金としても、次世代育成につながる事業への支

援方法を早急に検討していただきたいと思う。 

 5. 負の遺産対策事業 

平成 17 年度から継続的に行われている廃棄物の不法投棄対策に助成する事業で、平成 27 年度

は 1 事業だけが実施され、平成 28 年度は応募が一件もない状態になっている。助成金の申請がな

いから廃棄物の不法投棄が県内からなくなったかというとそういうことではない。廃棄物処理は行

政事業の一つではあるが、不法投棄されたものの扱いをどうするかという問題は手付かず放置され

ている。本来は投棄者がその処理責任を負わなくてはならないのだか、不法投棄の場合には処理責

任が不明確な所が問題である。責任者不明というだけでごみはそこにあり続け、ごみ問題の本質は

全く解決されないまま残されてしまう。事業の今後についての議論と共に、本事業設立の原点に立

ち返り、現在克服しなくてはならない問題点を整理して、具体的な対策につながる事業に制度自体

を変更していく時期に来ていると考える。 

 6. ちば廃食油燃料利用推進プロジェクト事業 

本年度から新設されたプロジェクト事業で廃食用油の利用促進に関わる回収活動と処理・利用推

進事業に対する助成事業である。廃食用油の回収地点整備事業に 6 地域、回収活動に 8 団体、処

理・利用推進事業に 4 団体が採択され、活動を展開している。以前も類似のプロジェクトが実施さ

れていたが、充分な成果が得られず、活動の広がりも限定的であった。今回のプロジェクト事業に

より新しい切り口で廃棄物処理から新たなバイオマスエネルギー源としての利活用事業として定

着・拡大してゆくことを期待している。 

現在、こうした 6 っの助成事業のうち、負の遺産事業以外の 5 つの事業について平成 29 年度分

の申請が行われている。新たな制度の導入により、より間口の広い、敷居の低い助成事業として多く

の団体に活用していただければ、基金の目的も果たされ、実質的な千葉県の環境再生につながって行

く。締め切りまでにあまり期間はないが、多くの団体が基金に応募し、活動を継続し、広げてゆける

ように願っている。 

今の募集中は県民の環境活動に対する支援は・28 年 12 月 15 日締めきりですとても受けやすくな

りましたので、詳細は千葉県環境財団にお尋ねください。043-246-2091担当は・柴崎さんです。 
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21 年目を迎えたエコメッセとその周辺          

 谷合 哲行 

 

今年で 21 回目となるエコメッセ 2016in ちばが 2016 年 9 月 22 日(木・祝)に幕張メッセ国際会

議場で行われた。今年は「見つけよう、私の COOL CHOICE」をメインテーマとして掲げ、100 団

体が出展した。今年のエコメッセは天気に恵まれず、出展団体説明会の日もエコメッセ当日も雨に

たたられ、来場者数は 8500 人と近年では最も少ない動員数となった。テーマとして”COOL 

CHOICE”を掲げたので、企業や行政からの出展は堅調だったが、市民団体や大学、教育関係からの

出展が減少する傾向にある。 

一方、昨年からエコメッセの本体とは別に活動している交流部会では、4 回テーマ交流会を実施し

た。 

今年度初めて開催した”図書館・博物館”交流会(2016 年 6 月 4 日（土） 14：00 ～ 16 : 30 会

場 新浦安駅前プラザマーレ 1 階 オリーヴァ)では、”まちづくり”という大きなテーマの中で、

公共施設にターゲットを絞りその活用と福祉との関わりをテーマに Café 形式で議論するごとがで

きました。博物館とのつながりは写真展や海辺・水辺交流会の参加団体との共同展示会に発展させ

たいと考えている。 

 ものづくり交流会 (2016/6/25, 千葉工業大学新習志野校舎)では、エコメッセでのワークショッ

プブース強化の一環として、千葉工業大学 CIT ものづくりプロジェクトの学生が企画するワークシ

ョップ企画について、様々な視点から議論し、エコメッセ当日の会場で行うワークショップのブラ

ッシュアップができた。 

 農業・福祉・エネルギー交流会 (2016/7/10, in 千葉工業大学新習志野校舎)では、県内各地に広

がる再生可能エネルギーを活用した農業・地域の活性化に関係する情報交換ができ、エコメッセ後

に複数の共同イベントを実施できるまでに成長・発展している。 

 身近な海辺・水辺交流会 (2016/7/30, 千葉工業大学新習志野校舎)では、海辺や水辺に関わる活

動をしている個人・団体の交流会であり、今年は昨年からつながりのある東京湾大感謝祭実行委員

会に共同出展することができた。 

 

 昨年から交流部会として取り組んでいる次世

代育成プロジェクトとして、各地の市民活動セ

ンターやボランティアセンターが主催する夏休

みボランティア体験の受け入れがある。昨年は

船橋市だけであったが、今年は松戸市の夏休み

ボランティア体験の高校生・大学生も受け入れ、

8 月 22 日に行われた出展団体説明会の運営・

準備作業などを体験し、その体験を振り返りつ

つボランティアをテーマとしたグループディス

カッションを実施した。グループディスカッシ

ョンでは千葉工業大学の学生も加わり、高校生

と大学生との交流の機会にもなった。このボラ

ンティア体験プログラムでは、千葉大学の地域

NPO 活動体験の受講生も受け入れ、エコメッセ

当日のスタンプ&シールラリーの企画・運営も行

った。エコメッセちば実行委員会では、これま

で市民団体を牽引してこられた 60 代、 70 代

の方々と高校生・大学生が、”エコメッセの運営”

という共通の目的のために一緒に活動すること

になる。このように様々な年代・世代、背景・

環境の人たちが集まって、環境に関わるテーマ

性を持った企画を立案・実現してゆく団体は、 

 



ちば環境再生県民の会 2016 年 11 月 28 日 

 

5 

次世代育成という視点から見ても大変稀有で有用な教育資源を有している。エコメッセという”

場”に新しい”ボランティア教育”という役割を与え、より積極的に学生やボランティア希望者を

受け入れながら、将来的には本実行委員会が有形・無形の知恵と想いを引き継いでゆく場になって

行く事を期待している。 

一方、市民団体の高齢化は急激に進行している。1970 年代から 80 年代にかけて、公害対策をき

っかけに各地に広がった環境活動団体は、現在、活動開始から 30 年以上が経過し中心となるリー

ダーの世代交代の時期を迎えている。ある程度以上の参加者数がある団体では、既に第二世代、第

三世代と世代交代を経験し、活動継続のために NPO 法人化したり、企業化したり、事業内容を拡大

したりと、様々な方法で活動を継続できる体制作りに取り組んでいる。しかし、多くの市民団体で

は、そうした次世代の育成やリーダーの世代交代がうまくゆかず、ここ数年の期間でも活動を休止

したり、解散したりする団体が増えてきている。全盛期には、社会的ニーズと相まって全国的に活

動を展開していたような団体も時流の流れから取り残され、社会における活動の意義・位置づけを

見失うと事業の継承や世代交代すら困難になってしまう。本誌の発行主体であるちば環境再生県民

の会も同様の事情を抱えている。これまで続けて

きた廃食用油のリサイクルに留まらず、”未利用

バイオマスの新しい利活用”のような、より現代

的な切り口で課題解決策を提案し、実践して行く

ことが求められている。昨年から行われている千

葉工業大学 CIT ものづくりプロジェクトとのい

くつかの協働イベントは、こうした背景の元、単

なる作業ボランティアという枠組みではなく、よ

り大きな視点での活動の紹介と協働を通じた情

報の交換・共有に繋がっている。更に今年は千葉

工業大学の学生が特定非営利活動法人せっけん

の街において 2 週間のインターンシップを体験

した。また、昨年に引き続いて今年もヒマワリエ

コ活動への協力やエコメッセでのブースの協働

出展を行っている。こうした活動に参加した学生

からの報告も本号には掲載される予定である。更

に、同法人が管理していた廃食用油の燃料化を行

う BDF 製造装置についても、再生可能エネルギ

ーの普及・拡大に取り組む一般社団法人ちば耕援

隊に譲渡され、より幅広い活動に活用する事を目

指している。こうした活動の広がりと他団体との

協働が、新しい世代の活動への参加へと繋がり、

活動自体の継承・発展に貢献できれば幸いである。  

 

 さて、来年 2017 年は 22 回目となるエコメッセ 2017 in ちばが 2017 年 10 月 9 日

(月・祝)に幕張メッセ国際会議場で開催される。晴れの得意日である体育の日の開催である

が、10 月に入ってからの開催は初めてであり、参加団体も運営側も多くのイベントとの重複

が予想され、準備や運営、出展に大きな影響が予想される。企業にとっては CSR 活動は今や”

特筆すべき活動”ではなく”日常的に取り組む業務の一部”となっている。一方、一般市民

の生活は 1973 年と比べて約 2 倍のエネルギーを消費し、その二酸化炭素(CO2)排出量は国

内の全 CO2 排出量の 3 割以上に達している。そんな時代だからこそ”COOL CHOICE (賢い選

択)”が求められているのだが、国民運動としては今一つ普及・認知されていない。そこで、

来年のエコメッセ 2017in ちばでは、メインテーマとして”進め! COOL CHOICE”を掲げ、環

境と衣・食・住の関わりについて体験的に学べる企画を検討している。”COOL CHOICE”が”

賢い選択”から”当たり前の選択”と訳されるような未来を実現するために、一人一人が

日々の暮らしの中で取り組めることを見つけ出せるイベントの実現を目指している。多くの

皆様のご参加・ご協力をよろしくお願いいたします。谷合 
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インターンシップの活動参加報告    千葉工業大学 2 年 馬場 樹  

 

今年の夏休み、ＮＰＯ法人せっけんの街に大学のインターンシップ制度を利用して業務を体験

させていただきに行った。全部で２週間あまりの期間であったが、多くのことを学ばせていただ

いた。 

そもそもなぜ私がインターンシップに行こうと思ったか。私自身、将来的にどのような職に就

くかは常に悩んでいる。大学では化学系の学問を学んではいるが、この方面で就職活動するにし

ても選択する業界、業種は幅広い。ともすれば、今大学で学んでいることとは全く関係のない仕

事も自分の中の選択肢として存在している。色々なやりたいことがある中で、しかし大学を卒業

してからの就職というのは人生にとってとても大切な選択であるため、下手な手は打ちたくない。

やはり何事も実際に経験してみなければわからないのではないか。こう考えた時に以前大学のほ

うで私が参加している油のリサイクル活動の一環で前回せっけんの街に行ったとき、インターン

シップを受けているという話を聞いたことと、せっけんの街のような場所も自分が将来働いてみ

たい職場の一つとして目に映っていたので、思い切ってお願いをしてみた。この経験によって自

分の将来を考える材料が増たり、体験したことや、教えていただいた知識をもとに自分のレベル

が上がることを期待した。 

実際に通い始めてからは、板倉さんが業務を一通り体験できるようにスケジュールを組んでく

ださっていたので、それに沿って働かせていただいた。せっけんの袋詰め、微粉、商品の箱詰め、

運搬、乾燥、微粉、草刈、パンフレットづくり、石鹸の釜炊きなど・・・。挙げていけばきりが

ない。このときはずっと阿部さんに業務内容を指導していただいた。また合わせて生活クラブ生

協の現場に連れて行ってもらったり、印旛沼での会議などにも同席させていただいた。佐倉の方

の石鹸工場にもお邪魔させていただき、そちらでの石鹸づくりも学ばせていただけた。一つ一つ

の業務や体験、見学から得られた知識や経験はここで語っていけばとても紙面に収めきれないが、

全体を通して思ったことの中で一つ書き残したいことがある。それは例えば石鹸づくりでいえば、

実際の現場での製法は教科書に載っているような材料はあれとあれがあり、化学反応をさせると

できるというだけのものではなく、その過程のあらゆる個所に長年培われてきた経験によって裏

付けられたより細やかな作業やテクニックがあることである。こうしたものは今働いている方々

やその先人が積み上げてきた崇高なものであり、こういったものは実際に体験をしないと知りえ

ないのだとあくまで体験としてかかわって片鱗に触れただけの私にも感じられた。 

この体験を通して、職というものについてまた改めて深く考えることができた。さらに今自分

が学んでいる学問についてもより理解を深めることができた。せっけんの街の方々にはまた改め

てお礼を言いたいと思う。あと２年後にはもう就職先がたぶん決まっている（ように願っている）。

たとえそのときではなくとも、最終的には自分にとって一番いい労働を見つけることができるよ

うこれからも努力していきたい。 

 

注釈 （釜の中の馬場君→油 1 トンで約 3 トンが出来ます） 

せっけんの街とは 1980 年代手賀沼の汚染がワースト 1 

になり毎年継続していた、汚染の主流が台所や洗濯など 

生活雑排水、Ｕ路溝からの排水でした。その中でも洗濯 

洗剤の中に含まれるリンが主因でした。そこで毎日の生 

活から合成洗剤を使わない運動が我孫子、柏、松戸、流 

山、野田の各市からさらに千葉県内外に広がり、それに 

代わるせっけんを作る工場の設立を目指しました。 

廃食油を流さないで使うリサイクルせっけんを作る工場  

は 1983 年に設立準備会を発足し 1984 年におおぜいの 

市民参加で日本初の市民出資の手賀沼せっけん工場が設 

立され、さらに 1994 年に印旛沼情報センターせっけん 

工場も設立し千葉県内からの廃食油が集まり２工場で稼働。 

１９９８年に非営利活動法人せっけんの街となりました。 

・板倉さんとは「せっけんの街」で渉外、広報など担当です。 

・阿部さんとは手賀沼せっけん工場の工場長です。 
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ヒマワリエコ活動松戸①すばる書店・六高台店・参加報告  

        千葉工業大学 3 年 荒木理沙子 

 
私の大学での専攻は環境リスクです。そのため資源循環に興味があり、学内プロジェクトである廃棄

物食品由来の学内燃料生成という活動にも参加しています。 

そのプロジェクトのアドバイザーである教授の紹介がきっかけで、こちらの活動を知りました。 

・1 回目の作業では、ひまわりの種の回収と雑草取りをしました。異常気象により台風が次々と発生

していたため、作業は台風との追いかけっこでした。私が作業しに行った時には既に花は散っていて、

種のついた愕がたくさん生えていました。昨年は土を耕さなかったため、ひまわりの成長があまり良

くなかったようですが、今年は耕運機を入れたため、ふかふかの土で立派な種をたくさんつけていま

した。（畑は 2 面有、1・2 回目は除草剤を撒かない所、３回目は撒いた所で差が有） 

・2 回目の作業では、1 回目に回収しなかった残りのひまわりの回収をしました。この日は雨が降っ

たりやんだりという悪天候でした。雨の合間を縫っての作業には少しもどかしさがありました。しか

し、作業中に通りかかった近所の方が「ひまわりが綺麗に咲いていたため、ここの道を通るのが楽し

みの一つになっていた。」との声をかけられ、とても温かい気持ちになりました。 

地域の方に愛されている活動なのだなと強く感じました。 

・最後の作業ではひまわりを植えた場所の最終整備をしました。この日にはもうひまわりはほとんど

なく、雑草取りがメインでした。2 回目の作業でも雑草を抜いたのに、数日のうちにもとの状態に戻

っていて驚きました。1 回目２回目の作業で回収したひまわりの愕は、エコメッセという環境イベン

トの際に体験学習に使用するとお聞きしました。毎年立派な種をつけた愕を見て子供たちが目を輝か

せるとのこと。しかしこれら作業を通して、何かをするには準備にそれなりの手間がかかるというこ

と、裏でのこれらの作業があってこそ成り立つものなのだということを痛感しました。 

ひまわりの愕は収穫してすぐに、コンクリートの床に並べて乾燥させました。しかし悪天候が続いた

ため、屋外での乾燥が出来ず、室内乾燥を余儀なくされ、最終的には湿気により大部分が腐ってしま

いました。 

せっかく立派に育った愕が腐ってしまったのを見つけたときには、とても悲しい気持ちになりました。

そのため、最後の搾油の体験は出来ませんでした。いつかまた機会があったら、今回出来なかった搾

油の体験もしてみたいです。学生になると土に触る機会自体が少ないので、この活動に参加出来てと

ても楽しかったです。体験を通して、地域に愛されている素敵な活動だと強く感じました。来年は、

自分の家の庭にもヒマワリを植えてみようと考えています。貴重な体験をたくさんさせて頂きありが

とうございました。 

  
松戸市六高台すばる書店で育ったヒマワリの一部、広い駐車場の端で乾燥させ、自宅に持ち帰りエコ

メッセまで乾燥させましたが、間に晴れ間が少なくて乾燥に苦労しました。大きい愕は大半カビてし

まいましたがエコメッセ当日小学生と小さいお客さんとみんなで種取りをしました。しかし種がやせ

ていて搾油が出来ませんでした。搾油機の機械で種から油が出来るまでを説明しました。 
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ヒマワリエコの活動①参加報告  千葉工業大学 2 年 池田 尚史 

   

私はエコメッセ前に行われたひまわりの収穫・種の回収、及び当日のブースの手伝いを行いまし

た。私は昨年もひまわりの収穫の手伝いをさせていただいたため、今年は二度目の参加となりまし

た。当日は天候も悪く時折雨も降っていましたが、無事ひまわりの収穫をし、種を回収することが

できました。また、作業中にはひまわりの種の使用方法などについてヒマワリエコ活動をしておら

れる中岡さんからヒマワリの種の活用方法などについてのお話を伺うこともでき、とても有意義な

時間を過ごすことができました。回収したヒマワリの種は倉庫にて保管・乾燥させ利用する予定で

したが、湿度が高かったため多くのひまわりの種がかびてしまいました。 

エコメッセ当日は、自ブースの展示の合間を縫って、ヒマワリエコ活動のブースの手伝いも行い

ました。ブースにはヒマワリの種から油をとる装置も展示されており、その説明を聞くことができ

ました。ヒマワリの種の油によるエコ活動については昨年から知っており興味を持っていましたが、

今年はそれらについてさらに深い話を聞くことができました。ヒマワリの種の油の活用方法や、エ

コ活動を行う苦労などもヒマワリエコ活動のブースにいることで聞くことができました。やはり、

ヒマワリの種からとれる油の量は少なく、多くの油をとるためには大きな労力が必要とのことでし

た。このような苦労話は普段生活をしているうえでは聞けないような体験で、エコ活動についての

興味がさらに湧きました。 

今回のエコメッセでは貴重な体験を行うことができました。普段暮らしているうえではエコについ

てなどあまり考えずに生活していましたが、このエコメッセというイベントやヒマワリエコ活動に

関わった事で多くのことを考えさせられました。これらの体験をこれからの生活をしていくうえで

生かしていきたいと思います。 

 

 
 

ヒマワリエコ松戸の活動・・②江戸川河川敷・大江戸クラブの活動 

大江戸クラブは松戸の古賀崎地域の老人会です。毎週、江戸川河川敷に集まりグラウンドゴルフに

精進し、大会などにも開催しています。ヒマワリエコの活動は松戸市環境課資源循環班の担当で 5

年間活動しましたので一区切りとしました。ヒマワリの活動は種播きから収穫までの間、重労働な

ので活動が身に余るようになったと言う事です。 

今年は県民の会が支援しますという事で、榎本さんが草刈りと畝作りを機械で協力していただきま

した。７７歳の高橋会長が種播きから収穫までお一人でしていただきました。上の画像のヒマワリ

が江戸川河川敷のヒマワリです、土手で収穫して額を切りまとめて千葉工大谷合先生の研究室に運

び、学生たちが面倒をかわるがわる見ていたのですが長雨が多くて腐れが出てしまいました。昨年

までは廃校の小学校教室での乾燥ができましたが、お天気次第なので皆の苦労が実りませんでした。 
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鎌ケ谷市 ひまわりエコプロジェクトについて・   市民生活部・環境課・環境計画係山田         

 

１ 場所・鎌ケ谷市北部公民館付近（鎌ケ谷市佐津間６３１付近）畑 

２ 事業主体 

 大津川水質浄化委員会、千葉県立鎌ケ谷西高等学校科学部、鎌ケ谷市市民生活部環境課 

３ 工程 

・トラクターで畑の耕転、整地（２月に２回、３月、５月にそれぞれ１回ずつ） 

・5 月 13 日畝立て、ひまわりの種まき、寒冷紗設置、水やり 

・6 月 3 日ひまわりの芽が出てきたため、寒冷紗を撤去 

・草刈り（６月に１回、８月に２回） 

・8 月 8 日ひまわりの生育が進んできたため、野鳥に種を食べられることのないよう鳥よけを設置 

・9 月 1 日ひまわりの種を収穫 

・ひまわりの種を天日干し（一週間程度） 

・一般財団法人千葉県環境財団より搾油機を借り、ひまわりの種を搾油（９月７日） 

・9 月 7 日千葉県立鎌ケ谷西高等学校科学部、今年の取組みや搾油の結果について文化祭「蜂窩祭」

にて公表 

４ 結果 

 ・収穫した種の総量：１１３５g 

 ・搾油量：３３５ml 

 

なお、今年度はあまり雑草を刈らなかったせいか、あいにく花が小ぶりとなりましたが、ひまわり

油のとれた量は約４倍もの取れ高となりました。 

油搾りの際も鎌西高校科学部の生徒のみなさんは興味深そうに、熱心に取り組まれ、文化祭での素

晴らしい取り組み発表へとつながりました。 

 

松戸市立松飛台小学校のひまわり作戦の活動 牧野原中学校区 地域教育協議会 

１ 場所・松戸市立松飛台小学校・校庭に面した斜面に設置した耕地 

２ 事業主体・牧野原中学校区地域教育協議会 

３ 協力・ひまわり作戦ボランティア（育苗ボランティア・育成ボランティア） 

・松戸市教育委員会 

４ 工程 

 ５月 育苗ボランティア及び育成ボランティアの募集 

    育苗・育苗ボランティア説明会、種と苗床の配布・耕転及び畝立て 

    育苗ボランティアが家庭で育てた苗を学校へ持ち寄り、畑へ植え付け 

 ６月 育成ボランティアによる育成（散水・雑草の除去・肥料の散布） 

７～８月開花 ※大輪の花が咲き誇った 

 ８月 花が終わり、防鳥ネットの設置・立ち枯れ乾燥 

(額を収穫させるまでの間、カビが発生しないように乾燥） 

 ９月 額の収穫・収穫した額の乾燥 

（カビが発生しないよう、ネットに並べ、裏返しをするなど細心の注意を払った） 

    額から採種 

 10月 種の乾燥（カビが発生しないよう、細心の注意を払った） 

 11月 種を茨城の業者に送付（環境政策課担当） 

 12月 搾油されたヒマワリ油が納品された 

 1 月 ひまわり油を利用して“おいしいコロッケ”の揚げ方教室を開催 

     残った廃食油を活用した石鹸づくりの紹介 

５ 結果・収穫した種の総重量 7.3ｋｇ・搾油量 1.8ℓ 

６．特記・ボランティアに参加したくても普段はなかなか学校に通うのは難しいけれど、受け取った

種を自宅で栽培して苗にするボランティアなら可能な方を対象に、種蒔き～育苗・植付までの“育

苗ボランティア”と、学校に通ってボランティアが可能な方向けの“育成ボランティア”に分け

て実施することで、より多くのボランティアの参加が実現した。 
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ヒマワリエコ活動をする目的 
・ヒマワリを咲かせて手賀沼流域・支流大津川を資源循環で知らせること。  中岡丈恵 

12 年経過した活動 

緑の豊かな自然が多くのこる東葛飾地域でしたが、松戸市北部に位置する五香六実地域（以前の表

記）と食い込んで隣接している沼南町が柏市となるなど、行政区画も変更されています。また、鎌

ケ谷市内では新鎌ケ谷駅周辺の開発が著しく、特にここ４、５年相続で梨畑や野菜畑が宅地化され

たり、長く住んでいた家が転居による造成などで多くの新築住宅に変わっています。 

新たな住人・こどもたちも増えて、統廃合かな？と心配していた小学校では安心したところもあり

ました。大きな土地には大型スーパーや外食の店が建ちチラシ合戦を広げています。宅地化がます

ます占めているとはいえ潰し合いのようにも見えます。 

そんな中、手賀沼流域の大津川沿いでは松戸市から鎌ケ谷市へと支流が流れています。家庭排水

からの河川汚染などが心配ですが、幸い新築の造成地は排水基準に適合した装置が整っていそうで

すが手賀沼流域下水処理場の負担は大きくなります、また敷地内や道路でのマイカー洗浄ではＵ字

溝への排水が目立ちます、これからも啓発活動は継続していく必要があります。 

こんな事情から大津川を少しでも市民に目を向けてほしいと言う願いもありヒマワリエコの活動を

しています。「手賀沼の汚染はまた進んで来ました」排水が汚染されれば川の自助能力が衰え外来種

の住家となり、沼への水の道には外来種がはびこり水のゆく手を阻んでいます。千葉県の大きな水

瓶である印旛沼も苦しんでいます。流域に住む私たちはやがてこの川が誰かの飲み水となる事を忘

れないで生活を考えていく必要があります。大津川の松戸市内流域は・五香～六実、六高台～流れ

て柏市と鎌ケ谷市にながれていく 2 本の支流があります。松戸の人口 48 万人の 1 割が流しています 

ヒマワリエコの活動の場所はこれまでに大津川支流の合流点にある昔（40 年ほど前）埋め立てて

暗渠になり大根を洗った川やクワガタがいた雑木林も無くなリ出来た空き地 500 坪は３方が六高台

に面していますが、管轄は鎌ケ谷市になります。鎌ケ谷市河川課の了承をえて 5 年間活動をしてきま

した。六実小、六高台保育園に隣接をしていますので、登下校の生徒たちが見ていました。六実小学

校でも資源循環のヒマワリエコ活動を開催して小学生や保育園児が参加して楽しみました。しかし広

すぎたのと、保育園が体育で使用することになりここでの活動を停止トなりました。 

その後の活動経過 8 年前、すばる書店六高台店の店頭植栽をしています。「すばる書店・ＪＦＳA・

つかいまわし工房・.県民の会」と協働で始めました。フリマ―ケットを 2 年継続して開催しました。

参加団体が開催したフリマーケットにはネットで応募された多くの出店者の方と「エコトンボの会、

昔の遊びの会」と他の市民団体、松戸市環境政策課なども協力参加していただきました。 

トンボの会では高く上がる竹トンボを、昔の遊びの会「昭和の遊び」は多くさんのこどもと親たち

が楽しみました。 

松戸市環境政策課から１回目は水素ガスの車、2 回目はＢＤＦ燃料ガスの車を展示。県民の会では

ヒマワリの種取り、額アート、ちば環境再生基金からの搾油機械による実演、取れた油で沖縄ドー

ナツを揚げて配付をしました。ＪＦＳA はこどもたちも参加した餅つきもあり、各団体ともそれぞ

れにアピールして盛り上げていただきました。 

今の畑の活動は 5 月にＪＦＳＡが千葉、柏から、つかいまわし工房は船橋、松戸のメンバーが集ま

り始めの畑を作る作業は、硬い土地をスコップで耕し、種播きの作業をしました。 

草取りは、早朝近所の友人と時々、7・8 月は松戸サポセンの活動に参加する「夏休みのレッッ体験

学習市民活動ボランティア」の中学生に毎年水撒き、草取りをしてボランティア活動の報告書を作

成しています。しかし昨年から猛暑で草取りが敬遠されたのか応募が無くなりました。そこでお兄

さん格の千葉工大の学生たちに草取り・水やり・収穫に参加を呼びかけました。中にはボランティ

ア自体が初めてで、花壇の草取りと勘違いされた学生も有ましたが、地方からの学生は実家で畑の

経験があり先生をしてくれましたので２時間の間には畑の草取りの要領をつかみ、汗だく泥だらけ

になりながら約 250 坪のヒマワリ畑はきれいになりました。（帰りに終末処理場の熱利用の温泉に入

ることもありました） 今年はさらに強力なスケット、「ＮＰＯクリエイティブまつど公房」の榎本

さんは六高台保育園の時から畑の耕しを協力していただきましたがここにもボランティアで参加し

ていただきおかげ様で種播きがとても楽に出来ました。 

学生が本号にその感想を寄稿していただきましたので掲載しましたので詳細を。ご近所や車から

の観賞が増えて今年もきれいに咲いた！とかお声をかけられます。新しい仲間を急募です。 
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おかげさま通信                おかげさま農場・高柳 功 

・産地の声１２６２  ＜今年の秋冬野菜が心配です＞       2016 年 10月 12日 

                           

大隅教授がノーベル賞を受賞して報道はにぎわっています。大隅教授のノーベル賞でのインタビュ―

記事で、応用科学の支援を重視しがちな社会に「大変憂えている」という。私が注目したのは「役に立

つ」という言葉が科学を駄目にするのではないか。すぐに役立つだけの研究、目先だけの研究へと進ん

でいる。「基礎科学が本当に役立つのは 100年後かもしれない。将来を見据え、科学を一つの文化として

認めてくれる社会を願っている」と訴えたことです。 

今から数十年前に話していた事を思い出しました。ちょうど経済成長で”浮かれていた”とも言える

時代でしたが、曰く「こんな時代がいつまでも続くとは思えない。いつかおかしくなるような気がする。」

と言うのです。ものが氾濫し、便利になって何でも有る、と言うような時代がおかしいと言うのです。

大隅教授の話とどうつながるかと問われても困るのですが、唐突に思いだしたのです。大隅教授の言わ

れることは、役に立つものは良くて実際の研究畑では、基礎研究の予算が減額され続けているという。

これでは将来ノーベル賞はなくなる（受賞者がいなくなる）と言った懸念を言っていました。これは大

変なことだと思うのですが、みなさんはどう思いますか。農の世界も、単に安かろ良かれで外国農産物

産が当たり前になって、国土の９０％を占める地方=農山漁村がおろそかになっています。ビジネス感覚

でしか農業を語れないような時代へと進んでいます。緑豊かな日本と言いますがそれはそこに住む人た

ちが、自然の恵みをいただきつつ、自然と向き合い、整備をしているからこそ美しさが保たれています。

そういう関係が無くなるとどうなるのか。近年の地方を見ると田んぼの休耕地が荒れ果てた地になり、

次に畑までもが荒れ地となっているのが目立ってきています。地方に人がいなくなり地域を守る人がい

なくなっているのです。 

先日ＮＨＫＢＳで、イタリアの地方の伝統を守り続ける番組がありました。地方に住み伝統を守って

暮らす人々の姿が印象的でした。かっての日本の農村風景とダブリます。この国もそうした姿を残せる

ようになりたいものです。 

 

・産地の声１２６６   ＜季節は冬＞                2016 年 11 月 10日 

7日は立冬。季節は冬に入っています。北の国では早くも雪の季節となったようです。 

ここ北総地帯も日に日に寒さが厳しくなって来ています。これまでは、半袖から長袖に替えて良かった

のですが 11 月に入りそれだけでは間に合わずジャンパーを着るようになりました。 

今日は遅れに遅れていたお米の検査日でした。お米の検査は、検査の資格のある検査員に検定しても

らいます。検査をしないと産地、年度、品種を名乗れないのです。うるち米であるコシヒカリは全て一

等でしたが、餅米は 2等米でした。 

酒米とモチ米はいつも 2等なのです。何故かとうと精粒歩合が良くないのです。検査員でない私から

見てもちょっと見栄えが良くないなあ、と分るのです。それでも精米してしまうとほとんど変わりなく

見えるようになります。味も変わるわけでは有りませんが、3等ともなると問題かもしれません。（とは

いえ 3 等のお米を作った事がありませんので本当のところは分りません）そんなことでようやくお米の

始末がついたところです。早速契約している業者さんが「今年のモチ米の状態が知りたい」からと一表

のモチ米を取りに来ました。 

その検査をしている最中お客さんが見えました。大学生 4人が、農業の経営はどうなっているのかとい

う聞き取り調査学習です。3年生でゼミのテーマ―に選んだようなのです。ようなのですと言うのは質

問の主旨というか何が知りたいのかが要領を得ない所があったのです。 

都市に生まれ都市の中で育った彼らと、私たちのような自然の中で農の暮らしを営んできた者の違いな

のでしょう。彼らがいい、悪いなのではなくてそもそも日常の中での体験が私たちとは違って来ている

のだと思います。 以前教師の方とも話したことがあますが、今の教育の中で農業は教えない、自然の

恵みのことも教えるけれどもきわめて少ない、ということのようです。 

それでも熱心で「有機農業始められたのは何故か」「経営として成り立たせるのは難しいと言うが、ど

うなのか」などと核心を突く質問が続き、1時間の予定が 3時間となってその間良く聞き、一所懸命の

メモを取ったりして、礼儀も良く好感を持った学生達でした。 

 そんな人たちと出会うと気持ちがいいものです。研究心、向上心を持った人は、こちらが学ぶ事が多

い。自前のおせんべいをお土産にあげました。 
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実行委員として参加した団体の活動報告 

手賀沼流域フオーラム松戸地域実行委員会事業・後援 

水調べ・7月 23日に開催・松戸市がマイクロバスを用意していただき、六実市民センターに集合 

・申し込みが多くマイクロバスの定員も有、お断りした親子も有ました。参加の皆さんは 8ポイントの

水調べから手賀沼船上見学、我孫子市野鳥の博物館見学、手賀沼に網を入れて生きもの観察と盛りだ

くさんのプログラムでしたがお父さんが魚の網を持ち真剣になっていたりお母さんが写真を取った

り、メモをとったりと忙しそうでした。 

・手賀沼水生生物研究会の魚の説明に 4名、お昼は鎌ケ谷市北部公民館でのお昼食とその後大津川の背

景を学習をしました。 

学習会・7月 27日・松戸市民活動サポートセンター会議室にて開催 

・瀧和夫先生の分りやすいお話と水が汚れて行く実験をしました。 

江戸川に入る坂川、手賀沼に入る大津川、印旛沼に入る船橋を流れる二重川の水を比べました。 

 実験では目からウロコのような事が目の前で起こり時間が足りなくなるような学習会でした。 

手賀沼流域フオーラム本部・主催講演会・10月 23 日・ 

・我孫子市生涯学習センターで開催 三浦半島の山の自然を守る活動事例 

「地域まるごと保全して、奇跡の自然と言われる小網代の森 」 

 手賀沼流域での市民団体（基金の交付団体も）によるポスターセッション参加の団体はそれぞれの苦

労が伺えました。 

エコメッセに参加 

・9月 22日・幕張メッセ国際会議場で開催 

・ヒマワリの種取りはつかいまわし工房の協力でこどもたちが親がしびれを切らすほど熱心に座り込ん

で夢中になっていました。帰りに種を配りましたらお母さん喜んでいました。 

・搾油機械の説明？本当は種を搾る予定で重たい機材を千葉県環境財団が持ち込んでいただきましたが 

 報告にも有るように種に実が入らず痩せていたのと、未乾燥が多く機械は使用できませんでした。 

ヒマワリの種から搾油までの流れを説明をしました。 

・シンポジュゥムちば会議・新生「環境シンポジウム千葉会議」 

・２０１５年～20 年に亘るこの実行委員会の火を消すことなく、「環境シンポジウム千葉会議」として運営

委員会方式で継続していくことになりました。・今年は学習会と見学会を数回開催。 

・大原の見学会は大原駅に集合、元大原高校教諭の手塚先生の出迎えを受けて、「自然を壊さず共存

して守る活動」の中で大原高校生物部が取り組んできた里山にいる動物の生息調べの山を見学、大原

高校では生物部との交流。手塚さんの里山に、市川から転居して棚田で米を作り周りにある植物を食

べる工夫をしている方とも交流。 

・「認知症と向かいあう」次世代環境予防医学研究会・会長松島由季氏（メンバー）学習会２回開催。 

ＪＦＳＡ 

・パキスタンある寺子屋の運営している識字教室で給食を出すためにバザーなど開催に協力参加 

つかいまわし工房と協働 

・資源循環を基本にリメイク教室を毎月浦安市、佐倉市 2ヶ所、松戸 2ヶ所で開催している・沖縄最西

端・与那国島で太古の海底遺跡見学と辺野古の基地になる全体場所を見て来ました。辺野古には部落

が有、こどもたちが川で水遊びをしていました、海から陸までの広大な基地が出来ると、もうジュゴ

ンの海も家も遊び場も入れなくなります。そして空からの騒音と危険がやってきます。 

・フクギの葉を取り染料に藍もスクモを立てて染め。海水で豆腐作り、干潟の生き物観察など。 
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