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平成２８年度第 2 回ちば環境再生推進委員会   ・報告中岡 
 

ちば環境再生推進委員会の開催 
 
＜第２回＞                          

・ 日時：平成２９年３月１５日（金） 午後３時から 

・ 場所：ホテルプラザ菜の花 ５階 すいせん 
 

出席委員：学識経験者・ 田畑貞寿・桝潟俊子 

：県民代表  ・桑波田和子・丸山芳高・中岡丈恵 

：地元産業界・木原稔・中村公一 ・能城勝 

：環境関係  ・菊地通雅 

：千葉県   ・吉添圭介         以上 10名 

傍聴者：谷合哲行（ちば環境再生県民の会） 

議  題 

・田畑貞寿：推進委員会委員長を議長に議事が進められ、内容について審議された。 

 

・事務局  ：千葉県環境財団担当者より事業ごとに説明がされた。 

 

１ 平成 28年度事業報告（概要） 
 

（１） 再生基金助成事業                     
 

助成事業 助成数 助成数 
交付金額
（千円） 

備考 

県民の環境活動支援事業 10万円以下 ２１ １，８６３  

 ２５万円以下 １５ ２，５７７  

 ２５万円以上 ９ ３，１０６  

提案型環境再生事業  １ ５９８  

環境活動見本市等普及啓発支援事業  ２ ３，０００  

未来の環境活動担い手支援事業  １ ７４  

廃食油燃料利用促進プロジェクト 回収事業者８件   ６ ４９２  

 収集事業者４件   ０  

負の遺産対策事業     ０    ０ 
5・10月 

募集 
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（２）啓発 ・募金活動 

① 募金の状況 

391 件 6,366,119 円 

・6 月環境月間に職場募金のお願い 

② 感謝状贈呈  

28 年 9 月 6 日＊千葉県知事より 2 社に贈呈 

・千葉県酒類販売㈱ 

              ・大成建設㈱千葉支店安全衛生環境協力会 

 28 年 7 月 13 日及び 29 年 3 月 6 日 

＊千葉県環境生活部長より 3 社に贈呈 

                  ・サッポロビール㈱千葉総括支社・千葉工場 

                  ・関東防水管理事業協同組合 

                  ・㈱伊藤園 

③ イベントに参加   ・10 件 

④ ちば犬着ぐるみ貸出 ・6 件 

⑤ 助成事業のＰＲ 

  ｢千葉県の環境活動状況｣ ＊ 基金ホームページへ掲載 

              ＊ エコメッセに紹介・展示 

              ＊ ５４市町村へ報告 

 

（３）助成事業募集方法及び助成事業要綱・要領の見直し 

  

①各助成事業の募集にあたって、千葉県の喫緊の課題である地球温暖化対策などの各施策に

ついて募集案内文に記し、環境保全活動への積極的な参加を促す。 

 

②廃食油燃料利用促進プロジェクト事業実施・助成要綱の一部改正 

 ・募集時期を年 2 回へ変更（5 月、11 月） 

 

③負の遺産対策事業助成金交付要綱・実施要領の一部改正 

 ・新たに自然環境保全・県民の自然環境利用上の支障の除去を目的とする事業を追加 

 

（４）助成事業（29 年度活動）の募集 
 

①募集期間  

 平成 28 年 11 月 1 日(火)～12 月 15 日（木）・・・当日消印有効 

②審査・交付決定 

 １次審査      ：29 年 1 月 20 日 

 ２次審査 プレゼン ：29 年 2 月 24 日  

交付決定           ：29 年 4 月  1 日  

＜29 年度再生事業審査結果＞ 

助成事業  申請数 申請金額 備考 

県民の環境活動支援事業 10万円以下 ２０ １，９１６  

 ２５万円以下 ２４ ４，１９４  

 ２５万円以上 ８ ３，１６２  

提案型環境再生事業  （１）  プレゼン取下げ 
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環境活動見本市等普及啓発支援

事業 
 ２ ３，０００  

未来の環境活動担い手支援事業  ２ １６３  

廃食油燃料利用促進プロジェクト 回収事業者８件    ２ ２００  

 収集事業者４件      ０  

負の遺産対策事業    ０          ０ 
5月・10月募

集 

  ５８ １２,６３５  

２ 平成２９年度事業計画について 

（１） 再生基金助成事業 

（２） 啓発・募金活動 

（３） ちば環境再生基金助成金説明会 

 

（４） 助成事業（30年度活）  の募集    

以上の事業が審議され承認された。 

 

 

一人の委員としての思い                          中岡丈恵 

県民の環境活動に対する支援見直しにより、従来支援を必要としていた小さい団体も申請の門が開か

れて活動の基礎作りや継続が可能になり仲間の団体から「おかげで申請を出しやすくなった」と声を

かけられます。 

この事業が 15 年前に開始されたころには各団体も若くて燃えていた。そのころは会員も多く活動も

盛んに展開が出来た。しかし 5，6 年前から団体では高齢化により会員が減少してきた。さらに若い

人たちの仲間入りが難しく（思いがとどかない）活動が厳しくなり停止する会もあるようです。 

しかし海、川、山を現場としている団体は日々の繰り返しを必要としている為、放り出すわけには

いかず、高齢の仲間が細々と取り組んでいる。私たち県民の会も、ちば環境再生という大きな冠を掲

げて菜の花からヒマワリの循環、水の循環、廃食油の回収、環境学習をなど継続してきましたが、今

は仲間のＮＰＯや地域の活動団体、学生に支えられて活動をやりこなしています。 

これまでの環境ボランティア団体は環境汚染が目の前にあり、そのままには出来ないという強い思

いでそれぞれに仲間を募り初期活動の資金も手間も自前で継続してきた。私が始めた（1983 年）時は

手賀沼がワ―スト 1 位を継続していた。手賀沼には流域 6 市２町 1 村の生活排水や農業排水が流れ込

みアオコが広がりその中で魚が死んでいた。夏場には強い臭いが発生していた。手賀沼からは大堀川

→坂川→江戸川へと流れて金町浄水所で東京都民の飲料水となることでもあり、国の浄化対策で北千

葉導水事業の大規模工事が始まった。また各市は生活排水対策として流域下水道の整備も進められ、

私たち市民も敷地内からの工事をしてきた。しかし流域の行政、個人は財政的にまだ一部つなげない

所もある。大津川の改修工事なども時間と費用のかかる事業でした。  

私たちも流域に住む市民として「手賀沼の汚染は生活排水が原因で白い泡の立ち上がる用水路や大

津川に入ることなのだ」と声を大に伝えて来た。そして油を流さないでせっけんにして使うことを提

唱してきた。「環境活動は 10 年毎に繰り返していかないと忘れられる」と宇井純先生からの教えを念

頭に活動を重ねてきました。 

これまでに様々な法的に取り締まりもでき、小さい工場からクリーニングの溶剤や、ペンキ缶の投

げ捨て、お弁当屋さんからの生排水、道路からの粗大ごみ投げ捨てなども減少した。松戸などは特に

浄化対策で手賀沼幹線用水路は全て暗渠になって見えにくく、川も沼も見た目では綺麗になったよう

に見える。しかし、川や住宅街での水調べは季節により差が大きく、又手放しで綺麗とはいえなくな

った。 

現場で動く人に日が当たり、猛暑の中で森の再生や川の清掃、外来種の除去に向かう気持ちが萎え

ないような、今若い人たちが立ち上げ思いを抱いた人たちがつぶれないようなに継続した組織作りに

生かせる、活動支援に役立つ「ちば環境再生基金」の活用を心から願います。 
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エコメッセ 2017in ちば開催と広報・交流部会の活動について   
 

       千葉工業大学・谷合哲行 
 

今回で22回目の開催となるエコメッセ2017inちばが

平成 29 年 10 月 9 日(月・祝)に幕張メッセ国際会議場を

会場として開催されます。昨年一年間は新しいエコメッ

セの方向を模索する年でした。これまでの経緯・変遷を

踏まえつつ、このイベントがどこを目指してゆくべきか

をみんなで考えてきました。そして今年はその成果を形

にする年になりそうです。 

まず、一番大きく変化することになるのが事務局機能

を担ってきた環境パートナーシップちばがこれまでの

任意団体から特定非営利活動法人格を取得することに

なったことでしょう。法人格の取得によってこれまでよ

りも幅広い事業を受託することができるようになり、財

政的にも安定することを目指しています。一方、受託事

業の拡大に伴う業務負担の増加は否めず、それを維持で

きるだけの人的な補強をしなくてはなりません。スタッ

フのボランティア精神だけでは組織としての持続可能性は保てませんので、法人格の取得に伴っ

て、より経済的にも自立した事業に発展できるかどうかが問われています。 

イベントのとしてのエコメッセの大きな資金源となっているちば環境再生基金の助成事業も

昨年度大きく見直され、新体制での 2 年目となります。エコメッセ in ちば実行委員会として応

募している環境活動見本市等普及啓発支援事業については、それまでの制度をほぼ踏襲した形で

実施されており、昨年度と同様の組織体制と事業内容で申請し、事業継続を認められています。

今年は”進め!COOL CHOICE!”をメインテーマとして掲げ、”食”にスポットを当てた実行委員会

企画を展開したいと考えています。食と環境は関連が深く、我々の日常との繋がりも感じやすい

切り口です。また、企業としても取り組みやすいテーマであり、行政・企業・市民団体のすべて

の区分から参加していただきたいと考えています。さらに、南極観測所開設 60 周年記念企画

も予定され、これまで以上に多様な環境への関わり方を体験できるイベントにしたいと考えてい

ます。エコメッセに関する最新情報は下記 URL をご参照ください。 

  エコメッセ HP : http://www.ecomesse.com/ 

 

一方、昨年一年間に 4 つのテーマで実施した交流会ですが、なかなか思ったようには持続・

継続できない状況になっています。参加団体間の情報発信・情報交換を行う mailing list は、

参加団体数も増え、継続的な活動を展開していますが、実際の交流会はなかなか参加者が集ま

らない状況が続いています。そこで、今年度の交流会は 2 つのテーマに絞ることにしました。 

①集まれ海辺・水辺の仲間たち, 2017 年 5 月 27 日(土) 13:30 ～ , 千葉工業大学新習志野校舎 

②農業・福祉・エネルギー交流会, 2017 年 7 月 8 日(土) 13:30 ～ , 千葉工業大学新習志野校舎 

どちらの交流会も環境協働創造市として実施されていたころから継続的に行われているテーマ

で、実際に活動を展開・発展させている団体も多く、一年間の活動報告や情報交換、更にはよ

り大きなイベントへの協働参加など、この交流会をきっかけとして新たな活動・事業が展開さ

れています。さらに一昨年から始めているボランティア体験の受け入れを拡大し、新たに広報・

交流部会内に次世代育成プロジェクト班を設けて、通年で様々な企画を展開することになりま

した。こうした活動の経緯や今後の予定などは、下記 URL でご確認ください。 

  エコメッセ交流会 HP : http://www.eco-messe-match.top/index.html 

http://www.ecomesse.com/
http://www.eco-messe-match.top/index.html
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“学生プロジェクト” を振り返って       千葉工業大学・谷合哲行 

 

2017 年 3 月をもって CIT ものづくりプロジェクトが終了した。千葉工業大学で 2009 年か

らスタートした学生のものづくりを支援する事業だったが、8 年間の活動に終止符が打たれる

こととなった。元々は工業大学に入学しながら、あまりにも”ものづくり”体験が希薄な学生に対

して、少しでも”ものづくり”の体験をさせたいとスタートした事業であった。我々の団体は 2005 

年から学生有志団体として学内の自転車リサイク活動などを行っていたので、制度を設計する上

でのモデルケースとしてプロジェクトの開始以前から関わっていた。8 年間で延べ 200 以上の

テーマが提案され、実施されてきた。当初から玉石混合になることや、学生自身が提案・運営す

るものなので、中心となる学生の進級や卒業によって継続できなくなることは予測されていた。

一方、教員側からテーマを提示して参加学生を公募する形態のプロジェクトもあるが、プロジェ

クトとしての継続性はあるものの、参加する学生は年々減少する傾向にあった。学生側からも有

望なテーマが上がらなくなり、教員が公募するテーマでも参加学生数が減少していることから、

プロジェクト自体が打ち切られることになってしまった。プロジェクトの詳細については下記の 

URL をご参照いただきたい。 

http://www.it-chiba.ac.jp/cit/ 

我々の活動は、2005 年に学内の廃棄自転車をリサイクルして利用する活動を行う学生有志団

体としてスタートした。修理した自転車の利用先として地元の商店会が実施するレンタサイクル

事業に車両を提供し、利用車輌の整備なども協力するようになった。このレンタサイクル事業は

環境省が行う 2008 年度の CO2CO2 ダイエットで千葉県代表として選出され、翌年には地球温

暖化防止活動環境大臣表彰も受賞することになった。 

一方、CIT ものづくりプロジェクトとして参加学生の募集が行えるようになったことで、様々

な学科の学生が活動に参加するようになり、自転車以外にも学内で廃棄されるモノのリサイクル

を行うプロジェクトを提案してきた。パソコンやペットボトル、学生実験の廃液や学生食堂の廃

食用油、更に携帯電話などの電気製品に含まれるレアメタルまでリサイクルするプロジェクトを

提案・実施してきた。提案した学生一代で終了してしまうテーマもあったが、複数の代に渡って、

様々に方向性を変えながら変化・拡大していったテーマもあった。学内の廃食用油のリサイクル

活動では、セッケン化から BDF 化の検討を行った。どちらの方法も試薬を使った化学反応伴う

処理であり、処理コストや副生成物の問題が発生することから、試薬を使わずに燃料として利用

できる油を回収する方法として”還元燃焼炉”を使った新しい処理と燃料を生成できる装置の開

発まで行うことができた。また、PC のリサイクルでは、内部のパーツ交換でのリユース品のレ

ンタルから、パーツ単位からの貴金属回収・リサイクルへとリサイクル対象を拡大する方向と、

家電製品全般に関わる電源の問題に取り組む方向の 2 つの方向に活動が展開した。実際にやっ

てみるとレアメタルリサイクルは大量の廃棄材料が必要であり、かつその処理・回収には膨大な

エネルギーが必要となることから、学生プロジェトクとして取り組めるものではなかったが、非

常時にも自立的に稼働できる電源の検討は充電池の新しい利活用方法を提案できるような形に

発展している。夜間電力でバッテリーを充電し、日中に宅内で利用している電力をバッテリーか

ら供給するこのシステムは、安価な設備投資で実施でき、日中の電力使用のピークをカットする

ことで、環境負荷を大きく低減することができる。しかもこのシステムは、重量はあるものの比

較的小型であり、場所を選ばずどこの家庭にも設置できる。現在も実証試験を行い、データを取

り続けているが、環境負荷低減商品のような形での商品化も検討できるレベルになっている。詳

細については下記の URL をご参照ください。 

http://183.181.10.17/3Rlab/3Rlabtop.html 

こうした、様々な事業や企画を学生と共に実施することができた”CIT ものづくりプロジェク

ト”が終わり、この春は 12 年ぶりに全く学生との協働プロジェクトがない年度を迎えている。学

内での活動ができなくなる分、学外に活動の場を移して、これまで学生と共に作り上げてきた技

術や経験を様々な形で応用し、社会に貢献したいと考えている。 

http://www.it-chiba.ac.jp/cit/
http://183.181.10.17/3Rlab/3Rlabtop.html
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創エネの次は ?  
千葉工業大学・谷合哲行 

2017 年 4 月 4 日に右の記事が千葉

日報の一面を飾った。1 メガワット規模

のソーラーシェアリング施設が匝瑳市に

完成し、その落成式に歴代の 3 人の首相

経験者が参加した事を報告するものであ

る。FIT の導入から 5 年、制度が大き

く見直されるぎりぎりのタイミングでの

実現となった。昨年から電力小売りが自

由化され、利用者にも電力小売り事業者

を選べる時代になっているが、現実的に

は新電力事業者への切り替えは進んでい

ない。電気事業者側もさまざまな業界か

ら電気事業への新規参入が進み、電気以

外の様々なサービスとのパッケージ割引

合戦にしのぎを削りつつ、今度は電力会

社がガス業界に参入するような動きもあ

り、まさしくエネルギー業界全体がボーダーフリーの乱戦状態になっている。 

市民電力の実現や地域の電力需要を地域で自立的に賄い、災害にも強い地域インフラを構築し

ようという構想はどこに行ってしまったのかと思う。京都議定書の二酸化炭素の削減義務達成の

ためにも、石炭・石油火力発電所を減らさなくてはならないと声高に語っていた政治家たちが 

3.11 での原子力発電所事故を受け、石油代替エネルギーの難しさに直面することになった。俄

かに注目されることになった再生可能エネルギーも、FIT 制度による 5 年間のスタートアップ

期間を経て、電力会社の思惑も絡んで一気に縮小される方向となり、今度は木質バイオマスとし

ての木材を燃料とする火力発電に逆戻りしよ

うとしている。木質バイオマスを主燃料とす

る火力発電であれば、確かに二酸化炭素の増

加には寄与しないし、伐採することもできず

に放置されたままになっている国内の林地・

林業も再生できるということなのだか、電力

が市民の手から企業・業界の手に奪い返され

てしまった感は否めない。もちろん現行の 

FIT 制度には、エネルギー価格の変動に対応

する賦課金を利用者に負担させていることな

どの問題点も多く、見直しは必要であろう。

また、太陽光発電事業者側も固定価額が高か

った時代に権利だけを確保して、実際の施設

を造らず設備費用が安価になってから設置し

てより大きな利益を得ようとしたところがあ

ったのも事実である。 

では地域インフラとして地域の電力需要を

地域で自立的に賄うためにはどうすればよい

のか ? それぞれの地域特性があるので、どこ

にでも適用できる”ベストプラン”と呼べるも

のを構築することは難しいだろう。 

千葉日報 2017 年 4 月 4 日版 
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個人としてはそれに近い生活を目指せるシステムがパッケージ販売されるようになってきた

し、既存住宅にも導入することができるシステムも現在開発されている。一方、地域として、地

域の電力需要を自立的に賄うという構想はとん挫している。地熱や水力など地域独自の電源とな

りうる自然エネルギーを持っている地域はよいが、そうした立地条件を持たない地域では、太陽

光が大きな切り札になると考えられ、期待されていた。しかし、今回の制度改革によって太陽光

発電事業からは梯子が外されたような形になってしまった。売電価格を中心に設備投資の回収を

考えたら、今後新たに太陽光発電施設を建設して運用することは困難であろう。ソーラーシェア

リングのようにパネル下の土地を農地として利用し、農業収入も得ながら売電事業を行う方法で

なくては太陽光発電事業自体が困難になっている。一方、ソーラーシェアリングにはもう一つの

側面がある。農業を通じた地域貢献である。ソーラーシェアリング型の発電事業では、下部の農

地での耕作が不可欠である。発電事業者は事業継続のためにも下の農地での農業を継続してもら

わなくてはならない。農家自身が太陽光発電施設を建設すれば、そうした問題は生じないが、耕

作放棄地などもともと農地として機能していない土地の場合には、耕作費用を支払ってでも農業

の担い手を確保しなくてはならない。そこで、この耕作費用と農地を活用して、農業資材を提供

し、地域の住民や障がい者・高齢者などに農業体験をしてもらい、農業に関われる人を増やし地

域のコミュニティーづくりにつなげる事業がスタートしている。ソーラーシェアリングという創

エネ事業を通じて、個人の目先の利益や、”投資と回収”という経済原理だけでなく、一人一人が

自ら考え地域の中での日々の生活を見つめなおし、様々な活動に参加しながら自己実現ができる

社会の実現を目指したい。 

 

6 年間のエコ活動を振り返って   千葉工業大学大学院 2 年 坪江 泰嵩 

 

千葉工業大学には、CIT ものづくりという活動が存在する。この活動は大学側の補助を受けて、様々

なものづくりにチャレンジするというのが趣旨である。私は学部 1 年生（2011 年）の秋に、旧学生寮で

ある千種寮の相部屋の先輩からCITものづくりの1つである「3R-Lab」に参加しないかとの誘いを受け、

電気機器修理要員として活動に参加。3R-Lab とは、2005 年より活動をしていた「くるくる研究会」を

前身とする活動で、学内廃棄物の 3R（リユース, リデュース, リサイクル）を行う活動である。私は電

気機器修理要員として参加したが、実際には自転車の修理も担当した。当時の私は自転車のメンテナン

ス・修理の経験は全く無く、右も左も分からない状態でしたが、先輩方の指導を受けることで、自転車

を完全に分解して組み上げることができるようになった。自転車の整備を覚えてからは、自転車も自分

の領分として活動を行った。 

学内では、電気機器は手を入れればまだまだ使えるのに廃棄され、学内で廃棄される自転車は年間 200

台を超える。私達はそれらを整備して学内外の必要とする場に無償提供を行う活動を行った。再生電気

機器は、学内の学生委員会や学外の環境団体に提供しました。再生自転車は主に津田沼一丁目商店会さ

んに提供し、津田沼レンタサイクルにて使っていただいた。 

我々の 3R 対象物は電気機器と自転車だけに留まらず、化学実験で排出された実験廃液の再利用、修理

できない電気機器からのレアメタル採取、学内廃棄物からの燃料生成等にも挑戦し、活動領域の拡張を

行ってきました。 

しかしながら後を継ぐ後輩が見つからず、残念ながら活動の根幹であった自転車のリサイクルと津田沼

レンタサイクルを 2016 年 2 月、電気機器リサイクルを 2017 年 2 月で終了することとなり、現在は学

内廃棄物からの燃料生成のみが残っている状況である。 

これらの活動を 6 年間通して学んだのは、「固定概念に捕らわれない柔軟な見方と考え方」と「人と人

との繋がりの重要性」です。私たちの活動は多くの外部イベントに参加したため、他の活動団体と接す

る機会が多く、そこでは思いもしないアイディアを持った人がたくさんいました。例えば、廃棄自転車

を我々はまた使えるようにして津田沼レンタサイクルに提供していたのですが、自転車のリムを用いて

ゴミ箱を製作した人や、水車の動力伝達経路に用いていた人もいました。つまり、3R 対象物が同じで

あっても、人それぞれの見る視点の違いから、様々なアイディア（利用方法）が出てくるのです。また、

アイディアがあっても実現させる方法がどうしても分からない、又は設備不足から実現困難な状況に陥

ることがあります。このような場合は、人と人との繋がりが助力になる場合や、アイディアに改良を加
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えることで解決可能な場合があります。 

我々の活動も、人と人との繋がりがあったからこそ、レンタサイクルを実現できましたし、イベントで

のワークショップを成功させることができました。社会人になったら、学生の時よりも「柔軟な考え方」

と「人と人との繋がり」が求められ、より重要になると考えられますので、社会に出てからも心掛けた

い。 

また、柔軟な考え方を学ぶ、又は人と人の繋がりを深める場として、エコメッセのような交流と発表の

場は非常に重要であると考えます。同時に、一見異なる活動を行っている団体があったとして、実は一

部分が繋がっているということもありますので、自分達とは関係ないと判断せずに、話を伺ってみると

良いということも学びました。 

私たちの活動は学内廃棄物からの燃料生成を残すのみとなりましたが、活動に参加したい方や、協力

したいという方がいらっしゃいましたら、活動のアドバイザーである谷合哲先生（Email：

drtaniai@mx3.ttcn.ne.jp）に連絡して頂ければと思います。よろしくお願いします。 

 

 

・坪江君は東北から千葉に来て６年間千葉工大の中で黙々と学んで、希望の電車を製造する会社に就

職が決まり三浦三崎の工場勤務につき 1 歩を始めました。当県民の会ヒマワリエコ活動では、すばる

書店の硬い土地の畑で草取り、種播き作業に来てくれました。実家では農業もしているとか、小さい

時から働く家族と共に手伝いをしていたのでしょう。畑での働き方が良く理解していて、とても強い

味方でした。あかるくて周りに気配りのできる坪江君が、携わった電車が走るのが楽しみです。時間

が取れたら地元の市民活動に参加してください三崎の自然を守る方がいますので、時間が出来たら海

と自然林をまもる市民活動にも参加してください。中岡 

 

 

おげさま通信 産地の声 1275＝田んぼのこと（2017・1・18発行） ・高柳 
 

 北日本、日本海側は豪雪が続いています。この千葉は、と言えば寒さが緩んだ感じはするの

ですが、毎朝の畑は真っ白な霧が降り続いています。 

霧が溶け、太陽の熱で寒風が吹き始めて枯れ草が乾いた午後、田んぼに出て畦の草を燃やしに

出かけました。畦に枯れ草があると畦塗りが上手くいかないのです。 

枯れ草は芯が残って機械に絡みつきます。枯れ草があると内のでは畦の仕上がりが違ってきま

す。 

 火を使う場合、注意が必要です。燃え広がらないように風が強いときは、風下から、そして

ひが広がっても止まるようにしなければなりません。全体をみてどこから始めるか、娘と二人

で出かけたのですが、まだ慣れていないので風の状態の見方や、周辺を見渡してどこから始め

るか、教えながらの仕事です。 
枯れ草を退治したら、次は昨年の経験から田んぼの直しが待っています。トラクターにはまってしまっ

たところや、コンバインが往生したところなど、重機を使って田んぼの改良をしなければなりません。

田植えが始まる前には仕上げする必要があります。 

ムラの人たちもコンバインが壊れたり高齢化の影響で毎年何人かが田つくりをやめる人が増えてます。

私の所でも 2 人ほど｢田んぼを作ってくれ｣ときています。 

ムラの総会では｢やめる人もやってくれる人も大変だ｣｢田んぼを持っている人も、やってくれる人もボ

ランティアのようなものだからなあ｣｢10 年先はどうなるんだろうか｣などの話が繰り返されています。

そんな中でも、やる方はちゃんとやらないと気が済まないので一枚一枚田んぼを分かり、手入れして稲

つくりをすることになります。 

一方,、落花生の評判が良くて、今日は落花生の仕事をしました。ガス釜に入れて 1 時間程で炒リ上がり

ます。炒った豆は唐箕をかけて風選します。空実やゴミをふきとばすのです。それを 3 度か 4 度かける

と中身のない殻は吹き飛び、中身の詰ったものだけになります。次に、今度は手で目でみてさらに選別

をしたものを計量袋詰めをします。県内から娘さんが研修に来てお手伝いをしてくれました。 

そんな一日でした。  おかげさま農場・高柳  
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おかげさま通信 産地の声 1282＝三寒四温  （2017・3・8 発行） ・高柳                   

 

三寒四温と言う事がありますが、昨晩は急に冷え込み雨が降っていたこともあってか車のドアが凍り付

いて開かなくなってしまいました。 

最初はキ―のリモートでロックを解錠したはずが、開きません。カチッと音はするのですが取っ手で開

けようとしても開かなかったです。で、力ずくで開けたらバリバリと音がして開いたので凍りついたの

がわかったのでした。 

昨日は当地のオビシャの日でもあり区の総会の日でもあり区民が公民館によって一年の行事報告やら

会計報告をしての会合でした。 

オビシャの日は産土神社で神事を行い、五穀豊穣、天下泰平,家内安全を祈ります。総会の議題はともか

く、村の跡継ぎが少なくなってきたこともあってオビシャの祭りをどうするかが話し合われました。勤

め人が多くなり行事をこなすことが難しくなってきたのです。課題です。 

その帰りのことで車が凍り付くような寒さになっていたのでした。 

先々週撒いたトマトとナスが換気を忘れ、焼いてしまいました。トマトの方がひどく半分くらい残れば

いいかな、という感じです。3 月ともなれば太陽光線が強くなってピカッと照ったら急速に温度が上が

ります。ハウスに中でさらにトンネルをかけて保温していますので一気に温度があがるのです。 

家族みんなで気をつけていないといけない、と話していた矢先でした。芽がでたばかりのトマトは 1 ミ

リ前後の細い茎です。柔らかく成長していますので 30 度を超すと一気に焼けて細ってしまいます。も

う溶けて無くなっています。 

どうしたものか思案中ですが、購入苗でもやむを得ないかと考えています。一方でこれも遅れているの

ですが、ジャガ芋の植え付け準備が始まりました。畑に堆肥やら有機材を入れて耕やしたり、ジャガ芋

の種を切って種ジャガにします。それも準備し終えて 2，3 日中に植え付けです。 

3 月の気温の変化には気を抜けません。          

 

おかげさま通信 産地の声 1287＝気が休まらない（2017・4・12） ・高柳  

今日は 3 回目のモミの種まきでした。ムラの田んぼは代掻きが始まりました。早い人は植え始めたよう

です。我が家の苗は最初に撒いたのがようやく出そろいかけたところです。 

それも納得のいく育ちでなく、でこぼこの成長です。有機の床土がいいと始めたのですが、それがワザ

してどうも種まきが思うようにいきません。 

いくら有機資材だとしても成長が順調でなければ、困ります。床土を入れ水をかける流れの種まき機

なのですが、床土の上を水が泳いでしまうのです。そのまま種まきするとモミが浮いてしまい（床土に

水がしみないので）不安定な種まきとなってしまうのです。 

しょうがないから水をかけるのはやめてそのまま種まきです。ですが並べ終えたらジヨウロでかけるこ

とになります。今年は機械を買い換えたのですが甥っ子曰く「何のための機械だよ！」「床土のせいで

だよね」「そうだな」などと不満たらたらで種まきをおえました。 

 

一方、育苗ハウスでは、トマト、ナス、カボチャがどんどん育っています。頼ん出置いたキウリ苗も届

き、田んぼ仕事の合間に植え付けました。移植の終えたトマトもどんどん育ち、葉が混み合ってきてい

ます。そろそろずらしをしなければまりません。ずらしというのは一鉢一鉢にトマトを植えるのですが

最初は隙間無く並べていましたが,茂ってくると葉が混み合いお互いが干渉し合って徒長苗になってし

まいます。そこで空間を取るために広げる仕事です。 

そうしたら新規就農のＩ君が「ジャガ芋のマルチングを持ち切って芽出ししないといけないですよね」

と。今日は、施設の皆さんの応援があったので、種まきの午後にジャガ芋畑に行って芽出ししに行きま

した。思ったより芽が育ってマルチングを持ち上げています。 

田んぼと畑が同時進行で気が休まりません。そして今年はまた田んぼが増えました。断るようにしてい

るのですが、「頼む人がいない！何とかやってください」と頼まれると断れなくなって増えてしまつた

のです。田んぼや畑の広がる日本の地方の風景がいつまで続くのか、地方に住む者にとってとても心配

になる社会情勢です。経済成長とは何なのか,何か違うような気がしてなりません。 

（高柳さんの報告がは楽しみと御待ちの方がいます。産地の声からは長い積み重ねの田んぼ作りと今の政治が

読み取れます。作業は体力勝負です高柳さんお身体に気をつけてください） 
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報告                           中岡 

・ちば環境再生推進委員会に・傍聴者としても参加 

・手賀沼流域フオーラム実行委員会・ほぼ毎月開催。 

・手賀沼流域フオーラム松戸実行委員会、地域企画開催に県民の会は後援団体のメンバーとして参加。 

・7月 23日親子の水の旅手賀沼船上見学会開催・応募が多くてお断りした残念な親子があった。 

定点観察も長きにわたり記録が出来た。千葉大の学生１名も参加。 

参加の小学生は自由研究としてまとめ学校に提出、良い成果が得られたことが寄せられた。 

・7月 27日講演会開催―手賀沼に注ぐ大津川・江戸川に注ぐ坂川・東京湾に注ぐ国分川の水など検査 

     「講演・瀧和夫先生」 参加者がグループを作り水質検査と川水についての学習 

・シンポジゥム千葉会議実行委員会・毎月運営委員会開催、大原高校の取り組みと地域活動を見学他。 

・エコメッセちば２０１６実行委員会に参加・（千葉工業大学３Ｒ協力いただいたことは 34号で紹介） 

 会場で「ヒマワリの種取り」江戸川河川敷で育てた愕を、千葉工大谷合先生の作業室に持ち込みエコ

メッセ用に学生たちで乾燥。乾燥された愕をエコメッセ会場に持ち込んだ。つかいまわし工房のメンバ

ーが指導してこどもたちと楽しく種取り作業が出来た。取り外した種のお土産も喜ばれた。今年は収穫

前後の長雨で腐れが多く出たり、実の入りも悪くて搾油機での搾油作業が出来なかつた、機械の説明に

は興味を持たれた。会場に環境財団より持ち込んでいただきました。 

・松戸市民活動サポートセンター主催「夏休みレッッ体験学習」に参加 

ヒマワリエコの活動、真夏日の草取り、水撒きに毎年応募があったが今年は特に猛暑の中なので作業が

敬遠されたのか応募無でった。 

手賀沼流域フオーラム水調べと手賀沼船上見学会には大学生が参加 

・ヒマワリエコの活動 

活動始めに春林蔵Ｆ１・1本立ちを購入して松戸市、千葉市の活動団体に配布した。 

・鎌ケ谷市では環境課と大津川河川敷に近い町の石井町会長が中心になり「菜の花エコ」から再生事業に

協力をしていただきヒマワリエコについては毎年、北部小学校、県立鎌ケ谷西高校部活の学生たちも参

加して継続をしている。 

・松戸市内の活動 

・①江戸川河川敷で大江戸クラブ高橋会長が一人で、種まきから収穫までの作業をしていただいた。 

  収穫した愕は上記のようにエコメッセで活用。 

② すばる書店のヒマワリの作業は猛暑の中、種まき、草取りを数回開催した。草取り～収穫には元気

な女子学生が強力なスヶツトに。 

③ 「文部科学大臣表彰」松戸市ではヒマワリエコの活動に平成 14 年からモデル事業部会で推進した 

時から参加し、環境部環境政策課が担当して河川敷などでも展開してきた。モデル事業終了後に参

加した松飛台小にはＰＴＡが無く、教頭先生が熱心に指導していただき 3年間継続してきた。28年

度は市教育委員会が地域支援活動事業としてまとめ役となった。松飛台小学校は牧ノ原中学校区に

入ることから（各中学校区に地域支援活動をしている団体協議会有）協議会に活動協力していただ

いた。方法はそれぞれに出来る事での参加。家にいる方は育苗箱に種を撒いて苗を作る、学校に行

ける人はポットで育った苗を畑に作える、その後水やり、草取り、収穫などもメンバーの力量に応

じて無理のない作業で児童たちと進めて来たそうだ。収穫した種は松戸市環境政策課の予算で茨城

のＮＰＯに搾油を依頼、約４Ｋｇの種が約２Ｌのヒマワリ油になりビン詰めされ「ヒマワリ油での

おいしコロツケ揚げ方教室」開催となった。このような地域での一連の活動が文部省の地域支援活

動表彰になった。関りを持ってきた県民の会としても嬉しい報告でした。 

・松戸市民活動サポートセンター「みらいフェスタ」松戸駅西口デッキ、伊勢丹前広場、西口公園会場と

3 か所にて開催。その中の西口公園に参加、手賀沼流域フーラム、ヒマワリエコ活動のパネル、エコメ

ッセの告知は広報部会でパネル展示をした。以前は矢切のサポセンで開催。26年度から松戸駅周辺での

開催となった。実行委員も若返り、駅利用の方や地域の親子連れも気軽に参加が出来る内容となった。 
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