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平成２９年度第１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１回＞                          

・ 日時：平成２９年 10月２４日（金） 午後３時から 

・ 場所：ホテルプラザ菜の花 ４階 特別会議室 
 

29年度委員 ：学識経験者  ◎ 田畑貞寿・桝潟俊子 

：県民代表     ・桑波田和子・首藤英里子・中岡丈恵 

：地元産業界    ・木原稔（欠）・斎藤 博 ・中村公一 ・小茂田勝巳 

：環境関係     ・杉田昭義 

  ・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。 

 

基金助成金の既約など変更をして上限など緩和したのでこれまで助成を受けられなかつ

た活動団体が申請をされて基金活用が広がった。 

今回の広報は紙面が増えましたがＨＰなど見ればという方もいますが、まだまだ面倒な方

が多いのと、多分ご近所にこのような活動団体があることをご存じない方もと思います、

また所属団体でも申請出来るかなという方々も有るかと思われますので基金の助成団体一

覧を掲載いたしました活動の内容により助成時期がことなりますので質問などは千葉県環

境財団の再生基金の係までお尋ね下さい。 
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平成２９年度上期の事業実施状況について 
 

 基金の事業 

（１）県民の環境活動支援事業                  交付決定額 9,272,000円 
①助成申請 10万円以下（NO.1～20 ：２０団体） 交付決定額：1,916,000円 

団体名 事業名 活動地域 
交 付 決 定 額
(円) 

１ 
自然環境にやさしい活動を

広める会 
３Ｒ推進事業（ペットボトルキャップ回収） 市川市内  

２ おおあみ里やまの会 「どんぐり山」憩いの里山づくり 大網白里市 72,000 

３ 
環境ウォーク in ときがね湖実

行委員会 
第１3回環境ウォーク in ときがね湖 201７ 山武郡市 84,000 

４ ふれあい千葉 
東国吉『ふれあいの森』の整備及びその周辺

の森林、里山の整備活動 

市原市ふれあ

いの森 
100,000 

５ エコネットかまがや エコネットかまがや「地球温暖化防止活動」 鎌ケ谷市内 100,000 

６ 
市川市地球温暖化対策推進

協議会 
平成２９年度親子環境映画上映会 

メディアパーク

市川 
100,000 

７ いちかわ地球市民会議 環境にやさしい暮らしのすすめ 市川市内 100,000 

８ 
三ツ堀里山自然園を育てる

会 
三ツ堀里山自然園を保全し育てる活動 野田市内 100,000 

９ 里山ボランティア流山 大畔の森保全活動 流山市大畔  

1

0 
金束もみじの会 平塚地区、金束地区里山保全活動 

鴨川市平塚・金

束 
100,000 

1

1 
ヤマトミクリの里づくり協議会 ヤマトミクリの里づくり 八千代市内 100,000 

1

2 
ふなばし木の子の森 ふなばし木の子の森の保全とわんぱく講座 

船橋市きのこの

森 
100,000 

1

3 
ときがねウォッチング 

東金の在来種のにぎわいづくりとふれあい支

援事業 
東金市内 100,000 

団体名 事業名 活動地域 
交 付 決 定 額
(円) 

1

4 
十枝の森を守る会 十枝の森環境保全事業 

大網白里市十

枝の森 
100,000 

1

5 
ルート９９白里 

九十九里浜白里海岸・自然公園産業道路歩

道区域保全活動 

九十九里浜白

里海岸 
100,000 

1

6 

浦安三番瀬を大切にする

会 
日の出の海を大切にする事業 

浦安市日の出

北公園 
100,000 

1

7 
高根台フラワーガーデン 花時計花壇で地域環境保全活動 市原市中高根 100,000 

1

8 

まちの駅ネットワークとうが

ね 
八鶴湖の生物多様性の保全と啓蒙活動 東金市八鶴湖 100,000 

1

9 
（特非）水と森と人ＩＮ神崎 郷土環境保全地域の森林保護育成 成田市吉岡 100,000 

2

0 

白井再生可能エネルギー

協議会 

ソーラーシェアリング推進事業及び省エネル

ギー推進事業 
白井市内 100,000 
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 ②助成申請 25万円以下（NO.21～44 ：２４団体） 交付決定額：4,194,000円 

団体名 事業名 活動地域 
交付決定額

(円) 

2

1 

船橋市地球温暖化対策地

域協議会 

『ふなばしの力で”減らせＣＯ２”！！』地球温

暖化防止対策啓発事業 
船橋市内 118,000 

2

2 
大町教育の森の会 

大町教育の森及びその隣接の森の整備・保

全活動 

市川市大町教

育の森 
120,000 

2

3 
街資源再興プロジェクト 九十九里浜における海浜植物の保護活動 

九十九里浜白

里海岸 
130,000 

2

4 

ＮＰＯ法人四街道メダカの

会 
クマガイソウ群落保全事業 四街道市成山 140,000 

2

5 

（特非）千葉大学環境ＩＳＯ

学生委員会 
植樹里山事業 山武郡芝山町 148,000 

2

6 
いちかわ里山整備隊 市川の環境整備 

市川市小塚山

公園 
150,000 

2

7 
手賀沼里山クラブ 船戸古墳地の里山保全 

 

柏市船戸古墳 

 

150,000 

2

8 
アースコン・マツド 地球温暖化防止対策と環境保全 松戸市内 160,000 

団体名 事業名 活動地域 
交 付 決 定 額
(円) 

2

9 
風呂の前里山保存会 里山に自生する希少植物の保護活動 

市原市喜多風

呂ノ前 
165,000 

3

0 
大津川をきれいにする会 

「アジサイの里」づくり（みどりの環境創造活

動） 
柏市高柳 166,000 

3

1 
本須賀波乗り倶楽部 本須賀海岸ビーチクリーン 

山部本須賀海

岸 
168,000 

3

2 
坪井湿地を復活する会 坪井のヘイケボタル復活計画 

船橋市坪井近

隣公園 
170,000 

3

3 
三番瀬写真展実行委員会 私たちの三番瀬自然観察・撮影会開催事業 

ふなばし三番瀬

海浜公園 
170,000 

3

4 

松戸里やま応援団「七喜

の会」 
紙敷石みやの森保全活動 松戸市紙敷 175,000 

3

5 
NPO法人水辺散歩 高崎川散策ルート美化活動 佐倉市高崎川 175,000 

3

6 
アースドクターふなばし 

地球温暖化防止対策・啓発活動および学習

活動 
船橋市内 180,000 

3

7 
（特非）NPO富里のホタル 雑木林（落葉広葉樹林）の復元 富里市立沢 188,000 

3

8 
ボランティア集団山人 

豊かな生態系・豊かな自然・豊かな心の育み

事業 
香取市内 200,000 

3

9 

ＮＧＯ三番瀬のラムサール

条約登録を実現する会 
三番瀬の環境保全啓発事業 三番瀬船橋市 200,000 

4

0 
江戸前おさかな研究会 

東京湾の生物多様性とその資源活用の啓発

活動 

東京湾北部湾

岸沿い 
200,000 

4

1 

長生地区九十九里海岸ク

リーン対策協議会 
九十九里海岸クリーン事業 九十九里海岸 220,000 
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4

2 

フィールドミュージアム・三

番瀬の会 
三番瀬フィールドミュージアム観察会 

三番瀬フィール

ド 
226,000 

4

3 

（特非）行徳野鳥観察舎友

の会 

行徳鳥獣保護区 鳥・植物・虫・キノコの観察

会と植物調査報告書作成 

市川市行徳野

鳥観察舎 
229,000 

4

4 
いすみ竹炭研究会 

いすみ市の荒廃した山の竹藪整備と土

壌改良活動 
いすみ市内 246,000 

③助成申請 25万円以上（NO.45～52 ：８団体） 交付決定額：3,162,000円 

団体名 事業名 活動地域 
交 付 決 定 額
(円) 

4

5 
（特非）ちば里山センター 

「ちば里山カレッジ」フォローアップ研修の開

催 
県内全域 256,000 

4

6 
（特非）せっけんの街 手賀沼せっけん工場見学会 

柏市手賀沼せ

っけん工場 
260,000 

4

7 
いちはら里山クラブ 

市原の豊かな自然を護る里山整備・維持・保

全活動 

市原市古敷谷

他 
278,000 

4

8 

（特非）谷田武西の原っぱと

森の会 
・・・・ 

白井市谷田印

西市武西 
301,000 

4

9 
（特非）水環境研究所 

下総台地の湿地帯における水質浄化機能に

関する調査 
印旛沼流域 322,000 

5

0 

三番瀬カレンダー制作実行

委員会 

三番瀬カレンダーの普及とこれを活用する自

然環境保全事業 
三番瀬 330,000 

5

1 
(特非)バランス２１ 

谷当町の谷津田再生と里山林の環境再生保

全・周辺地域とのコミュニティー活動 

千葉市 

谷当町 
500,000 

5

2 
市原米沢の森を考える会 

内田地区の自然と歴史・文化の保全再生活

動 
市原市内田 915,000 

(特非)とは特定非営利活動法人の略です。 

 

（２）環境活動見本市等普及啓発支援事業          交付決定額 3,000,000円 
団体名 事業名 活動地域 交付決定額(円) 

１ エコメッセちば実行委員会 「エコメッセ２０１７inちば」開催事業 県内全域（幕張メッセ） 2,500,000 

２ 
アースデイちば実行

委員会 
「第１７回アースデイちば」 

県内全域(稲毛海浜公

園) 
500,000 

 

（３）未来の環境活動担い手支援事業        交付決定額 163,000円 
団体名 事業名 活動地域 交付決定額(円) 

１ 
千葉県立成田西陵高等学

校 
「ニホンミツバチ保護プロジェクト」 

成田西陵高等学校圃

場 
63,000 

2 
千葉県立市原八幡高等学

校 

生徒による校内生物多様性の構築

と村田川の希少生物の動態調査 

市原八幡高等学校周

辺 
100,000 

 

 

（４）廃食油燃料利用促進プロジェクト事業     交付決定額 486,000円 
団体名 事業名 参加区分 交付決定額(円) 

１ 千葉市 

ちば廃食油燃料利用促進プ

ロジェクト事業 

廃食油回収 （交付なし） 

２ 勝浦市 廃食油回収 （交付なし） 

３ 横芝光町 廃食油回収 100,000 

４ (株)誉田新聞販売 廃食油回収 ＊100,000 

５ 幸町１５街区自治会 廃食油回収 （交付なし） 

６ (特非)コミュニティひまわり 廃食油回収 ＊36,000 
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７ ちば油畑プロジェクト 廃食油回収 100,000 

８ 農業を楽しむ会 廃食油回収 ＊100,000 

９ ちば環境再生県民の会 廃食油回収 （交付なし） 

1

0 
鷹の台自治会環境部 

廃食油回収 
＊50,000 

1

1 

下田ふれあい交流施設管

理運営組合 
廃食油回収 （交付なし） 

１ ちば油畑プロジェクト 廃食油収集 （交付なし） 

２ 南武（株）環境事業部 廃食油収集 （交付なし） 

３ 大金興業（株） 廃食油収集 （交付なし） 

４ 

（特非）ちば食用油リサイク

ル推進ネットワークＥＣＯシ

ナジー 

廃食油収集 （交付なし） 

５ ちば環境再生県民の会 廃食油収集 （交付なし） 

     

(特非)とは特定非営利活動法人の略です。 

＊交付決定額は、H２９年度上期（5/1～5/31）申請に対する交付決定分です。 

 

（５）交付決定額合計  １２，９２１，０００円 
 

２ 啓発・募金活動                    

（１）募金の状況                （平成 29年 9月 30日現在） 

 
個人寄付 募金活動 企業・団体寄付 職場募金 

その他（出損

金及び利息 
合  計 

件 数 5 10 31 322 6 374 

金  額

（円） 
15,000 21,772 2,175,191 

63

9, 

1,

21

6 

147,306 3,998,485 

 

（２）大口寄付者                （平成 29年 9月 30日現在） 

 寄付者名 寄付額(円) 

１ ユニー株式会社  879,780 

２ サッポロビール株式会社  291,288 

３ 大成建設株式会社千葉支店安全衛生環境協力会  288,000 

４ 千葉県酒類販売株式会社  212,591 

５ 旭硝子株式会社千葉工場  161,081 

6 三井化学株式会社市原工場  126,000 

7 双葉電子工業株式会社  123,453 
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８ 住友化学株式会社千葉工場  111,623 

９ 出光興産株式会社千葉製油所  101,664 

１０ 公害計器サービス株式会社  100,000 

１１ 月島テクノメンテサービス株式会社  100,000 

 

（３）感謝状の贈呈状況             （平成 29年 9月 30日現在） 

 贈呈

日 
企業等名称 寄付金額等（円） 

１ ７月 ４日 ユニー株式会社 （本社、君津支店、木更津店、市原支店）  879,780 

２ ７月 ４日 君津市役所  202,418 

３ ７月 １０日 宇部興産株式会社千葉石油化学工場  200,000 

４ ７月 １３日 DIC株式会社千葉工場  284,143 

５ ７月 ２８日 サッポロビール株式会社千葉統括支社・千葉工場  291,288 

６ ８月 ２２日 千葉県酒類販売株式会社  212,591 

７ ８月 ２４日 大成建設株式会社千葉支店安全衛生環境協力会  288,000 

（４）環境関連イベント等への参加状況      （平成 29年 9月 30日現在） 

 開催日 イベント名 開催場所 

１ ４月 ２９日 千葉県中央メーデー 千葉市中央区 

２ ６月  ４日 五井臨海まつり 市原市 

３ ６月 １０日 船橋市環境フェア 船橋市 

４ ９月 ２３日 いちはら環境フェスタ 市原市 

５ １０月  ９日 エコメッセ２０１７inちば 千葉市美浜区 

（５）ちば犬着ぐるみ貸し出し状況       （平成 29年 9月 30日現在） 

 開催日 イベント名 開催場所 

１ ４月 ２１日 
株式会社ユニクロかわまち矢作モール店 

「かわまち矢作モール店オープン記念」 
千葉市中央区 

２ ５月  ８日 
亜細亜学園学友会県人会連合会 

「第４６回県人祭」 
武蔵野市 

３ ５月 １４日 
坪井湿地を復活する会 

「坪井のヘイケボタル復活計画幼虫放流式」 
船橋市 

４ ７月 ２０日 増尾保育園父母の会「増尾保育園夏祭り」 柏市 

5 １０月  ９日 
エコメッセちば実行委員会 

「エコメッセ２０１７inちば」 
千葉市美浜区 
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平成 29年度下期の事業予定について 
１ ちば環境再生基金助成金説明会/平成 28年度活動成果発表会 
平成 30 年度の助成事業活動の募集に先立ち、助成金説明会及び活動成果発表会を開催して環境保全

の意識高揚を図る。 

日  時 平成 29年 10月 31日（火）１３：００～ 

会  場 千葉市生涯学習センター大研修室 

【助成金説明会】 

13:00～ 

１ ちば環境再生基金助成事業募集の概要 

２ 助成申請書の作成ポイント 

【成果発表会】 

14:30～ 

＜未来の環境活動担い手支援事業＞ ○千葉県立成田西陵高等学校 

「ニホンミツバチ保護プロジェクト」 

＜県民の環境活動支援事業 

○アースドクターふなばし 

「各種発電機による地球温暖化防止対策・啓発活動および環境学習」 

○いちはら里山クラブ・「市原の豊かな自然を護る里山整備・維持・保全

活動」 

○九十九里浜の自然を守る会 

・「九十九里浜における希少動植物等の保護・保護活動」 

○（特非）バランス２１ 

・「谷当町の谷津田再生と里山林の環境再生保全 ～周辺地域とのコミ

ュニティー活動～」 

 

２ 負の遺産対策事業 

区   分 第 ２ 回 

募  集  時  期 平成 29年 10月 1日～10月 31日 

申 請 状 況 等 募集中 

 

３ 平成３０年度助成事業の募集及び審査 
   平成３０年度の助成金申請案件について、事業推進部会で助成の適否を審査し、３０年４月１日付け

で交付決定する。 

助成事業名 募集開始 審査会開催予定 
交付決

定 

県民の環境活動支援事業 

２９年１１月１日～

１２月１５日 
３０年１月・第１回事業推進部会

（第１次審査） 

３０年２月・第２回事業推進部会 

（第２次審査、プレゼンテーショ

ン） 

３ ０ 年 ４

月１日 

提案型環境再生事業 

環境活動見本市等普及啓発支援

事業 

未来の環境活動担い手支援事業 

廃食油燃料利用促進プロジェクト

事業 

＊今年度活動に

係る助成申請 

２９年１１月１日

～１１月３０日 

 

４ 啓発・募金活動 

（１）環境関連イベント等への参加 
開催月日 イベント名 開催場所 

１０月 ９日 (月) エコメッセ２０１７inちば 千葉市 
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１０月２２日 (日)  ＪＦＥちばまつり 千葉市 

１０月２９日 (日)  印旛沼流域環境・体験フェア 佐倉市 

１１月１８日 （土）  いきいきフェスタＴＡＫＯ２０１７ 多古町 

１１月１９日 （日）  第２６回富里リサイクルフェア 富里市 

 

（２）寄付に対する感謝状の贈呈 
 前回感謝状贈呈後の累計寄付額が２０万円以上に達した法人・団体の寄付者に感謝状を贈呈する。 

寄付者名 感謝状対象寄付額(円) 備 考 

旭硝子(株)千葉工場 
累計 307,317 円（29 年度 161,081

円） 

１０月以降に贈呈 

出光興産(株)千葉製油所 
累計 203,682 円(29 年度 101,664

円) 

住友化学(株)千葉工場 
累計 220,445 円(29 年度 111,623

円) 

 
累計 216,761 円(29 年度 18,152

円) 

 

地球温暖化防止活動推進員の活躍  

県知事が委嘱している推進委員は個人が集まり団体を設立して 2002 年より活動して

いる所が今では 18 市に設立され、毎年開催される推進委員研修会では各市でのそれぞれに

特徴のある活動が披露され広がりを感じられる。その中の２団体を紹介。 

 

「エコネットかまがや」の取り組み     代表 西川 久雄 

 

設立：平成１９年 ７月会員数：１３名定例会；毎月第二水曜日 

活動支援：鎌ヶ谷市市民生活部環境課・ちば環境再生基金・鎌ヶ谷市内企業（三社） 

＊活動方針とスローガン 

「地域で取り組む地球温暖化防止活動」～身近なできることから 始めよう！～ 

＊活動の原点 

毎年上昇を続ける地球の気温、海水温や海水面の上昇、環境の破壊、人間の生活や生態

系の変化。これらの危機感を払拭するため、今すぐ人間の知恵と工夫で、行動を起こすこ

とが大事。環境を破壊し、温暖化を引き起こしたのも人間、元に復帰させるのも人間の使

命である。 

以上のような観点から私たちの取り組みを紹介します。 

ちば再生基金の助成金、市内の企業の協賛金は、私たちの団体活動の大きな支えとなっ

ています。 

4 つのテーマで取り組んでいます。 

１． ゴーヤによる「グリーンカーテン」の実施 

 ゴーヤの種を蒔いて（市役所屋上）苗を育てる。（１０００粒） 

 育った苗を公募により、市民に配布する。 

 この際、ゴーヤ苗の育て方、グリーンカーテンの作り方の講習を開いて配布する。 

市ではグリーンカーテンのコンクールを開いている。また、ゴーヤの実り（収穫）に

より、レシピを作り、環境にやさしい「料理講座」を実施、好評である。 

２． 傘の生地を利用した「マイバッグ作り」講習会。 
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 年に二回、市の広報により公募し、講習会を開いている、 

市のクリーン推進課から、置き忘れの傘を譲渡、傘から取り外し、洗濯し、アイロン

掛けをして、講習時に用意する。参加者は、毎回 12 名程度。ミシンを 6 台保有してい

る。 

マイバッグは、当然レジ袋削減であるが、傘の生地は雨にも耐えて、なかなかカラフ

ルでもあり、出来上がりをみて、喜びの顔がこちらにも伝わってくる。 

３． 子どもを対象にした「環境学習とエコ工作」DVD で学習し、その後エコ工作

を行う。主な工作は、牛乳パックを使用し、帽子の工作である。年に 2～3 校。県の循環型

生活部の認定を受け、今年は四街道の山梨小学校にも出前講座を行った。 

小学校では、講座を受けた 4 年生から「感想文」を頂いており、この感想文は一人一

人が感じたことを書くことが大事、私たちの宝物である。 

 

４、「パネル展示」による、環境啓発運動 

 市内やエコメッセなど多くのイベントでパネルを展示し、来訪者に温暖化防止の啓発

運動を行っている。環境フェア、環境パネル展、産業フェスティバルなどである。 

・環境問題は、個人から市民、そして国民運動まで発展させ、真剣に取り組むことが大

事であり、一人一人の意識改革と心構えが必要である。 

 

  温暖化防止ながれやま               代表 横須賀 靖                                                    

私達は温室効果ガス削減を目指して活動をしています。 

私達が如何にして CO2減らせるかを実践している訳でありますが、なかでも再生可能エネ

ルギー活用  とか、住まいの耐熱、耐寒方法、近くは自転車、徒歩などで自動車の利用

回数を減らようにするなど私達会員一同は日常生活を送ろうと努力している訳でありま

す。地球を取り巻く環境は年々悪化しており、対策が追いつかない程の集中豪雨，干ばつ、

雷の発生の多さ、竜巻、夏の高温（酷暑日）など、現在の異常気象は何としても止めなけ

ればなりません。  

そこで 15 年という節目に立ったいま、私たちは気持ちをあらたにして、持続的な環境

づくりに取り組むべきと考えます。自然環境を大切な我々の財産として次の世代に引き継

ぐ為にも、1５年という節目に立ち、私達会員一同も気持ちを新たにして、持続的な環境

づくりに取り組みたいと考えます。  

その上でキャッチフレーズ「地球のあしたに向けて流山からアクションを！」を合言葉

に「温暖化防止・自然環境づくり日本・流山市」をめざすべきと考え私も微力ではありま

すが、その一端を担ってまいりたいと存じます。 

 

おげさま通信 産地の声 1317＝今年はさんざん（2017・11・9） 片岡弘充 

 

おかげさま農場の方岡です。久々の登場です。 

今年は秋の異常気象で大変な状況になっています。10月頭までは比較的天気が良く,葉

物などが予定より早めに育っていました。ところ、10 月上旬から始まった長雨で、もう

畑はぐちゃぐちや。野菜の生育も一気に鈍化しました。 

 一昨年、昨年とお盆過ぎから 9月中旬にかけて長雨だったのが、今年は長雨が無く、 

「物が早く育っちゃったよ」とある意味、ニコニコだったのが、一転しての長雨で「も

う雨はいいから何とかしてよ」に変わりました。最後には「ほんと、しょうがないよ」と

皆が同じ事を言うようになりました。その結果、9月頭に種を蒔いた野菜は早くできあが

り,続けて出荷する予定で蒔いたものが悪天候で生育が遅れ、続けて野菜が出荷できず、

いったん間が空いてしまいました。 
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そして長雨で畑はドロドロになり、葉物も洗わなくてはいけなくなったり、特にこのサ

ツマイモの大産地なので、サツマイモを掘りたくても掘れない農家さんが、小雨で決死の

覚悟で 掘ってはみたものの、トラクターが畑に埋まっちゃって動けない、なんていう風

景も見受けられました。 

 そして台風が来たことで、葉っぱは振り回され、葉がこすれて黒くなり、そこから枯

れ上がっていきました。塩害ということも言われていて、これを「葉っぱが泣いていると

言うんだよ」とある農家さんが教えてくれましたが、（私も泣いているんだよ）と苦笑交

じりに話していました。まだ小さな苗で生育中のものも台風ひがいで痛みが出たため、小

松菜は 1 週間ぐらいは出荷が休止になり、ホウレン草に関しては 12 月中旬まで出荷が出

来ない、という被害が出てしまいました。 

お客さんからは「ホウレン草は無いの？」と聞かれますが、出したくても出せないので

す。 

お客さんも大変でしょうが、それ以上に出荷をして初めて生計が立てられる野家が今回

の被害に一番泣いています。11 月に入ってからはようやく天候が落ち着いていて、ほっ

と一息です。さあこれからは霜が降りる前に遅れていた作業をやりきるために大忙し。特

に。サツマイモやサトイモなどは霜が降る前に掘り上げなくてはいけませんし、生姜も冬

が本格化する前に収穫を終えて室（むろ）に入れなければなりません。かつてないほどの

10月の悪天候という長いトンネルを抜けて、晴れ間が続くと思われる 11月。最後の冬仕

事の時期です。 

 

おかげさま通信 産地の声 1321＝こんなことは初めてです・2017・12・6・       

                  

落化生の季節になりましたが、とんだ間違いがありました。千葉半立ちという品種を作

ってきたのですが、違う品種が混じってしまったのです。 

作付けした当人も千葉半立ちだと思っていたのです。どこでどう間違ったかは分かりま

せん。種の段階でも何の疑問も抱かず作っていたのです。 

しょうがないので、その旨を予約していたお客さんにしらせて何とかその対応をお願い

しているところです。当農場は他所からのものや作付に対する説明のできないものを取り

扱いませんし、またぬ農薬栽培ということもあり、その分が確保できなくなってしまった

のです。 

代わりの品種をしらべたところナカデュタカという品種のようです。煎って食べました

らそれなりに美味しく食べられるのですが、千葉半立ちですと言って予約したところに回

す訳にはいきません。栽培は、無農薬栽培で問題有りませんが、今年の落化生はナカデュ

タカという品種で食べてもらうしか有りません。お米で言えばコシヒカリを作ったつもり

でいたのが、ササニシキという品種でだったというような感じです。 

外面では分らず食べて見ての違いがあります。味を説明するのは難しいのですが、コシ

ヒカリはふっくらと炊きあがりますが、ササニシキはどちらかと言うと固めです。私の母

は固めのご飯が良いと言ってましたが。私はふつくらごはんが美味しいとし言い合ってい

たことを思いだします。 

こんなことは初めてです。肝に銘じておかないといけません。 

先週も書きましたが、今年は天候に恵まれず欠品が続いたり、今度のようなまさかとい

うようなことがあったり困ることしきりです。 

おかげさま農場を始めて 30 年になりますが、長い中では色いろなことがあります。感

傷に浸ってる場合だはないのですが、そんな感じです。 

食は命、人は食べ続ける生き物ですからこれからもずっと種をまき、生産し続けるしか

有りませんが、この教訓をいかして頑張るしかありません。関係者の皆さんにはお詫び申

し上げるとともに,、今後もよろしくお願いいたします。 おかげさま農場代表・高柳 功 
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＊おかげさま農場では無農薬栽培野菜を作り、自給自足をしている中で、油のみが出来

ないでいた。そこで資源循環型社会作りの手法として菜の花エコ・ヒマワリエコを進めて

いた「ちば環境再生」の活動に賛同して、種から菜種・ひまわり種を取り、搾油は専門家

に委託して 8 軒の仲間と循環活動を継続している。（助成金は受けずに）現在はゴマ黒ゴ

マ、ェゴマの油やヒマワリ油がきれいに出来上がっている。無農薬栽培は苦労多く、仕事

としては特に寒い時期は楽では無い。 

その中でも高齢で離農した親族や地域の方の畑も引き受けて広く循環型農場経営を！

ここにはには多くの若者が体験してから就労し畑をもつ人も有るという。そんな中でのつ

ぶやきを毎回紹介してきました。 

＊この忙しい方々がたにも楽しみが？？でも大変さは変わりないかな！！ 

・江戸時代から地歌舞伎を継承 

成田伊能地区に伊能歌舞伎が継承されていました。42年ほど中断していましたが 20年

前に掘り起こしをしました。口承伝承、見て覚える歌舞伎の所作を覚えて公演をして来た。

11月 12日の公演会には再演するために同じく地歌舞伎を継承している秩父歌舞伎のメン

バーが秩父歌舞伎のハツピを着て見届けていました。遠くから指導に出向いていただいた

師弟の間・演目は佐倉義民伝・印旛沼渡し・木内宗吾場と一谷「熊谷陣屋の場」を女形も

お父さん、お爺さんたちの熱演した。高柳さんたちは公演運営の裏方と大忙しでした。 

 

松戸のヒマワリエコの活動・ 牧野原中学校区 地域教育協議会 代表 辻 雅雄 
 
平成２９年度 松戸市立松飛台小学校の“ひまわり作戦”の活動（案） 

 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 

事業主体 牧野原中学校区地域教育協議会 

．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 

工  程 

４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月 開花 ※大輪の花が咲き誇った・ボランティアと地域の方々でひまわり鑑賞会を実施 

７月末・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・額から採種 

     種の乾燥（カビが発生しないよう、空き教室に種を広げて乾燥） 

11月（予定） 種から搾油 搾油を依頼 
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エコメッセ 2017 から 2018 に向けて  

エコメッセちば実行委員会 谷合 哲行 

 

今年で 22 回目となるエコメッセ 2017inちばが 2017年 10月 9 日(月・祝)に幕張メッセ国

際会議場で行われました。今年は「進め! COOL CHOICE」をテーマとして掲げ、96 団体が出

展、来場者数は約 8000 人でした。昨年から環境省が掲げるスローガン”COOL CHOICE”を掲

げ、広く企業や行政、市民団体などの出展団体を募集しています。今年は日程的に大学、教

育関係からの出展が減少してしまったが、その

他については例年並みの出展団体数になりま

した。また、22 年目にして初めて実行委員会

が独自に企画した”食エコ”をテーマとする特

別企画が実施されました。千葉県循環型社会推

進課との連携によりフードドライブ活動を行

い 29.7 kg の食料を、フードバンクちばを経

由して寄付することができました。また、フー

ドドライブや食品ロスに関するシンポジウム

の開催やエコステージを活用したパネルディ

スカッション、エコスタイルクッキングの紹介

や食エコレシピの紹介など、従来よりも複数の

企画を連動して実施することで、食と環境とい

うテーマをより深く多面的に発信できるイベント運営を行うことができました。 

これまで数年間、エコメッセちば実行委員会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を受け入れたり、千葉大学の地域 NPO 活動体験

実習受講生を受け入れたりしてきました。しかし、今年度はイベント開催が遅くなってしま

ったこともあり、千葉大学からのボランティア受け入れはゼロ、夏休みボランティア体験で

は 2 人の学生しか参加者がいなくなってしまいました。2018年度も 2017年度とほぼ同じ日

程が予定されていることから、次年度は実行委員会としての夏休みのボランティア体験の受

け入れや大学生のボランティア体験授業は受け入れないことになりました。一方、今年度出

展していただいた学生団体の中には当日ボランティアを担当してくれた団体もあり、そうし

た当日の会場でのボランティアについては今後も積極的に募集・受け入れを続けてゆくこと

になりました。 

多くの団体が例年、この時期から次年度の事業計画を立て、各地・各団体の助成金や補助金

への応募を開始します。エコメッセちば実行委員会でも、早くも来年度 2018 年度の企画の

検討がスタートしています。”エコ”や”環境”というキーワードでは、現代の多様化する

社会情勢の中で人々の興味関心をつかみきれなくなってきていることも事実です。イベント

としての魅力を高めるためにもより多様で幅

広い分野の企業・団体に参加していただける

ようなテーマ設定が求められています。”生活

環境”や”社会環境”など従来よりも幅広い”

環境”への取組みを取り上げるため、来年度

は国連が提唱する持続可能な開発目標(SDG’

s)を取り入れたテーマを設定し、国際支援や

国際協力など国内ばかりでなく海外での活動
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を行う企業・団体の活動を通じて、日本での日常生活と世界の環境問題がつながっているこ

とを感じられるイベントを目指すこととなりました。SDG’s の普及・啓発につながるセミ

ナーや”フェアトレード”というシステムについて紹介し、生産者・消費者の双方にとって

適正な価格での取引を促進し、双方の経済が持続可能に発展して行くことを目指す活動など

が紹介されます。 

こうした SDG’s の概念や取り組みは本誌の発行主体であるちば環境再生県民の会が 15 年

以上前から実践してきた活動であり、これまでの活動が再評価される機会になるものと期待

されます。長く本誌をご愛読いただき、団体の活動に共感・協力していただいた多くの方々

の活動が新たな視点と切り口で再評価され、より発展的な形で広がって行く機会になるかも

しれません。これまで草の根で続けてこられた活動を SDG’s の 17 このテーマと関連付け、

エコメッセ 2018inちばで発表していただければ幸いです。来年のエコメッセ 2018inちばの

会場でお会いできることを楽しみにしています。 

 

誰もが居場所を見つけられる社会を目指して  
居場所づくりの会 代表 谷合哲行  

 

“居場所づくりの会”という団体名称で本誌に寄稿するのは初めてです。今年、私が取

り組んだ活動の中で最も想い入れが強いのが本団体”居場所づくりの会”の設立です。本

号では本会の設立経緯と設立趣旨・活動内容などについてご紹介させいただきます。 

 

本会はエコメッセちば実行委員会の中でも学生ボランティアの受け入れや環境協働創

造市の交流会活動で環境教育関係の活動に関わっていたメンバーを中心として構成させ

ています。当初はエコメッセ自体の運営や交流会活動の中で、より積極的な環境教育を行

うことを計画していました。しかしエコメッセちば実行委員会は、あくまで”エコメッセ”

という一つのイベントの実施・運営のための団体であり、通年・継続的な教育活動を行う

ことは困難でした。加えて、環境協働創造市やその後のテーマ交流会として実施していた

交流会活動も助成金の補助対象事業から外されてからは定期開催すら難しい状態になっ

ています。 

 

一方、社会に目を向ければ、人々の興味・関心は多様化していながら、社会そのものは

画一化・閉塞化する傾向にあり、既存の学校・機関・組織・団体などにおける社会生活に

なじめず、自らの居場所を見いだせない人が増えています。特に教育を受けるはずの学生

時代や社会人としての生活を営み始める青年期に引きこもりを経験したり、社会から孤立

した経験をしてしまうと、その後の人生において社会の中での自らの”居場所”を見出し

にくくなってしまいます。そうした心身のどこかに傷を持ち、社会的に孤立しがちな人た

ちに安心して居られる場所を提供し、自らを見つめ直し、本当の自分がやりたいことを見

つけ出し、再び社会との接点を取り戻せるような知識と技術を習得できる場所や機会を提

供することを目的に、 2017 年 5 月に本会は結成されました。船橋市内の公民館や勤労

市民センターの利用団体として登録しメンバーによる勉強会や周辺地域の実情・ニーズな

どの調査を行ってきました。また、本会には教育関係者やカウンセラーが参加しており、

参加者の心身の回復や知識・技術の向上を目指した教育プログラムについても検討を行っ

てきました。この半年間の活動の中から、メンバーが在住・在勤する県内各地で潜在的な

ニーズがあり、我々のような団体に参加したいという希望者が多数いることが明らかにな

ってきました。さらに、本会のような活動への期待は、本人よりも家族や親類・縁者など

周辺的な人の間でも高く、幅広い方から求められている活動であることが分かってきまし
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た。 

今後は会として定期的に活動できる場所と提供できる教育コンテンツを確立し、本会の

趣旨と活動内容に共感・協力していただける方を会員として受け入れ、会員の方々にとっ

てより居心地のよい場所や時間を提供したり、興味・関心のある事柄に取り組み、知識や

技能・能力を開発・向上させられるような活動を展開してゆきたいと考えています。 

 

本会の活動に興味関心をお持ちいただき、一緒に会の活動にご参加いただける方がいら

っしゃいましたら、下記の連絡先にご連絡ください。既に会員間で情報交換をするメーリ

ングリストを作製・運用していますし、会としての HP も近日公開したいと考えています。

お気軽にご連絡いただければ幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

連絡先 : 居場所づくりの会 代表 谷合哲行 

     Mail address : drtaniai@mx3.ttcn.ne.jp 

活動報告 
 

県民の会は環境団体に後援団体として協力しています。また会員が個人としてもそれぞれ

の地域で参加をしています。エコメッセ・環境シンポジゥムちば会議・手賀沼流域フオー

ラムの実行委員会には松戸の事業に後援をして協力参加しています。 

 

手賀沼流域フオーラム実行委員会は流域 7 市からの委員が実行委員会を形成していま

す。 

予てより松戸市内手賀沼へ流入する大津川は流域下水道管の敷設時にほとんど暗渠に

していますので残念ながら川の形態を見る事が出来ませんが、そのなかで、個人の家庭か

ら出て来る排水が柏市や鎌ケ谷市に流れ込む用水路を観察して来ました。 

 

松戸市共催事業・7 月 22 日・親子夏休み企画 

「家からの排水を調べて手賀沼で船上学習」 
熱い、暑い日でしたが小学生とその保護者の参加者 22 名で用水路 8 ポイントを観察し

て、鎌ケ谷市に入り大津川へと集まってきた川水を取りＣＯＤや透視度で水を調べて、川

の様子、土手の状況をみて、手賀沼に入りました。 

手賀沼船上見学でも２ヶ所の定点で沼の水を取り同じように水の状況を調べました。そ

してみんなが大好きな魚取り、魚は網を入れて捕り水槽に入れて魚の種類を学習しました。

その後新しくなった水の館（県から我孫子市に移管）で休憩して岐路にという 9 時～5 時

までの一日体験学習でした。 

こどものアンケートは魚とりが楽しかつた、船に乗り白鳥やサギ、黒い小さい我孫子市

の鳥が見れた事、お父さんやお母さんは 24 世帯の家庭から出て来る水の集まるマンホー

ルを開けて調べて、用水路～大津川へと流れて行く所が見れて自分たちの生活を振り返る

良い機会でしたと。 

 

8月 10日松戸市根木内歴史公園・手賀沼船上・手賀沼せつけん工場を見学 
・根木内公園は根木内城という戦国時代の城跡をボランティアの方々が長年荒れないよ

うに作業をして来た。その活動に松戸市が応じて公園緑地課と整備してきました。山城の

土塁が残る城跡には大きな木々が茂る森が有ります。その森から流れて来る搾り水を取り

こんで池には田んぼを作り、その中には小さい柔らかな昔のザリガニやカエル、水すまし

も育てっていました。た田んぼを含んだ池にアオコが発生することもあり、井戸を掘り

時々水を入れているとか、周りには小さい灌木も植えられて 

mailto:drtaniai@mx3.ttcn.ne.jp


ちば環境再生県民の会 

 

15 

ボランティアの方々が田んぼに生える葦や笹竹で小さい釣り竿を用意していました。こ

どもたちも大人もバスの中ではザリガニ捕りを敬遠していましたが、アメリカザリガニの

ように大きくないので田んぼの中に逃げ込むカニとりに夢中になり楽しんでいました。 

城の下には 4本ほどの川が流れ込み、ここで富士川となり、水戸街道の下を通り流山へ

と流れ松戸市と柏市、流山市との境界川になります。公園は自然の営み循環を教えてくれ

ました。 

 

・ここから手賀沼に向かいました。手賀沼公園に着くとそこは私を愕然とする光景が迫

り愕然となりました！！！。 

もう 40 年も前になりますが、手賀沼の岸はアオコが一面に塞ぎ赤カビ状態で魚が縦に

死んでいました。公園まえの水面は水が無くて悪臭がする沼でした。それは大津川や大堀

川、無数の小さい河川から家庭排水が流れ込んでいたのが源因でした。 

私が調べて来た大津川には白い洗剤の泡が立ち風に吹かれて１Ｍくらいにもなりまし

た。 

そのころの洗濯用の洗剤はリンが含まれて様々な化学物質で製造された合成洗剤が洗

濯機に使用されていたのです。当時アオコは日本中の河川から海に、多くの沼にも成長し

てはびこりました。 

そしてここから合成洗剤の成分からリンを外す無リン化運動とせつけんを利用する運

動が生まれました。（しかしリンが無くなってもそれに変わる物質が入れられましたが） 

さらに市民は台所の排水管やＵ字溝から廃食油を流さないで沼を汚さない、リサイクル

せつけんを作り使うという運動も始めました。（琵琶湖、神奈川、水俣でもスタート）そ

れが手賀沼を守ると言う市民たちは、一人 1000円を出し合い 5万円の出資金を約 1万人

という大勢から 2600万を集めて建設したのが手賀沼せつけん工場です。 

工場は 1984年に 3年間の準備をして設立しました。お金を集める人、油を集めるひと、

せつけん製造に関る人みんな主婦で、ワ―コレも生まれました。その中で男性のせつけん

のケンカ士が撒きを、お風呂屋さんのような大きな釜の焚き口から材木や廃材で薪を作り

燃やして、24 時間廃食油を焚いて作る高温焚き込み法で白い粉せつけんを作りだしてき

ました。 

  

・私が愕然としたのは７月２２日にはまだ臭いはしていなかつた、アメ―バ―のような

外来生物のナガエツルノゲイトウ、オオバナミズキンバイというおよそ名前とは異なるよ

うなかわいい花なのですが、これがまた逆にキンバイという名前のようにまるで黴菌を撒

きちらすよう静かに増えて来ました。 

７月～暑くて雨も降らずで増殖していたのが腐り、臭いを発していたからです。 

まさに４０年前のアオコの状況を見る思いでした。 

手賀沼には１９９８年にナガエツルノゲイトオ・オオカワチシャの侵入が 確認されま

した。 

また花がきれいなハスも増殖し、南風に煽られて我孫子側に広がり航路を阻害していま

す。 

今、手賀沼を見守る市民と手賀沼水環境保全協議会が組織した「美しい手賀沼を愛する

市民の連合会」略して「美手連」という団体が実働部隊として外来生物除去作業を年間数

回しています。水にぬれて重たい水草を揚げるのは重労働です。さらに２０１３年・ナガ

エツルノゲイトウの大繁茂を確認して大津川に流れ込む用水路などから手賀沼までを調

べてポイントを作り除去が必要になると作業をしてきました。２０１６年にこれにオオバ

ナミズキンバイという強硬な外来種の草が見つかり、それは まるでアメ―バ―のように

広がってくるのです。アオコもそうでしたが。これは手賀沼だけでは無くて印旛沼の周辺

にも、田んぼにも入り込み、用水路からも入り込んで、田んぼへの取水場のフィルターの 
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中で微細にされても生きて成長して幾つもの固まりを作り、浮きながらさらに大きくなっ

ているのです。 

さらに海沿いの街でも川～入る物が確認がされています。県外では琵琶湖、霞ヶ浦でも

広がつています。 

私は富栄養化も原因だと思っています、手賀沼、印旛沼は確実に汚れているのです。 

家庭排水いがいにも排水基準に各当しない理容院、美容院から合成洗剤が流れて来ます、

体に優しい洗剤と歌い、化学合成の良い香りをつけてますます添加物が多いのです。それ

らがまだまだ流域下水道が繋がらない地域では U溝へ流されて用水路に入ります。 

海から入り込み川にも周辺にも生息が見られる今、千葉県全体の問題にならないうちに、

アメ―バ―は遠くの話では無く自分のこととして、お近くの田んぼや川を見て川や沼が覆

われて魚やガマなどが減少しないように、生活を見直し沼や川、海にみんなで目を注ぎま

せんか・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今、美手連では参加団体と柏市、我孫子市の行政が協力してコツコツと除去作業を計画

しています体に自信のある方は、どうぞ参加してください。 

私たちの生活から自然は、わざわざ環境学習をしなければ いけないほど遠くなりまし

た。中岡 
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