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平成２９年度第２回・ちば環境再生推進委員会の開催       
 
＜第２回＞                          

・ 日時：平成３０年３月２２日（木） 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） 
開会にあたり千葉県環境財団理事長挨拶 

  基金に多くの市民・企業より寄付金が寄せられた企業には感謝状で讃えた。 

  助成団体の成果も増加してきたが団体の高齢化がされてきている。 

  意見交換を願います。 

田畑委員長 

 自宅から会場に着くまで 1 時間半ほどの間の乗り物の中でごみ問題などを考えた。 

 成田空港・羽田とゴミ問題はどこも同じだと思うが大型のゴミが多く排出されている。 

 

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。 

 

前回の委員会において、募金箱の現状をたずねた件 

・事務局より調べた報告・募金箱の設置は当初 264ヶ所―40市町村であったが、173ヶ所になり、

現在では 53ヶ所が確認出来た。増加したところではセブイレブン・ミニストツプの店頭におかれて

いる所もあるとの回答。又一時的に金銭の預かり担当になることでの問題なども有った事も。 

・募金箱を置くことで県民の目にとまり設置は意義が有るので広げたいと思う。 

・助成枠を広げて多くの活動団体に助成を受けやすくなったが、財源の基金の目減りが心配である

ので募金活動も継続が欠かせない。今年度も負の遺産に資金が出されていないため減とはならなか

ったが、予算を付けたのに使われていないことも考慮しなければならないと思うのと、負の遺産に

対する事業は各当市町村の負担が大きくて対応がされないことにも気になる所で、大きな不法投棄

や緊急性の高い汚染場所、市民生活を犯す緊急性が無くなったと言う事なのか。ゴミの排出につい

て指導が行き渡り、各々企業が種類別の大型自社処分場などの整備が出来てきたという事か。 

委員会としてゴミの現状見学などをした時にみた大型ダンプが放水をしていた場景や、24時間ゴミ

ＧＭとして活躍した四街道の大山さんが自転車で回り大型ダンプに煽られて怖い思いをしたり、足

の骨を折ることがあったことを忘れることが出来ない。中岡 

             創刊 平成 14 年（２００２）６月 5 日    

発行・ちば 

 

環境再生   

民の    

    

ちば 

ｃちばちば環境再生県民の会 広報・第３７号 発行日・平成 30 年(2018 年)６月５日  

発行 責発行責任者･中岡丈恵 郵便番号２７０－２２０３ 松戸市六高台４－１５４  

   ０                        e-mail naka.hta@kzc.biglobe.ne.jp  



ちば環境再生県民の会 

 

2 

新たな役割が求められているちば環境再生基金 

谷合 哲行 

 
ここ数年、ちば環境再生基金の事業運営を行っているちば環境再生推進委員会を傍聴させて

いただいています。私が傍聴するようになってから、基金事業の運営方針が大きく見直され、

より小口で幅広い県民活動に対する助成がおこなわれるようになり、申請件数も大幅に増えて、

千葉県内全域から事業提案がされるようになってきました。また、各団体が共通して抱える高

齢化と後継者不足の問題に対応して、未来の環境活動担い手支援事業という次世代育成に特化

した支援事業もスタートしています。担い手育成事業はまだ応募件数が少なく、採択事業数も

少ないですが、環境に関わり、様々な活動を通じて環境の保全・再生をリードできる若い世代

の育成につながってゆくことが期待されています。 

従来から継続している環境活動見本市等普及啓発事業も 2 つのイベントの実行委員会が継

続的に採択され、中・長期的な環境活動の普及・啓発に役立てられています。(エコメッセち

ば実行委員会とアースディちば実行委員会) 環境に関わる活動は花火のように単発で終わっ

てしまう支援では問題の回復・改善につながらない場合が多く、中・長期的な期間で継続的な

支援ができる制度が求められています。 

上記のように現在の社会情勢や活動団体のニー

ズに対応している助成事業に対しては応募があり、

助成事業として成立していますが、助成事業とし

て公募されているにも関わらず、応募がなく助成

できない事業もあります。例えば提案型環境再生

事業は基金の助成事業の中では最も大口な助成金

額(上限 1000 万円)の事業ですが、平成 29 年度は

応募団体がない状況でした。また、不法投棄され

た廃棄物の処理にターゲットを絞った負の遺産対

策事業という事業もありますが、平成 28, 29 年度

の 2 年続けて応募がない状態が続いています。こ

うした大口の事業は受け皿となる団体が少なくな

っていることや行政との協働事業化が困難である

ことなど、現在の社会情勢の中では事業として申請すること自体が難しい助成事業となってし

まっています。こうした助成事業について、助成対象の範囲や申請要件の見直しだけにとどま

らず、制度の目的や制度自体のあり方にまで踏み込んだ議論と再編が必要になっています。 

少子・高齢化が社会全体の年齢構成を歪め、貧富の格差が拡大し続ける社会情勢の中、現在

の日本には幅広い視野を持った人材を育成する場は少なく、社会全体も多様な生き方を受け入

れられるだけの柔軟性を失いかけています。個人主義、一国至上主義は民主的な共存・共生を

目指してきた国際社会のルールさえ脅かそうとするところまで台頭してきています。そうした

大きな社会の潮流を感じつつ、世界のどのような国や地域に生活している人であっても、その

人たちが社会の中でどのような階層に位置づけられていたとしても、”持続可能な”生活を送

り続けてゆくために相互に助け合い、協力しあってゆくため、国連が提唱した目標設定が”持

続可能な開発目標(SDGs)”です。今後、千葉県環境再生基金がどのような目標を掲げ、どのよ

うな事業を展開してゆくか分かりませんが、これまでのような千葉県の環境の改善・保全に限

定されるような活動助成から大きく脱皮することが求められる時期を迎えています。時代の変

遷の中で変えてはいけない基本姿勢や基本理念も大切ですが、いまを生きている県民の声に耳

を傾け、いま求められている事業・活動に対して支援・助成の手を差し伸べられるような基金

になることを期待して、これからもこの基金の動向を注視し、紹介してゆきたいと考えていま

す。 

エコメッセ 2017in ちばに参加している 

基金のマスコットキャラクター”ちば犬” 
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エコメッセ 2018in ちばの募集を開始します  

エコメッセちば実行委員会 谷合 哲行 

 

今年で 23 回目となるエコメッセ 2018inちばが 2018年 10月 8 日(月・祝)に幕張メッセ

国際会議場で行われます。今年は「ちばから発信 SDGs」をテーマとして掲げ、これまでの自

然環境の保全や再生などを中心とする”環境”関連イベントから、より多様で”みんなが
生きつづけてゆくためにできること”を応援する活動に脱皮したいと思っています。

これまでのエコメッセでは取り上げられてこなかったような、国際協力や福祉などの分野に

も出展を呼びかけています。もちろん、昨年までテーマとして掲げていたスローガン”COOL 

CHOICE”や”食エコ”に関わるフードバンクちばと協働して行うフードドライブ企画やエコ

スタイルクッキングの募集・紹介なども行います。 

 

昨年の会報でもご紹介した通り、SDGs を

テーマとして取り上げることで、より多様で

幅広い分野の企業・団体が参加していただけ

るような企画を検討してきました。”エコ”

という言葉にとらわれず、” みんなが生
きつづけてゆくためにできること”
に取り組んでいる活動を紹介したいと考え

ています。企画の早い段階から国際的な活動

を展開している国際協力事業団(JICA)と協

働したワークショップや SDGs をテーマと

するパネルディスカッション、JICA の活動

を紹介する写真展など複数のコラボレーシ

ョン企画を検討しています。また、これまでのエコメッセの中でも常に取り上げ続けている、

持続可能な開発のための教育(ESD)に関わる活動を行う団体や新聞社などと協力した企画も

準備が進められています。子供から大人まで自分たちの意見を形にして伝え合い、相互に理

解し、認め合える体験ができるような実践的ワークショップを検討中です。他にも持続可能

なエネルギー源としての再生可能エネルギーの普及・拡大に関わる団体や従来型のエネルギ

ー源から廃棄される廃棄物を安全に処理する活動を行う団体なども参加を予定していますし、

温暖化防止の一環としてのフロン対策に関するセミナーなども企画されています。SDGs とい

う標語はまだまだ馴染みの薄いものですが、この新しい目標設定のもと様々な活動が再評価

され、新たな切り口で活動が再開されたり、新たな参加者が加わったりしている団体もあり

ます。一方、これまでの枠繰りや概念に凝り固まり、視野が狭まったり、時代の変化に対応

する柔軟性を失ってしまったりすると組織・団体としての社会的アイデンティティまで失い

かねない時代になりつつあります。 

 

エコメッセ 2018inちばでは、4 月 15日からリニューアルされたホームページ上で、出展

団体募集を開始しています。例年通り 6 月末までは早期申し込み割引も継続実施されていま

す(出展団体申し込み締め切りは 8 月 10 日を予定)。日程的には昨年同様、体育の日に開

催されますので、大学、教育関係からの出展は難しいかもしれませんが、分野を超えた 

” みんなが生きつづけてゆくためにできること”を紹介する機会にしたいと思っ

ています。団体で活動をされている方は団体として、個人の方は参加者としてエコメッセ

2018inちばでお会いできることを楽しみにしています。 
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生物多様性の主流化と学校給食 
～ いすみ市で開催される生物の多様性を育む農業国際会議に向けて ～ 

房総野生生物研究所 手塚幸夫  

 

 

いすみ市は、2015 年から市内全ての小中学校の学校給食のお米を有機米に転換する取り組みを進め

てきました。 

そして、昨年 10 月（この年の

有機米の収穫をもって）、全国の

自治体で初めて、年間を通じて有

機米を提供すること、すなわち学

校給食での全量有機米化を果た

しました。さらに、今年度から、

保育所での有機米の導入を検討

し始めました。 

この取り組みには、全国の有機

農業関係者、自然・環境保全活動

関係者、学校給食・教育関係者、

行政・自治関係者等から次々に賛

辞が寄せられています。 

 

自然と共生する里づくり 
 学校給食の有機米化を担って

きたのが、2012 年に改組再編さ

れた行政と市民協働の活動組織

である「自然と共生する里づくり

連絡協議会」です。この協議会が

環境創造型の有機稲作を先導的

プロジェクトに定め、これまで

様々な活動を進めてきたのです。 

  

 

 

 いすみ市はなぜ「里づくり(地域づくり)」の中心に有機稲作を据えたのでしょうか。 

 実は、この協議会には前身があります「夷隅川流域生物多様性保全再生協議会」です。2007 年から 3

年間、里山・里海の保全と再生テーマに、休耕田や放棄林の復元、里海の資源管理、野生動植物のデー

タベース作り、貴重種の保護と環境保全型農業の提案などに取り組んできました。そして、1 年間の活

動休止を経て改組再編、生物多様性の新たなシンボルとしてコウノトリが飛来する里山（水田生態系）

の保全再生が加わりました。ちなみに、コウノトリの飛来は 2 回ありました。2014 年には市内の有機

稲作水田の前に、2016 年にはゲンジボタル保護エリアにそれぞれ飛来しています。しかしながら、コ

ウノトリは里づくりの目的ではなくシンボルです。目的は、世代交代が進まず農家の減少と高齢化だけ

が進んでいく現状を、さらに、耕作放棄地が増加し野生哺乳類による農作物被害が深刻になってきてい

る現状を打開していくことにあります。そこで、再生産可能な水準を下回っている慣行での稲作に代え

て、様々な規模の農家に十分な価格が保障される有機稲作への転換が提唱されたのです。 

行政は積極的に栽培技術研修を企画し、資材・機材の購入を支援し、販路の開拓を行ないました。 

栽培面積と生産量が増えていく中、生産者たちから「子どもたちに安心な食材を提供したい」「学校

給食に使ってほしい」という要望が出されました。 

 

いすみ生物多様性戦略 
 自然と共生する里づくりをデザインして行くためには、明確なコンセプトとプロセスが提示されるこ

とが必要です。それが「いすみ生物多様性戦略」でした。 
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 有機稲作は、いすみ生物多様性戦略において重要度の高い施策として位置付けられました。さらに、

農村地帯の活性化に、有機稲作によって再生された豊かな水田生態系を多面的に活用することが提案さ。

れました。 

 先ずは、国の天然記念物であるミヤコタナゴをはじめとする水田生態系に依存する貴重種（ゲンジボ

タル・ヘイケボタル・トウキョウサンショウウオ、など）の保全です。 

他に、作物に被害をもたらす害虫の繁殖を天敵生物によって抑制すること、すなわち総合的生物多様

性管理（生物多様性による害虫防除）の実証的な取り組みもあります。 

 さらに、生物の多様性が豊かな水田生態系は、子どもたちの学びと遊びの場を提供してくれます。 

 しかしながら、理科の学習、自然体験、食育、農業体験などがそれぞれ独立して扱われているのがこ

れまでの日本の教育の現状です。 

いすみ市では、2016 年度から、有機水田をフィールドとして、理科・環境・農業・食が一体となっ

た授業プログラムの開発を進め、今年で 3年目を迎えています。 

 

里山里海資源循環 
 2017 年、里山の未利用資源の活用と地域内循環を進めるために、土着菌によって地域の有機質廃棄

物（米ぬか、もみ殻、落葉、家畜糞尿など）を発酵処理する堆肥の製造センターが設立されました。 

さらに、漁網に混獲された海藻や海岸に漂着した海藻を、堆肥作りに加える研究も始まっています。 

川を介して里山から里海へと供給された栄養分を里山へと戻す試み、里山里海資源循環の具体化が模

索されています。 

 

生物多様性の主流化 
COP10 を経て「生物多様性の主流化」という概念が提示され、生物多様性の保全と持続可能な利用

を、地球規模から身近な生活のレベルまで、さまざまな経済活動・生産活動・経済活動の中に組みこん

でいくことが求められています。 

 里山里海の生物多様性の保全・再生と自然資源の賢明な利用と、伝統的な農林業・漁業の見直しと資

源管理を軸に据えて策定されたいすみ生物多様性戦略には、生物多様性を主流化するための事業がいく

つも書き込まれています。そして、その先導的な事業が有機稲作を通して進められる自然と共生する里

づくりのように思えています。 

 

生物の多様性を育む農業国際会議 2018いすみ（ICRBA2018） 
 「いすみ生物多様性戦略」を下敷きにして「自然・

生物と共生する里づくり」を進めてきたこと、すなわ

ち、学校給食全量有機米の取り組み、伝統的な農林

業・漁業と資源管理、里山里海資源循環、流域の生物

多様性保全、貴重種の保護などを 1つ 1つ積み重ねて

きたことが評価され、2018年 7月に生物の多様性を育

む農業国際会議がいすみ市で開催されます。 

 この会議は、基調講演、各国報告（ブータン、韓国、

フィリピン）に加え、有機農業技術、田んぼの生きも

の調査・学校給食・水田生態系の貴重種・生物多様性

の主流化・流域ネットワークなどの分科会で構成され

ています。 

さらに地元開催イベントとして、有機農業の圃場見

学、エクスカーション(3コースあり)、ポスター発表

（大学や研究所など）・日韓田んぼの生きもの調査な

ど盛りだくさんの催しが予定されています。 

詳細は、下記、いすみ市の HPを参照ください。 

http://www.city.isumi.lg.jp/ 

 なお、私は事務局の一員として協賛受付から問い合

わせまで対応しています。（mmt.y-h.mm@nifty.com） 

 

 

http://www.city.isumi.lg.jp/
mailto:mmt.y-h.mm@nifty.com


ちば環境再生県民の会 

 

6 

おかげさま農場・産地の声  

１３３０号２月７日発行・「食べられるだけでも良しとしょう！」高柳 功 

 

今朝の気温は零下 4度。家の前の畑は霜が降りて真白です。畑の麦やネギなどは凍り付いて霜の結晶

が昇る太陽の光に反射してきらきらと輝いています。（朝 8時頃です） 

ニユースでは、日本海側の豪雪で動けなくなった車が数百台立ち往生と報道されていました。 

この寒さでは、例年だったらまあまあの出荷のところ、大根は小さいし人参は種まきが出来ずと仕事

に支障が出るほどになっています。 

「それでも北日本の豪雪からすれば良しとするしかないよなあ！」と。日本中が雪と寒波に覆われて

いる感じです。 

そんな訳で、宅配のおまかせセットもやっと揃えるといった感じで、小さかったりしますがご理解を

いただきたいと思います。食べられるだけでも良しとしょう！ 

今週は全てが凍り付いた状態なのでこれで。 

 

１３３４号・3月 7日発行 「大切な同志が脊椎間狭窄症に！」 
連れ合いが脊椎間狭窄症になってお医者さんからは手術を勧められていますが本人は 

“手術はしない”と頑強でいるので、とりあえず湯治に温泉に行きました。 

食と農の教室などと始めていますが、家族の健康も満足に満たされていない事を思うと情けないな

あ！と嘆く一方ですが、仕方ありません。食だけでなく、日頃の身体の使い方も大切です。無理をし

てしまった結果です。 

整体に通ったり、自宅で矯正運動をしたりしていますが中々元に戻りません。それでも何度も温泉に

つかったおかげか、楽になったと。 

背骨の異常なのに背骨は全く痛くもない、という。脊骨の中枢神経が骨のずれで圧迫され足に来てい

るようです。疼痛というのでしょうか。しびれや痛みが続いているのですが完治するのはあきらめて、

これ以上悪くならなければ良としようと話しています。（とりあえず自分の用は足りるので） 

 

で、昨日湯治から帰って育苗ハウスを覗いたらトマトもナスもすっかり芽揃いしていました。 

発芽率９０％以上ですのでまあまあの状況です。トマトの方が進んで子葉から本葉が出始めていす。

ナスの方は子葉が展開したところです。 

育苗ハウスも建て替えたので太陽が燦々と照りつけ気持ちがいい環境です。 

30年近く使ったハウスは、台風と経年劣化で支える支柱の根元が腐ってぼろぼろになっていたり、

強風や雪で屋根の骨がゆがんでしまっていました。 

新しいハウスは光線がまぶしいほどですが、一方でどうしたわけか温度が上がりすぎないのです。 

管理もしやすく快適な環境が出来ました。 

ジャガ芋の種が入りさっそくハウスの中で種イモつくりです。今年のジャガ芋の種は大きくて、包丁

で４つに切りました。その切り口に蛎殻石灰の粉をつけて植え付け準備完了です。昔は木灰をつけた

のですが間に合わせです。 

・温泉に行く途中の野山はまだ葉を落としたままの木々だったのですが、よく見ると枝先の芽が幾分

膨らみ始めているのが見えました。今は、土中から一所懸命に水分と栄養を蓄えている最中でしょう。 

来るべき季節に間に合うように吸い上げ、これ以上は吸えないとなったときに一斉に芽吹くのです。

（気温もあますが） 

渓谷の下にある小さな田んぼも耕転整備されて気持ちの良いドライブになりましたが、私たちの田ん

ぼを思うと気が急く旅でした。 

 

＊優しい高柳さんはご自分の不用心さを反省していられますが、女性は特に 50歳を過ぎると骨密度

が少なくなります。年齢を重ねると男女問わず骨粗相症に有りやすく軟骨が細く薄くなってきます。

また長い間の農作業や若いころのスポーツ、交通事故に遭遇したりと様々な症状が原になる頸椎狭窄、

脊椎狭窄症、椎間板ヘルニアなどの痛みが起こりやすくなります。天気により痛みがおきますので雨

の予感が出来ると言います。寒い時期から梅雨時までは言いようのない疼痛がおきます、古傷のある

方は特にご用心を！ 
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１３３９号・４月１１日発行 ・種子法と私たちの生活        
今晩はカナダのシュマイザーさんのＤＶＤを鑑賞しました。とても理不尽な話です。 

シュマイザーさんはカナダで菜種=キヤノ―ラ油を栽培していた農家です。 

シュマイザーさんの畑に遺伝子組み換えの種が紛れ込みモンサント社から訴えられた事の始まりで

す。近所の農家の菜種がこぼれてシュマイザーさんの畑に紛れ込んだのでシュマイザーさんからすれ

ば畑を汚染されたのはこちらの方だ、と訴えたのですが反対に、モンサント社は特許権を盾に特許権

侵害だ、として２０万ドルの損害賠償を求めたのでした。 

通念上は、畑の主の方が被害者だと思われるのに、遺伝子組み換えの種がどのように入ったかは問題

ではなく、作てることが権利侵害（特許権の）だと裁判になったのです。 

私達の常識からすれば本末転倒です。 

種子は地球の産物です。それに特許権を与えて、しかも勝手にその遺伝子を紛れ込ませておいて、そ

れはないと思うのです。さらに遺伝子組み換えでターミネーターテクノロジーとやらで稔りの最後の

段階で芽を出さないようにする。種をまいても芽が出ないようにして、作るなら種苗会社から買わな

い訳にはいかない、そんな技術まで開発しています。 

研修できている娘さん達と観たのですが、何とも不気味な世の中になってきてようです。 

日本は今のところ遺伝子組み換えは認められていませんが、各地で試験栽培が始まっています。 

今年の 4月には種子法が廃止され、民間に委ねて（種苗会社に）任せる方向に舵を切っています。 

そして農家が種を取り翌年に使うことも禁止するなんていう話もあります。 

未来がとても心配になります。 

遺伝子組み換え作物を私は食べたく有りませんが、既に日本国民が食べている食用油の大半は遺伝子

組み換えの油と言っていいでしょう。とは言ってもほとんどの人達はそれを知らないで食べてしまっ

ているようです。 

どうなるか、壮大な人体実験をしているようなものです。ＴＶでは医療費の増大（４０兆円を超えた） 

に対して保険料の値上げや初診料の引き上げなど対策を労しているようですがこれも本末転倒とい

う気がしてなりません。行く末が私たちの健康=命、子孫に関ることなのです。  高柳功 

環境シンポジウム千葉会議 

大島の研修旅行報告   ・西川・鴻池・三須 
環境シンポジウム千葉会議で、ここ７－８年研修旅行を続けて来ました。 

このことは、「美しい日本の自然の探索と未来へ申し送る私たちの責務と使命」であり、この研修旅

行は、日本人が長年築いてきた歴史と自然を訪ね、そこは国立公園でもあり世界遺産でもありました。 

 特に今回の大島研修旅行は、「椿油搾油」体験が最大の目的でした。 

自然の身近な産物（椿の実）を、人間生活の営みのため利用するという､尊い知恵と工夫を知ることが

出来たのです。 

 環境問題に取り組んでいる私たちにとって、美しい日本の自然をずっとずっと護り続けて行きたい

ものです。自然環境がこれ以上壊されないようにとの願いが根底にあります。西川 

 

「地層断面」 
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日程：2018年 1月 31日（水）～2月 1日（木）参加者 ７名 

天候：晴（1月 31日夜は皆既月食） 

行程：1月 31日 8時集合・竹芝 8時 30分ジェット船出発・10時 15分大島着・島内研修 

岡田港→大島公園→三原山頂口（昼食）→波浮港見晴台→地層断面図→岡田港 18時大島温泉ホテル着 

：2月 1日 9時 ホテルバスにて出発・9時 40分 大島ふるさと体験館到着・椿油搾り体験 

       12時 路線バスにて元町港へ（昼食）源為朝館跡見学など 

       15時 10分発 岡田港発竹芝桟橋行ジェット船出発（久里浜経由） 

17時 15分竹芝桟橋到着 

「伊豆大島」 

伊豆大島の行政管理は東京都であるのに伊豆大島と言われている。江戸時代までの行政管轄は伊豆の国

であったため伊豆大島と呼ばれていた、明治政府の誕生で廃藩置県が行われ東京府に委譲され大島町と

なったが、呼びなれた伊豆大島が使われているとのことです。 

 

「地層断面」 

地層断面は島内道路の整備の際、山を切り開いた時に偶然に現れた地層である。地質学者の調査で縞状

に重なった地層は三原山の噴火に伴い噴出した火山灰の堆積物で、層の数と厚み,構成物資を調べるこ

とで三原山の噴火の歴史を知ることが出来る貴重な地層です。「大島公園の椿」 

伊豆大島には 300万本の椿（在来種）が自生していると言われて、大島公園には世界各国の椿が集めら

れて学ぶことが出来る施設です。お目当ては黄色の椿であったが開花時期前なので観る事が出来ないと

あきらめかけていたところ温室内にひっそりと咲いているのに気付き、無事観賞できました。 

 

 
・大島公園の温室内の黄色い椿の花         画像 鴻池 

「源為朝流刑管跡と為朝神社（頭殿神社）」 

 

弓の名手として知られる源為朝は保元の乱で敗れ、伊豆大島に流罪となった。 

流罪とは言え為朝の地位に見合った館が与えられたようで立派な赤門が当時の華やかさを伝えている。

屋敷跡には抜け穴、物見台も備わり戦闘が可能な館であった。源為朝は島の代官の娘を嫁に迎え、 

周辺諸島に勢力を拡大したため,朝廷から討伐命令が出され朝廷軍が押し寄せた時に自刃して果てた。 

敷地内の奥まった所に為朝神社がひっそりと建っている、伊豆の国大島の藤井代官が守っている。 

「椿油の搾油体験 」  

ふるさと体験館は椿油、染め、焼き物が出来る施設で旧来型の搾油道具を使用した椿油搾りが体験出来

ました。 

最初は臼に乾燥した椿の実を入れ、杵で実を潰す作業を行う、これが結構重労働で、そこで指導員は途

中から機械式の潰し機を使って実を砕いた。次に油を絞りやすくするため砕いた実を蒸し籠に移し約

10分間蒸す、蒸した実は麻袋に入れ、玉搾り機（半球状の受け皿に置き上から半球状の丸み石で挟み、

油圧で押しつけると隙間から滲み出て来た油はわずかに白く濁っている。 

そのままにすると酸化してしまうので、加熱して水分を蒸発させると琥珀色の透明油となった。 

出来た油でアシタバを炒めて試食させてくれた。ふるさと体験館には横板圧搾機械、シリンダー式圧搾

機、溶剤抽出装置、水分吸収装置が設置されていて、油の製造が学べる施設となっている。 三須 
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当ちば環境再生推進委員会は 16年前・菜の花エコの始めに千葉県内の搾油所探しをした。 

佐原にも古くから玉締め搾りでこの大島と同様の工程を手仕事のごま搾油所が有ました。また千葉港近くには大

手メーカーが外国から入る種の搾油工場が有りました。最低搾油種は 500ｋｇ以上でした。搾油された油は、幾重

にも有るろ過装置や熱をかけて通過した油を白土処理などをして製品化していました。また薬品を入れて透明に

するなどと規模の大きさでした。 

種を 500ｋｇ集めるとなると、かなりの畑が必要になり、市民団体ではそこまでは無理なのと集めるのが大変なの

で、この事業では小型の搾油機械の導入をして、小学校や自治体に貸し出しをする程度となりましたす、ガマの

油売りの口上では有りませんがトロリトロリと時間をかけて出て来た油を又時間をかけて沈殿させてからコーヒ

ーフィルタ―でろ過をし透明な油を作る装置です。菜の花・ヒマワリエコに参加していた団体の中にはみんなの

種を集めて、取手市に有るやはり茨城菜の花エコ活動のＮＰＯ団体に委託をして安全で綺麗な琥珀色の油が瓶に

入り出来上がってきます。・おかげさま農場、・松戸の松飛台小学校は今も此処に持ち込んでいます。中岡 

 

居場所づくりはじめています  

居場所づくりの会 代表 谷合 哲行 

  

2017 年 5 月から活動を行っている居場所づくりの会の活動状況について報告させていただ

きます。当初はエコメッセちば実行委員会・広報交流部会のメンバーを中心に活動を開始しま

したが、しょうがい者自立支援事業を行っている方や高齢者や社会的弱者の自立と支援を行っ

ている福祉系の団体の方など地域で活動する幅広い世代・年代の方にご参加いただき、活動の

幅を広げてきました。どのような方にとっても、現在の生活を質的に改善させ、自立的な生活

を営んでゆくためには、正しい知識と現状認識が不可欠です。また、そうした活動は本人一人

では決してできない活動であり、自らの状況を正しく認識・整理して考えをまとめ、行動して

ゆくためは様々な能力と経験を積んだ人たちとの交流が欠かせません。そうした年代や世代を

超えた福祉と教育を融合する社会教育の場を提供することを目指して活動の輪を広げていま

す。特に会の発足からこれまでのところは、我々の活動に参加・協力してくれる中核メンバー

の発掘と会として提供できるコンテンツ作りを行ってきました。現段階で会として提供できる

コンテンツのいくつかをご紹介させていただきます。 

 ①ものづくり系コンテンツ 

日常生活の中で使えるものを自ら作り出す活動は 3R 的な活動として環境教育にもなります

し、身近な材料から衣・食を賄うという考えは自立した生活の第一歩にも繋がります。せっけ

んの街や使いまわし工房での活動によって廃食用油や生活用品のリサイクル活動を行ってき

た中岡さんのもつ知識や技術を継承しつつ、より現代のライフスタイルに合った方法で教育プ

ログラム化をしています。原点となる廃食用油のせっけん化もスケールダウンして、少人数家

庭での一食分を想定した分量をそのまま短時間でせっけん化する方法にしていますし、作った

せっけんを用途に応じた様々な形状に加工するプログラムも検討しています。 

もう一つのものづくり系のコンテンツとしては”料理の科学”があります。パンやピザなどの調

理の過程で発酵を行う料理は、食と微生物の関係を学習するのにうってつけの教材です。ヨー

グルトやキムチなどの発酵食品にも広げられます。また、クッキーのように一見すると発酵工

程を伴っているように見えて、発酵させずに化学反応によって食感を調整している料理もあり

ます。こうした料理方法を科学的に解説し、様々な料理を楽しむことは自らの生活力の向上に

もつながるとともに、料理を通じたコミュニケーションにつながっています。美味しいものを

みんなで一緒につくって食べる楽しさは人類共通のものですね。 

②健康維持・健康増進コンテンツ 

高齢者の予防医療や健康増進、能力改善を目的とした活動を行っているメンバーを中心とし

て、体操やヨガを通じた健康維持・健康増進のためのコンテンツ作りを進めています。それぞ

れ自らが主宰する団体を持っているメンバーも多く、そうした団体とのコラボレーションや場

所・参加者・人材などを共有、共用することで、双方の活動を盛り上げて行きたいと考えてい

ます。もちろん心身のどこかに傷を持ち、社会から孤立しがちな人たちに安心して居られる場
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所を提供し、健康な心身と本当の自分がやりたいことを見つけ出せるような場所と機会を提供

してゆきたいと考えていますので、メンバーの中にはカウンセラーの方も参加しており、参加

者の心身の回復にも寄り添いながら、継続できる教育プログラムを確立してゆきたいと思って

います。 

③学習系コンテンツ 

知的欲求は年代・世代・性別を超えて人として常にあるものです。インターネットや様々な

情報媒体を経由して膨大な量の情報が社会に氾濫しています。しかし、知りたいと思った時に

正しくその情報を入手してその知識を応用・利用できているかと聞かれたら、ほとんどの人が

できていないと応えるでしょう。情報量が多すぎて正しい選択ができなくなっていることに加

えて、最初から”フェイク(偽り)”の情報も多く含まれています。そんな時代だからこそ、事実

に基づき、科学的に検証可能な”確かな情報”や”正しい知識”を入手し、自らの頭で考え、時に

は自ら実験的な方法で検証しながら情報を利用して行く必要があります。そんな知識や情報の

解説・紹介と実験的な検証を行う学習系コンテンツも提供しています。これまでの活動の中で

も船橋で三番瀬の保護と三番瀬を通じた環境学習を行っている団体と協働で勉強会や周辺地

域の調査を行い、青潮問題に対して、改善につながる新しいアプローチを提案し、実証的な実

験を行いたいという段階まで進んできています。地元の自然を環境学習の教材として活用する

ばかりでなく、その裏にある課題や問題までみんなで共有・認識して、協力しながら共存しつ

づけられる社会づくりに貢献し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 

mailto:drtaniai@mx3.ttcn.ne.jp
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平成 29年度活動報告 
１７年度の活動下記の団体にちば環境再生県民の会として参加しました。 

・環境パートナシップちば ・エコメッセ２０１７年ちば ・環境シンポジゥムちば 

・手賀沼流域フォーラム実行委員会・松戸実行委員会開催②事業を後援しました 

・松戸市民活動サポートセンター開催の行事に参加・ 

・「手賀沼をもつと知ろう」 

松戸サポセンのレッッ体験に参加して中学生 6名・高校生 3名の応募がありました。バスで①親子学習

会単独浄化槽のマンホール～大津川水調べ～手賀沼ヘドロ 

②根木内城跡から手賀沼せっけん工場・ 

③手賀沼まとめの学習会   

 

まつど未来フェスタに参加 
 

松戸市民活動サポートセンター主催の行事 

松戸駅東口、西口を中心とした 5会場で開催 

日差しの暑い日でしたが参加団体が一つになり楽しい

お祭りでした。 

 

・実行委員会には高校生、大学生、お母さん、お父さ

ん、お兄さん、お祖父さん,おばあさん、とこどもそれ

ぞれに加入している団体から実行委員会を構成して事

前会議数回・当日の後始末までをどこの会場も手際よ

く活動をしていました。 

私たちの会場は駅前西口公園という遊び場の会場 

此処には消防署の許可で火を使うことが可能なので団

体が集まりました。 

・こどもの遊び・食の仲間・私たち資源循環型社会作り仲間 4団体（エコメッセ参加団体）ＪＦＳＡリ

サイクル衣類販売のＮＰＯは支援しているパキスタンカレーの販売・つかいまわし工房は着物リメイク

作品展示と沖縄からのバラジャムの販売。 

・県民の会ではつかいまわし工房の協力でヒマワリ油を入れたサ―タ―アンダギを 200個以上を無料配

布しました。おかげでこどもさんが募金箱に入れていただきました。（中を見ていいません） 

・つかいまわし工房Ｇでは西口駅前ステージで当日参加の小さいこどもたち(そのお母さん)と参加し作

品を着てフアッションショ―をしました。 

・観ていた方の中から教室への参加者がありました。 

 

ＮＰＯ環境パートナーシップちば第一回総会・ 

・5月 19日（土）千葉市キボールホール内 13Ｆ会議室 

ＮＰＯ設立後・初めての総会です。千葉市の団体なので受付団体の監督は千葉市。 

12月に設立総会を経て平成 30年度の第一回総会が開催されました。 

理事の中にはＮＰＯを立ち上げ時に県としてＮＰＯ推進室の担当者をした方や自らＮＰＯ団体の理

事長もいました。何分にも初めてのことでありこれからということでした。 

・県民の会は 18 年前に環パの会員で組織されました。会員は小さい団体を熱い思いで活動を支えてい

ました。 

・１９９８年・弱小の市民活動団体はすべて自前で苦労していた中でＮＰＯ活動推進法案が採択される

のを待ち望んでいました、２０年たち待望のＮＰＯを立ち上げた団体も高齢となり活動を停止したと

ころもあります。 

・現在の団体として大きな財源が有、予算が組まれています。その分これからの活動がたいへんだなと

映りました。 
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・平成 30年度活動予定 
＊資源循環として個人が参加できる廃食油回収ステーション県内支松戸六高台・船橋市上山 

  ポリタンクを常設している、町会などに参加を呼び掛ける 

＊2018年・手賀沼流域フォーラム松戸実行委員会の活動を後援・共催・松戸市  

・後援・ＮＰＯクリエイティブまつど工房・松戸消費者の会・生活クラブ生協松戸 

・ＮＰＯせっけんの街・ちば環境再生県民の会（実行委員長）・つかいまわし工房Ｇ   

・見学会 7月 21日・六実市民センター・9時集合 

庭排水の流れを調べながら大津川までの状況と手賀沼の沼水とヘドロ調べ・生きもの（魚）調べ 

手賀沼水生生物研究会、鎌ケ谷市の協力を得て開催 

・学習会 8月 4日・13時～15時・松戸市活動サポートセンター作業室（当日入口の表示を見て確認） 

（松戸駅より市川行き矢切りを通るバスにて 5分） 

「川の水調べと循環・水は生きたり死んだりするのだろうか」分かりやすい水調べの方法を 

「講師・瀧和夫先生・ちば工業大学名誉教授」 

長年印旛沼・手賀沼の委員会に関り、退官後はアジアの水問題を現地で活動している 

＊夏休みレッッ体験の受け入れ（中・高・大） 

・8月 4日 16時から同所にて・宿題のまとめなどをします。 

 

2018エコメッセちばに参加 平成 30年 10月 8日 

・個人としても出来る資源循環を見ることで行動を促す 

・ヒマワリエコの循環を紹介 

種から種取りまで、搾油の油でドーナツの生地に練り込んだり揚げたりと利用できることを 

・ヒマワリの種取り？大きなう花が咲く事を願います。ビニールシートを敷いての作業はこどもたちが

夢中になります。 

 

手賀沼フオーラム実行委員会主催行事・いずれもＨＰをごらんいただき申し込んでください。 

・手賀沼流域フォーラム実行委員会とは 23 年前に手賀沼の浄化対策実行活動のために組織した。流域

は我孫子、柏（沼南町）、流山、松戸、鎌ケ谷,白井、印西各市がそれぞれの市でも環境グループが実行

委員会を組織して活動をしてきた。なかでも全体として手賀沼に緊急事態が発生すると協力している。

これまでにはアオコの発生に対処、ハスの生育を止める対策などをして来た。 

6月 23日外来水生植物駆除体験講座フォロ―アップ 2回目 
１回目 3月 11日に作業のボランティアを募集した継続事業で駆除対策 

・ツルノゲイトウ・オオバナの駆除。浮いている茎が打ち上げられているのを集めて，土嚢に入れて

一時保管場所に運ぶ 

  9月 23日手賀沼緊急事態！外来水生生物駆除体験講座（第 2回）  

 講義/講師千葉県中央博物館・林紀男講師による 

・手賀沼の水生植物の推移の様子と外来生物植物繁茂の現状 

・特定外来生物について、生態の違い、見分け方 

10月 14日 10時～15時こども向けワ―クショップ開催 ・我孫子市アビスタホール１Ｆ 
    身近な生き物の面白い習性や不思議な生態に触れ、自然科学に興味を湧かせるように 

印旛沼も繁茂が著しいので手賀沼と同様にまたまた汚染度が高くなりました。 
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