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平成３０年度第１回ちば環境再生推進委員会   
 

ちば環境再生推進委員会の開催 

＜第１回＞                          

・ 日時：平成３０年 10 月２４日（水） 午後３時から 

・ 場所：ホテルプラザ菜の花 ４階 特別会議室 
30 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   ・石渡安博・一法師雅巳 ・中村公一(欠席) ・小茂田勝巳(欠席) 

：環境関係    ・杉田昭義 

:千葉県      ・玉田浩一         以上 10 名 

 

:傍聴者     ・谷合哲行（ちば環境再生県民の会） 
 

１ 開  会 
  千葉県環境財団理事長より挨拶 

 
議  題 
（１） 委員長の選任 

ご挨拶。（田畑貞寿さんが推薦された） 
委員長の挨拶 平成 14 年度に初回が開催され以降 2 年ごとに更新されてきた。当初、こ

の会はゴミ問題を議論するところだと思っていたが環境問題全般について考えていくと

ころになりました。オリンピックまであと２年だが、この委員会の委員長を引き受けいた

します。 
 

（２） 副委員長、部会長の選任 
・副委員長には石渡安博（千葉県商工会議所連合会専務理事）さんが 
・事業部会長には首藤英里子（千葉県生活協同組合連合会専務理事）さんが 

 ・負の遺産部会長には杉田昭義（千葉県産業資源循環協会会長・元産業廃棄物協会）氏が    

それぞれに指名された。 
＊議事に入り担当事務局柴田さんより詳細な説明があった 
10 月 30 日に成果発表会が開催される。 
・助成を受けた 6 団体と市原八幡高校のおさかな研究会の発表が行われた。 
・廃食油燃料利用促進プロジェクト事業の発表を予定されている。 

             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３８号発行日・平成(2019 年)31 年１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 

（３） 平成 29 年度事業報告について 
（１）再生基金助成事業 

助 成 事 業 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 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 
 ０ 

     

０ 
 

環境活動見本市等普及啓発支援事業  ２  ２，９２３  
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/13 件  ８   ５５１  
収集/5 件  ―   ―    

負の遺産対策事業 
 ０ 

     

０ 
５月・10 月募集 

 
 

６４ １２，９０９ 
 

（２）啓発・募金活動   

  ① 募金の状況 

    ４０３件   ５，８５２，３５２円 

          ※６月環境月間に職場募金のお願い 

  ② 感謝状贈呈 

１８件   ※環境生活部長より 29.7.28 贈呈 

１社サッポロビール(株)千葉統括支社・千葉工場、 

  ③ イベント参加     ９件 

  ④ ちば犬着ぐるみ貸出  ５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 

                ※エコメッセ展示・紹介 

                ※５４市町村へ報告 

４ 平成 30 年度事業実施状況について 
（１）再生基金助成事業 

助 成 事 業 申請数 申請金額(千
円) 

備考 

県民の環境活動支援

事業 

１０万円以下 ３１  ２，８９１  
２５万円以下 １９  ３，５０３  
２５万円以上 １０  ４，９３９  

提案型環境再生事業  ０ 
     

０ 
 

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  ３   ２５０  
廃食油燃料利用促進 
プロジェクト 

回収/13 件 
 ５   ４２６ 

5 月 
2 件応募 

収集/5 件 
 ― 

     

― 
 

負の遺産対策事業 
 ０ 

     

０ 
５月・１０

月募集 

 ７０ １５，００９  
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（２） 啓発・募金活動   

① 募金の状況 

  ３２４件   ３，７５９，５７６円 (30.9.30 現在) 

           ※６月環境月間に職場募金のお願い 

② 感謝状贈呈 

 ６件  ※30.5.29 森田知事より贈呈３社 

          （株）伊藤園、（株）京葉銀行、イオンリテール株式会社 

30.8.01 森田知事より贈呈１社・サッポロビール(株)                

 ③ イベント等啓発事業 

 

（３）助成金説明会・活動成果発表会 

    日時： 平成 30 年 10 月 30 日午後 1時～4時 30 分 

    場所： 千葉市生涯学習センター 

 ① 助成制度の説明 

 ② 助成団体による 29 年度活動成果発表・・・10 団体 

 

（４） 助成事業(３１年度活動)の募集 

 ① 募集期間 

   平成３０年１１月１日(木)～１２月１５日(土) ・当日消印有効 

 ② 審査・交付決定 

   ・第１次審査    ：３１年１月 

   ・第２次審査、ﾌﾟﾚｾﾞﾝ：３１年２月 

   ・交付決定      ３１年４月１日付け 

 

＊県民の会としては 
今、千葉県環境基本計画の 10 年毎の見直しをする委員会が立ち上がり策定をしています。このちば

県環境再生基金はその計画を推進するためにも、膨大な中の一部だと思いますが確実な検討をしてい

ただきたいと願います。（10 年前・20 年前の検討委員会に参加） 

平成 14 年当初、この基金は千葉県の中にあった幾つかの基金と産業廃棄物協会から多額の寄付と市

民からの募金合わせて 11 億円でスタートし現在では 8億円余りとなり、毎年 1200 万円ほどの募金を

目標にして来ましたが近年募金額が減少しています。 

29 年度負の遺産には金額が大きくて応じられない事例が有りました。 

この委員会発足当初は県内各地で不法投棄が行われて、強制代執行として間に合わないような緊急性

の高い事例が適応されたこともありました。 

県民の生活に対して緊急性がある事例として「国道４６４沿い千葉ニュータウン」に不法投棄された

ドラム缶が時間経過による錆びが発生し、一部が流れだし生活用水を脅かす緊急性のあるものについ

て助成されました。 

ゴミの種類は東京湾をまたがる橋の通行料が安価になったことによるダンプの往来の中に違法な業

者が県外からの持ち込みがなども見られ、持ち主の不明なゴミが山となり自然発火なども起こりま

した。様々な問題が生じた為対策として、ゴミの 24 時間 G 面なる人が監視をしていた時期もあり。

県、市など自治体のたゆまない働きにより様々な施策が活かされています。 

また莫大な費用のかかる事例の為に多額の処理費の一部を地元自治体が負担出来る事が立前とな

っている為、ここが足かせとなる事も原因と思われます。 

しかしこれを崩すとゴミの処理代の為の基金になってしまいます。「ごみ処理のみの基金では無い」

と言う事が根底にあり、矛盾にがあると思うが崩してはならないと思います。 

 

助成金の配付内容について数回の見直しを計り助成額、年数などの変更など助成内容の緩和で小さい

団体でも活動が継続して出来るようになり、多くの団体が応募をして助成を受ける事が出来ました 

私たちの周りにある自然・海・川は見とどけていないと生物多様性の植物（特定外来生物）やゴ

ミに覆われる。何よりも地域の現場で活動をしている方々の広がりと継続を願います。中岡 
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環境再生推進委員会傍聴報告  
 谷合 哲行 

 

 

2018 年 10 月 24 日(水)にプラザ菜の花 4 階特別会議室で開かれた平成 30 年度第 1 回
ちば環境再生推進委員会を傍聴した。毎年 2 回開催されるこの委員会ではちば環境再生基金

の助成事業の運営について議論されている。例年 10 月に開催される第 1 回で前年度の事業

報告と当該年度の進捗状況および次年度の助成事業の募集概要などが報告される。第 2 回で

は翌年度の助成事業の応募状況や対象事業の申請内容などが報告される。 
平成 29 年度事業では県民の環境活動支援事業では 52 件の事業(10 万円以下 20 件, 25 万

円以下 24 件,25 万円以上 8 件)、環境活動見本市等普及啓発支援事業 2 件、未来の環境活動

担い手支援事業 2 件、廃食用油利用推進プロジェクト 8 件が実施され、総額 12,909,000 の

助成金が交付された。当日配布された事業報告書には助成対象事業の活動地域が示された県内

全域の地図が入れられており、本助成金が県内全域の環境保全・改善事業に対して活用されて

いることがよくわかるものになっている。また、10 月 30 日には平成 31 年度分の助成金説

明会と共に平成 29 年度助成事業活動報告会も開催され、次年度の申請をする上で大変参考に

なる報告会になっている。一方、平成 29 年度も提案・応募がなかった提案型環境再生事業や

負の遺産事業については、平成 30 年度も応募がなく、本誌第 37 号に掲載した通り、助成事

業の在り方自体を大きく見直さなくてはならない時期を迎えている。委員会の中でも廃棄物の

不法投棄自体がなくなった訳ではないので、県内の廃棄物問題の実情に合わせて、希望者が利

用・申請しやすい制度的に改められることが期待される。 
平成 30 年度事業では、県民の環境活動支援事業では60件の事業(10 万円以下31件, 25 万

円以下 19 件,25 万円以上 10 件)、環境活動見本市等普及啓発支援事業 2 件、未来の環境活

動担い手支援事業 3 件、廃食用油利用推進プロジェクト 5 件が実施され、総額 15,009,000
の助成金が交付予定であることが報告された。平成 29 年度より件数で 8 件、助成金額で 210 
万円増加している。特に一件 10 万円以下の小口の環境活動支援事業が応募者にとって利用・

申請しやすく、応募・採択件数が増加している。他の助成事業を見ても、同種の助成は少なく

なっており、県内各地の草の根の環境保全・改善事業を支援する貴重な助成事業になっている。

また、同一事業内容での繰り返し申請を制限する規定が設けられているが、助成を受けること

で活動範囲や事業内容が進化・発展してゆき、制限回数内には新しい事業がスタートしている

場合も多く、そうした意味からも事業の継続ばかりでなく、発展にも貢献する助成事業になっ

ている。急速に進む団体の高齢化への対策として、次世代育成を目指して作られた未来の環境

活動担い手支援事業は、高校生などの教育機関からの申請・利用を想定していた。しかし、実

際の教育現場ではゆとり教育の見直しから学生の課外活動の機会と時間が縮小されており、こ

うした助成金の申請・利用は困難になっている。一方、教育機関以外でこうした助成事業に対

して提案をできるところはほとんどない。平成 30 年度は環境パートナーシップちばが教育機

関以外で初めて事業提案をして採択されている。今後、同様の社会教育的な事業を実施してい

る団体に対しても助成対象を拡大するような助成対象の拡大が必要になるかもしれない。 
千葉県では現在、平成 31 年度 4 月公開を目指した県の環境基本計画の改定作業が進めら

れている。2019 年から 2028 年までに 10 年間の環境政策の基本となる計画であり、環境再

生基金の在り方についても再検討されている。当日配布されたドラフト案でも基金の継続と運

営体制が維持される予定であることが記載されている。平成が終わり、新たな年号がスタート

する 2019 年は新しい時代の幕開けを象徴する年になりそうです。2020 年にはオリンピッ

ク・パラリンピックも開催され、華やかなイベントと事業が多数計画されています。新しい元

号・新しい時代が、真に持続可能で誰にとっても生きやすく・心地よい時代になるように、活

動する人を応援する助けとなる助成事業を継続していただきたいと思っています。 
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エコメッセ 2018 から 2019 に向けて  
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した。今年は「ちばから発信!SDGs」をテーマとして掲げ、112 団体が出

展、来場者数は約 9000 人でした。2015 年に国連が提唱・採択した 17 分野の開発目標 SDGs 

の達成のため、国内外で活躍する団体の活動を紹介するとともに、県内各地で活動する企業

や行政、市民団体などが出展しました。昨年に引き続き、今年も日程的に大学、教育関係か

らの出展が難しかったのですが、SDGs をテーマ

に掲げることで自由来のエコメッセには出展し

てこなかった分野からの出展が増え、これまで

以上に多様な団体が参加できるイベントになり

ました。SDGs をメインテーマにしたことで、出

展申し込みの段階から各団体に SDGs の 17 分

野のどのテーマに一番高い活動をしているかを

選んでもらい、イベント当日も各テーマをイメ

ージするロゴをすべてのブースに張り出し、

SDGs を前面に出したイベントを演出しました。

当日同時開催した環境パートナーシップちば主

催の SDGs・気候変動シンポジウムでは、SDGs 理解促進セミナーやパネルディスカッションが

行われ、SDGs という言葉を初めて聞くひとにとっても分かりやすく解説する入門的な内容か

ら、実際に様々な活動の中で実践されている方々にノウハウを聞く実践的な内容の講座まで

行われました。また、昨年から千葉県循環型社会推進課と連携して実施しているフードドラ

イブ活動(食料品の回収や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)、千葉

市と連携して実施している COOL CHOICE 賛同登録なども継続して実施しています。 

 今年度特に注目された団体としては、青年海外協力隊(JICA) です。世界各地で国際協力活

動を展開しており、日本国内でも様々な場で SDGs の普及・啓発活動を展開しています。今

回は地球環境教室・地球写真展などのブース・パネル展示と共にセミナー・シンポジウムに

も講師派遣や JICA・SDGs 吹奏楽団による演奏・講演も行われました。20 人近い吹奏楽団の

生演奏が響き渡り、多国籍な民族衣装をきた人たちがブースで多様な言語で会話をする光景

はこれまでのエコメッセにはない新しい光景であり、”エコ”にとどまらない”エコメッ

セ”の多様な発展を象徴するシーンでした。 

昨年は一人も希望者がいなかった千葉大学からのボランティアも 2 人入り、当日ボランテ

ィアは延べ 96 人にもなりました。実行委員や出展団体ばかりでなく、多くのボランティア

に支えられてイベント運営が行われています。今後も積極的にボランティアの募集・受け入

れを続けてゆきます。 

エコメッセ 2019 in ちばは 2019 年 10 月 20日(日)に幕張メッセ国際会議場で開催され

ることが決まっています。まだ、テーマなどは決まっていませんが、今年と同様 SDGs にち

なんだテーマが設定されると思います。また、オリンピック・パラリンピック関連企画につ

いても検討がスタートしています。”エコ”にとどまらない”エコメッセ”がこの先どこに

向かってゆくのかは、まだ定まっていませんが、これまでに出展していただいた県内外の団

体と共に持続可能なイベントとして来年もエコメッセ 2019in ちばを開催したいと思ってい

ます。本誌読者の皆さんとも来年の会場でお会いできることを楽しみにしています。 

 

 



ちば環境再生県民の会 
 

6 

「豊かな里山を次世代へ三番瀬の未来を市民で守ろう」 
NGO三番瀬のラムサール条約登録を実現する会 ・事務局：渡辺優子 

  

 

富士山とユリカモメの乱舞         撮影者：田久保晴孝氏 
 

三番瀬は、世界的にも貴重な干潟・浅海域と言われています。 

東京湾の干潟は、90％以上が埋めたてられ戦後のわが国の高度経済成長を支えてきました。 

しかし江戸前の環境を守ろうとする 30 万人の署名等によって、1800 ヘクタールの貴重な干潟・浅海域が残

されました。 

三番瀬は、首都圏３千万人の大量な生活排水が流入するにも関わらず、合計 647 種の生物が確認されていま

す。また野鳥では、めずらしいミヤコドリやスズガモなどの日本一の飛来地になっています。 

東京湾でも貴重なカキ礁も多数存在しています。多用な生物が生息する自然環境を残す豊かな浅海域です。

この多様な生き物が海水を浄化する能力は「16万人の下水処理場」に相当すると云われています。 

三番瀬の生き物たちは、東日本大震災や青潮・赤潮により汚れ傷ついた自然の中でも元気に営みを続けて

おり、漁業も続けられています。また三番瀬にちなんだ文化的、民俗的行事も地元の人々によって引き継

がれており、三番瀬はまさに「生きた海」なのです。 

当会（NGO 三番瀬のラムサール条約登録を実現する会）は現在でも豊かな自然環境を有している三番瀬の保

全・再生する第一歩として、干潟・湿地保全を目的としたラムサール条約に登録実現することを目的として

活動しています。 

当会の活動は船橋市役所1F美術画廊で年1回、三番瀬の生き物展示や写真展示、それと御菜浦・三番瀬ふな

ばし港まつり、ふなばし環境フェア等に出展し三番瀬水族館を作り、啓発活動を行っています。 

 

港まつりに参加                 市役所での写真展で現役の漁師さんが説明 
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青潮(苦潮)改善に向けた一方策              谷合哲行  

 

フィールドミュージアム三番瀬と関わる中で表題・青潮(苦潮)を改善する方策を検討し

ています。一応、本業(分析化学が専門です)にも関わっていましたので、実験的な検証も

して二つの案を提案し、学習会などを行いましたので報告します。 

①銅を電極版に用い

た硫化水素の分解 

対策場所が海という

ことで、海水による腐

食も考慮して銅板を電

極板とする化学電池を

組み、海中の硫化水素

を酸化して硫黄に、陸

上の水槽中では銅イオ

ンから銅を生成させる

ことで酸化還元反応を

行い、青潮(苦潮)の原

因物資である硫化水素

の分解ができることを

理論的にも実験的にも

証明しました。この系

は起電力が小さく反応

速度が遅い欠点があります。 

②鉄を電極版に用い

た硫化水素の分解 

①よりも反応速度が

速く、より起電力が大

きな反応系として鉄を

酸化剤とする化学電池

を組み、海中の硫化水

素を酸化して硫黄する

ことも可能であること

が理論的にも実験的に

も証明できました。た

だ、この系は電極板に

鉄を使用するので、海

水や潮風による機材の

腐食が実用上の課題と

して予測されます。 

こうした反応は比較

的小型の機材でも再現できるので、公民館や居場所づくりの会の浜町事務所などでも体験

型の学習会を実施しています。ご興味・ご関心をお持ちの方は下記までご連絡ください。 

連絡先 : 居場所づくりの会 代表 谷合哲行(drtaniai@mx3.ttcn.ne.jp) 

フィールドミュージアム三番瀬 事務局長 斎藤清 (kiyoshi092712345@gmail.com 
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温故「創」新 ～グンデル神楽による蕪木八幡神社の例大祭～        手塚 幸夫 

 
2018 年 10 月 21 日、山武市松尾の蕪木八幡神社、秋の例大祭でバリ島の音楽と踊りによる「グンデル神

楽」が奉納されました。このバリ島の舞踊と演奏の奉納は、グンデル神楽の創作者である猪野尾洋美（いのお

ひろみ）さんが 2000 年に奉納したのが始まりで、以来 19 年間続けられています。そして、今では八幡神社の

氏子に加え、踊り手が県内各地さらには都内から駆けつけるようになり、さらに、各地から見物に来る人も

増えてきていて、数年前からは例大祭のメインイベントとなっています。 
神社の例大祭でバリ島の舞踊と音楽、この組み合わせを奇異に感じる人もいるでしょう。しかしながら、

2003 年から関わらせてもらっている私にとしては、ごく自然の流れの上に現在の形ができてきたように思

われます。そして、お祭りが途絶えてしまいそうな地域にとって、維持あるいは再生させていくためのヒン

トが隠されているように感じています。 
 
１ 19 年間の演目と演者の概要 

3 名のガムラン演奏者を携え初めて猪野尾さんの舞踊が

奉納された時、観客は宮司、神社総代など数名だけだった

そうです。その後の 3 年間、いすみ市、東京、バリ島など

から踊りや演奏の応援を得てバリ島の踊りと音楽の奉納

が行われてきましたが、観客が一気に増えるようなことは

ありませんでした。 
転機となったのは 2004 年です。この年に猪野尾さんと

いすみ市のグンデルグループ「クスモ・サリ」代表の木倶

知（きくち）のりこさんにより「グンデル神楽 むかしむか

し」が創作され奉納されました。さらに、クスモ・サリの

演奏に合わせて地元の子どもたちが踊る「花の舞い」も奉

納されました。日本の昔話や神話が題材となり、さらに地

域の子供たちの踊りが奉納されることで、神社と氏子とバ

リ芸能の間の距離が一気に縮まり始めました。 

 
 

グンデル神楽を踊る猪野尾洋美さん 

以後、昔話しや神話、地域の民話を題材に「グンデル神楽」が創作され、その年の新作が奉納されていき

ました。2015 年以後に創作された演目は「花坂爺さん」、「浦島太郎」、「桃太郎」、「鶴の恩返し」、「一寸法

師」、「桃太郎」、「天岩戸」、「祝い舞」、「蝶の舞」、「猿蟹合戦」、「鶴舞」、そして八幡神社にまつわる言い伝

え「くまで屋のウヘイ」、蕪木村の名の縁起物語「太郎丸」です。 
 
２ 猪野尾洋美さんと中岡丈恵さんからのメッセージ 
どんな思いで踊りを奉納してきたのか、そしてなぜ神社の祭礼として定着できたのか、この独特なお祭り

が遠方から見物に来た人の目にどのように映りどう評価されるのか、猪野尾洋美さんと中岡丈恵さんにそれ

ぞれの立ち位置から文を書いていただきましたので、ここからはお二人にバトンタッチさせてもらいます。 
 

グンデル神楽奉納への思い 
 猪野尾 洋美 

バリ島での留学から帰国後（1991 年）、日本各地で企画してきたガムランとバリ舞踊の公演は、神社仏閣

の境内をお借りして行うこともありました。音響的にガムラン楽器が屋内に不向きだったことが理由の一つ

です。公演は好評で大盛況ではあったのですが、回を重ねるにつれて「やりっぱなし」という気持ちが拭え

なくなっていきました。 
 インドネシア／バリ島の芸能はそもそもバリ人の祈りの場、生活の場で行われ、「大きく循環するものと

時を」皆で感じ共有するための表現行為です。毎回異なる地で、その場を借りて公演し続けることに根を失

った心と体を感じ、バリの芸能、生活、人に対する『片思い』がそのままでは昇華できないことに気付いた

のでした。 
そんな折、縁があって山武市松尾町蕪木に嫁ぐことになり、結婚式を村社である蕪木八幡神社似で挙げさ

せていただきました。（1999 年）このお宮、かつては三の鳥居まで有する大きな神社で、境内には神楽殿が

あり神楽が奉納されていたと伝えられるのですが実際に見たものはすでにいなくなっていました。（神楽殿

もはるか昔に朽ち崩れて無くなっています） 
祭礼も氏子が参加することはなく、神社総代と隣村から来る宮司だけで執り行う形式的行事となっていま

した。さらに、神社は大小の古墳群の中にあり、本殿は前方後円墳の一部を切り取って建設されています。 
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 そんな由緒ある神社にもかかわらず祭礼に村人が集まることのない現状を残念に思い、当時の神社総代さ

んにお願いして舞踊を納めさせていただくことにしました。2000 年のことです。 
最初は個人的な奉納としてスタートしたのですが、地元の子どもたちの舞いが奉納されるようになり、昔

話や神話を題材としたグンデル神楽（創作神楽）が上演されるようになる中で、総代さん方が「餅まき」を

してくださるようになり徐々に人が戻ってきました。2014 年に本殿の金庫からご神体と金の幣束が見つか

ってからは、より一層村の行事として祭りが取り仕切きられるようになり、氏子を始めとしてたくさんの人

が祭りに集まるようになりました。子どもたちも年に一度の祭りを楽しんでいるようです。 
さらに、神社の祭り以外にも、『虫送り』が 50 年ぶりに復活したり、先人の暮らしと文化に関わるさまざ

まなことが語られ見直されるようになってきたと感じています。 
人とつながり、土地とつながり、祭りを通じて神とつながり、蕪木八幡神社で芸能を奉納できるようにな

り私の『片思い』の気持ちはいつの間にか払拭され、祭りを通してある思いで人々が一つになることを感じ

つつ、それが続けられることに感謝しています。 
 

      
 

    「花の舞い」を踊る地元の子供たち        グンデル グループ「クスモ・サリ」 

 
八幡様のお祭り 

                                  中岡 丈恵 
環境再生はとても難しい。なぜなら人の関りで変化し失われていくからです。しかも失なった自然は取り

戻せません。 

昔、自然の中で人が暮らした街、松尾町の古墳街道を少し入った所に、うっそうとした杉の大木林が現れ、

薄暗い森の中に前方後円墳があり、それを守るように八幡神社が有り、その周りは現在の街を構成している

という現在ではとても不思議な所がありました。 

 大きな石の鳥居には白い紙の御幣と榊がしつらえられて、大きな旗が幾つもはためき、まさしく悠久の世

界に入り込んだ感じが湧いてきます。千葉の中にもこのような鎮守の杜と人々の思いがまだ残っていたのだ

と、何とも言えない思いで胸を撃たれました。 

大鳥居から奥の古墳丘の中ほどに本社があり、その前では地域のお年寄り若年寄り若集と何代もの男たち

が祭りの準備をしていました。丹精込めたモチ米でもちを作り、餡もち、ゆず餅、海苔の磯部餅が、さらに

大鍋では地元野菜が入った雑煮が焚かれていました。ここでもおばあさん、お母さん、嫁さん、娘たちの大

勢が立ち働きながら開会を待っていました。いよいよ開会です。広場にはござが敷かれて、その前でこの場

所に不思議とよく合うバリの音楽が演奏され、それに合わせて幾種類かの踊りが奉納されました。小学校高

学年のお姉さんたちは少し恥ずかしそうに低学年のこどもたちは廻りを見ながら合わせていました。大人の

踊りは年気が入りとても上手でした。（この方は猪野尾洋美さんといい、世界的なバリ舞踊名手だそうです） 

最後に軽トラが入ってきて荷台の上から餅や、お菓子、果物などが蒔かれ、皆が和気あいあいとなって拾

いあっていました。たくさんの子どもたちが踊りを披露した事、それを家族とご近所みんなで見に来ていた

こと、鎮守の森と古墳が守りられきたこと、畑と雑木林が残り、祭りが開催されたことは、これまでこの地

で繰り返されて来た事なのでしょう。 

古墳があることで開発が出来なかつたのかと思われますが、八幡神社のすぐ前には現代を象徴する宅配セ

ンターがあり幾台ものトラックがスタンバイしていました。 

この大きな杉林とその参道がいつまでも今の姿でいてほしいと願いながら広い千葉県の中を突き抜けて、

1970 年代から都市化が進み雑木林も川も見えなくなった松戸に帰ってきました。 

この出会いを作ってくれた手塚さんは生物多様性の活動を学校や地域の中で様々に展開をし、そのことを

報告しています。そんな彼は、バリ音楽の音響を担当していました。 

これまで何とかしたいという思いで活動をして来た私は言いようのない経験をさせてもらえました。 
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（産地の声）vol.1369   2018.11.7           おかげさま農場・高柳功 

 

今日は、県主催の「千葉県有機農業者研修会」に行ってきました。当農場からは３名の参加でしたが、県

下からは、約１５０名ほどが集まりました。 

担当課が 農林部安全農業課というのです。一緒になった仲間と「安全農業課という事で有機農業を推進 

するというのは、安全でない農業があるという事だね。」などと語り合い、「安全農業課というのがおか 

しくて笑えるじゃない？」 

一方で、ネオニコイド系殺虫剤が規制緩和とかで、残留農薬の基準量を緩和しました。ヨーロッパでは規

制緩和どころか使用禁止になっているというのに、この国では規制緩和になるのだから、どうなっているの

でしょうか。 

いわば殺虫剤だから毒です。それを規制緩和しそれまでの１０倍４０倍でもいいのだという規制緩和が行

われています。毒の規制にヨーロッパも日本も人間に及ぼす影響が変わるのでしょうか。わからない事ばか

りです。残留農薬基準という規制があると言う事は毒性があるからという理由に他なりません。何もないの

なら規制そのものが必要ないはずです。 そんな事を話しながら会場である県の文化会館に到着しました。

それも考えて見るとおかしい。安全農業の事を文化会館で研修する、なんて思うとこれもおかしな感覚に陥

ります。 

会場に入ると、知り合いに出会いました。久しぶりの仲間達に会うとホッとします。同じ志を持っている

仲間がいると元気をもらえます。 

有機農業３０年の人と９年目で頑張っている青年後継者が登場しましたが、自らの経験を語る実践発表は勉

強になります。詰まるところ、今日のテーマは「土作り」です。私達もそうですが、一番の取り組みは「土

作り」です。「土」の定義を、種が芽を出しそれが育ち、花を咲かせ実りを迎える事ができること。大自然

は、その営みの中で人間が手を加えなくとも緑豊かになっています。 

「土」は、学者さんに言わせると３０センチの「土」ができるのに千年の年月がかかる、と教えられた事

があります。それは、植物の力で毎年の生産物＝枯れ葉などが土に落ち腐植として蓄積されて生きた土にな

るという事です。農薬や化学肥料に頼らない栄養豊かなお米や野菜を育てるには有機あるいは自然農法に依

拠する事が大切だと言う事です。そのためには何が必要なのか。そうした課題解決のために、仲間と会い、

話が聞けたよい機会でした。 

 

（産地の声）vol.1370                                    2018.11.14 

今日は、サニーレタスの定植です。ちょうど 1ヶ月前に播いた苗が植え時になり天気も良いのでいい植え

付け日でした。 収穫予定は、1 月の下旬です。真冬はほうれん草や小松菜などもありますが、近年の傾向

で、洋菜も人気があります。私達から見ると、ほうれん草や小松菜の方がずっと栄養があると思うのですが、

それはそれ、と思うしかありません。 

それでも野菜を食べてもらう方がいいと思うからです。今はあまり言われなくなっていますが、成人病は食

にあります。だと言う事です。70 年代には、いわゆる成人病が急増し、その原因として高タンパク、高脂肪

があげられました。 

だから、成人病が食源病と代わって言われるようになったのでしょう。ですが、業界からの圧力なのか分

かりませんが、肉や脂肪の多食の影響はあまり語られなくなってしまいました。とはいうものの例えば、糖

尿病や心臓病などになると食事制限が課されます。食事制限されるという事は、体にとって良くないから制

限するのでしょう。バランスの問題ともいえますが、程度を超せば体が変調を来します。 

牛を飼っていた経験からすると、栄養過多になるとケトージスなどと言う病気になり妊娠しなくなりま

す。最後の治療方法は、濃厚飼料をやめ、自然に返ること＝放牧をし、運動をさせて、牧草だけを食べさせる。

それで半年ほどすると健康体に戻るのです。牛の本来の食べ物、本来の生態にすることで直る。 

人間も同じ哺乳動物として、何を食べればいいのか、を考える事が必要なのだと思います。 

有機農業や自然農業も詰まるところ、本来の自然の一員としての食べ物、食べ方を学習する事が大切という事

でしょう。人間も薬やお医者さんに頼って命を全うするのが当たり前ではないと思います。もちろん、なってし

まったらお医者さんにとよる事も必要ですが、人間も自然生態系の一員です。自然の力で育て、その恵みを素の

ままいただくことが大切なのではないでしょうか。真冬は野菜が少なくなります。里芋やゴボウ、サツマイモや

ネギ、白菜など、そして鍋料理などもいいですが、緑の野菜＝葉菜は少なくなっています。そんなこんなで育て

るレタスですが、今植え付ける季節は冬に向かっています。ビニールハウスでの栽培です。露地では寒すぎて育

ちません。何もなかったハウスが、植え付けたレタスが一列に並ぶ姿はきれいでした。 
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 産地の声）vol.1373                                    2018.12.5 

いつの間にか師走になってしまいました。 

今月初めの日は、イベント参加でした。三月には GMO フリーゾーン全国集会という計画があります。遺伝子組

み換え、遺伝子操作のたねを使った栽培、食べる事をやめよう！という映像と専門家のお話でした。 

副題が「守ろう！子供達の未来を！」。いま遺伝子技術が急速に進んでいます。それが人類や地球の生きに物に

どのような影響を与えるか、知る必要があります。私たちの未来に係わる事ですから。 

遺伝子組み換えの例として、ほうれん草の遺伝子を入れた豚、ーこれはヘルシーになる？。 

ヒラメの遺伝子を入れたトマトーこれは、寒さに強いトマトになる？ 

くらげの遺伝子を入れた猫ー光る猫？ 

そして殺虫性の作物は、作物自体が殺虫能力（毒）を持っている。米国では、作物自体が農薬登録されている。

除草剤耐性作物は、除草剤ラウンドアップ（主成分グリホサート）はすべての草を枯らすが、除草剤耐性種子は、

枯れないー省力とコストダウン？ といった作物が、既に栽培され始めています。 

ところが、数年で耐性害虫が発生し、同じく雑草も除草剤の効かない耐性雑草が現れ拡大している。そして以

前にも増して薬剤の投入量が増加している。 

一方、問題は私たちが気がつかないで食べていること。大豆やキャノーラ油など日本人が世界で一番高い割合で

食べている現状をどう理解したらいいのか。 

先日、食用油の事が気にかけていたので、本を買って読んだのですが、それは娘さんがひどいアトピーになり

その改善策がなんと植物油を取らない事だった、という。動物油脂より植物油の方が良い、というのは間違いだ

った。極論的に言うと食べて良いのは、エゴマ油とアマニ油だけという。 

その油が日本では、主としてキャノーラ油と大豆油を原料としてのサラダ油です。それぞれ自給率は、０．２％、

７．４％でほぼ輸入に頼っています。その輸入国では遺伝子組み換え率が 90％を超します。つまり、日本人は遺

伝子組み換えのものを食べている事になります。原子力は安全でクリーンなエネルギーと宣伝されましたが、結

果どうだったか。食を救う遺伝子組み換え技術と推進されているけど、結果どうなるか。日本は大いなる人体実

験場となっているように思えます。 
 

 限界集落の古民家はあたたき人が作り 

・温かい鉱泉が湧く銭湯木の葉石の湯・民宿かじか倶楽部があった 

・12 月 31 日朝日新聞限界集落に取り上げられた   

そこは江戸時代に長野に通じる山越えの街道があり重要な宿場町であったという、今では限界集落となり、地

域を横串で繋ないで行こうという森良さんと仲間が県外様々なところから集まって築いた？隠れ家という言葉が

合う空が三角形に見える山の中にありました。 

群馬県甘楽郡南牧町大字星尾という名の通りの所で、上野から高崎で上信電鉄に乗り換えて下仁田行きに乗り

1 時間この間には富岡製糸場があり終点下仁田で降りると、駅まで民宿かじか倶楽部の方が迎えに来ていた、急な

山道を流れの早い淵に沿い星尾という名の通りの尾根を登ること 30 分、まだ赤く色付いたモミジや南天の鮮やか

な紅葉の山が迫り、登りながらの川筋には昔、蚕を育て繭を作り繭を長野に運ぶ街道としても栄えただろう蚕を

育てる長い軒先作りの大きな家と蔵は、無残にも何件も建ち枯れて限界集落の栄枯衰退を実感出来ました。 

小中学校も廃校となり故郷に戻った若い世帯もこどもたちが学令になると下の富岡まで下りてしまうと言う。

廃校になった学校は、地域で使われた古民具のある郷土資料館になっていた。 

目指す民宿は昔・長野までの峠の酒屋を改装したという。というか何でも屋で重宝された私の中では東物屋と思

われる店の外には古い酒屋の看板があり地元では、いまだに酒屋の屋号で通じるという。店の中にはあがりがま

ちに大きな囲炉裏があり、その前の酒や日用品が並んでいたであろう叩きには床板を張り、御夫婦で大きな太木

を引いて作られたという大テーブルが迎えてくれた。テーブルの両脇には長い床几も有り、落ち着いた食堂に変

身していた。宿泊する部屋のトイレや洗面所も今様に合わせたしつらえになつていた。宿のお風呂は川に面した

部屋の戸を開けたところに新しいバルコニーがあり、檜の小判型の露天風呂だった。しかも下の川にせり出し、  

薪で沸かす煙り出しの長い新しいエントツがこれも川に突出していた。 

目の前に迫る山は君が代に歌われている「細石（さざれいし）が岩尾となりて」の石が途方も無い年月の間に

自然に作られ大岩となり随所に見られる（これは見ものです私は初めてみました）渓谷はきれいな色の岩も多数、

夏にはこどもたちの滑り台となり自然に出来た石のプールに滑り降りて行けるような綺麗な川でこどもたちが遊

ぶという事です。こどもたちのにぎやかな大きな声が聞こえて来るようでした。12 年まえから取り組んでいる「か

じか倶楽部」のご主人は手賀沼の汚染を知る松戸市民のご夫婦で 12 年前から仲間たちとコツコツと木を切り材料

をそろえ手作りを重ねて来たそうです。 

各部屋の中は素人がここまで良く仕上げたと思う苦労、みんなの思いが各所に伝わります。 

通りの前にある銭湯は「木の葉石の湯」というここもかじか倶楽部の仲間が古民家の手作りで、幸いお湯が出

たので地域の方々も入れる銭湯に準備してきたという事です。大きな幟がないと分らないほど溶け込んだ古民家

銭湯がありました。お昼は近くの方が作る地元野菜、イノシシのカレーや日替わりランチ、コーヒーが地元の方々
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と楽しめました。都会からここに移住してきた若者 2 名が職を得て、銭湯の周りの大工作業や番台、お湯加減な

どと働いて、地域の中に溶け込もうとしている熱意が届きましたが、収益は若者の働き代は、と余計な心配が湧

きました。女湯と書かれた「のれん」を入ると檜の大きな！湯船。目の前の紅葉を見ながら良く温まると足の悪

い私は刺すような痛みが消えて、やはり温泉は良いです！！。のんびりとお湯に浸かっていると、山を下りてき

たと言う、赤城の若い方と合湯に。「やはり此処は市販のシャンプ―は使えませんよね！と聞かれました、なぜ？

「せっけんを使う」お願いがありましたのでと長い髪を束ねていました。山好きな方ならではなのでしょうか！

オープンして間もない温泉から川に流す排水を考えて行動するなどを話し合いました。 

・ＨＰも有ますので連絡をして是非おでかけください 

（私はせつけんの利用を「かじか倶楽部」のご主人から伺い、是非状況を見たいと思い旅をする事になったので

す。それは北海道の作業所で白樺の樹液を入れた手作り固形せつけんでした。温泉でのリサイクルせっけんの使

用を理解して実行していただいてことがうれしいかつたのです。  

1980 年代に公害で汚染された全国の地域で公害運動からせっけんを使う運動が起り・大地の会・生活クラブ・

など生協と琵琶湖・手賀沼・水俣・川崎など市民が設立した廃食油を台所から流さないで原料としたリサイクル

せっけん工場の仲間とが 1992 年にリサイクルせっけん協会を設立しました。設立当時手賀沼工場が全国事務局を

担い（2018 年から再度）それまで各地で広がっていた主婦による鍋や一斗缶で棒でかき混ぜながら作っていたせ

っけん作りを均一化して20Ｌの廃食油で約30～35ｋｇを製造できるミニプラントという小型機械を開発して全国

に販売をしました。横長の日本では地域性、風、気温など季節の変化はありますが何よりも作ることに携わる人

の熱意と、当時一級河川の汚濁防止のために浄化活動を取り組む、行政に農水省からの補助金も出されて市民団

体や障害者施設の活動に弾みがついて生分解の良いせっけんを使う事で河川の汚染を考えて行動していく人たち

に伝える活動が広がりました。500 ヶ所以上で、消費者の会、障害者施設ではｊｓ規格に合うせつけんを作り消耗

品の販売としてせっけん販売を進めて来ました。） 

「宿のご主人はこの温泉を始めるにあたり排水を 1 級河川に流していくことが最大の問題であり、温泉施設と

して開設するにあたり、排水のことを考えていた時に」北街道の作業所が作る白樺せっけんと結びつきとりあえ

ず使用をしていたということでした。 

民宿のかじか倶楽部は合併式浄化槽利用なのでここも多量の合成洗剤を使用すれば中にいる微生物の働きが悪

くなり働きかた改革？をしないと事も有りましたが、ゆくゆくは生分解の良いせっけんを鉱泉水でつくることが

最終目的にありましたので、とりあえずは近くにある栃木あすなろ作業所の固形と粉末せつけんを使うことを提

案しました。このあすなろ作業所も 1 級河川に面している、通所の障害者施設で、通所の仲間がＪＳの規格に合

う製品を作り、廃食油を出す学校や地域の中で使用されています。 

1990 年代は千葉県内でも手賀沼を抱える我孫子市では手賀沼の汚染をくい止める 1 歩として、当時合併式浄化

槽の設置を進めると共に、台所から流されていた廃食油を資源回収のステーションに廃食油の場を設置し回収を

した廃食油を、手賀沼せっけん工場でリサイクルせっけんに加工して、市内の学校給食で再利用されています。 

また東京湾に排水している浦安市では公民館で集めてやはり手賀沼せつけん工場に運び、せつけんと交換をし

て施設で袋詰めをして、配付しています。また市としてミニプラントも導入をしてリサイクルせつけんを作りリ

サイクル協会にも加入をしています。苦労の作品？を環境フエアーなどで配付しています。 

最近は各地の給食現場もセンター方式で外部委託している所が増えていますが大型施設の給食センターでもせ

つけんを利用しているところが有ます。 

川の上流にいる人たちが 1 級河川に対する責任があることを念頭に入れて暮らしていただいていることが今回

の大きな収穫でした。手賀沼も 1 級河川なのです。印旛沼は千葉県民の大切な飲料水です。流域下水処理場に

排水を集中する場合、処理水には多くの薬品が含まれきれいすぎる水が排水されます、この排水は千葉の川、海、

へと流されています。今船橋の海ではアオ潮が発生しています。さらに中でも特定外来生物ナガエツルノゲイト

ウとオオバナミズキンバイは印旛沼も手賀沼にも蔓延し駆除に苦労しています。いくら取り除いてもこの植物た

ちは土、水のあるところへと浮遊して沼も川も田んぼも覆われていきます。 

日々の生活をする時に負荷の少ない暮らし方や、洗剤を使うことを考えていきませんか。 

銚子までの海岸線でも見つかっています。駆除のボランティアなどの活動参加を手賀沼流域フオーラム実行委

員会や印旛沼活動団体でも募集をしています。ＨＰなどでお知らせをしていますのでご家族で参加ください。 

 

編集後記 今回 38 号は活動報告に県外の限界集落を掲載しました。千葉県内の実体はどうなのでしょうか。 

皆様の活動報告などお寄せ下さい。掲載させていただきます。 
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