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平成３０年度第２回ちば環境再生推進委員会 
 

日 時 平成３１年３月１４日(木)１５時 

場 所 ホテルプラザ菜の花 ４階特別会議室 

次   第 

 

 

 

１ 開  会 

平成 30 年度第 2 回ちば環境再生推進委員会 
2019 年 3 月 14 日(木)にプラザ菜の花 4 階特別会議室 
２ 議  題 

（１）平成３０年度事業関係 

 ・ちば環境再生基金事業報告及びちば環境再生基金事業決算見込みについて 

（２）平成３１年度関係 

 ・ちば環境再生基金事業計画(案)及びちば環境再生基金当初予算（案)について 

（３）その他 

３ 閉  会 

 

平成３１年度 ちば環境再生基金          当初予算（案）   

     
ちば環境再生基金会計     

２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日   （単位：千円） 

科    目 当初予算額 前年度予算額 増  減 備  考 

Ⅰ 収入の部     

 １ 寄付金収入 10,000 10,000 0  

 ２ 補助金収入 11,944 11,944 0 県補助金 

 ３ 利息収入 1,000 1,000 0  

     

   当期収入合計  （Ａ） 22,944 22,944 0  

     

   前期繰越収支差額 835,852 847,403 △ 11,551  

   収入合計      （Ｂ） 858,796 870,347 △ 11,551  

     

Ⅱ 支出の部     

 １ 県民の環境活動支援事業 12,105 11,333 772  

 ２ 提案型環境再生事業 0 0 0  

 ３ 負の遺産対策事業 30,000 30,000 0  

 ４ 環境活動見本市等普及 

   啓発支援事業 

3,250 3,000 250  

 ５ 未来の環境活動担い手 

   支援事業 

200 250 △ 50  

                創刊 平成 14 年（２００２）６月 5 日    
 

 

    

      

       ちば環境再生県民の会 広報 

 

・第３９号 発行日・令和元年 (2019 年) ７年２８日発行 
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 ６ 廃食油燃料利用促進 

   プロジェクト 

600 600 0  

 ７ 啓発事業費 2,000 2,000 0  

 ８ 管理費 11,944 11,944 0 県補助金を充当 

 ９ 事務費 2,000 2,000 0  

     

   当期支出合計  （Ｃ） 62,099 61,127 972  

     

   当期収支差額 （Ａ－Ｃ） △ 39,155 △ 38,183 △ 972  

   差引基金残高 （Ｂ－Ｃ） 796,697 809,220 △ 12,523  

  

ちば環境再生推進委員会報告             谷合 哲行 

 
2019 年 3 月 14 日(木)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 2 回ちば環境

再生推進委員会に中岡委員の代理として出席した。今回は 2019 年度の助成事業の応募状況や対象事業

の申請内容などと共に 2019 年度の事業計画が報告された。 

平成 31 年度事業では、県民の環境活動支援事業に 59 件(10 万円以下 27 件, 25 万円以下 20 件,25 

万円以上 12 件)、環境活動見本市等普及啓発支援事業に 2 件、未来の環境活動担い手支援事業に 2 件、

廃食用油利用推進プロジェクにト 2 件が実施され、総額 15,755,000 の助成金が交付された。全体の 7 

割が複数年継続されている事業で 3 割程度の新規事業が採択実施されている。現在の県民の環境活動

支援事業は平成 28 年度に大きく見直されてから 3 年目であり、初年度に採択された事業の見直し時

期を迎えている。このため今年度は制度についての詳細な説明と採択事業の事例紹介を行う説明・報告

会の実施が予定されている。県内全域に助成対象事業が広がっていることから、複数会場で複数回の開

催が計画されている。元号も改まり、新たな時代の幕開けに新しい活動を開始しようとしている団体に

とって有益な助成事業が行えるように期待したい。一方、一年先行して見直しが行われた環境活動見本

市等普及啓発支援事業については 5 年間の事業期間が設定されていることから、平成 31 年度までは

現在の制度が継続される。こちらの助成事業についても今年度中に見直しが議論され、令和 2 年からの

新制度への移行が予定されている。どのような制度が導入されるかはまだわからないが、これまでより

も幅広い分野の活動の普及啓発につながり、かつ持続可能性の高い制度の導入が期待される。 

急速に進む団体の高齢化への対策として設立された、未来の環境活動担い手支援事業であるが、申

請・採択件数が伸び悩んでいる。想定していた教育機関や団体にとって、申請・利用が困難な状況にな

っている。ニーズはあるがそこに取り組める機関・団体が少ないことや、そうした団体にとって本当に

必要なものは資金だけではない現状が原因と考えられる。教える側も教わる側も絶対数が不足している。

業として社会教育が雇用を伴う産業へと成長・脱皮しなくてはならない時期になっている。産業育成の

ような助成事業は、ちば環境再生基金の方針とは相いれない可能性もあるが、今後の基金自体の役割や

あり方を議論する中で、そうした長期的・安定的な事業の育成にも助成の幅を広げていただきたい。 

千葉県では、令和元年度 5 月に新しい県の環境基本計画を公開している。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、「みんなでつくる『恵み豊かで持続可能な千葉』」 ～ず

っと豊かで安心して暮らしていける千葉の環境を、みんなのちからで築き、次の世代に伝えていく～ 

を目指す将来の姿として掲げ、1.地球温暖化対策の推進, 2.循環型社会の構築, 3.豊かな自然環境の保全

と自然との共生, 4.野生生物の保護と適正管理, 5.安全で安心な生活環境の保全など 5 っの目標を掲げ

ています。また実際の課題解決のため、分野横断的な施策を展開するため、「経済」「地域づくり」「暮

らし」「人づくり」の 4 つのテーマを設定して、政策実現を目指しています。環境再生基金についても

「環境保全の基盤となる施策の推進」の中で、「今後も、ちば環境再生基金の設置を継続し、これまで

以上に県民一人ひとりに基金の存在と基金による助成事業を知ってもらい、さらには、県民自身が積極

的に「自然環境の保全と再生」や「循環型社会の形成」の活動に関わっていく仕組みを構築していく」

と明記されています。オリンピック・パラリンピックのような、華やかさはありませんが、時代の変遷

を超えて、真に持続可能で誰にとっても生きやすく・心地よい社会の実現を目指して活動する人を応援

す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 2019inちば・「みんなで取り組む SDGs」 

エコメッセちば実行委員会 谷合 哲行 

 

エコメッセ 2019inちばは 2019年 10月 20 日(日)に幕張メッセ

国際      会議場で開催されます。昨年に続いて SDGs に

関するテーマとして 

「みんなで取り組む SDGs」を掲げ、出展団体の募集を開始して

います。2015 年に国連が提唱・採択した 17 分野の開発目標

(SDGs)の達成を目指した取り組みを実践する企業や行政、市民団

体などの活動を紹介した いと思っています。開催日程が例年よ

りも遅くなっているため、 

主要な締切日程も例年より遅くなっています。 

早期申し込み締め切り：2019 年 7月 20日（土） 

早期出展入金締め切り：2019 年 7月 29日（月） 

出展申し込み締め切り：2019 年 8月 20日（土） 

出展入金締め切り：2019年 8 月 27日（火） 

出展者説明会：2019年 9月 9 日（月）  

14:00～ 会場:幕張メッセ 

出展準備：2019年 10月 19日（土）  

13:00～ 会場:幕張メッセ 

エコメッセ 2019inちば当日 

：2019年 10月 20日（日） 10:00～ 会場:幕張メッセ 

 

企業や市民団体はもちろん、大学や教育関係、国際交流・国際貢献関連団体などなど、これま

で以上に多様な団体が参加できるイベントを目指しています。また、昨年から 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もっとも重点的に取り組んでいる 

SDGs のテーマを選んでもらい、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、各出展団体の取り組みが見えるイベントを演出したいと思っています。2020 年

のオリンピック・パラリンピックを見据えて、今年は千葉県と共にパラスポーツの体験イベン

トが計画されています。昨年初めて参加していただき好評だった国際協力機構(JICA)や JICA

東京 SDGs 吹奏楽団などは今年も出展を予定しています。今年は世界各地で実践されている環

境教育の事例を紹介する企画やパラスポーツに関連する企画も計画されています。また、昨年

好評だった写真展や関連セミナー・シンポジウムの開催など様々な形で協力してイベントを盛

り上げていただけることになっています。 

一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。これまでにエコメッセに出展

したことのある企業・団体も、今年初めて参加される企業・団体も、ともに SDGs という大き

な目標を目指して取り組む活動を紹介していただければ幸いです。 

昨年は延べ 100 人以上の多くのボランティアに参加していただき、イベントを支える大き

な力となりました。今年も多くのボランティアの方に参加していただけるように既にボランテ

ィアの募集・受け入れを開始しています。2019 年 10 月 20日(日)の当日にかぎらず、イベン

トの企画から準備・運営に至るまで通年で幅広く活動を展開するエコメッセちば実行委員会に

参加していただける方を募集しています。様々な形でエコメッセ 2019in ちばに関わり・参加

していただければ幸いです。本誌読者の皆さんと会場でお会いできることを楽しみにしていま

す。 
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田んぼと里山と生物多様性 
～いすみ市で実施されている教育ファームという授業～ 

 

手塚幸夫（房総野生生物研究所）  

 

全前号（37 号）で、いすみ市が「いすみ生物多様性戦略」を策定して生物多様性の保全・再

生に力を入れていること、さらに、有機農業を推進し学校給食の全量有機米を達成したことなど

を紹介させてもらいました。また、その中の重要な取り組みの１つに教育ファームと呼んでいる

食農＋環境教育があることに触れました。そこで、今回はこの教育ファームについて少々詳しく

書きたいと思います。 

この教育ファームは、いすみ市が達成した

学校給食の全量有機米化の取り組みと並行

して進められてきたもので、いすみ市農林課

と小学校（教育委員会）と房総野生生物研究

所の協力・協働の下で実施されています。

2016 年にスタートし、今年で 4 年目を迎え

ています。 

授業のタイトルは「田んぼと里山と生物多

様性」、小学 5 年生の総合的な学習の時間の

中で、年間約 30 時間で構成されています。

有機稲作を中心とした農業体験に加え、自然

科学としての生物多様性学習と、社会科学と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有機米生産農家の方から稲作の話を聞く 

 

しての農業の変遷に関する学習を融合させることで、食農教育と環境教育とを一体化させたプロ

グラムを組んでいます。 

これまでの 3 年間、子供たちはいろいろなことに取り組み、いろいろな場で発表・報告して

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの作った紙芝居の上演 

日韓田んぼの生きもの調査交流会にて（2018 年 7 月 20 日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大人用のボードゲームにチャレンジする 

鳥獣対策を考える授業にて（2019 年 7 月 1 日） 

 

2016 年度は、有機稲作体験に加え、実験田での古代米栽培、田んぼの生きもの調べ、案山子

づくりなどに取り組み、その成果を「田んぼの生物多様性向上 10 年プロジェクトの地域集会」

で発表しました。 

2017 年度は、里山の貴重種や絶滅危惧種の保全について学び、生物多様性が害虫の大発生を

抑えていること（総合的生物多様性管理の考え方）を学び、田んぼと生物多様性についてのポス

ター制作と掲示をしました。 
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2018度はこれまでの体験や実習をまとめると共に、田んぼの生きもの調査にスポットを当て、

田んぼの生物多様性と食物連鎖について調べ、自分たちが理解したことを下級生や保護者に広く

伝えるために紙芝居作りに挑戦しました。7 月上旬に田んぼの食物連鎖～生物多様性と有機稲作

をテーマにした作品が出来上がり、7月下旬にいすみ市で開催された「生物の多様性を育む農業

国際会議 in いすみ市（ICEBA in ISUMI）」の中の「日韓田んぼの生きもの調査交流会」で発表

しました。この調査交流会では、これまで教育ファームで行ってきた生きもの調べについても公

開・発表し、韓国や日本各地から集まってきた専門家の方たちから高い評価を頂きました。 

そして今年、2019 年度は里山の現状と野生哺乳類について、放棄林や耕作放棄地の増加、増

加する野生哺乳類と農業被害について学習しています。さらにイノシシ対策は、大人から子供ま

でそして集落全体で取り組むことの重要性を知るためのボードゲーム作りに協力しています。 

小学生の地域課題への関心を促す教材になることが期待されます。 

 

 

教育ファームにて有機米を生産する田んぼでの田植え（夷隅小学校 5年生） 

 

「いすみ生物多様性戦略」には、有機農業の推進と経済的な自立、学校給食の全量有機米化、

生物多様性教育の実践、水田ビオトープ作りと生きもの調査など、地域における生物多様性の主

流化を強く意識した事業が盛り込まれています。これらの取り組みを受けていすみ市独自の「教

育ファーム」が企画され、有機稲作体験や生きもの調査を通した実体験に加え、人と自然が共生

してきた地域の歴史と暮らしを学んでいるのです。 

授業を通して、子供たちはみな、生物の多様性を育みながら営まれてきた伝統的な農業・農法

や日本の里山から姿を消しつつある生きものたちの保護・再生に強い興味と関心を持つようにな

りました。さらに水の行方を考える中で里山里海のつながりと資源の循環について理解するよう

になっていきました。子供たちが、農業の変遷や普通種の貴重種化という時間の流れに加え、流

域という面的な広がりを理解していったことに驚くと共に、食農教育と環境教育とを融合させる

ことの重要性を改めて実感しています。 

子供たち自身が自ら得た知識や感動などを人に伝える活動も様々な形で芽生えました。地域や

校内に向けて行なう発表会から収穫した有機米の提供（200 ㎏超，学校給食や家庭へ）に止まら

ず、「田んぼの生物多様性向上 10 年プロジェクト地域集会」、「第 13 回日韓田んぼの生きもの調

査交流会」、「第 5 回生物の多様性を育む農業国際会議」等々、臆することなく里山・田んぼを

舞台にした自分たちの活動について堂々と発表しました。 

地球温暖化の認知や理解は 95％を超えると言われますが、生物多様性の理解は 25％前後、言

葉だけの認知度でも 50％前後に止まるようです。地域全体で生物多様性の認知度を高めていく

ためには、子供たちが体験を通して生物多様性について理解していくこと、即ちいすみ教育ファ

ームのような取り組みを丁寧に重ねていくことが遠回りのようで実は早道なのだと改めて感じ

ています。 
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三番瀬はすごいぞ                 田久保 晴考  

 

 干潟では、ハマシギやミヤコドリなどのたくさんの水鳥が盛んにエサをとっています。 

沖には黒い帯となって休むスズガモの群がいます。日本有数の水鳥の生息地が三番瀬です。 

ノリの作業をする漁船、アサリやホンビノスガイを獲る漁船、市川航路を進む大型の貨物船。 

三番瀬は漁業と物流も支えています。 

 良く晴れた日には、西に白い雪を被った富士山が見えます。（関東富士見 100 選の 1つ） 

三番瀬はどこにあるの 
 市川市と船橋市の南にある海域（干潟・浅海域 1800ha）が三番瀬です。古地図には海に地番があり、

そこに字西浦、字高瀬、字三番瀬などの地番があります。三番瀬の中心が字三番瀬です。 

なお、字西浦、字高瀬は埋め立てられて地名（西浦、高瀬）になっています。 

三番瀬の鳥 
 三番瀬では、スズガモ 10万羽（日本一）、ハマシギ 3000羽（日本有数）、ミヤコドリ 400羽 

（日本一）など約 200種の野鳥が確認されています。 

 三番瀬は 2017年シギチドリ類調査（春期）で全国の 3番目（3196羽）でした。（環境省） 

 環境省は、三番瀬を重要湿地 500の一つに入れ、さらにラムサール条約湿地登録をめざす重要 17 

湿地に指定しています。 

ミヤコドリ（ミヤコドリ科・冬鳥） 
 全長 45ｃｍ、カラスよりやや小型の大型のチドリです。上面が黒く、下面が白く、大きなくちば

しと足が赤く、黒と白と赤の美しい水鳥です。エサは主にシオフキなどの二枚貝です。繁殖地はロ

シアのカムチャツカと考えています。他のシギチドリ類が減少中の中で、ミヤコドリは、増加して

います。415羽（これまでの最高羽数）を 10/22・12/2に確認。 

 

埋め立てと青潮 

三番瀬の浜に立つと、東には習志野市の埋立地の巨大な倉庫、西には浦安市の埋立地のマンション

群がみえます。そしてこのふなばし三番瀬海浜公園も干潟を埋め立て造られた埋立地です、 

 東京湾は 20％（2万 5千 ha）が埋め立てられ、干潟の 90％が失われた。 

 千葉県は、浦安市から富津市にかけて、1万 2千ｈaも埋め立ててしまった。埋め立て反対運動な

どで保全された海域が三番瀬（1800ha）です。千葉県での埋め立て方法の大部分は、浅海域の海底

の砂を海水とともに引き上げて造る浚渫埋め立て法です。 

 浚渫埋立は、埋立地の先の海にも大きな破壊（巨大な窪地）をもたらした。 

習志野市から千葉市の埋立地の沖には、―30ｍもの巨大な窪地ができています。 

この巨大な窪地が青潮（貧酸素水）の原因の一つです。 

 昨年の 6月、三番瀬の干潟一面にハゼなどの死体がありました。（写真）この原因が青潮です。毎

年繰り返す青潮は漁業にとっても大きな問題です。 

 

青潮・・・貧酸素水・・・貝や魚にとって必要な酸素がない海水 

 航路や浚渫窪地（埋め立てに使った海砂を取った跡地）にプランクトンの死がいなどの有機物がた

まる。有機物を微生物が分解するときに、酸素が使われて貧酸素水ができる。硫酸還元菌が硫化物（硫

化水素）をつくる。窪地に貧酸素水がたまる。表層（温かい水）と下層（冷たい貧酸素水）に分かれ

る。夏～秋に、冷たい北東風が吹くと表層水が冷やされ、沖に流される。下層の貧酸素水（相対的に

温かい）が湧昇して干潟などに押し寄せる。 

イ) 貧酸素水と硫化水素の毒で貝や魚（アカエイ、ハゼなど）などが死ぬ。硫化水素と酸素が化合して

硫黄の粒ができる。粒が光を反射して、海水が青色になる。温泉の匂いがする。 

ロ) 干潟は地球の宝 
 春～秋、潮が引いた三番瀬の干潟を歩くとフカフカしてとても気持ちいい。干潟一面に、コメツキガニ

が作った小さな砂団子（ケイソウなどを食べた跡）があります。 

干潟には、カニ、ゴカイ、カイ、ニホンスナモグリなどの穴がたくさんあります。 
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 干潟・浅海域 

 川は山間部より砂や泥、塩類、有機物を運んできます。流れのゆるやかな河口域で、運んできた砂や

泥を堆積させ干潟・浅海域が形成します。月と太陽の引力による干満は普通 1 日に 2 回ずつあり、東京

湾の最大潮位は 200ｃｍあります。 

 なぜ三番瀬にはたくさんの水鳥が見られるのでしょうか？ それは餌になるや貝類など底生動物や魚

類などがたくさん生息しているからです。 

 干潟とそれに続く浅海域は地球上ではごく小さな面積ですが、熱帯雨林と同等に生物が豊かで、生物

多様性に富むところです。干潟の砂と砂場の砂は、砂粒そのものは同じです。しかし、干潟の砂の周り

には水と空気と栄養塩や有機物があり、たくさんの細菌や微生物が生息しています。砂場の砂には微生

物がほとんどいません。干潟に光が当たるとケイソウなど藻類が大増殖する。微生物や藻類、海水中の

植物・動物プランクトン、有機物などを餌にしてゴカイ類やカニ類、貝類などの底生動物や魚類が増え

る。そしてたくさんの水鳥が餌を求めて飛来する。三番瀬では、今もノリ、貝、魚の漁業が盛んに行わ

れています。 

しかし、千葉県は生物が豊かな干潟と浅海域を 90％（1 万 2 千ｈa）も埋め立ててしまいました。 

埋め立て反対運動などで残された三番瀬に水鳥が集結するようになりました。 

 「干潟は地球の宝」が広く市民の方に理解されてほしい。 

 コメツキガニ（スナガニ科） 甲幅 1ｃｍ、巣の深さ 10ｃｍ 

 

渡り鳥とラムサール条約      

 私は 50 年ほど前より、東京湾岸の干潟や埋立地でシギチドリ類の観察・研究をしてきました。シギ

チドリ類の多くは渡り鳥で、春と秋に干潟を利用します。春には、南のオ－ストラリアなどの越冬地か

ら繁殖地のロシアのツンドラ帯へ渡る途中、三番瀬で 1 か月ほど滞在し、ゴカイなどを食べて、皮下脂

肪（エネルギー）を蓄えて繁殖のため飛び去っていきます。秋はこの逆コースで越冬地へ戻る。1 年間

で、2 万㎞以上の渡りをします。 

 2007 年、発信器を付けたオオソリハシシギは 4 月にニュ－ジランドを旅たち、7 日間無着陸で 1 万㎞

先の黄海（中継地）へ渡りました。ここで 1 か月滞在しエネルギーを蓄えて、3 日間無着陸で 4 千㎞先

のアラスカ（繁殖地）へ渡りました。ここで子育てしたのち、8 月に 8 日間無着陸で 1 万 1 千㎞先のニ

ュ－ジランド（春旅立った越冬地）に戻りました。 

 日本では、シギチドリ類は干潟の減少（1960～1990 で 40％減）と共に半減（1975～2016）していま

す。（東京湾ではシギチドリ類は 80％減少） 私は渡り鳥の研究と埋め立て工事から必然的に干潟保全

運動に関わるようになりました。（1971 年にできた千葉の干潟を守る会の活動に参加し、三番瀬の活動

に続いています。） 

 

ラムサール条約   2 月 2 日は世界湿地の日 

 1971 年 2 月 2 日、イランの都市ラムサールで開かれた国際会議で、「特に水鳥の生息地として国

際的に重要な湿地に関する条約」が採択されました。この条約が「ラムサール条約」です。当初は

水鳥の保護を目的にしていましたが、今は植物、魚類、地形、水田などを含む湿地（ウエットラン

ド）の保全を目的とした国際条約です。 保全・再生、賢明な利用、交流・学習の 3 つが、条約の

理念です。日本は 1980 年に条約に加盟し、現在 52 か所の湿地がラムサール条約湿地に登録されて

います。昨年東京都葛西海浜公園が登録されました。三番瀬をラムサール条約湿地早期登録のため

の署名運動などを行っています。 

＊ 署名などについての問い合わせは、田久保℡・ファックス 047（434）9824 まで 

 

 

（産地の声）おかげさま農場                  ・高柳功 

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。 
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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。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

が変調をきたします。 

 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頼る事も必要ですが、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。 

vol.1378  2019.1.23 

 当地は、今マイナス４度、５度の気温を記録しています。大寒(２０日）が過ぎて、これからは春に向

かって気温が上昇してゆくのでしょうが、今まだ寒さが厳しい日々が続いています。家の前の畑の灌水

用に井戸ポンプが設置してあるのですが、１週間ほど前に圧力タンクが破裂してしまいました。 

破裂の勢いで囲ってある小屋の側面が吹っ飛んでしまいました。誰も近くにいないで良かった！ 

寒さのため凍り付いて破裂したのかと思いましたが、工事屋さんに聞くと、検査してみると電流の通り

が悪く、異常運転で高圧がかかったためのようだ、と言うのです。 圧力タンクは見事に張り裂け傾き、

水道管類はメチャメチャになってしまいました。片づけるにも、重いので人力では無理だというので機

械で移動するしかないでしょう。 

今この水道を使っているのは、直売所「かざぐるま」なのですが、パートさんから「水が出ない！」と

訴えられたのですが、事情を説明し修理が終わるまでの間、何とか対応して下さいとお願いしました。 

 修理の見積もりを取ったら百万円近くもするというので、一服つけているところです。とはいえ、こ

れから春先の稲の育苗やら、キュウリトマトの作付けを考えると修繕しないわけにもいきません。 

ここの水は良い水です。お客さん達も「美味しい美味しい」と言ってくれます。市営水道の誘いもあっ

たのですが、わたしは塩素消毒した水は飲みたくないので、自前の自然水を確保したいと考えています。 

 水と言えば、この国はとうとう水の民営化 なんて法律を作ってしまったようです。種子法も廃止し、

民間にゆだねるという方向に舵を切ってしまいました。今までの体制で何が問題だったのでしょうか。

誰も現状の不満を抱いているという話は聞いた事がありません。 

 じゃあ何処がやるんだと考えると、多国籍企業しかないではないでしょうか。伝統と文化、歴史築い

てきたと自負する側からすれば、生存基盤を売り渡すようなもののようにしか思えません。 

 世界でも指折りの水資源国で、県や市町村ということが担ってきた＝自前でやってきた事に何が問題

なのでしょうか。 水、食べ物はそこに生きる人にとって生命線です。 

vol.1380  2019.2.6 

 1 月 20 日が大寒で、それからは寒さが和らぎ、２月の４日は立春となって春に向かってゆくーこれが

暦の教える季節の移り変わりですが、実際はそうはいかないようです。 

中国から伝わった陰暦は、大まかに言えば地球のアジア東部に位置するこの国の季節感をよく教えるも

のです。これが、赤道直下のバリ島ではそうも行かない。 

赤道付近は、季節の変化はほとんどありません。 

北極に近い地域は季節が極端で、わたしの家に来たフィンランド人に聞くと、１２月は太陽が１時間と
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ない日もあるという。だから大げさに言えば一日中オールナイトのような状況となって、朝おつとめや

学校に行くにしても真っ暗な時間に出勤、登校となる、と言う。 

反対に夏は白夜と呼ばれる一日中明るくて、太陽が出ているときでも夜？だから寝よう、と言うことに

なって私たち日本の感覚とはかけ離れた日常になることになります。 

世界の中でも日本は格別四季の移り変わりが鮮明で、しかも雨量も多く緑豊かな地であり、自然豊かな

日本と言うことになります。 

その自然豊かな国で日本人は、その自然と向き合い、厳しさと恵みを享受しつつ、自然に対し畏敬の念

を持ってきた伝統と文化をはぐくんできました。 

かって明治初期に日本を訪れた東京大学で生物学を教えたエドワド・S・モースの談。（東京で大森貝塚

を発見した事で知られている人）。以下 

ー外国人は日本に数ヶ月いた上で、徐々に次のようなことに気がつき始める。即ち彼は、日本人にすべ

てを教える気でいたのであるが、驚くべきことには、また残念ながら、自分の国で人道の名に於いて道

徳的教訓の重荷になっている善悪や品性を、日本人は生まれながらにして持っているらしいことである。 

 衣服の簡素、家庭の整理、周囲の清潔、自然及びすべての自然物に対する愛、あっさりしていて魅力に

富む芸術、挙動の礼儀正しさ、他人の感情に就いての思いやり…これ等は恵まれた階級の人々ばかりで

なく、最も貧しい人々も持っている特質である。 

こう語るモースのような日本が失われつつあるように思いますが、それは日本人が、お金や欲望に捕ら

われすぎ、天からの恵みを失念し、自然に対する畏敬の念をなくしてしまっているからではないのか？

とは考えすぎなのでしょうか。 

vol.1382 2019.2.20 

 最近 2 冊の本を読みました。一つは、おかげさま農場の会員農家からで「種と内臓」という本。著者

は吉田太郎さんというひとで、かって有機農研の研修会でキューバの有機農業の話を聞いたことがある

人です。 

 キューバは、ソ連崩壊に伴ってソ連から化学肥料が届かなくなり､食料の不足に陥りました。そこで、

国民一体となって有機農業に取り組み、国全体が有機農業になった。正に災い転じて有機農業になって

いった、と言うものでした。 

そんなわけで、仲間から勧められ読んでみたのですが、これが面白い。著者自身が血糖値が 400 にも

なり糖尿病かすい臓機能が悪化したのではないか、と思わず死を覚悟した、というのです。 

土と内臓、種と内臓は食べ物と腸と関係している。農作物と土壌、食べ物と腸との関係がうり二つであ

ると。そして、有機野菜を高くても買い、外食や加工食品を極力控え、ラーメンやうどんも止め、マメ

や野菜中心の食生活へと変えてみた。 

するとどうであろう。便の質、すなわち腸内細菌叢の構成がまず変わり、それと共にインスリン注射に

よって増えていた体重が一気に１０ｋｇも落ち、そしてインスリン注射をしなくても血糖値が正常化し

ていった。というのである。 

なぜか。遺伝子組み換え農産物に伴うグリホサートを摂取することで腸内細菌のバランスが崩れ、リー

キーガット症候群（腸漏れ症候群）を併発することで、自己免疫疾患が起こり、米国では糖尿病はじめ

とする難病が多発しているという。 

有機農産物を食べ、腸内細菌のバランスを整えれば健康は回復する。今米国では有機農業の一大ブーム

が起きている。そんな内容なのです。 

もう一冊は、「隠れ油という大問題」著者は、林裕之さんといい歯科技工士で日本脂質栄養学会会員で

もあります。早い話がサラダ油をやめて娘さんのアトピーが直った、と言う話です。原料である植物油

がアブナイ。キャノーラ油、パーム油、大豆油で消費量の 9 割になっています。キャノーラ、大豆は遺

伝子組み換え食品でもあります。 

我が家は、遺伝子組み換えを知ってから 15年前から食用油は自給していますが、９９％の日本人は食べ

まくっています。全てがそういうわけにはいかないと思いますが、実際に改善され健康になっていった、

と言う事実も注目する必要があると思います。 

 汝とは、汝が食べたものそのものである。西洋の諺を思い出します。 

vol.1386    2019.3.20 

日本は豊かになったと言われますが、豊か過ぎて食べ残しが数百万トンも廃棄物にされているという現状は

なんと考えたらいいのでしょうか。つい数十年前、私達が農業を始めた頃は日本人の食べるものが足りない
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と、食糧管理法という法律まで作り、作付けから穫れたものを国家管理しなければならない程だった。 

そのために全国の田んぼ一枚残らず国家管理して農家につくらせていました。そしてつくったものは農家の

権利ではなく、国家の管理権限で農家が売ることを禁じていました。そして、農家が親戚に分ければヤミ米

などと言われ法律違反とされていました。 

今は、農家の努力が実ってお米を食べられない人はいません。と言うより輸入で小麦や大豆飼料作物の大量

輸入のおかげで高タンパク高脂肪のグルメ食が当たり前になっています。 

食べ物をより安く、大量に、いつでも新鮮？用意するおかげで大量に食べ残しているわけです。世界の食糧

援助の総量よりも、我が国の食べ残し量が多いと聞きました。世界の中には、飢餓人口が数千万人、数億人

いるというのに、バチが当たるような気がします。 

その昔は食べ物を粗末にすると、叱られたものです。それがマナーでありしつけだったような気がします。

ご飯一粒でも食べ残すな！お米は一年に一回しか穫れないんだぞ！などと言われながら、、、。 

近年の風は食べ物に関心を持たないと言うことだそうです。どういうもの（原材料）を食べているか知ろう

ともしない。何処で穫れたのかも知らない。遺伝子組み換えなども知ろうとしない。知らないづくしで、食

事をしていない日本人になってしまっている、とは無着先生の指摘ですがそう思えてしまうこの頃です。 

食事というのは命あるものを我が命のために食する。だからお米さんの命をいただきます、と感謝を捧げて

戴くのだ。 

命を戴くのだから、成仏してもらうためにも残さず戴く。それが命ある物に対する礼儀でしょうね！と。 

そんなことを思いながら彼岸を迎えました。我が家の彼岸参りもありますが、親戚、近隣の彼岸参りも欠か

せません。今年は５軒ほどお線香を上げにいきました。お茶を戴き、生前のことやその家の家族の様子や、

私の知らなかった我が家とのご縁など聞くことができました。一期一会、無駄はないものです。 
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 BS ワールドニュースを見ていたら、フランス、ドイツ、イギリスの報道は「100万種が絶滅の危機」とか

なりの時間を割いて報道していました。この日本ではチラッとしか報道されなかったようですが、、、大変

な問題だと思います。 

CO2 の対策も国際問題になっていますが、地球の生き物の絶滅という事はもっと深刻だと思うのです。「生

物多様性および生態系サービスに関する政府間科学対策プラットフォーム」略して IPBES という、世界 132

カ国の政府が参加しているらしい。 

日本を含む 51カ国の専門家 145人が約 3年かけてまとめ、公表された要約はフランス・パリで開かれ IPBES

の総会で承認されたという。 

地球の自然生態系の破壊者は、人間。陸地の 75％が人間活動で大幅改変され、約 100万種の動植物が絶滅危

機にあるとの報告書です。限りなく木を伐採し輸入材で間に合わせている日本も緑の減少に役立っていま

す！。数年前からのミツバチの大量死など世界は殺虫剤の使用を控えつつありますが、ミツバチだけでなく

他の昆虫類も、鳥類も減少しつつあるというのです。生態系の危機です。 

人間の食も問題です。かって我が家にホームステイした若者が（アメリカ人でしたが）、彼は肉を食べない

信念を持っていました。何故かと問うと、「牛肉 1k生産するのに 10キロの穀物を必要とする。豚肉は 6キ

ロを必要とする。それだけ地球資源を浪費することになる」 

「そのまま穀物を食べれば地球環境に負荷をかけないで済む」「また、世界中には餓死や、飢餓人口もまだ

あるのが現状だ」「そういうことを高校生時代に教えられ知った！それ以来、自分だけでも肉類は食べない

ことにした」そんな若者でした。 

我が家には、ベジタリアンやビーガンといわれる人がよく来ますが、彼のような発想でお肉を食べない、と

いう人はいませんでした。一つの見識だなあと思ったものです。 

農業もある意味自然破壊の側面を持っています。アマゾンの密林を大量に伐採、開発し大豆や穀物の確保

に世界の多国籍企業が取り組んでいます。自然の保全と再生、持続的利用のために、経済や社会、政治、

テクノロジーなどの点で「根本的な変化」の必要性を訴えるこの警告は、私達人間の生き方を変えない限

り危機は加速する一方なのだそうです。 
 

みんなの居場所”なんか”を開設しました          谷合哲行 

 

以前、本誌 36 号で団体設立の報告をさせていただきました”居場所づくりの会”が 2019 年 4 月に

共同利用施設”なんか”を開設しました。場所は船橋市浜町の船橋ファミリータウンの 3 号棟 109 

号です。共同で利用できる場所が手に入れられたことで活動の幅と中身が一層充実してきました。 
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今回は新しい段階に入った居場所づくりの会の活動状況を紹介させていただきます。 

本会は現代の多様化・複雑化する社会情勢

の中で、生き辛さを感じたり、行き場所を

失ってしまったと感じている人たちに安心

して居られる居場所を提供し、自らを見つ

めなおし、自分にもできることを見つけて、

再度社会との関りを取り戻せるような知識

と技能を習得する場所を提供することを目

的に 2017年 5月に任意の学習活動支援団体

としてスタートしました                       

今回新しい共同利用施設が利用できるよ

うになったことを機に、団体としての活動

目的や活動内容を明確にいたしました。 

今回新しい共同利用施設が利用できるよ

うになったことを機に、団体としての活動

目的や活動内容を明確にいたしました。 

活動目的 

① 教育 : 社会教育や環境教育、学習支援や生涯教育を含む教育を行うことを団体設立の目的とする。 

② 社会福祉 : 様々な状況の人を受け入れ、その”居場所”を提供する福祉事業や子供食堂・共同食

堂の運営を通じた生活支援や社会貢献を団体設立の目的とする。 

これらの活動目的を実現するための具体的な活動内容として、以下の 3 つの活動を行っています。 

① 教育活動 : せっけんづくり、電気化学反応、プランクトン観察、食育、料理教室、HP 作成教室

(団体・個人の活動を紹介する HP の作成代行) などなど。② 社会福祉活動 : 誰もがいられる場所

づくり、子供食堂や協働食堂の実施。③広報活動 : 団体紹介の HP を作成、複数団体が参加できる交

流会の開催。 

こうした団体としての活動を持続的・継続的に行ってゆくため、会費を徴収しています。本会正会

員会費は 1000 円/半年、本会賛助会費は 3000 円/半年、本会団体会費は 3000 円/半年となっていま

す。会員になると本会が管理する船橋市浜町 1-5-3 船橋ファミリータウン 3 号棟 109 号室”なんか”

を 200 円/1 時間の施設利用費用で利用することができます。また、同室に用意されている通信機器

(wi-fi)や調理器具・調理機材などを使用する場合には 50 円/1時間の機材使用費を追加すれば利用す

ることができます。 

2019 年 5 月の段階で個人会員 11 人、団体会員 6 団体が参加し、共同利用施設”なんか”を中心

に様々な活動を展開し始めています。 

現在は団体の HP も作成し活動状況を発信しています。我々の活動に興味関心をお持ちいただけま

したら、お気軽にご連絡ください。HP : https://dribasyo.wordpress.com/ 

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

 

2018年度活動報告と 2019年度活動予定 

資源循環の仕組みを見えるところでをテーマ―に、周りにいる人たちが参加しやすい形で活動を継続。 

＊広報を発行して他団体に基金の事を知らせ応募を促した。 
＊廃食油の拠点として油缶を置いているが最近持ち込みが多くなり浸透を感じる。船橋、松戸など 

＊ひまわりエコの栽培に協力。・会として今年の作付は中止。 
・鎌ケ谷市は北部公民館脇のヒマワリエコ活動が継続、種をまき、草取り、収穫、種取り、搾油機による油搾り

北部小学校と県立鎌ケ谷西高校「生物班の活動として参加」 

・鎌ケ谷市の活動を支えて来た石井町会長は、この推進委員会の菜の花エコ活動に初めから参加。大原菜の花エ

コ祭りや、成田おかげ様農場出の菜の花エコ会議、千葉市の推進活動に参加協力していただく。 

 

https://dribasyo.wordpress.com/
mailto:drtaniai@mx3.ttcn.ne.jp
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他団体に参加 

＊20118年平成 30年エコメッセに参加。・手塚先生の報告をパネル展示 

・廃食油の回収旗を立ててアピール、毎年何故か会場に持参する方がいられる。 

＊松戸市民活動サポートセンターの活動に参加 
 ・7 月～8 月レッッ体験中学・高校生を受け入れ夏休みの体験学習を開催 

 

＊22 回手賀沼流域フオーラム松戸実行委員会に参加・後援団体として参加 

・テ―マー「もつと知ろう手賀沼を」目的として手賀沼流域フオーラム松戸開催 実行委員・中岡丈恵 
この流域フオーラムというのは手賀沼に関心を持ちきれいにする人が増える事を願いシンポジゥムを開催して

来た。当初は会場を柏市民会館・我孫子市民会館など交代で開催してきたが。その後手賀沼大橋脇に千葉県が常

設館としていつでも県民が手賀沼に親しめる「水の館」を開館した。手賀沼の魚や昔の魚取りの道具も展示され

て小学校など校外学習や、手賀沼流域で活動をしている団体が集まりやすい場もできた。その経過の中で 23 年

前から流域の市町村から行政と市民が実行委員として集まり流域フオーラム実行委員会を開催して全体の講演

会や地域ごとの事業を開催している。流域も流山、柏、我孫子、松戸、鎌ケ谷、白井、印西と 7 市になり手賀沼

を表すよい地名だった沼南町は柏市に合併した。 

① 夏休みバス見学会 

松戸市民には手賀沼が遠く、見えていない分手賀沼に排水をする地域と言う関心が薄いために、手賀沼がワー

スト 1 のころより生活排水や道路からの排水が手賀沼に入る大津川までの経路を調べ手賀沼に行き船上から沼

の状況を知る見学を開催。①と②を両面にしてチラシを作成し、市民に浸透するように告知をして来た。松戸

市の手賀沼幹線地域に住んでいる中岡は実行委員として参加してきた。 

・手賀沼の汚染とは人が暮らしていく中で排泄する生活排水が特に合成界面活製剤が多く生分解できる処理能力

を超えてしまい沼の底に堆積されて、従来生息していた生物が生きていく事が出来なくなり始まった。当時・手

賀沼の淵にはアオコがコールタール状態になりまこもやよしの間に入り濃いグリーン層が厚くなっていた、さら

に公園の前の沼表面はアオコが腐敗して赤カビ状態で覆われ悪臭もした。南風の時には沼の付近の商店まで飛び

こんでいた。30 センチほどの鯉が縦に死んでいた事も有、当時の汚染は一口では語れない、市民たちはどうにか

しなければと言う気持ちを駆り立て、1980 年には深山漁協組合長が立ち上がり、上手賀沼漁協、下手賀沼漁協が

協力して市民と行政も様々な活動を広げて来た。 

・その訳は、1970 年代から手賀沼流域の我孫子市、柏市、松戸市都市圏に近く、大小の開発で丘陵が削られ、森

も宅地になり、移り住んだ人の生活が始まり、手賀沼の水質は 1974 年よりワースト１位が 2001 年まで継続し、

2002 年には 2 位となり、2004 年から 9 位になった。それ以降は印旛沼と 4 位争いなどもした。しかし始めの 27

年間の継続は忘れてはいけない。手賀沼の汚染は人の暮らしの為に戦後昭和 24 年からお米の増産で沼を干拓し

て三分のニも小さくした事、それ以降手賀沼は 1 級河川となり、本来の自助能力が落ちたことが大きい、流域に

多くの人が住み、その暮らし方が生分解の悪い化学物質を流した事はさらに自然の循環を壊してしまつたこと

だ。・流域では広げられていく開発から沼に面した斜面林を、水の再生の為に林を残す必要性が急がれ我孫子市

では議会で予算化し一部の買い取りができた。流域の各当地域の 1970 年代当時の建設はトイレだけを処理をす

る個人単独下水処理装置設置してきたことも大きいなぜならば家の中の台所、洗面所、車の清掃などの排水は家

の前のＵ字溝に流していた為にその排水が汚染源になっていた事だ。生活排水が集まる沼南町塚崎付近の大津川

には洗剤の白い大きな泡がたち 50 メートル以上も流れて、中の橋まで集められた。この光景はテレビで全国に

放映された。その後多摩川で魚に生体の異常が見つかり発表された事で化学物質の害が高まり。製造者が化学物

質の管理、排出責任などについての法案がようやく整い、水俣病のような事業者による被害と生活の中にある化

学物質々の害について広がらない事を防げ一歩に。 

・個人としては生分解の良い洗剤の使用、合成洗剤の使用方法、油を流さないなど生活の仕方を進めて来た。 

また行政の対策として手賀沼に流入する中の橋の河川敷に１００Ｍの礫間バッキの装置を設置する改修工事を

なども進められた。それらに並行し家庭からの排水を浄化する流域終末下水処理場の完成が急がれた。それは手

賀沼の印西寄りに、排水を処理する大規模処理場建設工事が進められていた。その公共の管につなぐ工事完成に

伴い、私たちの家庭からの排水管を結合するのに約 30 年間ほど時間を要しているが、いまだに未接続もある。 

国、県では利根川から手賀沼を通じて江戸川に流入する北千葉導水事業などと、松戸市では坂川の排水を金町

より先に延ばす工事など大規模な事業をしてきた。 

２、水の学習会・講師・滝和夫先生「生きている水・死んだ水」・松戸市民活動サポートセンター 

  ・紫キャベツを使い色の変化と水の鮮度？調べをした。 
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