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ちば環境再生推進委員会の開催 

令和元年度第１回ちば環境再生推進委員会 
 

日 時 令和元年１０月１７日（木）午後３時から 

場 所 プラザ菜の花 ４階 特別会議室 

次   第 

１ 開  会 

２ 議  題 

（１）平成３０年度事業報告及び決算について（報告） 

（２）令和元年度上期の事業実施状況について（報告） 

（３）令和元年度下期の事業予定及び収支見込みについて（報告） 

（４）その他（「ちば環境再生基金」の役割とあり方） 
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2019年は千葉県内で大規模な自然災害が複数回発生した。県内の多くの活動が深刻な被害を

受けている。いみじくも新しい元号・新しい時代の幕開けに地球温暖化の猛威が振るわれたこ

とになる。SDGs の達成目標年である 2030年までに真に持続可能で誰にとっても生きやすい世

界を実現できるように、活動する人を応援し続けていただきたいと思います。 

 

 

 

ちば環境再生推進委員会報告           谷合 哲行 

  

  

   2019 年 10 月 17 日(木)にプラザ菜の花 4 階特別会議室で開かれた令和元年度第 1 回ちば

環境再生推進委員会に当ちば環境再生県民の会中岡丈恵さんの代理として参加した。 

 

今回は平成 30 年度の事業報告と令和元年度事業の進捗状況および令和 2 年度の助成事業の募

集概要などが報告された。 

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

成金が交付され、様々な事業に活用された。環境保全・改善事業にとどまらず、県内全域で行

われている様々な事業に本助成金が活用されている。里海・里山での自然環境の保全・再生か

ら都市近郊の自然環境の保全、更には都市計画・地域振興のような事業も助成対象が広げられ

ている。現在事業が進行している平成 31 年度(令和元年度)事業では県民の環境活動支援事業

では 58 件の事業(10 万円以下 27 件, 25 万円以下 19 件,25 万円以上 12 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 件が実施されている。こちらについても事業の進捗状況が報告され、今年度も多様な事

業が県内で展開されていることが報告された。 

10 月 30 日には令和 2 年度分の助成金説明会と共に平成 30 年度助成事業活動報告会も開

催された。 

本助成事業は令和 2年度から新しい県の環境基本計画に則る事業として再スター

トする。この環境基本計画の更新に伴って、千葉環境再生基金の在り方についても見直しが行

われた。基本的な方針として、”県民・環境 NPO 等の活動支援を通じて、持続可能な社会の実

現を目指す”ことが掲げられている。助成対象となる活動は環境保全・環境改善だけに限らず、

地域づくりや街づくりなどの多様な分野の拡張され、各団体の自主性・自立性・多様性を尊重

しつつ、直接的・側面的な活動支援を行うこととされている。特に新たな視点として側面的な

支援が盛り込まれ、団体間のネットワークの構築や企業・団体、行政と市民団体の間をつなぐ

活動が計画され、「ちばの環境活動団体プラットフォーム(仮)」の設立が計画されている。 

環境基本計画の更新前の平成 28 年に助成方針の大きな修正が行われているので、今回の基

本計画更新では、個々の助成事業に関する大きな変更は行われていない。変更点としては、3 – 

5 年に制限されていた 1 事業当たりの助成期間が原則 3 年、最大 5 年に拡大されたことで

ある。これまでの助成事業の中でも助成期間が終了してしまうと、事業自体が継続できなくな

るところがあったが、そうした活動の継続に対しても助成の対象として認めようという動きで、

「再生基金助成事業予算枠制」が検討されている。もちろん全く同じ事業を継続するだけでは

発展性がないので、最大助成期間が 5 年と設定されているが、発展的な事業継承・事業拡張が

見込めるものであれば、採択される可能性が高くなっている。本助成金をうけて、様々な事業

が発展的に継続できることが期待される。 

新しい助成事業の中でも国連が提案する”持続可能な開発目標(SDGs)”につながる”持続可能

性”が重要な視点として取り入れられている。各団体の活動の中では次世代育成が団体として

の”持続可能性”に直結する喫緊の課題になっている。未来の環境活動担い手支援事業のように

直接的な次世代育成事業はなかなか応募団体が増えてこないが、今後の団体間のネットワーク

の構築や「ちばの環境活動団体プラットフォーム(仮)」の設立によって、新しい世代の活動が

増加することに期待したい。 

2019 年は千葉県内で大規模な自然災害が複数回発生した。県内の多くの活動が深刻な被害

を受けている。いみじくも新しい元号・新しい時代の幕開けに地球温暖化の猛威が振るわれた

ことになる。SDGs の達成目標年である 2030 年までに真に持続可能で誰にとっても生きやす

い世界を実現できるように、活動する人を応援し続けていただきたいと思っています。 
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助成団体からの報告・３件 

① エコメッセ 2019 を終えて    エコメッセちば実行委員会 谷合 哲行 
 

今年で 24 回目となるエコメッセ 2019in ちばが 

2019 年 10 月 20 日(日)に幕張メッセ国際会議場で行

われました。今年は「みんなで取り組む SDGs」をテ

ーマとして掲げ、113 団体が出展、来場者数は約

10500 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。

また今年は大学・高校などの教育関係からも出展し

やすい日程だったので、学生団体も多数出展してい

ました。出展団体には一番重点的に取り組んでいる

SDGs のゴールを一つ選択していただき、多様な分野

で活動している団体が参加できるイベントになって

います。当日同時開催した環境パートナーシップち

ば主催の SDGs フォーラムにも多数の参加者があり、

SDGs というテーマがかなり浸透してきていること

がうかがえました。また、今回は 2020年に開催され

るオリンピック・パラリンピックに関連して JOC が

主催するセミナーやパラスポーツ体験会も開催され、

これまで以上に多様な参加者にエコメッセを体験していただくことができました。車椅子で

来場される方や様々な障がいを持たれていながら多様な活動をされている方に、活動紹介と

情報発信・情報交換の場所を提供できたことはエコメッセの新たな役割であると感じていま

す。また昨年に引き続いて青年海外協力隊(JICA)からは JICA 東京 SDGs 吹奏楽団に参加して

いただき、音楽で世界を感じるパフォーマンスも行われました。 

 今年は直前に巨大台風が千葉県を直撃し、県内各地に大きな被害が発生しました。大規模

な停電が 2 週間以上続いた地域もあり、温暖化の直接的な影響として大規模な自然災害が頻

発する状況に直面しています。エコメッセちば実行委員会としても災害復興を目指す活動を

支援するため募金活動を行い、13000円以上の募金を届けることができました。出展している

団体の中にも被害を受けている方もいて、そうした方々への支援も行いたいと考えています。 

こうした多様な活動をしている団体に活動紹介の場を提供できるエコメッセも岐路に立た

されています。イベントスタートから四半世紀が経過し、主要メンバーの複数人が今年度で

実行委員会を離れることになっています。団体としての持続可能性も問われる中、来年度は

2020 年 11 月 1日(日)に幕張メッセで開催することになりました。事業を支援していただい

ている環境再生基金の助成制度でも”環境活動見本市事業”が継続され、社会的なニーズが

あることは分かっていますが、我々実行委員会側にその責務を果たせるだけの力が残されて

いるかどうかが問われています。新しい器に新しい酒を注ぐのか、器の見た目は同じでも新

たなメンバーで新たなスタートを目指すのか。実行委員会の中でも模索する日々が続いてい

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に想いを馳

せながら、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 2020in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。 
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亀成川とその流域の生態系を守る 
～生きものとニンゲンが共生するまちづくりを目指して～ 小山尚子（亀成川を愛する会） 

 

 印西市を流れる全長わずか 7 ㎞の亀成川は、手賀沼水系に位置しています。北総台地に降った雨

が谷津に染み出る絞り水が集まってできた川ですが、今は、流域の水田に印旛沼の水をポンプアッ

プして入っているため、流れる水には印旛沼の水も入っているという変わり種です。 

 川幅１ｍの小川だった亀成川ですが、千葉ニュータウンの雨水対策として、両岸の管理道まで含

めると幅 24ｍの河川に大改修される折、生態系に配慮した工事にしてくださいと要望して、2010年

6月、川と亀成川とその流域の生物多様性と文化を守り伝えようと発足しました。 

 

川の再生と保全事業 

改修時の生きもの救出作戦に始まり、改修後の土嚢設置とマコモ植え付けによる川の再生作業を

かわきりに、再生区のマコモ刈り、年 3 回の川の生きもの定例モニタリング、夏休み川の観察会な

どを実施してきました。 

ところが印旛沼からの農業用水に紛れてきたナガエツルノゲイトウが川でも繁茂。印西市との協

働で、コウホネの再生区だけは、駆除作戦を実施しています。また、かつては農家の人が掘り上げ

て水路を確保していた川ですから、そのままだとどんどん砂や泥が堆積してきて、流れが単調にな

りますから、たまった土砂を掘って、ワンドを作る作業をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コウホネを守るナガエツルノゲイトウ駆除 

ナガエを袋詰めする前に、ナガエの中で冬ごもり 

しているトンボのヤゴや魚を救出  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亀成川あみだくじ作戦 

ナガエにたまった土砂が中州を作っているので、 

流れに垂直に水路を掘り、ワンドも作った。 

流域の谷津は、どこも同じだと思いますが、水田耕作されなくなり、斜面林も放置されて、 

毎年の調査では、ニホンアカガエルやヘイケボタルの生息環境が激減しています。グリーンインフ

ラという視点からもこれらの谷津を守れないか、大きな課題です。 

 

谷津に親しむ公園作り事業 

2011年、亀成川の支流の一つ、古新田川の上流域で、谷津の先端の池が埋められて芝生公園にな

ることがわかり、それまで草地や湿地や雑木林だった場所が再開発されると知らされました。生態

系を生かしたまちづくりを訴えて、市民団体等の応援や行政の理解のおかげで、わずかではありま

すが、別所谷津公園と別所緑地として、水辺を含め、10haが残ることになりました。 

そこは、ちょうどニュータウン地区と里山地区の境界にあたるため、里山へのプロムナードと位

置づけ、2015年から、印西市公園美化活動、千葉県河川海岸アダプトプログラム事業として、生態

系保全のための谷津に親しむ公園作りを実施しています。 

〇林を育てよう 長年手入れされなかった雑木林は、シノダケがびっしり生えてきていましたので、

それを刈っていきますと、シュンランやフデリンドウが顔を出しました。 
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斜面林下のみよ（水路）掘り 

〇湿地を守ろう    

 古新田川最上流の緑地は、氾濫原の役目を担い、湿地

として残されましたが、ここも放っておくと陸地化が進

んでしまいます。田んぼ型湿地再生作戦やさらさら小川

作戦など、ホタルやトンボやカエルやサカナを守るため

の池掘り、みよ（水路）掘り、田んぼ作りなど、東邦大

学の皆さんの協力も得て、谷津の生きもののサンクチュ

アリを目指しています。 
〇原っぱを作ろう 

稀少種の植物は、UR の計らいで土壌ごと移植されまし

たので、そこを中心に、別所の原っぱを取り戻そうと移

植地を広げ、草刈りをしています。 

 

 

〇池を守ろう 

池の周辺の木が育ちすぎた結果、落葉による

富栄養化が進むため、周辺樹木の除伐を実施し

ています。 

また、アメリカザリガニが突然大繁殖し始

め、2017 年から、毎週駆除を実施して、2018

年度は約 1万匹を駆除しました。水生生物保護

のための容器を 80 基設置して、積極的保護策

も試みています。が、2017年秋から周辺の再造

成が始まり、大量に造成土が流入した池では、

残念ながら希少トンボ類の姿が見えなくなり、

沈水植物も風前の灯となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水際まで密に生えたタケとシノダケを刈って、 

池の周辺に作業用の道を作った。 

啓発活動事業 

 印西市の魅力は、なんといっても都市と自然が共存するまちです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ホタルを守るアメリカザリガニ捕り大会 

 

里山を楽しみつつ、里山の自然は手を入れな

ければ守られないといことを体験するイベント

（雑木林の落ち枝拾いをしたあとの観察会や、

ごみ拾いをしながらの季節の生きもの観察、ナ

ガエツルノゲイトウ駆除の際のナガエに埋もれ

ている魚やヤゴの救出など）を実施しています。 

2019 年度からは、アメザリバスターズを募集

して、親子にアメリカザリガニを捕ってもらい、

アメリカザリガニがたくさんいる水路には他の

生きものが少ないことをお話し、手入れや管理

をしていくことの大切さを訴えています。 

 

現在は、どんどん滅びていく生きものを目の当たりにしながら、開発という制約の中で、いかに

保護・再生をはかっていくかが課題となっています。 
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② 干潟は人類を救う     
フィールドミュージアム・三番瀬の会                斎藤 清 

 

１、人間に嬉しい生態系の物質循環による食物連鎖と炭素固定 

干潟は野鳥観察、潮干狩り、などが楽しめ、歩いているだけで肌に潮風、鼻で海の匂いを感

じ頭が癒され体が喜ぶ。また、多様な生きものとして人類へ食料供給と成り、身近に自然を享

受出来る場所であります。しかし、あまり知られてない干潟の生きもので、金子みすずの詩に

出てくる「見えぬけれどあるんだよ」の一説に当てはまる様な顕微鏡で見ないと形が見えない

プランクトンの存在があります。プランクトンネットを入れてみると東京湾の三番瀬には多く

のカイアシ類をはじめ多様なプランクトンが確認でき、海の食物連鎖の底辺を豊かにしている

ことが理解できます。特に魚が食べるカイアシ類は DHA を含む油球が有り、イワシはこのプラ

ンクトンを食べることにより体内に DHA を貯えます。魚を食べることにより人間は DHA を摂取

でき神経作用で怒りっぽさを防ぎます。魚をあまり食べない中東では紛争が多いのもこのため

かもしれません。この事は世界に広がる干潟で人類を救うことは大げさな話でないかもしれま

せん。 

また、干潟にはもう一つ大きな役目をしているのが炭酸カルシウムの形で炭酸ガスを固定し

ている貝類の存在です。三番瀬で特に目を引くのがカキ礁です。 

その広さは、谷津干潟、三番瀬海浜公園、猫実川河口、江戸川河口に点在するカキ礁の合計で

約 45,000㎡の広さがあります（資料：フジフイルム・グリーンファンド、三番瀬調査の会など）。 

もう少し詳しくネットで調べますと、カキはお互いにくっ付きながら大きな集団としてカキ礁

となる島を作ります。高密度の場所では 1,000個/㎡のマガキが存在します（資料：日本湿地ネ

ットワーク会員・高島麗）。このデータを参考に大まかにカキ礁の数を計算すると、45,000 ㎡

×700個＝１）31,500,000個になります。 

ではこのカキ礁でどのくらい炭酸ガスを固定しているのか計算してみます。 

アサリの CO2固定は 0.4ｇ／ｇ（千葉工大谷合哲行准教授の指導により定量）でカキ殻は基本的

に炭酸カルシウムで出来ているため同じく CO2固定は 0.4ｇ／ｇと仮定し、マガキの 3年物貝殻

乾燥重量は約 50ｇ（殻高 10ｃｍ）で計算すると、三番瀬カキ礁は 3 年間でおよそ２）630ton の

CO2を固定している事になります。 

これを陸上の杉の木と比較すると杉は年輪 40年物で年間 CO2の吸収量は 8.8 ㎏／本である 

（資料：林野庁森林整備部森林利用可）。よってカキ礁と杉の木 40 年生の二酸化炭素吸収量と

比較すると３）23,864本に相当する二酸化炭素をマガキは固定している事に成ります。これを森

林面積で表すと 40年生杉は１haに 1,000本生えています。これは 3年間の CO2固定は森林面積

換算で 23.863haに相当しますので、東京ドーム広さは 5.0haゆえ東京ドームの 4.8個分の森林

に相当する事に成ります。また、家庭で排出される 1 世帯 CO2は 4,480 ㎏／年（資料：温室効

果ガスイベントリオフィスウエイブページ）ゆえ 3 年間では 630ton÷13.440ton／世帯＝46.9

世帯分の二酸化炭素排出を固定して温暖化防止に役立っています。 

 

２、無くしたい干潟の負の遺産 

 

負の遺産は青潮の発生とプラスチックごみの二課題です。 

青潮はご存じの方が多いと思いますが、豊かな海で発生したプランクトンの死骸などが溝（航

路）や穴（浚渫跡）に溜まり硫化水素（H2S）を発生させ海中の酸素が大量に消費され貧酸素水

塊となります。この海水が北風などで上昇すると周りの生きものであるプランクトンや貝や魚

などを死滅させる悲しい現象が起こります。 

対策として硫化水素を金属イオンで還元して無毒にする方法を千葉工業大学の谷合哲行准教授

が検討していますが対象規模が海で広範囲のため模索中です。 
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フィールドミュージアム三番瀬・ 

夏休みボランティア体験 

二つ目課題は海洋プラスチックごみで世界的な問題となっていますが、昨年の夏休み学生ボラ

ンティア体験で三番瀬生きもの観察後 20 分ほどごみ拾いをしましたが、45 リットルごみ袋一

杯になり殆どがプラスチックごみでポリ袋、ペットボトル、コップ、ロープ、発砲スチロール

など、学生はその多さに驚いていました。悪いのは大人と、レッテルを張られその言葉は胸に

刺さりました。学生たちに対策方法を議論させた結果、①ポイ捨てしない、見たら注意してさ

せない②プラスチック製は使わない③プラスチックに代わるものを考えるでした。 

 

注記 

１）平均密度を仮に７０％（1,000/㎡×0.7＝700個/㎡）として 45,000㎡×700 個＝31,500,000

個になります。 

２）0.4ｇ／ｇ×50ｇ／個×31,500,000 個＝630,000,000ｇゆえ三番瀬カキ礁はおよそ 630ton

の CO2を固定している事になります。 

３）杉の木 40 年生１本の 3 年間吸収は 8.8㎏／本×3 年＝26.4 ㎏／本＝0.0264ton／本より、

630ton÷0.0264ton／本＝23,864 本に相当する二酸化炭素をマガキは固定している事に成り

ます。 

 
             猫実川河口のカキ礁 

県民の会も参加・船橋・「シェアスペース”なんか” 」        
     居場所づくりの会 谷合哲行  

 

前回、本誌 39 号で紹介させていただきました”居場所づくりの会”が運営するシェアスペー

ス”なんか”は 4 月の開設から半年が経過し、様々な活動が展開される場に成長してきました。

ここではこの半年間の活動状況を報告させていただきます。 

2019 年 5 月の団体設立時には個人会員 11 人、団体会員 

6 団体でスタートしましたが、10 月の下期スタート時点で

個人会員 14 人、団体会員 6 団体で 2 団体が参加を計画し

ています。”なんか”で実施されるプログラムとしては和服

のリメイク教室や HP 作成教室、おさかなさばき教室や料理

教室など多岐にわたる活動が展開されています。フィールド

ミュージアム三番瀬とコラボレーションして、夏休みボラン

ティア体験の学生に三番瀬の環境再生能力を考える理科実

験の教室を行ったり、江戸前おさかな研究会のおさかな

さばき教室では、JICA の国際協力研修で日本を訪れて 
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三番瀬写真展 
ラムサール条約登録を実現する会・三

番瀬を守る会共催 

 

 
 

ラムサール条約登録を実現する

会・三番瀬を守る会共催 

三番瀬写真展 

江戸前おさかな研究会が JICA から引き受けた日本文化体験

教室・和服と和食体験はつかいまわし工房が協力 

いたチュニジアからの研修生に日本式の魚の調理方法

と和服を着る日本文化体験をしたりと多様な教室を開催

しました 

厨房を活用した料理教室も複数行われるようになり  

ました。また、展示スペースとして、三番瀬写真展なども

行われ、地元の方に三番瀬の自然や変遷を紹介する機会を

提供することができました。 

また”なんか”では複数の団体の定例会も引き受けてい

て、打ち合わせや会合・懇親会スペースとしても利用され

ています。こうした地域に密着した活動によって、各教室

には地元の方が多く参加され、会員となって現在新しい活

動を展開しようとしている方もいらっしゃいます。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) 

 

 
おかげ様通信・成田市おかげさま農場  

  高柳 功 
 
 自然と仲良く付き合い・生きていくために欠かせない安全な野菜を給するために昔からの「結い」の働きで

地域で助け合い大災害にもめげず畑作りをしている人の集まりです、みんなの野菜を集めて安全な食材

を求める人に宅配をしています。 
 
（産地の声）vol.1417                    2019.11.27 

 

 雨空が続きます。梅雨の季節のようです。晴れたらやろうと思っている仕事ができません。 

ハウスの野菜はまだ仕事ができるからいいのですが、露地野菜は悲惨です。畑はぐちゃぐちゃで入る度に泥が付き

扱いが容易でありません。 

 通常当農場の野菜は､洗いなしの畑で採れたままをお届けしていますが、仕方なく、簡単ですが水洗いをしなけ

れば扱いできないので一部洗ってあります。ご了承願います。 

 また、前にも書きましたが台風などの風水害があると何故か害虫が発生します。たぶん自然の猛威で葉が落ちた

https://dribasyo.wordpress.com/
mailto:drtaniai@mx3.ttcn.ne.jp
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り痛めつけられたりで､食べるものがなくなるせいなのか、栽培作物に虫たちがよってくるようです。 

 ほうれん草や小松菜､小カブなどひどかったのですが、出荷が始まったハウスで作るサニーレタスにもヨトウム

シを中心とする雑多な虫が大量に取り付いています。一株ごとに葉の間を見て確認しては虫を取り除いているので

すが、ひどいのは５匹も６匹も葉の中に潜んでいます。 

ここまでの虫の発生は今まで経験がありません。他に食べるものがないから（暴風雨の影響で）一斉に飛び込まれ

た！と思ってしまうほどです。 

 一方、この天候で次の野菜達の生育は進まず､「虫に食われるだけでは目も当てられない」などと話しています。 

 話変わって、２３日は天皇陛下の大嘗祭が執り行われました。 

通年は､新嘗祭というお祭りでが、今年は特別に新天皇即位ということで国家的行事となって大嘗祭（おおなめま

つり）になりました。 

 解説によると、新嘗祭（にいなめさい）は古くからの国家の重要な行事であり「瑞穂の国」の祭祀を司る最高責

任者である大王（おおきみ、天皇）が国民を代表して､農作物の恵みに感謝する式典となっています。 

 「新嘗」とはその年収穫された新しい穀物のことです。まず神様に新穀を奉納して､その次にまず最初に天皇が

実際に食します。 

 私達も、実際２．３０年前まではこの日まで新穀を戴きませんでした。新穀＝新米は年を越して食べることが当

たり前だった時代がありました。 

 今の日本を思うと「五穀豊穣」に関心を持っているのか、「恵みに感謝する心」があるのか、疑問に思ってしま

う感があります。 

（産地の声）vol.1419                  2019.12.11 

 農村に生きてきて、日本の指導者は何を考えているのか分からなくなってきます。独自の憲法改正と言いながら、

政策はアメリカのいいなりで矛盾しているように見えます。 

 田舎者だからよく事の本質が見えないのかも知れませんが、日本からの要求は用意もせず要求されたことに唯々

諾々のように見えるのですがどうでしょう？ 

 また、国を守ると言いながら軍備や経済的優位に立つことが優先されているように感じます。成田市と言うとこ

ろに住みながら都市部と農村部では過疎と過密という分断現象が進んでいます。 

 その成田と同じように日本中が地方の疲弊、荒れ地の増加が進行しています。国を守るということは、日本のど

こに住もうと経済的安定、安心そして自然に畏敬の念を抱き暮らせる基盤をつくることだと考えるのですが、古い

考えなのでしょうか。 

 私のムラの歴史をたどると千年以上前から水田や畑を開墾し住み着いてきた、と町史にはあります。少しづつ開

墾し食べ物を､水をそして道路や川を改修しムラ作りをしてきたのです。 

 千年以上もかけて作り上げてきた生存基盤をおろそかにしていいのでしょうか。そして心血を注いできた稲作や

畑作が採算が合わなくなり荒れ地になってゆく姿を見る度に「これでいいのか？」と思ってしまうのです。 

 冒頭に書いたことは、今回日米貿易協定が結ばれたことに対する農村＝地方の側からの感想です。いきなり貿易

協定になってしまった感があります。。日本のマスコミは政府に遠慮してか取り上げていませんが、アメリカのト

ランプ大統領は率直にアメリカの利益であり外交の成果だと言ってます。早い話大統領選挙に日本が利用されてい

るのでしょう。対して日本の利は見えません。 

 台風１５号、１９号それに続く豪雨で地方はメタメタです。物理的に破壊された事は自然の猛威によること大で

すが、それを復興するのはそこに住む人々です。地方経済が貧弱な現状を救わずして未来が築けるのでしょうか。 

 ３０年以上も前ですが、日本国民の農業に対する反応は「それは農家の問題だ」と反応し、フランス国民は「自

分たちの食べ物の問題だ」となって､国民的意識の違いに驚かされたことを思い出します。 

                      

（産地の声）vol.1420                    2019.12.18 

 NHK スペシャルでお米のことが取り上げられています。病気にかからないために糖質制限としてお米を食べな

い人がいるそうです。私など「そんなバカな」と思うのですが､そんなことを指導するお医者さんもいると言うの

ですからもうどうしようもないような気がします。 

 マスコミやコメンテーターという人達の話はあまり信用しないようにしているのですが近年はますますひどく

なっているような気がします。グルメが一向に収まらず相変わらず TV などでは新しい食品を紹介する番組が後を

絶ちません。 

 ダイエット食品から機能性食品とか特保だとかが大流行です。美味しいものを求めすぎて食べ過ぎで肥満や病気

を引き起こしている事を忘れています。ダイエットなどの対処療法はきわめて単純なことです。自分の運動量に合

わせて食べる。そして食べ過ぎなければいいのです。腹八分で。それだけのことです。 

 我々人間の体は飢餓には対応できますが、肥満には対応できない体なのです。私達の命は自分であって自分の意

志で生きているのではありません。心臓を動かしているのも、呼吸するのも、消化するのも自分が指示を与えたか
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ら動いているのではありません。1 コ 1 コの細胞がそれぞれの役割を持って本人の意思に関わりなく動き役目を果

たしてくれているからこそ私達の命があります。 

 私の父は 92 才で、祖父は 88 才で、祖祖父は 95 歳まで生きました。お米を食べ味噌汁を食べ、野菜を食べて天

寿を全うしました。最後はみな自宅で家族に見守られて苦しまずに逝きました。食は身土不二です。 

 人間も農の世界の作物も食べ過ぎれば病になります。人間の食に例えれば作物の食は土と肥料です。肥料も過ぎ

れば窒素過多（人間であれば肥満）となって病気が出たり､害虫も余計につくようになります。 

 薬を使わなければ育たないような食べ物を食べ、（しかも好き放題にたべて）健康になろうというのがおかしい

です。作物も土が健康であれば農薬を使わずに育ちます。人間も自然の力で育ったものを食べていれば、不足する

栄養はないとも言われます（バランスも大事！） 

 元々私達の命も自然生態系の一員です。農薬漬けの野菜や添加物盛りだくさんの加工食品、そして遺伝子組み換

え技術といった自然に刃向かった結果、医療費 42 兆円という報いになっているのではないかと思えてなりません。 

  

（産地の声）vol.1421                    2019.12.25 

今年最後の産地の声です。思い返しますと､異常気象の連続だった年でした。異変は 7 月例のない雨と太陽の出な

い日が続いた事から始まりました。6.7 月は稲や落花生など植え付けた苗がさあこれから、と大事な成長の時です。 

 人間であれば 10 代から大人になろうとする時です。その時に太陽が出ず日照不足、そして低温という目に遭っ

てしまいました。（光合成ができない！） 

 そして太陽が出始めたと思ったら､今度は猛暑です。体作りが未熟の中で、いきなり経験のない高温にであった

のですからびっくりでしょう。体がひ弱の中、出穂開花で実りの時になってしまったのです。 

 そして 9 月に、かって経験のない台風の来襲です。播いたばかりの大根や白菜など芽が出たばかりの状態の野菜

は､吹き飛ばされ､そして洪水という水害に遭って全滅する畑がでました。それだけでなく育苗施設からハウス施設

が吹き飛び壊滅または破損がひどく､農場の仲間で被害の出なかった家はありませんでした。 

 そして私達だけでなく 10 月にはその後の台風 19 号が関東一円から東北にかけて通り抜け、かってない暴風豪雨

に見舞われ、堤防決壊、土砂崩れが多発、多くの被災者、被災地がでてしまいました。私達もまだ復旧できていま

せんが、もっと酷い災害の連発でした。 

 今日来たお客さんが話していた事ですが「まだここはいい。自分は家を流され住むところが無くなってしまっ

た！」と埼玉の方から来た人が言ってたけど、そう言われるとこっちはまだいい方だよな」と。 

 これまでの常識が通じない時代になってしまったようです。地球温暖化問題を自分の問題と認識していなかった

とも言えます。私達の生活、人間の生き方が問われる時代になったと言うことでしょう。CO2 だけでなく､人間活

動エネルギーの使い過ぎが根本的な原因です。 

 11.12 月。こんな災害があるとどういう訳か害虫が大繁殖します。例年になくほうれん草、小松菜、小カブ、レ

タスと軒並み虫食いの猛攻撃に遭っています。たぶん彼らの住処が水につかったり暴風で食べ物が無くなったりし

たので人間の作ったものを求めての大繁殖ではないかと思われます。 

 異例ずくめの年でした。そうであれ「食は命」です。食べなければ生きてゆけません。折れてしまった､と言う 

 

（産地の声）vol.1422                    2020.1. 

 明けましておめでとうございます。挨拶を交わすのも日本の伝統文化です。 

お正月さまに、仏様や氏神様にお供えをあげるのも日本の伝統文化だったのですが、近年そういうことをするのは

珍しい存在になってきたようです。 

 伝統的？文化はすたれ､何人だか分からない国になった感じがする､と言ったら言い過ぎでしょうか。古事記にあ

るように、日本は瑞穂の国であったはずなのにグローバル化という誰のためのシステムなのか分からない言葉に踊

らされ、日本食が世界遺産になったと喜び？ながら、伝統の日本食はもはや分からなくなってしまった国。 

 お正月早々愚痴っぽい話になってしまいました。自然界の生き物は食べるものが大方決まっていて、コアラはユ

ーカリの葉を、パンダは笹の葉を食べて生きのびてきました。ユーカリが少なくなり笹の葉が無くなり、今や絶滅

危惧種となりつつあります。 

 「食は命」を標榜してきたおかげさま農場ですが、それは人間も他の生き物と同じく食べ物によって人間は生き

ているというごく当たり前のことを忘れてはいけない、天の恵みによって生かされていると言う感謝の気持ちを忘

れないように､と言う思いです。 

 豊かな自然があればこそ豊かな食が得られる。人間に食べ物は作れない、太陽からのエネルギーを光合成という

行為によってお米や麦、トウモロコシと言った植物がなせることで、地球的に見れば人間は消費者の存在でしかな

いのです。 

 人間は栽培と称して自分がつくっていると錯覚していますが、実は種としての植物が食べ物を作っているのであ

ってその種が育つ環境が無ければ人間はたちまち命の危険に陥ります。食が豊かになり、豊かすぎて食源病と称
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する病気が増加しています。日本人の食を支える農家の生産高が 10 兆円を切り、輸入が七割と言われ医療費は４

２兆円というパラドックス。 

 農薬が野菜やお米にとって不可欠であること（と言われている）加工食品に使われる多種多様な化学添加物、そ

して今度は遺伝子組み換え食品の登場へと多様になってますが、ますます人間の食が自然から遠ざかり不自然な食

へと進んでいるようです。そして TPP にまさる協定が発効してますます誰が作ったのか分からない食べ物が日本

に流入するようです。 

 地球的異常気象問題も抱えて迎えた新年です。 

新たな価値観が必要のようです。 

今年もよろしくお願いします。 

                                 おかげさま農場・高柳功 

 

活動報告と予定 

2019年～2020年平成から令和と大きく時代が変わりました。 

幸い私たちの生活は変化に関係なく継続していますが、各地の災害地の方々は寒さが堪える事でしょう。 

環境団体も寒さにめげず田んぼの生き物が暮らす水路などを整える地味な活動を継続しています。 

今回は基金の助成を受けた団体からの報告を掲載させていただきました。 

① エコメッセちば２０１９は私たち県民の会でも参加してきましたが、ここ数年行政からの担当者が新しい

若い実行委員が増えて継続をしています。「みんなで取り組む SDGs」はここ数年取り組んできたテーマ―

ですが、根本のところを掘り下げるのは難しいです。 

オリンピックを今年 2020 年に控えてパラリンピックの内容体験が出来て、興味を持っていただけたこと

は良いことでした、障害者の生きる為の不便さを知る機会にもなったようです。参加した人は肌で感じて

いたようでした。この時のみに終わらない事を願います。 

・出展団体の県民の会としては、39 号で紹介した夷隅野生生物研究所・手塚幸夫先生のパネル展示と古民家

民宿かじか倶楽部さんが群馬県南牧村限界集落から 3 名来ていただき、今の村の風景画を画伯自ら紹介し

ていただけました。また体験コーナーではブースで木を薄く切り画を描く体験は大人も子供も参加してい

ただけました。 

この村は昭和の時代まで蚕を育てて絹糸を作る仕事で栄えた村は、両脇を急な山合いに部落があます。 

古民家の再建に松戸に住むご夫婦が 12年前に先だって村に溶け込み、使えそうな家を遠くにいる子孫から

譲り受け再生を始めたという。（前号の３９号と重複するところもありますが） 

・こどものころの「身の丈に合う暮らし方を模索しながら」住民に教えを請い仲間となり、古い物を生か

す、1級河川を守り山の恵みを収穫していくことを楽しんで住む事を目的として活動をしています。 

山を少し下りると営林署があり製材所があり財産の山の木を間引いて材木をつくり、材木を古民家の再生

に生かして、休眠していた家は古民家民宿としてよみがえり、新たな人たちが都会から訪れている。 

さらに大正時代の古い温泉を掘りおこし古民家に引いて総檜作りのお風呂場を作りの木の香りのする湯船

からは目の前に季節の山があり、流れる川の音が聞こえる。鉱泉のぬるい温泉は廃材の薪で追いだきもし

て全てを利用できている。 

素人が定年になり身体が覚えながらの作業をしている、体力と推進力はさすが昭和世代です、また炭を

作り灰で炭コンニヤクもや炭うどんまで作り始め作業の手は休めることがない、好きな事は楽しみ事と仲

間は山形や新潟、埼玉からも馳せ参じて昔ながらの仲間のように作業を進めている。そこにはそれぞれに

今までの経歴で身に着いた業も生かせている。行く度に進化しているのが楽しみ。夏にはきれいな清流に

都会からのこどもの声が響き、小中学校が廃校となった地域がにぎわう！！。 

手の入らない山の杉やヒノキを使いこなして再生をする、腕に覚えが無くても参加してみてはいかがでし

ょうか！多分千葉の中でもこういう働きはあると思います。れぞＳＤＧｓでは。 

 

②  印西の「亀成川とその流域の生態系を守る～生きものとニンゲンが共生するまちづくりを目指して～」 

亀成川を愛する会の活動は年間を通して大人もこどもも参加して、夏の暑さも冬の凍てつく冷たさももの

ともしないで川に入り生物たちの生きる場所を確認して生きやすい道を作る作業は、本当に冷たさが伝わ
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り、参加しているこどもたちにも感謝です。人の都合に関係無く成長して油断するとすぐ雑木は林になり

森になる。日々の絶え間ない努力で小さい生き物が生きていくことが出来。この作業はこどもたちの記憶

に残り、将来のこの道を選ぶと、広い場所のなかで寒い季節、暑い季節本当におつかれさまです。 

  

③ の船橋「干潟は人類を救うフィールドミュージアム・三番瀬の会・」 

三番瀬・千葉の海が昭和 36 年～埋め立てが始まり、保存方法など漁師の方と市民団体、行政と話し合い

が継続してきました。その中で三番瀬に関する３団体が活動をしています。その中の一つがこの会です。

海をとりまく環境はめまぐるしく変化をしています。コンクリート護岸にはの周辺は牡蠣の住処となりそ

こには日本に住む外国人が牡蠣拾いに来て身だけを取り除き殻を放置して行くので新たな問題がおきて

います。食べるため、生きることへの強い思いがさせるのでしょうがモラルのなさとの鬩ぎあい難しい事

が起きています。 

そんな三番瀬の海水の温度や干潟に生きる微生物を調べ小魚が生きていける良い環境を作る為に模索し

ているグループです。 

基金に申請をして活動が少しでも前に進め、活動に利用されている事をこれからも紹介していきます。 

 

・定席のおかげ様農場の高柳さんの、ぶれる事のない本音、つぶやきは、読むたびに姿勢を正しています。 

その高柳さんの危惧はまさしく、朝日新聞に取り上げられたので読まれた方も多いと思うが。 

今畑に広げられている農薬による被覆被害が毎年５月～７月頃に症状が出て、畑の近くの住民からの被害

が多く出ているという事だ。突然激しい目の痛みや、めまい、くしゃみ、手足に小豆大の水ほうが出来て

焼けるような痛みを感じるという、記憶力もなくなり、集中力も低下し仕事も出来なくなる人も多くある

と言う。クロルピクリンと言う農薬の健康被害が１００９年～調査されている。 

・畑の野菜、果物、花などの栽培に使われている農薬のクロルピクリンの健康被害は、畑のそばに住む人

たちの体への被害が起きていると言う事が２００９年～農林水産省農薬被害事故実態調査によると運搬中

の事故などを含み被害総数は不明のものもあるが、被害件数４２件被害者数１４８人以上とある。 

適用作物は野菜６５種類、果樹３種類,花木１０種類、穀類など６種類もある。 

サツマイモ,ナガイモなどに農薬をまいたあとに地表面に張る被覆資材のマルチ厚さが０．０３ミリメート

ルでは通してしまうので大気に漏れてしまうと言うことだ。 

 新建材が使われだして、壁紙、床材の材質による神経破戒物質という存在が忘れられた処にこのクロルピ

クリンという農薬の被害が知らされた。この農薬は欧州では全廃され、アメリカでは「人がいる場所と使

用農地の間に一定の緩衝地帯設ける事」が義務付けられていうというが日本では住民に被害を与えない使

用基準もまだ無く、農家に対して正しい指導もまだまだで農家や近隣の住民にも被害が出ている。 

・少し前新築の家、屋内に使用する建材による環境ホルモン破戒物質が発生をして被害者が多く出て、環境

ホルモンをつくりだす事業者に対する届け出制度が出来たが、その時の被害者はいかがなのでしょうか。 

知らないままに畑のとなりに住んで、病にかかる。農家も手入れが難しい機材が増える。人が作る畑では

人手がないとどうしても薬という農薬をまいて雑草を取り、肥料として薬を撒くそしてその野菜を食べる

という循環です。資源循環を体に良い。自然に良い安らかな健康な体をつくる為には私たちのする事はま

だまだ多く有ります。千葉県環境再生基金は活動する人の集まりを潤滑に出来るように有りたいです。 

                                           中岡 
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