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環境パー トナーシップちば

横 山 清 美

千葉市中央区中央港4111
(財)千葉県環境財団環境学習推進室内

043-246-2180

043-246-6969

10月21・22日に 」R海 浜幕張駅前広場にて 「エコメ

ッセちば2000」が開催されました。市民 ・企業 ・行政

が共に環境問題解決のための役割 と責任を果たし、連

携 して行動するために開催するもので、環境について

楽 しみなが ら考える「イベン ト持ちより型イベント」と

いわれています。今年は 『環パちば』においても4張

りのテン トブース内で,子 どもか ら大人まで広 く市民

に地球環境保全について考えてもらうため、次のよう

なイベントを実施したことを報告いたします。

『買い物には

マイバッグを!!』
『環パちば』では、 「買い物には、マイバ ッグを持参 し、

レジ袋を自粛しよう。」を合い言葉に市民に呼びかけま

した。①デザインがステキ②使い勝手がよさそ う③持

ち運びに便利の 3点 を表示 し、それぞれ気に入つたも

のに投票していただきました。

当日の会場では、 「え、こんなにたくさんあるの !」
「汚れの目立たない色がいいね。J「 背中に背負える物

がほしいな。Jと 言いながら、肩組の長さを確認する人、

マチの巾を見る人など、楽 しみなが ら真剣に選んでい

る姿を見ると、みなさんの環境に対する関心の高さを

実感し、その反響の大きさに驚きました。

一人ひとりが、身近にできることか ら始める。 この

行動が地域社会、ひいては地球を守る第一歩ではない

でしょうか。

マイバッグ持参で買い物に行 くことが、当然の社会

になるように願う気持ちでいつぱいです。

尚、展示用エコバックの貸し出しに応 じます。

申込は、大西 優子 T E L047 439 8361
(T。 高)

ますますご活躍の 『環パちば』団体会員のみなさまの活躍ぶりをご紹介致しました。

。ごみゼロの社会をめざす会             ・千葉ケナフの会
。沼南手賀沼ボランティア会             。松戸まちづくり応援団
。千葉県生活協同組合連合会             ・丸山サンクチュアリ
。千葉ケナフ普及連絡協議会             ご協力、有難うございました。

～エコメッセは、このゲートをくぐって～

<マ イバッグ展示会場でのアンケートより抜粋>

☆マイバッグ展は、いかがでしたか?
・ずいぶんたくさんのお店が出しているのだと、感心
しました。

☆環境についておもうこと
・ 『私 くら い』ではなく 『私だけでも』を心がけてい

ます。

☆ 「エコメッセちば2000」の感想
。子供用ステージがあったので、自分も他のテントを

みることができ、良かった。
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～いいバッグがたくさん !～

(アイウエオ順)
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絵手試に託すメッセージ
「ミレニアム 。エコメッセは、 こども達にも多

いに楽しめるイベントにしたい」 という趣旨に沿
つて、絵手紙コンテス ト “地球へのメッセージ展"

が、 『環パちば』が全県下に初めて発信する企画
として実施されました。

絵 と環境保全へのメッセージを一枚のハガキを

使い自由に表現 してもらい、会場に展示しました。

環境財団や企業等にも後援や副賞提供のご協賛や、

御宿郵便局には参考賛助作品の出品で展示会場を

賑わし、又出品者である北習志野同好会にも展示

作業の協働など皆様にご協力いただき感謝申し上

～受賞作品より～

げます。

県下から集まったハガキは約二百通。5歳の幼児
から81歳 の方まで幅広 く、内容については、自然

環境 。ゴミ問題を中心に、関心の高さを示していま

した。特に子ども達の作品はユニークなものが多く、

意外に環境問題もシビアに見つめていました。絵手

紙を描く機会を通して、より多くの方々が地球環境
への意識を持ち、広げてくれることを期待します。

入賞者及び協賛いただいた方々は次のとおりです。
おめでとう l ありがとう ! ( t。 永)

小久保義松様  高橋 民子様

松崎 慎次様

大野 ゆり様

御手洗真紀様  石井 孝典様

藤代 真希様

大谷 智美様  佐々木 唯様

矢部 玲子様

佐藤 睦美様  雨宮 棲吾様

鈴木 博史様

卜のプレゼントもありました。

塩田 滋子様

内田 昴佑様

大平みちこ様

石橋 宏美様

山本佐和子様

栃木 和子様

山本 真央様

宮吉 教仁様

堀  美波様

高橋 美幸様

森田 和也様

小山真菜美様

平井 裕美様

～受賞 おめでとう !～

絵覇紙]ンテスト愛賞者発表
(財)千葉県環境財団会長賞 ・副賞

環境パー トナーシップ賞 。副賞

御宿郵便局長賞 ・副賞

かもめ賞 ・副賞 リサイクルグループかもめ

千葉県生活協同組合連合会賞 ・副賞

さわやかで賞 ・副賞提供 三菱鉛筆

すてきで賞 ・副賞提供 京葉銀行

きれいで賞 ・副賞提供 東京電力

かんがえたで賞 ・副賞提供 京葉銀行

当日授賞された子どもたちには、NTT東 日本から色鉛筆セッ
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『あなたのエコ度は ?』 一エコチェック2000幕 張一

10/18・19両日ご来場の皆さんに、 日常の生活の中に環境に関する問題を、どの位とり込んでいるか、

下記の設間に114人の方にお答え頂きました。

設問 (7)近 くに出かける時は、車を使わない。
(1)部 屋の冷暖房は、夏は28℃、冬は20℃。 (8)余 計な包装を断り、過剰包装のものは買わな
(2)使 っていない電化製品は、コンセントを抜く。 い 。

( 3 )マ イバ ッグ(買い物袋)を持参する。

(4)リ サイクル商品を選んで購入する。

(5)合 成洗剤は、使わない。

(6)生 ゴミは堆肥にする。燃やせるゴミと

す時は、水切 りをする。

(9)資 源ゴミの分別をする。

(10)環境家計簿を知っている。

“はい" “いいえ"で 回答いただきました。10間 “は

して出   い"な ら10点 として配点 しました。以下は、 2日

間の結果です。

曇 り空がちょっと残念でしたが、ワークショッ

プ “リサイクル凧"は 、好評でした。
『昔 ?男 の子』にとって凧作 りは、身近な遊び

のツールでした。 『環パちば』のブース前も初め

ての凧作 りにチャレンジするこども達で賑わいま

した。今回の挑戦は、スーパーのレジ袋を使った

工作、簡単でしかも良く空中に舞い上がる仕掛け

です。 日本古来のスタイルとは、全く異なるが、

<凧 づくり会場でのアンケー トより抜粋>

当日会場では点数に応 じて次のような<達 人 :

10～8点><イ エローカー ド:7～4点><レ ッドカ

ー ド:3～ 0点>と いうランクをつけたところ、皆

さんご自分のエコ度に興味を持ったようでした。地

域のイベントでも、このようなエコチェックをお勧

めします。環境に配慮した生活を、市民が少しずつ

でも実践していけるように、地域での活動にエコチ

ェックを活用 しま しょう。 (田)

流体力学的には、的を得たデザイン。用意した50

人分の材料はたちまちなくなりました。設計図を

見てレジ袋にカラーマーカーで絵を描き竹ひご、

タコ糸をつけて出来上がり。次々と舞い上がらせて、

親子で楽 しむ風景や、風をうまくとらえ、高く高

く飛ば し、いつまでもチャレンジしている風景が

見 られました。 (T。 永)

0ガ った あガった! リサイクル凧

得点 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

人数 5
，

“

ワ
ｒ 25

９

″ 8 9 6 0 1

～ボクのママのエコ度はどうかな?～

ヽ ′甲Lノ ヽ り雷 場 ゞり ′ /ツ
~「

よ り婿 ′
~~~~

凧について :簡単に遊び道具が作れ、作る過程
とタコ上げと両方楽しめていいですね。

環境について :いろいろ人体に及ぶ害が取り上

げられていますが、全て人間の手によるもの。

残念です。少しずつでも全ての生物が生きやす
い状況を作りたいです。

エコメッセ2000について :ダイレクトメール

的なもので知りました。もっと多くの人に前宣伝

しても良いでしょう。楽しみながら考えさせられ

るので、子ども達にぜひ見てほしいです。
～いやあ、あがりますねえ !～
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『地球温暖化防止』第 3回 学習会 報告

～環境家計簿をきっかけに、みんなが行動するとき～
第 3回 目になる 『地球温暖化防止』対策のための

学習会が、平成12年 9月30日 (土)午後1時から4時

まで、船橋市勤労市民センター会議室において、事

業部松尾昌泰の司会のもと、約30名 の参加者を得

て開催されました。

始めに、千葉県環境生活部環境生活課政策室副主

幹高梨秀一氏より、『千葉県地球温暖化防止計画 (案)

と、このこの計画に位置付けられた環境家計簿につ

いて』のお話しがありました。内容は、千葉県地球

温暖化防止計画 (素案)の 概要に始まり、家庭にお

ける温暖化防止対策の具体例と、環境家計簿による

温暖化対策への参加の意義に言及し、「環境家計簿

をつけるということは、地球資源と各家庭の出費の

節約にもつながる 『一石二鳥』の有効な手段であり、

誰もが取組める一番身近な手法でもある。」 との提

言がありました。

次に千葉県環境研究所大気第一研究室上席研究員

の伊藤章夫氏より、 「省エネルギー関係の作品集」

をもとに、清涼飲料水自動販売機の電力消費量の事

例、家庭における環境家計簿利用の事例に加え、家

庭におけるC02抑 制効果の事例では、伊藤氏の家庭

でのエピソー ドを交えながらの楽しいお話でした。

市民と行政のパー トナーシップによる計画として

その取 り組み姿勢を発表された、主婦の 『いちかわ

地球市民会議』事務局松本定子氏の 「環境家計簿を

はじめませんか」という、ふとした気づきから始ま

った行動への移行と未来を見据えての現状を語る言

葉は、わかりやすく納得させられるものがありまし

た。また、一般席から市川市環境部環境政策課の広

瀬正明氏が、「市民と行政との環境家計簿に対する切

り国が違う。」と発言しながらも 「小学生にも出来る

ようなシンプルなものがよいのでは。」等と市民層

への浸透を企画する提言をいくつか挙げていました。

次に、『環パちば』の川原啓佑副代表から、「環境

パー トナーシップちばにおける推進」と題して、パ

ー トナーシップ事業としての環境家計簿の意味 。実

施機関と目標 ・普及対象 。普及促進組織 ・財源 。ネ

ーミング ・評価 。インセンチブ等についての発言が

ありました。

また、企業側参加者としては岩田圭―氏 (東京電

力)か ら、「ライフスタイルの変化が必要である。」

「環境家計簿をパソコン教室の教材として取り上げ

るのも一考か。」などの提案が。

山田英二氏 (ちばコープ)か らは 「子どもでもつ

けやすい環境家計簿をつくりたい。」

文入加代子氏 (松戸消費者の会)か ら 「誰でも取

組みやすい具体例を提示してほしい。それが 『環パ

ちば』の役割ではないか。」との鋭い指摘もありま

した。

最後に、横山清美代表の挨拶で、この学習会が「環

境シンポジウム2000千葉会議」に繋げるための確実

なステップとなったことを確認して、学習会を終了

しました。 (山)

■‐f■‐

高梨秀― 氏 松本定子 氏伊藤章夫 氏

～ 質議応答 (会場風景より)～
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「千葉県ディーゼル自動車排出ガス対策懇談会」について
ディーゼル車の健康への影響が問題視されたのは、

かな り以前か らのことでしたが、やっとここで東

京都では「ディーゼルNO作 戦Jが始まり、運輸省も

硫黄濃度を低 くした燃料用軽油を供給する方針を

出した りして、ディーゼル車排ガス削減への取 り

組みが具体化してきました。

千葉県でも平成 8年 より「大気環境保全対策専門

委員会」(学識経験者で構成)にて、 SPM(浮 遊粒子

状物質)対策についても検討されていましたが、千

葉県の実情にあった効果的なメニューの体系化 と

共に、効果、実施可能性、留意点などについて検

討する懇談会が平成12年11月より設置されること

となりました。予定では委員が、学識経験者(大気 ・

一団体会員の活動紹介―

排出ガス ・工学 。技術 ・衛生)から6名、業界(自動車 。

流通 。輸送 ・燃料)から6名 、県民から3名 、市町

村から5名 の合計20名 で構成される組織です。県

庁での担当は環境生活部大気保全課、懇談会は公開、

インターネットを利用して県民から意見を求めると

されています。 『環パちば』からも県民 3名 の委員

の一人として代表の横山清美が参加することとなり

ました。この 「だより」が発行される頃には、第 1

回目の会が開催されている予定ですので次号 「だよ

り」にてご報告いたします。

(K・ Y)

応援ということでN02測 定の環境グッズの販売と

測定会を計画しましたが大変多くの方々の参加があ

りました。親子で家の周りを測定することから、環

境への気づきがすすんでいくのではないかと喜んで

います。

環境活動推進委員会としては12月 1日 に浦安市

と船橋市のごみ焼却場の見学、 2月 には千葉県のご

みゼロプランの施策を学ぶ会を予定しています。

連絡先 :千葉県生活協同組合連合会

〒260-0016 千葉市中央区栄町416

長谷川ビル3F

丁巨L043(224)7753 山 田 多恵子

～花見川終末処理場見学会～
“ビオ トープもありますよ"

環境の輪を広げる

`笙   ク〃む環境活動"

千葉県生活協同組合連合会 ・環境活動推進委員

会は県内の6生 協からの代表によるメンバーで構

成しています。 2ヶ 月に一回程度の例会をもち、

各生協の活動の交流と全体での取 り組みについて

話しあっています。

1990年度から始まった年2回 のN02測 定活動 (6

月と12月)。始めた頃は幹線道路、住宅地、学校と

区分して測定をしてお りましたが、今は自分達が

計 りたいところを自主的に測定しています。毎回

測定ポイント、市町村別にはサンプル数は一致 し

ておりませんが、大きな流れでみると千葉県の環

境基準値以下の地域が少くな り、全体 としてゆる

やかに大気が汚染されてきています。近年は学校

などからの問い合わせがふえております。

先日も 『コープのだ生協』がお祭 りで 6月 の測

定発表をしたところ、学校か らパネル展示と12月

測定にこどもたちも参加 したいなどの依頼があり

ました。 『ちばコープ』などでは夏休み自由研究
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『手買涸ふれ愛フェスタ』a謳 問して
～ひろがり深まる手賀沼浄化作戦～

秋晴れの10月28日 「手賀沼ふれ愛フェスタ」が

手賀沼親水広場を中心に開かれました。

主催は 『環パちば』の会員でもある 「美しい手

賀沼を愛する市民の連合会」 と千葉県、流域 6市

2町 など。共催で環境庁、建設省も参画する昨年

から始まった大イベントです。登山家田部井淳子
さんの 「自然環境と手賀沼」の愉快な話にはじまり、

水辺のイベント、体験見学会、子供と遊ぼう、ジ

ョイントコンサート、市民団体や行政の展示実演、

フォーラム交流会などもりだくさんのにぎわいで

した。

なかでも今年初めての試み 「水質浄化」「環境学

習」など3つのフォーラム分科会が注目されました。

特に水質浄化分科会では環境庁水質保全課長、

最近、ある会報で推薦図書の紹介を
行った。そ こで立花 隆著の 「エコロ
ジー的思考のすすめ―中公文庫」をあ
げた。推薦理由を十分に書 くスペース
がなかったので、この場をお借りして、
紹介したい。

近ごろ、地球温暖化、ゴミ、ダイオ
キシン、 自然破壊などの環境問題をマ
スメデイアがとりあげない日はない。
多くの人は、どうすればよいのかを自
分たちなりに、考えているわけである。

建設省利根川下流工事事務所

長、千葉県水質保全課長とい

う手賀沼浄イリaDい て計画推

進する当局の要の幹部 3人 が

揃って出席。それも一方通行の方針

説明ではなくオープンな口調で市民や団体などと

の熱のこもった状況確認や今後の方策等々の情報

意見の交換が行われました。時間不足だけが惜し

まれましたが、注目された点は ①環境庁 「手賀沼

水循環回復モデル計画」の調査が進み、浄化への

本質対策としての水循環回復への検討が動き出し

た状況 ②建設省の 「北千葉導水」稼働で、雨量等
にもよるがCOD半 減の実績状況と今後 (今後は

インターネットによるデータ即時公開も)③ 来年
からの県の第4期 水質保全計画への市民参加の可

能性等々 ・・・・。

ダントツの水質ワース トワン手賀沼の改善を何
としても達成しようという思いは民 ・官一体であり、

今後への浄化作戦が前向きの対話の形で市民公開
で話し合われました。とかく環境イベントは、ひ
とときのお祭りに終わりがちですが、このフェス

タは今後へつなげる実りある形で論議が広め深め

られたのが印象的で した。 (K)

パー トナーシップの実践 として、対
話の積み重ねが必要であるが、考え方
のすれ違いの連続では、不毛のように
思われる。そのようなときに、最低限
の認識の共有化、あるいは次元の統一
が必要なのではないだろうか。生態学
的なものの見方、考え方によって、 ど
う違って見え、そ して何が得 られるの
かが分かるのが本書である。一読をお
すすめしたい。 加藤賢三 記

====編 集 後 記

20世紀の終わ りは、まさに激動のと

きであうたと言えよう。政治 。経済 ・

環境問題。そして人の心のありようにも、

様々なうつろいが鋭 く心を刺す。身近

な例 としては広報部長が交通事故に。

幸いベッドの中か らの執筆は、せめて

もの救いと言えようか。 しかし災いは
いつわが身を襲 うやも知れない昨今、

それぞれ充分に心して行動したい。

そして 「21世紀は環境の世紀」 とも

言われているいま、豊かな自然と穏や

かな心の世紀のために、 もうひとふん

張 りしよう。 (山)

だよりは、再生紙を使用しています。

～「手賀沼ふれ愛フェスタ」会場のにぎわい～

この “談話室"は 、今年の春、
通信員として応募して下さっ
た加藤氏、大山氏を中心とし
て構成 して行きます。気軽に
ご投稿下さい。広報部

〈環境パー トナーシップちば〉
入会申込書 骸当するところを○で囲んで下さい)

会の趣旨に賛同し(個人、団体、賛助会員として)

会費を添えて入会 します

氏 名 入 会 月 日

住 所 T

T E L F A X

申 込 み 先 TEL043-246-2180 FAX 043-246-6969

年 会 費 個人 1,000円  団体 2,000円  賛助会員 5,000円

会費納入先 郵便振替口座 00160-9-401872 環境パートナーシップちば

この 「環境パー トナーシップちば」




