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１．はじめに
事務局長

新山敦司

深刻な地球温暖化。このままのペースで推移すれば今世紀末には地球の平均気温は４℃程度上昇
すると言われており、世界では社会経済にとっても深刻な影響を及ぼすと予測されています。
私たちの日常の暮らしの中では実感として受け止めづらいのが実情ですが、猛暑日が日常化し、
台風の大型化や上陸回数の増加、局地的な豪雨や大雪などの異常気象が現実化しており、地球温暖
化は着実に進んでいると考えられます。
また、地球上では人口の集中や経済格差も広がりを見せ、内戦や紛争の火種が絶えることなく、
飢餓に苦しんだり、安全な水にアクセスできない、充分な教育や医療が受けられない、森林伐採に
よる種の激減、水産資源の枯渇など、地球環境の悪化により、地球の持続を脅かす状況にあります。
その危機的な背景に国連持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の採択やパリ協定の発効など、世界は
持続可能な発展の方向へと舵を切りつつあります。
こういった社会情勢の中、環境カウンセラー登録制度の目的の中ではこう述べています。
「社会を
構成する各主体の、環境保全に関して担うべき役割及び環境保全活動の有する意義の理解を増進す
るとともに、その自主的な取組を促進し、もって全ての主体が環境保全活動に参加する社会の実現
に資することを目的とする。
」
その意味で、持続可能な社会の実現の為に環境カウンセラーが果たす役割は大きいものと考えま
す。これまで以上に行政や諸団体との連携を密にし、地域での活動を推進していくことが必要だと
考えます。
さて、2017 年度は会員の皆様方のご協力で、学習会３回、協賛事業２回、イベントでのＰＲ活動
１回、委託事業１件の活動を行うことができました。
活動件数で一番多かったのは、福島県より受託している「福島議定書省エネアドバイザー派遣事
業」で、１０名のアドバイザーが２６事業所の省エネ診断を行い、のべ３６名の活動となり、事業
収入としても大きな役割を占めています。
また、新しい事業として「会津若松市環境フェスティバル」への参加を行いました。会津地域で
環境カウンセラーは２名しかおらず、当協会の活動のＰＲの場となり、関心者もありました。
学習活動では、昨年度より多い３回の学習会を開催しました。３月には、最近注目されている住
宅の省エネやＳＤＧｓなど、新しい情報を入手する学習会を開催しました。
しかしながら、当協会の会員数は毎年少なくなってきており、会員拡大が急務だと考えています。
福島県内では２９名の環境カウンセラーが登録されており、もっと仲間を増やしていく事と、環境
カウンセラーの養成にも力を入れていく事が必要だと考えています。
各分野に専門的な知識とカウンセリング技術を持つ、環境カウンセラーとしてお互いに研鑽を積
み、社会の中でお役立ちしていけるようにしていきたいと思っています。
その為、会員相互の連携と協力を一層強化していき、会員拡大を図り、全員の知恵と力で協会の
一層の発展を目指していこうと思います。
皆様方、お一人お一人のご協力をお願いいたします。
ＦＥＣ協会誌
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２．平成２９年度を振り返って
事務局長

新山敦司

◇学習活動
１）講演：福島第一原発事故後のリスク・コミュニケーションの教訓
５月２１日（日）郡山市青少年会館にて、
福島大学の後藤忍先生をお招きし、１３名
の参加で講演会を行いました。
原発事故が起きたときのリスク評価やリ
スクコミュニケーションの問題点のお話
や課題についてお話しいただきました。ま
た、海外のリスクコミュニケーションの事
例なども踏まえ、コミュニケーションは協
働（共働，共同管理）共考、共感などの名
の下でリスクを受容させる意図があると
考えられる。リスク責任者・加害者側は改善の方向性は認識しているが、実際の政策対応や教材に
は十分反映していない。被害者である市民の側は判断力・批判力を育むことが求められる。効果的
な教材の開発や教育実践が必要である。まとめられました。

２）省エネ学習会
６月２４日（土）郡山市青少年会館にて、
「省エネ学習会」を開催しました。この
学習会は、「福島議定書省エネアドバイ
ザー派遣事業」に参加する省エネアドバ
イザーのスキルアップをかけて行い、エ
ネルギー使用合理化専門員でもある青
木敏春に講師を務めていただきました。
当日は１０名の参加で地球温暖化に関
する最新情報や省エネ診断の具体的な
手法を学びました。
３）環境研修会
３月３１日（土）郡山市中央公民館にて、
「環境学習会」を開催しました。テーマ
は、最近注目されている話題として、
「住
宅の省エネ」について相楽副会長が、
「Ｓ
ＤＧｓ」については新山事務局長が講師
ＦＥＣ協会誌
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となって実施しました。他団体からの参加もいただき、１２名が参加して開催しました。
参加者からは、具体的でたいへんわかりやすかったとの声が聴かれました。
講師派遣が必要なときにはお声かけください。

□他団体との取組
１） 環境フェスタｉｎ会津
９月１７日（日）
、会津若松市にある鶴ヶ城
会館で開催された「環境フェスタ」に初め
て参加しました。この企画は、行政や企業、
環境団体など３０以上のブースが設けられ、
毎年２５００名ほどの市民が参加する環境
イベントです。
当日は６名が参加し、環境カウンセラーのブ
ースにて、環境カウンセラーの活動紹介、
自然観察会や省エネ診断についての紹介パネル、南相馬の原発事故以来の放射性廃棄物の様子
を知らせるパネル展示などを行い、多くの方にご覧になっていただく事ができました。
環境カウンセラーの事を知らない方がほとんどで、もっと広くＰＲしていくことが必要だと感
じました。
２） 早春の猪苗代鬼沼の里山歩きと春物語ワークショップ
５月４日（木）猪苗代鬼沼周辺にて猪苗代湖（郡
山市湖南町）で開催された自然観察会に協賛し、
当協会より４名が参加しました。このイベント
には、当協会の宗像氏が関わっており、会員へ
の案内だけでなく、協賛団体として名を連ねて
います。現在、自然観察の学習会が開催できて
おらず、今後の活動にもつなげて行ければと思
います。
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３. 福島議定書省エネアドバイザー派遣事業
事務局長

新山敦司

福島県では、地球温暖化防止の対策として、福島議定書事業に参加する事業所の省エネルギーに
関する取組を一層推進するために、福島議定書省エネアドバイザー派遣を希望する事業者にアドバ
イザーを派遣して事業所の取組みを支援する事業を行っています。
当協会では、この事業に参加し、2010 年度より毎年福島県と委託契約を取り交わし、昨年度は 26
件の省エネ診断を実施しました。今年度も４月に委託契約を取り交わしており、福島県と一緒にな
って地球温暖化防止活動に取り組んでいきたいと考えています。
１．診断事業所の分野別割合
2016 年度より、中小企業向けの「省エネ意識向
上プロジェクト（企業版）補助金」の応募条件に福
島議定書への参加が求められており、中小企業の事
務所系の参加が多くありました。
26 事業所合計で原油換算 3,863ｋＬ/年に対して、
どういう方法でどれほどの削減ができるかを診断
しました。
エネルギーの使用内訳は、電力が全体の 66.2％を
占め、次に重油が全体の 31.9％を占めています。こ
の２つのエネルギーがほとんどを占めていますが、
重油を使用しているのは４事業所だけです。よって、
全体的にみると電力の使用量が多くを占めている
ことになります。
２．全体の提案件数

対象別区分

提案件数は、全体で１５
８件となります。１事業所

空調設備
あたり平均で約６件の提案 照明設備
事務機器
をしたことになります。一 建築設備
番多いのは１３件、一番少 自動販売機
デマンド監視
ないのは２件ですが、報告 ボイラー設備
書を見ると、提案以外の推 冷凍設備
給水給湯設備
奨事項やアドバイスなどが トイレ
されている事がわかります。その他
合計

提案件数
件数
割合
62
57
11
5
3
2
2
3
4
2
7
158
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原油換算
ℓ/年
割合
39.2%
36.1%
7.0%
3.2%
1.9%
1.3%
1.3%
1.9%
2.5%
1.3%
4.4%

62,603
190,901
5,953
286
2,066
8
6,925
535
4,795
74
1,141
275,287

22.7%
69.3%
2.2%
0.1%
0.8%
0.003%
2.5%
0.2%
1.7%
0.03%
0.4%

ＣＯ2換算
kg/年
割合
142,370
539,814
18,858
617
6,582
17
18,602
1,155
13,146
602
3,216
744,980

19.1%
72.5%
2.5%
0.1%
0.9%
0.002%
2.5%
0.2%
1.8%
0.1%
0.4%
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ただし、効果測定が難しい提案や投資回収が長いもの、効果はあると見込まれるが、ヒヤリングに
よって実施困難な提案などは提案項目として挙がってきていないものもあります。
診断の結果より、改善提案による削減量は原油換算で約 275,287Ｌ/年、ＣＯ2 削減量は約
744,980kg/年、削減金額 23,168 千円となります。
最も多い改善提案は、照明設備でそれぞれ６２件となっています。次に多いのが空調設備で５７
件となっています。この２つで約 75.3％を占めます。
削減効果が最も多い対象設備は照明設備となっていて、全体の 72.5％（原油換算及びＣＯ2 換算）
となっています。次に多いのが空調設備で 19.1％となっていて、全体の 91.6％を占めています。
３．対象設備別削減効果
削減金額は、全体では 23,168 千円と

対象別区分

空調設備
照明設備
一番多いのは照明設備、次に空調設備、 事務機器
給水給湯設備となっています。この３ 建築設備
自動販売機
件で全体の 90.0％を占めています。
デマンド監視
件数は少ないのですが、ボイラー管 ボイラー設備
理やデマンド管理でも大きな削減がで 冷凍設備
給水給湯設備
きます。
トイレ
トイレも大きな改善につながります。その他
大企業のように数が多いところで効果 合計

なっており、対象設備別で削減金額が

原油換算 ＣＯ2換算 削減金額 改修費用
ℓ/年
kg/年
千円/年 千円
62,603 142,370
5,232
13,920
190,901 539,814
14,769 152,325
5,953
18,858
413
1,808
286
617
21
15
2,066
6,582
145
0
8
17
499
0
6,925
18,602
533
370
535
1,155
46
40
4,795
13,146
879
1,294
74
602
526
22,340
1,141
3,216
106
40
275,287 744,980
23,168 192,153

がありますが、投資費用が多くなります。
このことから、取り組みがしやすく効果が見込めるのは、照明器具、空調設備、給湯設備だと言
えます。
４．各事業所での対応状況
アドバイザーが報告した１５８件のアドバイスを受け、具体化に至った （実施・実施予定）の
は１０２件で全体の 64.6％になります。
また、検討中のものが３９件で、実施もしくは検討中となったものは１４１件となり、89.2％が
実施もしくは前向きな検討がされており、アドバイス内容が受け入れられたと考えます。また、様
式５を見ると、提案以外で３１件の改善、１９件の対策を検討していると返事をいただいています。
効果測定が難しいものや大きな改善につながらないかもしれないものなど、診断場所で口頭などで
お伝えした内容に関しても、積極的に検討いただけたことがわかります。
未実施となったものは１７件で全体の 10.8％で、投資が伴うものや作業環境に影響があるなどの
理由で未実施となっています。
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５．まとめ
今回の診断では２６事業所中２４事業所が中小企業で、省エネ診断を受けるのが初めての事業所
でした。環境担当部局もなく、これまで具体的な投資や改善活動があまりされていない事業所が多
くありました。省エネ診断を受けるにあたり、電気などの数値把握をすることでエネルギー消費の
様子や経費について考えることができたとの声もありました。その気づきだけでも大きな効果があ
ったものと考えます。
よって、具体的改善につながる提案を多くすることができました。それ以外の２事業所は、これ
までも省エネ診断を受けており、これまでも省エネに対する投資なども行われており、大きな改善
につながる提案は少なかったのですが、継続的な活動を積み重ねられており、確実に前進していま
す。
投資を伴う改善は大きな効果がありますが、作動時間の変更や空調設備のフィルター清掃など、
運用面でのちょっとした工夫で改善できる提案も見出せました。この改善は大きな効果にはつなが
りませんが、数を多く取り組む事で合計すると大きな効果につながる事もわかりました。
省エネを進めていく為には、投資を行う設備の改善が効果的ではありますが、運用面での改善を
積み重ねて、働く人すべての参加で省エネの活動を進めることの必要性についてもアドバイスして
おり、職場でのポスター掲示や朝礼などでの伝達を行うなど、具体的な取り組みが報告されており、
省エネ診断の提案内容だけにとどまらず、事業所の環境活動の推進が期待できます。
今回、省エネ意識向上プロジェクト（企業版）の関係での参加が多かったのですが、中小企業で
の取り組みが遅れていると感じました。投資の能力の問題だけではなく、ノウハウがわからない、
いろいろな提案があるが判断しづらいなどの意見も聞かれました。大企業の場合は、環境部局があ
ったりＩＳＯの活動の中や改正省エネ法の対応によって前進していますが、中小企業での省エネ対
策推進が大事になってくると思います。
福島議定書の省エネ診断では、みんなでエコチャレンジ事業の推進も行っており、そのことは、家
庭での省エネ活動の啓発にもつながるものと思われ、普及活動としても重要な活動だと思われます。
現状の課題としては、提案が一方的な提案に留まり、ＰＤＣＡが止まってしまう懸念があることで
す。引き続き「福島議定書」に参加頂き、中級篇にステップアップしていただく企業を増やしてい
けるような取り組みとなることを期待しています。
福島県は、
「福島県地球温暖化対策推進計画」の中で、2020 年度目標として「2013 年度比マイナ
ス 25％」、2030 年度目標として「2013 年度比マイナス 45％」を掲げています。
その実現のためには、福島議定書への参加拡大が必要となり、製造業だけでなく、サービス部門で
の参加を強化していくことが必要と考えます。省エネ診断にも参加頂き、具体的な改善活動につな
がることを期待します。
そのためには、より多くの事業者と一緒になって、福島県の復興と合わせた環境対策と中長期的
な対策づくりが必要です。省エネ診断を通じて、費用対効果をキャッシュフローの視点から判断し、
中長期の計画づくりにつなげていけるような診断を行う事がその一助となることを願っています。
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４.感 謝
会長

片平

大造

2014 年 6 月に会長に就任してから、丸 4 年間が過ぎようとしています。この４年を振り返ると色々
なことがありましたが、大変でしたのが NPO 法人存続に係る事件の発生でした。会員皆様の温か
いサポートにより乗り切ることができ、より絆を深めることが出来たと思っています。心から感謝
申し上げます。
今年 5 月で私は会長を辞し、新会長さんが会を代表することになりますが、今まで以上に皆様の
ご協力をお願いしたいと思っていますので、よろしくお願い致します。
会運営で大切なことは、リスペクト・チームワーク・情報の共有化と思いますが、特に各自が役
割を持ち、協会運営をするということと思います。
当協会も少子高齢化の影響で、会運営の厳しさはありますが、若い方の入会及び賛助会員の方も
増え、チョット明るい兆しが見えて来ていると思いますので、今後も会員皆様の仲間を増やす活動
が大切と思いますので、よろしくお願いします。
事業活動を見てみますと、自然観察会、県省エネアドバイス事業及び環境フェスタ参加等を実施
しており、今後も継続発展できると思います。
今後の協会の継続発展を考えると、シナジー効果を見据えた、他の団体様との連携は必須と思い
ます。幸いに「うつくしま NPO ネットワーク」様との連携が進んでいることを心強く感じており
ます。
最後に、今まで支えてくださった皆様に心からお礼を述べたいと思います。
ありがとうございました。

2018 年 1 月 企業で「クールチョイス」の説明

ＦＥＣ協会誌
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５.ＳＤＧｓを自分事として
事務局長

新山敦司

SDGs とは
SDGs とは「Sustainable
Development Goals（持続可能な
開発目標）
」の略称です。SDGs は
「誰一人取り残さない「No one
will be left behind」ことを宣言し、
経済、社会、環境をめぐる幅広い
課題に、統合的、包括的に全世界
で取り組むことを決めたものです。
2015 年９月の国連サミットで
採択され、国連加盟 193 か国が
2016 年～2030 年の 15 年間で達成
するために掲げた環境問題や開発
問題に関する世界目標です。
この目標には、エネルギー問題、森林資源の保護、ジェンダーフリー、平和で包括的な社会の促
進など、生協の行っている事と重なるところも多くあります。
誰一人取り残さない
SDGs が大切にしている３つのことの一つに、
「誰一人取り残さない」という言葉があります。
SDGs は、２０１６年に国連で採択されましたが、2001 年から 2015 年までの期間は、ミレニア
ム開発目標（MDGs）に取り組んできました。
MDGs は、
「貧困・飢餓」
「初等教育」
「ジェンダー」「乳幼児」
「妊産婦」「疾病」
「環境」
「連帯」
という８つのダーゲットで取り組まれました。その目標で「極端な貧困の半減」
「乳幼児や「妊産婦
の死亡率の削減」などは達成できました。しかし、極端な貧困などは解消できても、多くの国での
貧困は解決できず、先進国の中での貧困や飢餓に苦しむ人は多くありました。
そして、地球環境の限界を超える地球温暖化や新たな社会現象と不安定化する世界情勢の中、貧
困や環境問題や平和の問題は複雑に絡み合い、より幅広いターゲットと目標を設定しないと持続可
能な社会は実現できないとし、すべての人のための目標の達成をめざし、もっとも脆弱な立場の人々
に焦点をあてた取り組みとして SDGs の 17 の目標と 169 のターゲットを設定し、
「誰一人取り残さ
ない」ためにすべての国が国連で採択して取り組みがはじめられました。
SDGs が必要な理由
今、地球では様々な問題を抱えており、持続可能ではなくなっています。
例えば、世界では約８億人（９人に１人）が必要な食料が得られず、飢餓に苦しんでいます。そ
ＦＥＣ協会誌
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の一方で日本の食料品の廃棄量は年間６３２万トン、日本人一人あたりに換算するとお茶碗１配分
のご飯を毎日捨てているのと同じ量になります。
世界では、１億５千人以上（子どもの１０人に１人）が児童労働に従事しています。私たちは日々
利用している家電や衣服が児童労働によってつくられているかもしれません。
地球温暖化問題は、ますます深刻になり、台風の大型化や水害なども増えています。
＜世界や日本ではこんなことも起きています＞
・ 40％

日本の年間の食料自給率

・ 111 位

日本のジェンダーギャップ指数の順位（144 カ国中）

・ 5,900 万人
・ 約 31％
・ 1.1℃

世界の小学校に行けない子どもの人数
世界の枯渇している海洋資源の割合

産業革命前からの気温の差

地球環境をこれ以上悪化させず、社会課題の解決、経済成長を実現するために、みんなで取り組
む必要があります。
ＥＳＧ投資とＳＤＧｓ
現在、全世界の資産運用残高のうち約３割が ESG 投資だといわれています。特に欧州では約６割
を占めるほど盛んになっています。
日本では ESG 投資の割合はまだほんのわずかですが、厚生年金と国民年金の積立金約 130 兆円を
運用する世界最大の年金基金 GPIF が国連責任投資原則に署名、ESG 投資に乗り出しつつあり、今
後日本でのＥＳＧ投資の割合も大きくなっていくと考えられています。
ＳＤＧｓへの取り組みや成果は、ESG 投資の評価軸としても活用されるようになりつつあり、
また全人類が取り組むべき課題に重ねて自社の事業開発や CSR（企業の社会的責任）の取り組みを
進めるという意味からも、企業がいかに SDGs に取り組むかは、今後ますます重要になってくると
思われます。
SDGs は自分ごと
私たちのくらしや経済活動や事業も地球問題につながっています。
私たちは、暮らしの中で食品を買って、ごみを捨てて、紙を使用し、電気やガス、ガソリンなど
を使っています。
事業では、トラックで商品を運んだり、店舗で冷蔵庫を使って商品を販売し、書類やチラシや商
品案内など大量の紙を使います。なにげない日頃の行動が、地球温暖化の原因となり、森林伐採や
児童労働に加担しているかもしれません。
省エネに取り組む、ごみをできるだけ出さない、計画的に伐採した木を使った紙を使用する、管
理された漁業でとれた魚の加工品を買うことなど、一人一人の日々の生活や意識を変える事が世界
を変える壮大な目標 SDGs の目標達成につながります。

ＦＥＣ協会誌
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被災地からの新たな出発
顧問

南相馬市鹿島区北右田桶師屋地蔵

長澤 利枝

津波に流されずに残った巨大タブノキ

2011 年 3 月 11 日『東日本大震災』から 7 年
南相馬市被災地は、失われた自然環境・人々の暮らし・伝統文化をこれからどのように
再生していくのか・・・模索がつづく
≪はじめに≫
★南相馬市の位置

現在の南相馬市は、平成 18 年 1 月 1 日、旧小高町、旧
鹿島町、旧原町市の 1 市２町が合併して誕生しました。
南相馬市の位置は、福島県浜通りの北部で西は阿武隈山
脈の麓、北は太平洋に面している。面積は 398.58 平方
㎞です。東京からの距離は 292kｍで、いわき市と宮城
県仙台市のほぼ中間にあります。
位置

東経 140 度 57 分 26 秒
北緯 37 度 38 分 32 秒
面積 398.58kｍ

ＦＥＣ協会誌
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★ 原発事故から 7 年「避難指示区域」
避難指示区域

＜平成 29 年 4 月 1 日時点＞
各市町村は、平成 27 年以降の除染完了に伴って順次
解除になった。それに伴って住民帰還を促進するため、
生活環境の整備再生に取り組んでいる。
日常生活に必要な消費、医療、福祉、コミニィテイ
等の設置が急がれる。学校再開は、厳しい環境であるが、
市町村住民と行政の努力で、今年度 4 月に開校された。
帰還住民が少ない現状で、帰還を選択した住民の多くは
高齢者で、
「ふるさとで余生を送りたい」との思いである。

1.自然環境の保護と再生
南相馬市の西側は阿武隈山地が繋がり、東側は丘陵
地、台地、低地になっている。西側山地からは南相馬
市全景が見渡せる。東側の海に向かって 33 の河川が
あり、田圃と密接な関係を築いてきた。河川は秋にな
双葉町、大熊町その他は、未だに「帰還困難区域」
ると、鮭の遡上でにぎわう。東北地方でありながら、
温暖な気候 と豊かな自然に恵まれ、四季折々の風景
は人々の暮らしに、深く関わってきた。しかし、震災
によって自然環境の激変。震災 7 年の今尚復興・復旧

石神地区八坂神社参道石段から集落を望む

の名のもと、里山や豊かな自然林が破壊される。
(1)

鹿島区北海老 北限のマルハシャリンバイ
鹿島区南海老のマルハシャリンバイ自生地は、震災前は見事な群生地で、多くの花が咲いてい

た。しかし、津波被災によって存在が危ぶまれたが、倒れた松で流失を防いだものか、生殖が確
認でき開花、結実と自然発芽成長が行われている。マルハシャリンバイは北限の自生地として県
指定天然記念物である。

2013.6.22 見つけた～マルハシャリンバイの花

2018.4.14

成長と増殖のマルハシャリンバイ北限自生地

ＦＥＣ協会誌
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津波から免れた屋敷林(いぐね)
※ 注

家の周りを囲って強風から家を守る屋敷林を、「いぐね」といわれている

高さ 4ｍを越える津波に耐えた 3 本のタブノキ、周辺の植生は消滅したが塩害に強いといわれ
ているタブノキはその他の海岸でも残った。家々を囲む屋敷林(いぐね)のほとんどは流失した。

北右田桶師屋地区

津波で免れた巨大タブノキ

南海老海岸沿い津波に免れたタブノキ

上渋佐原畑津波から身を守った椿群生地

参道南側に植林され２年経過の樹木

再建建立に尽力した熊本県神社庁
庁長宮崎圀忠宮司氏と偶然に出会う

平成 23 年 3 月 11 日大津波ですべて流失。避難場所でありがら 46 人の氏子さん
が亡くなられた。
震災直後からボランティアで来られた熊本県志岐八幡宮宮司宮崎圀忠氏、人吉
市青井阿蘇神社のご支援で、熊本県立球摩工業高校伝統建築専攻科の生徒さん
たちが造った仮社殿、鳥居二基が寄贈設置された。平成 28 年 9 月 山田神社の
再建を成就させるに至った。その後、神社周囲の植樹も行った。

ＦＥＣ協会誌
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被災し枯死した屋敷林(いぐね)
震災の津波で消失した多くの屋敷林(いぐね)がある。この地は先祖代々から防風林の役目とし
て屋敷の周囲に樹木を植え育てた。自家用建築材としての役目、竹林は春のタケノコ収穫と保
存、椿は種子油を搾って利用するなど、身近な有用林として活用してきた。山沿いにはまだ屋
敷林があるが最近の生活様式が大きく変化し、屋敷林の役割が減ってきた。更に原発事故によ
り、屋敷林の木々が放射能物質に汚染され、伐採する選択をした多くの屋敷林がある。

平成 23 年 4 月１日

(4)

南萱浜地区屋敷林だけ残った

津波で枯死した上渋佐杉屋敷林と欅

寺社仏閣と樹木天然記念物
南相馬市には多くの天然記念物がある。今回取材して、あらたに各地に天然記念物が現存
されていることを再発見した。この地に息づく巨大な樹木は、一千有余年の歴史を生き抜い
ている。それは、私たちの祖先からご神木として大切に保存して来た。
≪原町区石神八坂神社のアカガシ樹林≫
石神地区集落内に八坂神社がある。神社の石段を上ると遠くに阿武隈山脈、眼下に広い平野が見渡せる。
「市指定天然記念物」である。アカガシの他に多様な植生があり、貴重な自然林である。

八坂神社

赤鳥居とアカガシ樹林

アカガシ樹林の巨木

市指定のアカガシ樹林表示版
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≪浪江町幾世橋地区 大聖寺の赤樫樹林≫
元禄 14 年中村 5 代藩主・相馬昌胤公の隠居所として建立。明治 3 年大聖寺となった。高台
の境内は由緒あるたたずまい。もみじ、大杉、アカガシなどの樹木が茂る。アカガシ樹郡は
県天然記念物に指定されている。49 代目住職さんと出会う。原発の避難区域により本殿内、
庫裡の傷みが激しいと伺う。

境内南面のアカガシ樹林と県天然記念物指定表示

崖淵に聳える巨大アカガシを支える板根

≪小高区浦尻南台地区 浦尻貝塚の植生≫
浦尻貝塚は国指定史跡で浜通り地方を代表する大規模貝塚である。史跡公園整備は平成 22 年着
工だったが、震災による変更もあり平成
32 年着工予定。史跡公園は自然環境を生かすため、縄
巨大赤樫
文植生の再現を目的に、地形を生かしドングリ、クルミ、トチノキなどを主体とした里山とする。

指定地東側の椿とクルミ樹林から
太平洋を望む

指定地中央部の椿樹林

国指定浦尻貝塚の表示版

≪津波から免れた唯一の海岸林≫
昨年 9 月取材した「2011.3.11 から 6 年 6 か月」ファイル表紙写真の場所である。
５月 2 日現地を取材。浪江町棚塩地区の広大な海岸林は、伐採され水素製造工場建設が始まった。
多様な生態系が現存していた豊かな海岸林は、復興という名の下で消失された。
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７. 水環境及び自然エネルギー学習の支援活動
会員 中西恒雄
私が所属するＮＰＯ法人いわき環境研究室では、平成２６年より３か年にわたり、いわき市環境
まちづくり担い手育成支援事業として、いわき市内主要河川（夏井川、鮫川、藤原川）を対象に、
流域毎の「水生生物の生息状況調査」を実施し、成果報告をしてきました。
平成２９年は、河川に近接する学校において、過去の調査データを活用しつつ、実際に、水辺に行
き、直に自然に触れ、自然の持つ豊かさに触れる体験的活動を支援しました。
本活動では、水辺での安全確保上、多くの支援者を必要とするため、いわき地域環境科学会及びＮ
ＰＯ法人いわき鳴き砂を守る会や夏井川流域ネットワークと協力し合っています。
平成２９年度は、６校で学習支援を行いました。
１．夏井小学校での取り組み
全体の流れは、①事前アンケート（受講者のこれまでの川に関する体験等を問う）

②座学（流

域、循環する水、水との係わり）と水質分析方法の学習 ③源流から河口までの見学（バス活用、
途中、水生生物調査、水質分析、
「水辺の評価」も行う） ④まとめとしました。
座学と水質分析には、夏井川流域ネットワークより支援と
いわき環境研究室からの３名、計５名で支援を行いました。
最初に、夏井小学校が夏井川のどの位置にあるか、私たち
の生活はどのくらい水が使用されているか、使用された水が
どのように処理され、川に流れて行くか等をスライドにより
説明しました。また、水質試験の目的、試験方法も説明しま
した。
夏井川流域については模型を使い、どの範囲の雨水が夏井
川に流入するかが分かり、理解度を深めました。また、水質
分析では川の上流と下流の水の分析により、水の汚れ程度の
違いを勉強しました。更に、米のとぎ汁や牛乳のＣＯＤを分
析するために、何度も希釈を行い分析したことで、如何に、
それらが水の汚れに大きな影響を与えるかも勉強しました。
児童たちは自分たちが行った分析結果を用紙に記入し、比
較したことで川の上流と下流の汚れの差を実感したようで
した。
２．好間第４小学校での取り組み
対象学年が３、４年生８名（複式学級）であることから、川と直接接する機会を多く持ち、児童
の川に対する理解を深めてもらおうと内容を工夫しました。

ＦＥＣ協会誌
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事前アンケートの後、６月２３日に座学・水辺観察を実施し
ました。当日は、教室での事前学習の後、学校近くを流れて
いる好間川の水辺を散策し、水辺の評価（環境省が推奨して
いる「みずしるべ」による水辺評価法に準拠）を行いました。
６月２８日、夏井川流域ネットワークと共催で、好間川の水
生生物調査と水質分析を行いました。 心配した雨は朝早く
少し降っただけで、調査時は暑くなく、かえって屋外活動に
は良い天候でした。 水難事故防止のため、子供たちはライ
フジャケットを着用し、更に、下流側に浮き輪を持った監視
人を配置しました。子供たちは、支援者や先生の指導を得な
がら、川底の石の下にいる水生生物を網ですくい、多くの種
類の水生生物を捕集しました。捕集した水生生物を黒板に書
き出しました。昆虫が多くいましたが、魚類は少ない状況で
した。 捕集した水生生物は、指導員より説明を受けた後、
全て元の場所に放流しました。
学校に戻り、川の水質についての説明を受けた後、ＣＯＤ、
導電率、透視度を測定しました。
７月７日、チャッターしたバスで好間川水源地の雨降山ま
で行き、沢沿いに歩き、流れの様子（水量など）が、少しず
つ変化していくのを観察しました。途中、流れに手を入れて、
水の冷たさなどの感触を楽しんだりしました。その後、好間
川中流や夏井川との合流点を見て、夏井川河口まで移動。太
平洋海を見ながらの昼食弁当は格別だったようでした。
夏井川河口では、地元の方の投網実演やウナギの捕獲の様子
を見せて頂き、カニ釣りの体験も行いました。ウナギつかみ
は、最初は恐る恐るでしたが直ぐになれ、全員がウナギつか
みを楽しんでいました。
３．泉小学校での取り組み
９月２１日、釜戸川下流近くにある泉小学校の５年生、５組
１４８名を対象に、釜戸川の環境調査支援を行いました。多
人数を対象に一度で対応するため、川遊び中の安全を確保するためもあり、１５名の支援者で対応
することになりました。そのため、いわき環境研究室以外に、福島高専より教員及び学生８名、い
わき鳴き砂を守る会及び夏井川流域ネットワークからも応援を得ました。
最初に、小学校体育館で近くを流れる釜戸川とその流域についての地理的な概要、釜戸川の景観
環境調査方法、川に入っての調査（水生生物調査、水温測定、流速など）
、学校に戻ってからの水質
検査（ＣＯＤ、におい、透視度）などについて、スライドを使って説明しました。
ＦＥＣ協会誌
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その後、各組を２班に分け、陸の景観調査と川の調査は２
５分交代にしました。
学校に戻り、休憩後、各クラスの教室に分かれて、水質分析、
調査結果のまとめを行いました。予め、採水しておいた釜戸
川の上流・中流の透視度も測定しました。
４．平第４小学校での取り組み
自然エネルギー講座を３回に分けて実施しました。
１０月３日（１回目）
、６年生２クラス６４名を対象に実施
しました。福島高専の先生方による自然エネルギーに関する
講義の後、４グループに分かれて太陽光、風力、水力、発電
機の原理などの演示実験が行われました。
１０月２４日（２回目）
、クラス毎に、午前と午後に分かれ、
学校近くの諏訪神社境内内の自然エネルギー-施設（いわき環
境研究室が設置）及び農業用水路での浮体式水力発電、足漕
ぎ発電、火起し体験、遡り水車の体験を行いました。福島高
専電気工学科 5 年生６名、平窪自然塾会員の応援も得て、総
勢１８名で支援にあたりました。
１１月７日（３回目）、テーマは前回諏訪神社で体験した「遡
り水車」の製作と速さ比べです。始めに、遡り水車の原理と製
作方法、水車の速さは羽根の枚数、羽根の巾、軸の太さ及び羽
根と雨樋の隙間の大小に影響することを説明しました。クラス
毎に、６班に別れ、各班で支援者の応援を受け、水車作りを実
施しました。
出来上がった水車の速さ（７０ｃｍ遡る時間）を計り、改良を
加えることを繰り返しました。作り始めて１時間過ぎた頃から、
傾きの異なる雨樋毎に、各班の速さを記録用紙に記入し、１位
と２位を選びました。小学生が６秒台で遡る水車を作れたこと
は予想外でした。最後に全員が集まり、各組の１位と２位の班
の代表から、速い水車を作った工夫などの感想を話してもらい
ました。
５．いわき海星高校での取り組み
いわき海星高校での環境教育支援の水質調査は３回実施し
ました。
1 回目は９月５日で、支援者と海洋科２年生７名と教員が車 4
台とトラック 1 台に分乗し、神白川の源流が小名浜カントリーの入り口にあることを確認し、上流
域で調査（水温、ｐＨ、導電率）と採水をしました。少し下流に移動し、水質調査後、生徒たちは
ＦＥＣ協会誌
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タモ網でウグイ、アメリカザリガニ、ウシガエルのオタマジャ
クシ、スジエビを採集しました。
河口に到着、調査用ボートで表層、中層、下層の採水をしま
した。ここまでは順調でしたが、水門下の水深は１ｍ３０ｃｍ
もあって、胴長では歩けなくなって調査を中止し、３回目の調
査時まで延期することにしました。
２回目の水質調査は９月１２日に行いました。小名浜高校前
の武城橋の下で、川幅とその 2ｍ毎の水深、流速を測定、採水
した後、梅田川に移動し刈亦団地前と神白川合流点で調査しま
した。
校舎に戻り、水環境の講義後、採水した８調査場所の水質（Ｃ
ＯＤ、導電率、透視度、におい）を分析しました。
3 回目の水質調査は 9 月 19 日に行いました。神白川と梅田川
下流で「みずしらべ」評価表を使って、環境評価をしました。
次に、ゴムボートを使って海水の遡上調査をしました。水門か
ら神白橋上流に向かっての５箇所で、表層、中、低層から採水
して、導電率とｐＨを測定しました。この結果、海水の遡上状
況が分かりました。
３回目は１０月１０日に、下神白海岸（いわき海星高校前）
の砂浜において、鳴き砂と空間線量の調査を行いました。この
調査は４年間も継続して行っており、年ごとの変化も調査して
います。
下神白海岸は駐車できる場所がなく、近辺の住民が時折訪れる
程度ですが、鳴き砂の海岸としては、いわき市内では一
二を争う程、良く鳴く砂に恵まれています。
鳴き砂の講義後、下神白海岸へ移動、調査しました。南
北方向は２０ｍ間隔で２０列（３８０ｍ巾）に標識を立
て、列ごとに堤防から波打ち際方向にかけて１０ｍ間隔
に、鳴き砂調査と砂浜表面の放射線量測定を行いました。
１０月１７日、先日採取した良く鳴く砂と鳴かない砂
の付着物質分析を行いました。分析方法は採集した鳴き
砂と鳴かない砂を３００ｍL の水に砂を１００ｇ入れ、
良く振って汚れ物質が溶けた水溶液を作成し、導電率、
透視度、粒度組成を分析しました。その結果、両者の違いが明らかで、付着している汚れ物質の量
が鳴き砂に影響していることが分かりました。
次に鳴き砂を鳴かなくする実験を行いました。たばこの灰を加えると、僅かな量で鳴き砂が鳴かな
くなりました。反対に鳴かない砂も洗浄すると鳴き砂になることを確かめました。
ＦＥＣ協会誌
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１２月１９日、自然エネルギー学習支援（テーマ：水の力）
を行いました。
教材として使う「浮沈子」の動きを理解する上での基礎的な
知識となる「パスカルの原理、ボイルの法則、アルキメデス
の原理」などを説明後、３人ずつ２班に分かれて実験を行い
ました。
①乳酸飲料 R1 のポリ容器を利用した浮沈子を全員が製作し、
浮沈子が浮いたり、沈んだりする理由について班毎に討論し
て、発表してもらいました。
②次は石の比重を求める実験をしました。まず石をビーカー
に入れて水が溢れる量を計って、その重さで石の重量を割っ
て求めました。次に水中に石を入れて重量を計り、空気中の
重量との差より求める方法をみつけました。更に別の二つの
方法について説明し、小石の比重の求め方の理解を深めまし
た。
③３番目に舟では通常運べない大きな石を運ぶ方法について、
班ごとに考えてもらいました。舟の下（水中）にロープでぶ
ら下げれば簡単に運べることに、何度か試行錯誤して見つけることができました。今回は３つ実験
を行いましたが、楽しそうでした。
６．福島高専生の自然エネルギーの体験講座
８月３日、福島高専建設環境工学科４年生４４名が平浄水場
見学後、諏訪神社で実施しました。
①自然エネルギー設備の説明・浮体式小型水力発電装置での
実演、
②木製火おこし器の体験、遡り水車の実演
学生の感想文では、見学を通して、自然エネルギーをより身
近なものとして感じたようでした。
７．全体を振り返って
環境教育支援は、子ども達にとって有意義なものであったと
考えており、今後も継続したいと思っています。一方、定年
が延長になったことより、週日の支援者確保が大変です。福島高専が自身の教育の一環として、教
員及び学生が積極的に参加、支援してくれることは大きな力になっています。また、市内の各環境
ボランティア団体が相互の行事・活動に協力し合うこともこれからのボランティア活動推進には必
要なことと考えています。

ＦＥＣ協会誌
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８. 夏の猪苗代湖鬼沼周辺の里山の自然観察会
会員 宗像 亮

郡山市湖南町舟津鬼沼天候：晴れ ９：３０～１４：００
Ｈ２９「きらめく水のふるさと磐梯」湖美来基金 水環境保全活動支援事業助成
●参加者；郡山女子大学：諸岡先生、影山先生他 12 名、信州大学:宮原先生、日本大学：工学部の建築
学生：武井さん、福島環境カウンセラー協会の相楽氏、写真家：藤橋氏、農家民宿の渡部さん 計 18 名

はじめに
こちらの基金活用は、震災後の翌年（平成２４年）から自然環境系の専門学校の学生へ向けた事
業申請から始まり、郡山ふるさといなか体験協議会の会員、個人として平成１７年の基盤整備前の
里山の水生動植物を比較・確認の目的も含めた地域の自然観察会として継続してきました。
現在は、学生さんの参加：専門学生・地域の大学生（日本大学工学部・郡山女子大学さんなど）
の継続と専門家も含め一般の方々（ご家族）などとともに、毎回テーマを考えながらまとめ・ワー
クショップを実施しして猪苗代湖周辺（磐梯）の人と暮らしと地域の自然環境を皆様と考える機会
につながっております。当日は、磐梯山が見られる猪苗代湖畔の青松浜に集合し、スケジュール確
認・自己紹介などを行いました。震災後６年目となる地域の観察会になりますが、今回は豊かな生
態系が見られる上流のため池を中心に、田園風景の見られる夏の里山歩きをしながら、ルリボシヤ
ンマの仲間など水生動植物の観察を行いました。
昼食・交流会後、信州大学の宮原先生から「諏訪湖の水環境の現状について」のお話、相楽氏から
地域の水環境活動及びまとめがあり、参加いただいた方全員に観察会の感想を頂きました。
今回は郡山女子大学の影山先生の協力で信州大学
ル

ライフ

宮原先生を招いて頂き、ＮＬＳ部（ナチュラ

スタイル）の学生さん、卒業生、また先生方も磐梯山を借景とした豊かな自然環境の

鬼沼集落の里山歩きを楽しんで頂けたと思います。
①

磐梯山が見られる青松浜へ集合

②

みなさんと上流ため池へ移動

自己紹介中：農家民宿：渡部様

8 月末の里山風景

ため池の水質調査のためサンプル確認中：諸岡先生・宮原先生

ＦＥＣ協会誌
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上流のため池周辺の生き物の捕獲・観察・みなさんと情報共有

オオルリボシヤンマ

⑤

キトンボ

⑥

アキアカネ♂

⑦

ヤマトリカブト

♂

♀

アオイトトンボ♂

ネキトンボ

♂

キツリフネソウ

オオハンゴウソウ：＊特定外来生物

ＦＥＣ協会誌
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♀
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ゲンノショウコ：白

23

ＦＥＣ協会報 ２０１８．５．１３
⑧

⑨

⑩

トウホクサンショウウオ

体長５ｃｍ程度の個体

移動：湖南町公民館にて昼食と交流：地元農家民宿さんの郷土料理

諏訪湖（長野県）の水環境について

女子大ＯＧの方から感想

【第９号】
集合写真：観察会を終えて

信州大学：宮原先生から特別講演

11 月：フォーラム：影山先生発表

◆今回 確認の生き物・植物など◆
・昆虫など：ノシメトンボ、マユタテアカネ、アキアカネ、ネキトンボ、キトンボ、モノサシトンボ、アオイトトン
ボ、オニヤンマ、ルリボシヤンマ、オオルリボシヤンマ、ミズカマキリ、マツモムシ、アメンボ、ガムシ、ヤゴ
・両生類など：トウホクサンショウウオ、アカハライモリ、ツチガエル、トウキョウダルマガエル、ヤマアカガエル、
シュレーゲルアオガエル、二ホンアマガエル、マルタニシ、カワニナ、モノアラガイＳＰなど
・植物など：ヤマトリカブト、オオハンゴウソウ（特定外来生物）
、ゲンノショウコ、カタバミ、キンミズヒキ、ツユ
クサ、クサギ、ギボウシ、ガマ、フトイ、ジュンサイ、オモダカ、ヘラオモダカ、ミゾソバ、ドクゼリなど

磐梯山を背景に集合写真：参加頂きました皆様と

ＦＥＣ協会誌
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◆まとめ◆
この地域の生き物を残すための環境保全手段としてつくられたため池が周辺の猪苗代湖・磐梯の環境
（森・湖沼・河川）とつながり 多様性が見られる鬼沼の里山環境となっています。
今後も季節の里山観察会を通じて、市民のための水環境（地域資源）への興味・関心などの啓蒙へ繋
げながら、持続可能な地域の観察会を開催したいと思います。
＊近年は、イノシシによる水田被害がみられるため、この夏から獣害対策（電気柵設置）が始まりま
した。
●参考：上流ため池 水温 19.2℃

ＰＨ：６．５～７．０

４月 産卵時期のトウホクサンショウウオと卵塊。

9 月 湖畔のカムルチー（雷魚）

沢蟹の確認（ため池内）

水田付近のイノシシ

モノアラガイの仲間

ＣＯＤ：０～２

7 月 ハゼ科ウキゴリの確認

7 月から獣害対策

生き物に配慮したハイダセール測溝

＊謝辞
６年間継続中の観察会に伴い、除草など周辺管理の事前準備・協力頂きました地主の大越様へ感謝申し
上げます。
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９. 体感で地域とつながる環境＆実践的省エネ
「体感で地域とつながる環境」

会員

相楽昌男

■二本松市東和地域布沢地区手作り田んぼビオトープ
当地区は会員の宗像さんが数年前から里山づくりをサポート
しています。Ｈ29 年春、地区代表の有機農家の菅野さんから「ホ
タルの生息地のそばの田んぼをビオトープにしたいと思ってい
ます。どのようにつくればいいのかご相談したい。」との依頼が
あり、4 月 22 日に現地で主に以下のようにアドバイスしました。
（1） いっきに手をかけないで少しずつ整備する
（2） 生物は周辺に豊富にいるので持ち込まない
（3） 田の水源は近くの湧き水が最適（養分が少ないので）
（4） 水路を整備すればホタル水路になる可能性有

東和：整備前の田・ため池周囲・水路

（5） 一律的な形でなく多様な形態にする
（6） 水辺は水口から出口にかけて多様な深さに
（7） 子供たちも体験できるように安定した通路を
（8） 繁茂しすぎる植物等は抑制する必要あり
（9） 地域の方とともに継続的な生き物調査と管理を
6 月初旬に整備、7 月 1 日「東和町布沢集落のホタル観察会」
10 月 8 日「布沢集落：秋のビオトープ・里山歩き」が開催。
内外から多数の参加者
■西会津黒沢地区田んぼビオトープのその後
当地区も会員の宗像さんと
数年前から里山づくりをサポ
ートしています。多様な生物の
生息を確認するも「体験交流と

東和：整備後のホタル観察会

維持管理」が今後の課題に。
6 月 22 日
■ＮＰＯ法人 「おーでらす」さんの磐梯ビオトープ整備
当会員の宗像さんが会員と
して参加している NPO の方々
と山のふもとの休耕田のビオ
東和：秋のビオトープ・里山歩き

トープ整備に参加しました。多
数の生き物確認。11 月 12 日
ＦＥＣ協会誌
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■猪苗代鬼沼の里山歩き（春：5 月 4 日・夏：8 月 27 日）

【第９号】

※会員 宗像氏報告参照

猪苗代湖湖南地区鬼沼にある里山が豊かな生態系が残る。その一因に環境に配慮し「土側溝」を
残し、水源として湧き水による複数のため池での水田稲作。会員の宗像さんリードで、数年前から
里山づくりをサポートしています。Ｈ29 年は信州大の宮原先生と郡山女子大の先生方・学生も参加
で、生き物体験を行いました。その後、地域の食事を頂きながら、交流ワークショップ。今後も継
続的にモニタリングと地域の方とのコミュニケーションを継続の予定。
生
物
の
絵
を
カ
ー
ド
に
表
現
個
々
の
思
い
発
表

生
き
物
体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

■川でつながる（逢瀬川：郡山と北上川：石巻）
会員の宗像さんと環境発表会で運営にかかわっている日大工学部学生の武井君と石巻｢ひたかみ
水の里｣新井さんと交流。津波の被害を受けた北上運河での生き物調査や震災復興状況を視察、夜は
テントで、ワークショップ、翌日は北上川下りカヌー体験（北上運河石井閘門～石ノ森漫画館≒７
ｋｍ）を 1 時間弱で体で体感しながら下りました。石巻は【逢瀬川ふれあい通り実行委員会】での
活動を通じて、川塾交流事業を約十数年実施してきました。原発震災で福島県側の子供たちが離散
してしまい消滅の危機を迎えていますが、
少人数でつないでいます。
私は【逢瀬川ふれあい通り実行委員会】の
中で、夏秋：竹細工＆カヌー体験／冬：11
月～3 月ゴミ退治をサポートしています。
今後の課題はいかに環境保全活動の広が
りに結び付けるか
と会の存続をどう
するかが悩みです。

ＦＥＣ協会誌
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【第９号】

「実践的省エネ」～市民と協働型で継続検討
南面の物入(壁は透明樹脂)にペットボトルを設置し太陽熱を蓄熱

熱電対温度測定器で測定

長時間室温より高温を維持※収斂火災と集熱効率対策で黒袋 北欧では「トロンボウオール」がある

2018/2/6 南物入

30

ペットボトル黒袋
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0
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※太陽の軌跡で常に温度は変化してい
る。いかに柔軟に対抗できるか？
多面的に数値化するため実測を重ねて
いく予定。
➡サーモカメラの映像

ＦＥＣ協会誌
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【第９号】

エアコン電力・温度比較データ※温度設定によっては倍の電力消費にもなる
※ＲＣ半地下（10 坪）の部屋のエアコン暖房消費電力チェック
温度設定 19℃
平均 8.5W×60min≒510W/h

消費電力量(Wh) 2018 1月31日
ﾜｯﾄﾁｪｯｶｰREX-BTWATTCH1計測

別途注目：終日の変化では外
気温が消費電力との相関関
係が見られます。
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12:49
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13:28
13:41
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14:07
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14:33
14:46
14:59
15:12
15:25
15:38
15:51
16:04
16:17
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16:43
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※次年度報告予定

温度計測 2018 1月31日
データロガー温度計TM-947SD計測
50
40
30
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0
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エアコン吹出温度

室温 1.5ｍ温度

外 気 温

吹出温度

床上温度30ｃｍ

※ 条件に応じて空調の使い方を考える

室温1.5ｍ

外気温度

外 気

今後は「エネルギーの見える化」

地下室（ＲＣ造）の暖房熱源を比較
①スポット：カーボンヒーター

測定機器を有効に使う
※サーモグラフィカメラ

0.475ＫＷ／ｈ×＠28 円≒13.3 円

熱電対＆電力ロガー

0.950ＫＷ／ｈ×＠28 円≒27 円

などを有効に使い、内外の熱移動が電力

②全般：ヒートポンプエアコン
0.500ＫＷ／ｈ×＠28 円≒14 円※温度設定で変化
③全般：床暖房ボイラー

等の負荷にどの程度影響を与えている
か注視していき、
結果を市民と共有していきたい！

0.100ＫＷ／ｈ×＠28 円≒2.3 円
0.790Ｌ／ｈ×＠83 円≒65.6 円 合わせて１ｈ当り 68 円～3 日は暖かい
※様々なケース（長時間・短時間・外断熱・内断熱・部分ｴﾘｱ・全ｴﾘｱ）で
使う設備を考えていく。その為にはケースごとに実測が必要。
※太陽熱直接利用やバイオエネルギーの活用で作動時間が短縮、又は負荷を
小さくすれば、大きな省エネになる。もっと注目すべき部分である。
ＦＥＣ協会誌
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【第９号】

１０.平成２９年度事業活動の概要.
１）福島議定書省エネアドバイザー派遣委託事業 ・アドバイザー：１０名
・

実施期間・実施件数：５月～２月、２６件

２）虹をつなぐ 友・有・悠
・

５月２１日（日）道の駅南相馬

参加者：１名（長澤利枝）

３）環境学習会 「福島第一原発事故後のリスク・コミュニケーションの教訓」
・

５月２１日（日）10：30～12：00 郡山市青少年会館

・

講師：後藤忍先生（福島大学教授）

参加者１２名

４）省エネ学習会
・

６月２４日（土）10：30～12：00 郡山市青少年会館

・

講師：青木敏春氏（エネルギー使用合理化専門員）

参加者：１０名

５）内部研修会（一部外部へ呼掛け）
・

３月３１日（土）10：00～12：00 郡山市中央公民館

・

講師：相楽昌男、新山敦司

参加者：１２名

６）環境フェスタｉｎ会津
・

９月１７日（日）9：20～15：30 鶴ヶ城会館

参加者：６名

７）早春の猪苗代鬼沼の里山歩きと春物語ワークショップ
・

５月４日（木）猪苗代鬼沼周辺

参加者：４名（宗像亮、片平大造、相楽昌男、大越則惠）

８）他団体への協賛活動
５月４日（水）猪苗代湖（郡山市湖南町）で開催された自然観察会に協賛
９）会報の発行
・

５月２１日に発行。
・

会員への配布及び福島県、その他行政機関などへ配布

10）メーリングリストによる情報発信
・

2017 年度は、100 件以上の情報発信（会員への連絡、イベント案内、環境情報等）

11）ホームページでの情報発信（http://fec.jyoukamachi.com/）
・

会報の公開、平成２９年度事業計画の公開、省エネセミナーの参加募集。
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