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刊行にあたって
私たちの住んでいるふるさと群馬は、水と緑に恵まれ、美しい豊かな自然がたくさん
残されています。この大切な自然は、祖先から受け継いだ貴重な財産であり、大切に守
り、確実に次の世代に引き継いでいかねばなりません。
そのためには、私たち一人ひとりが、自分自身の日々の生活を見直し、環境にやさし
い生活を工夫することにより、ふるさと群馬の環境とすべての生命のふるさとである地
球を守ってゆくことが大切です。
群馬銀行環境財団は、平成７年11月、群馬銀行の企業理念である「地域社会の発展を
常に考え行動する」の実践活動の一環として、自然と人間とが共生し、地域にふさわし
い環境を創造するために設立されました。当財団は、環境探検隊の実施や群馬銀行環境
財団賞の表彰などの事業を通じて、快適で健全な環境の整備向上を目指して啓発活動に
取り組んでおります。
本冊子は、環境にやさしい県民運動推進会議の委員の皆さまの執筆により、当初群馬
県が発行されました「環境にやさしい生活の工夫」の改訂にあたって、時代の変化に対
応した内容の見直しや項目の追加をおこない、装いも新たに「みんなで守ろう 群馬の環
境 みどりの地球」として刊行する運びとなったものです。
本冊子の作成にあたりましては、元群馬大学教授の富樫裕先生に企画、立案から執筆
まで、すべての作業を担当していただきました。また、群馬県環境政策課をはじめ多数
の方々から貴重な資料提供や親切なるご指導を賜りました。ここに謹んで厚く御礼申し
あげます。
一人でも多くの皆さまが、本冊子により、環境が私たちの日常生活に密接に関わりを
持っていることや、工夫することによって環境にやさしい生活ができることをご理解い
ただくとともに、自然と人間が共生できる環境づくりへの積極的な取り組みに役立てて
いただければ幸いです。
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1．身近な自然に目を向けてみよう
1散歩しながら
・・・道草に親しむ
散歩しながら、ふと立ち止まり、
道端の草ぐさを観察してみませんか。
新たな感動や驚き、疑問や発見があるはずです。
ついでに、ビニール袋を持参して、
空き缶やゴミを拾いましょうか。
春の七草選び
せり なずな おぎょう はこべら
すずな すずしろ これぞ七草

アオウキクサ
ホオコグサ

野外に出ると、そして、一点注視すると、意外な発見があ
るものです。
たんぼを見ると

仏の座

たんぼは、稲作民族の日本人が、長い年月をかけて作っ
た自然です。日本の原風景です。あぜ道を壊さないように、
十分注意して、たんぼの中の生き物を観察してみましょう。
水面に目立つのが、ウキクサです。手のひらですくって
み ま し ょ う。
「根なし 明日なし 浮草
の・・・」と歌います。情緒優先は別として、

おぎょうはホオコグサ（＝母子草）
、はこべらはハコベ、
仏の座はコオニタビラコで、これらは雑草ですが、すずな
はカブ、すずしろはダイコンのことで、野菜です。この七
草は、昔の人が選んだものですが、
「七
草がゆ」にすることは考えないで、あな
た好みの春の七草を選んでみましょう。

本当に根がないでしょうか。コップに水を汲
んで、ウキクサを上下逆さまにして浮かせて

春の農道を散歩すると
春先、るり色の小さな花がたくさん、
星のまたたくように咲いています。この
花の命は１日と信じられていましたが、
実際に調べた田中肇氏によると３日は開
閉してもつそうです。
花が落ちてしばらくたつと、犬のふぐ
り（陰のう）を連想させる形の実がなり

オオイヌノフグリの花

振ってみましょう。どうなりますか？
増え方が速くて農家を困らせるようです
が、どうやって増えるのでしょうか？ 花が
ありますか。見つかったら大発見！

はなしにはながさくはなし
秋のお彼岸のころ、真っ赤な花を着けたヒ
ガンバナが目立つのは、あぜ道や土手です。
ます。もう、この植物の名前は忘れない
決して、田畑の中には入りませんし、山奥に
でしょう。そう、オオイヌノフグリです。
も見当たりません。したがって、雑草でもな
可愛い花にはふさわしくない？
ければ、野草でもありません。古くから稲作
道端や畑の中で、濃い赤紫色の目立つ
地帯として開けた地域で、絶えず人の息のか
オオイヌノフグリの成熟した実
花が広い面積を彩っているのをよく見か
かる土地に生育している人里植物です。花が
けます。１本手にとって見ますと、上の方では２枚の葉が
咲いている際は葉なしです。ところが花が終わると、花茎
茎について円形になっています。それが、仏の円座に似て
の根元から、スイセンの葉に似た緑色の葉が出て、冬の間
いるところから、ホトケノザと言う名前が付けられました。 中茂って、球根（正確には鱗茎）に養分を蓄えます。そし
ホトケノザの大群落を眺めていたら、白花がありました。

て、他の雑草が育ち始める春以降は枯れてしまいます。

花（秋）
ホトケノザ

葉（冬）
ヒガンバナ
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2たかがタンポポ
・・・されどタンポポ
名前の由来は？
タンポポは、私たちにとって、とても親しい植物です。
名前の由来については、いくつかの説があります。最初に
記録されたのは、
「 本草和名」
（818年）で、漢名が蒲公英、
和名は布知菜（林のふちに生える菜？）
、田菜（田の畦菜？）
としてです。たながほほけるが転じてたんぽぽになったと

タ ン ポ ポ の 花 は、 実 は、
花びらのように見える小花
の大集団です。その下側に
ついて周りを取り巻いてい
る緑の小片（総苞片）を見
て下さい。反り返っている
のが、セイヨウタンポポなどの帰
化種です。道路や駐車場の舗装の
割れ目にも生える剛の者です。ま
た、白花のタンポポを見つけたこ

言う人もいますし、実をつけた状態がたんぽ槍に似ている
ので、たんぽ穂に由来すると言う人もおります。また、花
茎を短く切って両端に切れ目を入れると、ねじれて鼓（つ
づみ）のようになるので、子供たちがたんぽんたんぽんと
言って遊ぶのに由来するとの説もあります。さらには、綿

とありませんか。四国や九州地方
など、暖かい地方に分布していま
すが、群馬にも北上して来たので
す。 県 南 は 温 暖 化 し て い る の で
しょうか？
タンポポの秘密
花をつけているタンポポは、真

毛の様子から連想しての中国名、婆婆丁（ポーポー・チン）
が語源であるとも言われます。
方言には、どんな呼び名がありますか。
タンポポは根強い
タンポポは背丈が低く、地面の上に放射状に葉を拡げて
太 陽 を 受 け て い ま す。 で す か ら、
森林の中や背の高い草むらの中で
は育ちません。人間が切り拓いた
土地に適しています。時々、雑草
として草刈り鎌で地上部を切り取
りますが、地中深くごぼう根を伸

化は、タンポポにとって、どのような意味があるのでしょ
う。
雨の日のタンポポは、花が閉じているのに、翌日天気に

ばしていますから、また、育って
来ます。切り口から再生芽を出し
ますから、株が大きくなります。
タンポポの根を原料にして、コ
ーヒーや漬物が売り出されている
のをご存じでしょうか。

セイヨウタンポポ

っすぐ上を向いています。しぼむ
と横に伏してしまいます。綿毛ができると、花を着けてい
た茎が長くなって、また直立します。このような姿勢の変

なると、再び花が開きます。タンポポには、光や温度を感
じるセンサーがあるようです。
タンポポの花摘んでよい？
幼稚園に行く途中、可愛い女の子が、道端のタンポポを

タンポポの大株

摘みました。お母さんが、
「 とってはだめ！ タンポポなく
なっちゃうでしょ」と注意しました。その子は「だって、
先生にあげたいんだもの」と応えていました。あなたは、
どちらを支持しますか。

群馬県のタンポポ
『群馬県植物誌』(1987年改訂版）には、昔から日本に
ある在来種として、カントウ、ウスジロカントウ、エゾ、
シナノ、シロバナの各タンポポ、明治以降に外国からやっ
て来て居着いた帰化種として、セイヨウ、アカミの各タン
ポポの７種類が挙げられています。

エゾタンポポ

シロバナタンポポ
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▼松枯れ風景

3松枯れ
・・・それは人のしわざ？
マツ林の中に、立ち枯れしているアカマツ、あるい
はクロマツを見たことありませんか。どうして枯れた
のでしょう？
マツ林の中に、ビニールで包まれた松材を見たこと、
ありませんか。どうして、
そのようなことをするので
しょう？
マツを枯らす 真犯人は？
マツノマダラカミキリと言
う昆虫が、春から夏のころ、
松から松へと飛び回り、若い
枝の樹皮をかじります。その
際、カミキリのお腹の中にい
たマツノザイセンチュウがた
くさん、かじり跡から侵入し
ます。このセンチュウは、松
やにの管を通って木の全体に
広がって行くため、やがて木
を枯らしてしまいます。
カミキリは、弱ったマツの
樹皮にかみ傷をつくり、そこ
に産卵管を差し込んで卵を産
みつけます。卵からふ化した
幼虫は柔らかい樹皮を食べな
がら成長し、材の中で越冬し

ミキリの幼虫は、マツの樹皮の下や材の中に住んでいるた
め、キツツキ類には捕食されますが、他の鳥類に捕食され
ることはありません。
松枯れは、もとは、便利で効率のよい化石燃料に変えた
ことに始まり、それに伴って林の管理をおろそかにしたこ
とによって生じた現象です。

マツノマダラカミキリの成虫
（体長約3cm）

県の木、クロマツの役割
昭和41年に、群馬県の木選定委員会の呼びかけで県民投
票が行われた結果、県の木としてクロマツが選ばれました。
もともとクロマツは、海岸の砂丘地や崖近くに自生する
常緑針葉樹です。内陸である本県には自生していませんで
した。しかし、乾燥にも湿り気にも強いため、江戸時代か

マツノザイセンチュウ
（体長約1mm）

ら植林され利用されて来ました。特に、終戦直後に相次い
だ水害による山崩れを復旧するため、広く植林されました。
地中深く根を伸ばす性質があるので、山崩れを防ぐのに役
立つのです。防風林としての役割も果たしています。
松枯れを防ぐために
県や市町村は、マツ以外の樹種に替えたり、松枯れの拡
大を防ぐために、薬剤を散布したりなどの対策を採ってい

ます。そして、春から初夏に
かけて成虫になり、飛び回り
ます。
どうして、広がった？
つまり、松くい虫の正体は マツノマダラカミキリの幼虫
真犯人マツノザイセンチュウ
と、その運び屋のマツノマダラカミキリです。
このマツを枯らすセンチュウは、明治の終わりごろ、外
国から移入された木材にくっついて運び込まれたと言われ
ます。それがどうして、戦後、爆発的な松枯れを引き起こ
したのでしょうか。

ます。被害を受けたマツを切り倒して、材の中にいる幼虫
を殺すため、薬剤を入れてビニールで包んだりもしていま
す。
そうした対策の効果でしょうか、松枯れの被害は、昭和
53年ごろをピークに減って来ていますが、油断はなりませ
ん。松枯れを見つけたら、市町村役場に連絡しましょう。
松枯れ以外にも、散歩がてら、散策しながら、何か異変
がないか、それぞれが自然の監視人でありたいものです。

それは、人間のしわざ
昔は、雑木林の中で、枯れたマツや雑木は、薪として燃
料に使われていました。つまり、知らないうちにカミキリ
の幼虫やセンチュウは、燃やされて駆除されていました。
ところが、今は、燃料は石油やガスで、薪など使いません。
枯れたマツの木は、放置されたままです。それがカミキリ
の幼虫のすみかとなり、どんどん増えたのです。
マツ林は、林の中が比較的明るく、マツ以外にもいろい
ろな樹種が混じっている場合が多く、さまざまな鳥類がや
って来ます。そこでは、マツノマダラカミキリの成虫は、
鳥類によって食われるのが確認されています。しかし、カ

▲松くい虫駆除作業中
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2．自然観察会に参加しよう
自然観察会では、生き物を通じて、自然の仕組みを理解することが出来ます。土の中の生き物、草や樹木、虫や
鳥などに接してみると、生き物同士がうまく役割分担して、全体でバランスをとっていることが分かります。空
気・水・土などそれぞれが、生き物にとっていかに大切であるかを知ることにより、自然への思いやりが強まるで
しょう。
参加しましょう
いろいろな団体や施設で、自然観察会を開催しています。
ぜひ、参加してみて下さい。具体的な活動内容はさまざま
ですが、例えば、次のようなことが行われます。
１．落ち葉のゆくえ
林の中に入って、落ち葉をめくると、小さな虫たちがい

実りあることを願って
１．肉眼でしっかり観察する
記録するため写真を撮るのもけっこうですが、ファイン
ダーを通してよりも、自分の目で直接観察しておいたほう
がよいでしょう。
２．録音する

ます。クモ、ヤスデ、ミミズ、トビムシなどなど。そして、
数枚の落ち葉を比べてみると、落ちたばかりのもの、少し
穴があいているもの、葉脈だけになっているもの、さらに
その下には、ぼろぼろの落ち葉が混じった粒のような土が
あり、最後にぎっしりつまった土が出て来ます。

あらかじめ、指導者のお許しを頂いておいて、説明をテ
ープに録音しておくのもよいでしょう。時間があったら、
録音を聞きながらもう一度一回りしたいものです。
３．質問する
指導者は、参加者全員のために説明します。自分が興味

土の中の生き物を通して、生態系の中での分解者の役割
を知りましょう。また、落ち葉から土壌までの層がスポン

を引いたり疑問に思ったことは、時間が限られていること、
他人に迷惑をかけないことなどに配慮して、指導者に質問

ジのようになっているので、森林が水を保つ役割を果たし
ていることも理解出来るでしょう。

しましょう。

２．水の中に住む小動物
川の浅瀬に入り、石をめくります。石の下や石の裏には、
サワガニ、ヤゴ、トビケラなどがいます。ときにはプラナ
リアも見つけることが出来ます。水の中にもいろいろな生

４．ノートする
リング・ノートを持参し、見聞きしたことを略図入りで
メモしましょう。要点をつかんで記憶に残りやすくなりま
すし、後で深く調べる時に役立ちます。
5．季節を変えて、再度訪ねる

き物がいることを知りましょう。また、川の中に住んでい
る小動物の種類によって、その川の汚れの度合いが判定で
きることも理解しましょう。
（36頁参照）

季節を変えて、同じ所を訪ねてみましょう。そして、季
節による変化を探索しましょう。
新しい発見と、自然の奥深さを感じるはずです。

観察した後、めくった石は、元に戻します。
［問い合せ先］
３．ネイチャーゲーム
ネイチャーゲームを知っていますか。例えば、
“ 私の木”
●日本シェアリングネイチャー協会 TEL 03-5363-6010
TEL 0274-60-1200
●群馬県立自然史博物館
と言うゲームがあります。子供に林の中で目隠しします。
●群馬県自然環境課
親が目隠しした子供の手を引いて、これはと思う木の所へ
TEL 027-226-2872
連れて行きます。子供に木の肌や木の葉をさわらせます。
その特徴を覚えてもらい、目隠しのまま元の場所に戻りま
す。そして、目隠しをとり、今、さわってきた木を当てさ
せます。こうして、樹皮や葉が木によりいろいろ違ってい
ることを知ってもらいます。

ヤスデ

オサムシ

ダニ
クモ
ミミズ

トビムシ
ムカデ
ダンゴムシ
▲土の中に住む小動物

▲〝私の木〟ゲーム
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3．群馬県の絶滅の恐れのある野生動植物
生き物は、人間を感動させてくれます。
それは、人間も生き物だからです。
野生動植物にも、種として生き続ける権利があり、人
類はそれを認める義務があるのではないでしょうか。
滅びゆく野生動植物を痛み、いとおしく思う気持ちを
忘れていないでしょうか。

ヤマネ

野生動植物に赤信号
群馬県は、変化に富んだ豊かな自然環境に恵まれていま
す。そこには、1974年から現在までに4,876種の野生動物
と3,203種の野生植物とが確認されています。しかし、メ
ダカやホタルなど、童謡にも歌われて、昔から親しんで来
た小動物が、身近には見かけなくなりました。また、例え

準絶滅危惧

ば、ムジナモのように、天然記念物として指定されていた
のに、絶滅してしまいましたが、栽培していたので、かろ
うじて種として保存されている植物もあります。
群馬県では、絶滅の恐れのある野生動植物の現状を明ら
かにして、それらを守るための対策づくりの基礎資料を得
るためや、開発や工事を行う上で配慮しなければならない
指標とするためなど、絶滅の恐れのある野生動植物のレッ
ド・リストを作っています。
動物の場合は529種、植物の場合は633種がリストアッ
プされています。生息が確認されていた種の11〜12％に
当たります。
オオタカ

準絶滅危惧

滅びゆく原因は
野生動植物が滅びゆく原因としては、水辺の環境が失わ
れたり水質が悪化したりしていること、開発の対象となり
やすい山地草原が減少していること、里山が放置されたり
開発されたりしていること、森林が開発されて生息環境が
悪化していること、珍しいとか売れるとかいって勝手に乱
獲されること、地球温暖化の影響などが挙げられます。
これらの原因は、みな人間のしわざであり、野生動植物
にとっては、人間が一番破壊的な動物であると言えましょう。

ヒメギフチョウ

絶滅危惧Ⅰ類

メダカ（南日本集団） 絶滅危惧Ⅰ A 類

ムジナモ
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野生絶滅

群馬県の絶滅のおそれのある野生植物
県

評

価

絶
野

滅
生

絶

滅

絶滅危惧Ⅰ A 類
絶滅危惧Ⅰ B 類
絶滅危惧Ⅱ類
準 絶 滅 危 惧
情

報

不

足

計

基本理念
我が国ではすでに絶滅したと考え
53
られる種
飼育・栽培下でのみ存続している種
2
ごく近い将来における野生での絶
217
滅の危険性が極めて高いもの
Ⅰ A 類ほどではないが、近い将来
における野生での絶滅の危険性が 134
高いもの
絶滅の危険が増大している種
122
存続基盤が脆弱な種
46
評価するだけの情報が不足してい
59
る種
633

［群馬県レッドデータブック

植物編

2012年改訂版より］

群馬県の絶滅のおそれのある野生動物
県

評

価

人間の入る檻（上の英文は“世界で最も破壊的な動物”の意）

絶

どうして守らなければならないか
野生動植物は、さまざまなかたちで、私たちの生活に役
立っています。その種を絶滅させると、人間の手で再び創

野 生 絶 滅
絶滅危惧Ⅰ類
絶滅危惧Ⅱ類
準 絶 滅 危 惧

り出すことはできません。食う食われるの関係で作られて
いる食物網の目が密なほど、生態系は安定します。絶滅を
防ぐことは、私たちを取り巻く環境、生態系の保全の上か
らも、絶対に必要なことです。

情

滅

報

不

足

基本理念
我が国ではすでに絶滅したと考え
られる種
飼育・栽培下でのみ存続している種
絶滅に瀕している種
絶滅の危険が増大している種
存続基盤が脆弱な種
評価するだけの情報が不足してい
る種

計

−
85
90
136
209
529

［群馬県レッドデータブック

身の回りから、群馬から、そして、日本から、地球から、
野生動植物が減って行くことは、同じ生き物として寂しい
限りです。
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動物編

2012年改訂版より］

◆ 「群馬県希少動物の種の保護に関する条例」が2015年
に制定されています。
◆

地域で、野生動植物の保護に尽くしている団体に加盟
したり、協力したりしましょう。
◆ 世界的組織として、野生動植物の保護活動をしている
ＷＷＦに加盟したり、募金活動に協力したりしましょう。

何ができる？
絶滅しそうな動植物についてのニュースがあったら、
それを家族で話題にしましょう。また、お年寄りに、昔
の身近な自然の話を聞いてみましょう。そして、生き物
についての関心を深め合いたいものです。
◆ 山草ブームや収集マニアによる乱獲が、野生動植物の
◆

［問い合わせ先］
●群馬県自然環境課
TEL 027-226-2872
●（公財）世界自然保護基金ジャパン（ＷＷＦジャパン）
TEL 03-3769-1711

絶滅を加速させています。絶対に採取しないようにしま
しょう。

サクラソウ

オニバス

絶滅危惧Ⅰ A 類
カキツバタ
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準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅱ類

4．自然に接するマナーを身につけよう
自然は、私たちにとって、生存の基盤であり、生活の糧を提供してくれ、心身を豊かにしてくれます。したがっ
て、私たちは自然の一員であることを自覚し、自然を大切にすることが絶対に必要です。そのためには、自然に接
するマナーを心得ておきたいものです。
辺り構わず踏み付けてしまうのは慎みましょう。
また、山野草や樹木の枝を、意味もなく手折るのはやめ
ましょう。回復出来ない、弱い植物もあるのです。植物に
対しても、痛みを思いやる心を持ちたいものです。
湿原や山地などで、厳しい環境のところには復原力に乏
しい“弱い自然”があります。
山道やハイキングコースを歩くときは、ルートからはず
れないようにしましょう。
バイクや自動車で、やたらオフロードするのはやめまし
ょう。自然が泣いています。

生き物を驚かさないよう
そっと野におけ

お静かに

山野草

美しい山野草を見かけると、つい採って持ち帰りたくな
ります。しかし、多くの場合、途中でしおれて捨ててしま
ったり、庭に植えたり鉢植えにしたりしてもうまく育ちま
せん。環境が違うからです。
山野草は、山野にあってこそ美しいものです。どうして
もという場合は、人の手で増やしたものを園芸店で買い求
めたり、山野草会から分けてもらえばよいでしょう。
“私一人ぐらいが採っても大丈夫”が、積もり積もって、
野生の動植物を絶滅に追いやっています。

踏むな

手折るな

大きな音や大声は出さない

禁オフロード

山野草を採るのではなく、それらの写真を撮るのは自然
に親しむ手段として、あるいは、自然を記録保存するため、
大いに結構でしょう。しかし、よい写真を撮ろうとして、

巣や卵に近づかない
携帯ラジオの音を大きく立てていたり、大声で話してい
るのでは、何のために、自然の中に入りに来たのか分かり
ません。風の音や野鳥の鳴き声を聞こうとしている人には、
とても迷惑です。また、野鳥は逃げるだけでなく、卵を抱
くのをやめてしまうこともあります。大切なのは、生き物
を驚かさないように、自然に入らせて頂くという謙虚な姿
勢ではないでしょうか。

湿原シクシク泣いている
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吸い殻一つ

火事の元

お土産は

ゴミと空き缶

愛煙家にとっては、自然の中での一服は格別かもしれま
せん。しかし、原則として、自然は禁煙区と思うべきでしょ
う。
どうしてもと言う人は、吸い殻の始末に十分気をつけて

自然を満喫し、豊かな気分になったならば、そのお返し
として、ゴミや空き缶を持ち帰ることにしましょう。
ゴミの中でも、ペットボトルやビニール・プラスチック
製品は、自然の力では分解しません。ぜひ、家に持ち帰り、

下さい。
たき火も、指定場所以外は禁止です。

適切なゴミ処理をしましょう（15ページ参照）。
ガムの吐き捨ても慎みましょう。ガムは自然に戻りません。

5．親子で楽しむ

草花遊び

自然破壊が進む中で、木の葉１枚、虫１匹採るのも後ろめたいです。その気遣いは大切にしたい一方で、子供た
ちが、プラスチック製玩具での室内遊びだけでよいのかとの疑問もわいてきます。採ってよいものは、手に取って、
触れて触って遊んでもよいはずです。例えば、もともと植えた庭木や、採っても採っても生えて来る雑草などです。
ツバキの花や葉っぱを使って
子供は、泥んこ遊びが大好き。泥で団子やケーキを作り
ます。そして、お店屋さんごっこ。お金は、身近な草木の
葉っぱ。そんな時、ツバキの葉でぞうりやサンダルを作っ

エノコログサで子犬を作る
ネコジャラシと言って親しまれている雑草。その名は、
花の穂がイヌコロ（犬の子）に似ていることに由来すると
のことです。花の穂を逆さにして軽く握り、指先をそっと
動かしての毛虫遊び、２本を鼻の下に押し当てるとカイゼ
ルひげになります。５本の穂を使って工夫すると、可愛ら
しい子犬が出来ます。
［ヒント］
①２本の穂を反対向きに向
き合わせる。
②穂をねじ曲げ、柄に巻き
付ける。
③柄の両端を引っ張って引

て見せましょう。花でおひなさまも出来ますし、落ちツバ
キがたくさんあれば、ヒモでつないで首飾り（レイ）も出
来ます。

き寄せる。
④①〜③で作った一つを頭、一つを胴体にする。
⑤もう１本の穂を胴体後部に差し込んで尻尾にする。
⑥柄の長さを切ってそろえ、足にする。

ぞうり

子犬

草花遊びは伝承文化
地方によって、いろいろな草花遊びが伝承されて来まし
た。それらは、植物それぞれの形状や特性を上手に生かし
ています。草花遊びは、親子で、身近な自然に親しむ第一
歩かもしれません。
おひなさま
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実

践

報

告

平地林の美化・保全活動
新福寺里山クラブ
（主宰

川原幸司氏）

柴刈り場がゴミ捨て場に
「昔々、おじいさんとおばあさんがおりました。おじ
いさんは、山に柴刈りに、おばあさんは川に洗濯に行き
ました。」というお話は有名です。かつての人里の様子
が目に浮かんで来ます。近くの林（里山）に行って、柴
（木の小枝）を刈り取って、燃料にしていました。また、
落ち葉を集めてたい肥を作り、畑の肥料にしていました。
ところが、昭和30年代から、石油やプロパンガスが
普及し、化学肥料が出回ったため、林は放置されてヤブ
化が進みました。その一方、相前後して始まった大量消
費時代、このヤブの中にゴミがかまわず捨てられるよう
になりました。
新福寺平地林の美化・保全活動
邑楽郡千代田町の新福寺地区には、約20町歩（20ヘ
クタール弱）の平地林が、比較的まとまった形で残され
ています。そのすべてが民有林で、所有者の75％が地
区外に住んでいる人であることもあって、ゴミ捨て場と
化していきました。見るに見かねて立ち上がったのが、
川原夫妻です。
これまでの「林は持ち主が管理するもの」という考え
から「平地林（里山）は、地域の宝として守ろう」との
決意のもと、土地の所有者の許可を得て、美化・保全活
動を開始しました。
第１段階 平地林美化運動
ゴミ・ストップ対策として看板を立て、自前の環境パ
トロール車に乗り頻繁にパトロールしました。また、平
地林道路に停車するドライバーにビラを配り、協力を呼
びかけました。
さらに、ヤブの中からゴミを引っぱり出して回収しま
した。大型ゴミや建設廃材などは、重機を活用しました。

久保田山

古いゴミの回収だけでなく、新しく捨てられたゴミは、
パトロール時に即回収して、いわゆる“種ゴミ化”を防
ぐようにしました。
次いで、道路沿いや山裾のヤブを刈り込みました。そ
の効果が５〜６カ月たって現れ、ゴミの量が激減して来
ました。
第２段階 平地林復活活動
美化活動に見込みがついたので、次は、平地林復活活
動に力を入れるようにして、現在に至っています。平地
林の奥へ下草刈り、間伐、つた切りなどの刈り込みをし
ました。林の中が明るくなって、風景がまったく変わり
ました。
第３段階 自然公園造り活動
かってゴミの多かった道端に、サクラ・ツツジ・アジ
サイなどの花木や、いろいろな草花を植えました。道端
花壇も10カ所造りました。
また、林の中に入って楽しめるように、昔使っていた
里道の復活や手作りベンチの設置、昔の植生（ヤマツツ
ジ、シュンラン等）の復活作業を行っています。
活動結果
こうした努力の結果、春にはヤマツツジがたくさん花
を咲かせました。夏にはカブトムシやクワガタを採りに
来る人々が押し寄せました。秋には山栗拾いの人々を多
く見かけました。散歩やジョギングを楽しむ人々が目に
見えて多くなって来ました。ゴミ捨てお断りの看板は撤
去しています。
ゴミが捨てられていた薄暗い平地林が、住民の努力で、
身近な自然環境に生まれ変わり、人々の安らぎや憩いの
場へと変わったのです。
（第４回群馬銀行環境財団賞受賞）

平成10年６月

久保田山
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生活の知恵
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スリーアール
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Recycle：再生利用）

それはアース（Earth：地球）の明日のため
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1．日常生活がひきおこす

現代の環境問題

1公害と地球環境問題
19世紀の産業革命以降、人類の生活様式は大きく変
わりました。とくに20世紀、資源の大量使用による大
量生産・大量消費時代に突入してからの変化には、目
を見張るものがあります。日本は、1960年ごろに始
まった高度成長経済期を経て近代工業国へと発展を遂
げ、人々の生活はそれまでとはまったくちがったもの
になりました。
しかし、その過程で排出された廃棄物や特定の化学
物質が、健康や生活に被害をもたらしました。1960
年代のこのような問題の多くは、典型７公害といわれ

る産業公害であり、大きな工場や事業所が原因でした。
これについては、1967年に制定された公害対策基本
法を中心にさまざまな対策が実施され、一定の成果を
あげてきたといえます。
ところが、一方では家庭から出るごみや生活排水、
電力や自動車など家庭でのエネルギー利用などの増加
に伴って、日常生活そのものが地球規模にも及ぶ広域
的な環境問題を引き起こすようになりました。地球温
暖化やオゾン層破壊など、このような問題はとくに
1980年代以降に顕在化しています。

地球環境問題など広域的な環境問題

典型７公害に代表される産業公害
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

大
水
土
騒
振
悪
地

気
質
壌

汚
汚
汚

盤

沈

染
濁
染
音
動
臭
下

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

地 球 温 暖 化
オ ゾン層破壊
酸
性
雨
海 洋 汚 染
森 林 減 少
土壌劣化・砂漠化
生 態 系 破 壊

特徴

特徴

◆被害が直接感じられる
（被害が感じられなければそもそも問題とならない）
◆加害者と被害者が特定できる地域的な問題

◆被害が感じられにくい
（わかったときにはすでに大きな問題）
◆加害者は不特定多数（主に先進工業国）で、被害者は
全員・全生物である
◆対策 … 環境の保全と創造（環境基本法 1993〜）

◆対策 … 因果関係の特定と補償
（公害対策基本法 1967〜1993）

2生活に利用している資源の種類
だと思っていますが、それはむしろ副産物で、資源と
して重要なのは、太陽エネルギーを含包したブドウ糖
が生成することです。このブドウ糖が多数結合して、
デンプン（穀類の主成分）やセルロース（木綿や木材）
などの有用資源になります。また、動物はこのデンプ
ンやセルロースを食べることによって育つので、その
肉や脂肪、毛皮などは、炭水化物の二次産物といえま

私たちの生活には資源が必要です。生活で使ってい
る資源の成り立ちを整理してみましょう。
大気中の二酸化炭素（CO 2）を出発点として、水が
加わり、太陽エネルギーが投入されると、炭水化物の
一種であるブドウ糖（グルコース）と酸素ができます。
この反応は植物と一部の微生物のみが行っており、光
合成とよばれます。多くの人が、光合成の産物は酸素
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す。植物にもタンパク質や油脂をつくる能力に長けた
ものもあります（ダイズやトウモロコシなど）。いずれ
にしても、これらの資源の特徴は、毎年生産される、

すなわち再生可能資源であることです。図では、これ
らをまとめて資源①（再生可能）としてあります。

地球の物質循環（炭素を中心とした循環）

太陽エネルギー

人間が直接関わる物質の流れ
その他の物質の流れ
エネルギーの流れ

水
二酸化炭素

人間
（衣食住）

植物
（光合成）

酸素

火山

炭水化物など
資源①
（再生可能）

海洋

化石燃料
資源②(再生不能）
石灰岩など

一方、約35億年前に地球上に生物が誕生して以来、
つくり貯められ続けてきた資源①の一部が、地中で三
千万〜数億年もの時間をかけて変化して、石炭、石油、
天然ガスなどの化石燃料となって蓄積されています。
物質としては、主に炭化水素です。エネルギーとして
の密度が大きく、産業革命以後の主力エネルギー源と
しての役割を果たしてきました。数億年単位の非常に
長時間の循環でみれば、これらの物質は地球上で循環
しているといえますが、数十年あるいは数百年という
時間単位の中では、使用した分を補うことはできない
再生不能資源です。図では、資源②（再生不能）とし
てあります。
資源①は木材や皮革などの天然素材や天然物質とし
て、資源②はプラスチックなどの合成素材や種々の合
成化学物質として、生活の各分野で利用されています。

また、いずれも太陽エネルギーがかたちを変えて存
在しているものなので、エネルギーとして利用できま
す。資源①は食物となり（身体内でエネルギーを取り
出せる）、また薪（まき）や木炭のように燃やしてエネ
ルギーを取り出すこともできる。このような生物由来
の資源のことを、最近ではバイオマス（生物資源）と
呼んでいます。豊富な森林資源を有する群馬県では、
利用拡大が期待されます。
資源②は原則的には食物とはなりません。しかし、
燃焼によって大きなエネルギーを得られるので、それ
を動力や熱として利用します。また火力発電にも用い
られます。このような資源のエネルギー利用において
は、CO 2が排出されることになり、現代では、とくに
再生不能資源である資源②の大量使用により排出され
た CO 2が、地球温暖化の主因となっています。
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2．環境家計簿

つけて驚き

電気、ガス、水道、ガソリン等は、１ヵ月に、１年で、どのくらい使っているでしょう
か。また、ゴミは、どのくらい排出しているでしょうか。

環境家計簿って、何？
わが家の目標実現のため、収入と支出とを記録しながら、
毎日の生活を見直し、やり繰りを工夫するのに使うのが家
計簿。私たちの生活と環境とのかかわりを具体的に記録し
ながら、環境にやさしくなるための反省や工夫するのに使
うのが環境家計簿です。
取り上げる項目や記録の仕方には、いろいろありますが、
ここでは、まず、だれもが出来ることから始めてみましょ
う。
使用量調べ
毎月「電気ご使用量のお知らせ」
「検針請求書」
「水道使
用量等のお知らせ」が届きます。それを見て、使用量や料
金等を下の表に記入して下さい。
燃料も、出来るだけ月ごとにスタンドに行くことを習慣
にすると、そう苦労は感じないでしょう。
ゴミは、袋ごと、ヘルスメーター等で量った重さを記入
して下さい。資源ゴミとしてリサイクルに回したものは除
きます。
月による変動があるでしょうが、特に突出して使用量が
多い場合は、そのわけを考えてみましょう。
得た数値は、26ページで二酸化炭素排出量に換算して、
地球温暖化を考える資料にします。

種別

項

1月

2月

3月

4月

5月

6月

電気

使用量（kWh）
電気料金（円）

ガス

使用量（m3）
ガス料金（円）

水道

水道使用量（m3）
水道料金（円）
ガソリン使用量（ℓ）
ガソリン料金（円）

燃

走行距離（km）
軽油使用量（ℓ）

料

軽油料金（円）
走行距離（km）
灯油使用量（ℓ）
灯油料金（円）
ゴミ（kg）
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7月

8月

9月

10月 11月 12月 合計

平均

3．わが家の

ゴミ減量大作戦

増え続けるゴミの量！ 群馬県内で出されたゴミの
量は、平成26年度が、県民１人当たり1,051グラム。
全国平均947グラムに比べて104グラム多くなってい
ます。
そこで展開、ゴミ減量大作戦、
その三大基本方針は、３Ｒ、つまり減量（Reduse）、
再使用（Reuse）、再生利用（Recycle）です。

群馬県

1200

全国

1120
1040
960
880
800

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 （年度）

1ゴミの日はカラスでさえも知っている

▲ゴミ総排出量と１人１日当たり排出量

カラスは、何でも食べる雑食鳥類。人間も、より好み
をするけれど、肉類も穀類・野菜類も食べる雑食動物。
両者は雑食動物で共通していますが、ゴミへの関心は、
カラスの方が上というのでは困ります。わが家のゴミ減
量作戦を展開する前に、まずゴミへの関心を深めましょ
う。
どこからでも出てくるゴミ
我が国は、物資的な資源に乏しくて、海外から原材料等
を輸入して加工・製造する率が高いです。つまり、そこで
まずゴミがたくさん発生します。

■ゴミの分類
可燃物

でも、消費者が利用した後でも、ゴミは発生します。
２

３

産業廃棄物
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事業活動に伴って生ずる廃棄物

減量化が必要なのです。

廃棄物

ゴミのゆくえ
私たちは、
「捨てればゴミ 分ければ資源」をモットーに
して、ゴミ出しルールを守ったり、分別に協力したりして
います。でも、それで終わりと思わないで、その後のゆく
えに関心をもつことも大切です。
収集されたゴミは、処理施設に運ばれ、燃えるゴミは焼
却され焼却灰は埋め立て処分されます。燃えないゴミや粗
大ゴミは、資源として回収されたり、焼却や埋め立て処分
されたりします。ゴミは燃やすと、かさ（容量）は１／20、
重さは1／６程度に減りますが、なくなるわけではなく、
二酸化炭素を大気中に放出し、
あとに灰が残ります。だから、

不燃物・焼却不適物
金属、ガラス、乾電池等
家電製品、家具類等

散在性ゴミ
アルミ缶、スチール缶
ガラスびん、紙容器、
プラスチック容器

事業系

ゴミにはたくさんの種類がある
ゴミ（廃棄物）は、一般廃棄物と産業廃棄物とに大きく
分けられます ｡ そしてさらに、右図のように細分されていま
す。

紙類、プラスチック、
生ゴミ、ゴム等

粗大ゴミ

一般廃棄物

製品は、梱包されたり包装されたりして、流通ルートに
乗り、やがて私たち消費者に届きます。こうした物の流れ

生活系

家庭から出される廃棄物

１

（プラスチックは自治体によ
り異なります）

OA用紙等

燃えがら
汚でい
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック
紙くず（製紙業、出版業等に係わるもの）
木くず（建設業、木材業者等に係わるもの）
繊維くず（建設業、繊維業等に係わるもの）
動植物性残りかす（食品製造業に係わるもの）
ゴムくず
金属くず
ガラス及び陶磁器くず
鉱さい
がれき類
動物のふん尿（畜産農業に係わるもの）
動物の死体
ばいじん
廃棄物を処分するために処理したもの

▼清掃工場内でのゴミ焼却
燃やせば灰が残る

▲前橋六供清掃工場

５

最終処分場の余命いくばく
ゴミ処理の最後を引き受けている最終処分場が満ぱいに
なるまで、全国平均であと19.3年ですが、首都圏では残り
が少なく他地域に引き受けてもらっています（平成22年
度）
。市町村にとって、新たな処分場を設置するのは至難の
わざです。余命を少しでも引き伸ばすためにも、ゴミ減量

▼最終処分場
厚さ1.5mm の高密度ポリエチレンシートが張られ、底面にはアス
ファルト舗装がしてある。浸み出た水は集水管に集められ、処理施設
に送られる。

化は、絶対に必要です。
６

百聞は一見にしかず 清掃工場の見学
最寄りの清掃工場を見学させて頂きましょう。ゴミ処理
の仕組みを目の当たりにしながらも、ゴミの量と種類の多
さにびっくりさせられます。そのことから、ゴミ出しルー
ルを守ることが必要であることや、ゴミ減量化と分別の大
切なことが実感できます。
［主な見学場所］
●前橋市六供清掃工場
前橋市六供町1536 TEL 027-224-0130
●高浜クリーンセンター
高崎市高浜町248-1 TEL 027-344-2530

分けて水切り
生ゴミのおよそ80％は水分です。三角コーナー用ゴミ袋
を使い、水切りして、他の可燃ゴミと一緒にゴミ袋に入れ

るのがふつうでしょうか。
達人は、ゴミが汚れていやな臭いが出るのを防ぐため，
生ゴミを他のゴミと別扱いします。つまり、生ゴミ専用の
ここでは、普通に家庭ゴミと言っている一般廃棄物に
ゴミばけつの上に金属製のかごを置いて水切りしてから、
ついて取り上げます。その主なものは、生ゴミ、紙ゴミ、 可燃ゴミとして出します。一晩で、10〜15％は軽くなり
空き缶・びんです。なお、産業廃棄物については、41ペ ますし、一日で30％は軽くなります。電動式生ゴミ処理機
を買い求めて使っておられる方は、協力度大です。
ージをご覧下さい。

2ゴミ減量大作戦の展開

１

庭の活用
庭をお持ちの方は、そのことに感謝して、庭を生ゴミ処
理にも活用しましょう。庭の片隅に、スコップで穴を掘り、
そこに捨てます。生ゴミの上に薄く土をかけ、その上に生
ゴミを捨てることを繰り返します。カラスにはご用心！
生ゴミは、自然に土に戻ります。穴を掘る場所は、草花を
育てることも念頭において、計画的に移動します。
できれば、生ゴミ処理容器（コンポスター）を買い求め、
使用書を読んで使いましょう。たい肥活性剤を使ったり、
落ち葉や枯れ草を混ぜたりすると、よいたい肥ができて、

生ゴミ、まずは減量、処理は上手に
生ゴミは、重さからいって、家庭ゴミの40％を占めてい

ます。私たちの多くは、この生ゴミをゴミ袋に入れて、回
収場所に出し、後はゴミ収集車におまかせしています。で
も、ちょっと気遣いするだけで、自治体を悩ませているゴ
ミ処理対策に協力することになります。
生ゴミ減量、ちょっとの気遣い
どうして、たくさんの生ゴミが出るのか、チェックして
見て下さい。
□ 野菜くずや果物の皮
□ 料理した食べ残し
□ 買い過ぎ、賞味期限切れで手付かず
□ コーヒー・紅茶・お茶がら
□ その他（
）
その上で、減らすための知恵をしぼりましょう。

家庭菜園やガーデニングに役立ちます。設置場所は、日当
たりがよく、水はけのよい土の上が良いのですが、臭いが
出たり、虫がわいたりすることがあるので、お隣に気配り
しましょう。なお、生ゴミ処理容器や電動式生ゴミ処理機
の購入に助成金を出している自治体もありますので、市役
所や役場に聞いてみましょう。
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分別収集

選別・圧縮

選

別

白
アルミ

茶

その他

スチール
洗浄・カレット化

紙、パック

ダンボール

その他

ペットボトル

その他

カレット化
ペレット化

油

化

原料

アルミ原料

製鉄原料

ガラスびん原料

建築資材

製紙材料

２

知っておきたいリサイクル10区分
排出された一般廃棄物の中で、容器包装廃棄物の占める
割合は、容積比で約６割、重量比で２〜３割に達している
とのことです。

建築資材

燃料・化学原料

ゴミの出し方についてのお願い
○○清掃業務課

そうした実態等をふまえて、国では、
「容器包装リサイク
ル法」を制定し、平成９年にスタートしました。その内容
を理解することは、分別収集への励みになると思います。
私たち消費者は、分別収集（排出）に協力すること、市
町村は、容器包装廃棄物の分別収集を行うこと、事業者は、
市町村が分別収集した容器包装廃棄物を自らまたは指定法
人やリサイクル業者に委託して再商品化すること、となっ

1 ゴミはいくつかの袋に
分けて入れ、片手で持て
る重さにすると収集しや
すくなります。

2 ゴミが散らばらないよ
う、袋 に 入 れてき ち ん と
口をしめましょう。

ています。
分別収集の区分は、上図（中段）のとおり、10区分です。
３

分別はふだんから、収集日は忘れずに
分別の仕方は、各市町村によって、少し異なっています
が、基本的には、普通に収集される「燃やせるゴミ」
「燃や
せないゴミ」
「資源ゴミ」と、別途収集される「有害ゴミ」
「粗大ゴミ」でしょう。ゴミ区分の方法・日時が示されてい
ますので、必ず守るようにします。勝手に出すと、収集場
所のご近所や通行する人に迷惑をかけます。
指定袋の買い置きもお忘れなく。
ところで、ゴミを収集する作業をしておられる方々に、
気遣いしたことありますか。右記の「お願い」を聞いて下
さい。

3 生ゴミはよく水を切る
と軽くなり、燃えやすくな
ります。

4 ガラスや割れもの、はさみ、包丁、カッター、かみそり、
替え刃、竹串などケガをしやすいものは、紙に包んだりし
てむき出しにしないようお願いします。
また、
「 危険物」であることを表示すれば、他のゴミと
区別ができます。
5 電球や蛍光灯は割らず
に 、新 品 が 入って い た 包
装 容 器 に 入 れ ま す。割 れ
ているものはガラスと同
じです。
6 スプレーや缶は完全に
使い切って下さい。
中 身 が 残って いる と 、
車の中や焼却炉で爆発の
お そ れ が あり危 険 で す。
穴をあけて中身を出して
下さい。

▲小さなボランティア
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▼古紙回収は森林資源の保護

▼牛乳パック 集めれば貴重な資源

古紙１ｔ
20本

よく洗う

イコール

パックを回収する

ホッ

完全に乾かす
トイレットペーパー・
ティッシュペーパーに

４

紙ゴミ減らしは リサイクルで
紙ゴミの多いことには、驚きです。
紙の消費は、森林資源の無駄遣いになっています。１ト
ンの古紙からは、約850kg の古紙パルプを作ることが出来

②

ワンウエイびんは、透明、茶、緑、水色、黒などに色
分けして出します。同じ色のびんが再生されます。
③ 陶磁器、石、金属、プラスチック、蛍光灯、電球、鏡、

ます。これは、太さ（下径）14cm、高さ８ｍの立ち木約20
本に相当します。また、古紙から紙を再生すると、パル

温度計、耐熱ガラスなどは混ぜ入れないようにしましょ
う。
空き缶には、スチール缶とアルミ缶とがあります。スチ

プから作るよりも約26トンの水を節約し ､ 熱エネルギーも
約30％節約出来ます。古紙のリサイクルは、森林資源を守
るだけでなく、省エネの上からも大切なことと言えます。
古紙は、種類によって、それぞれ異なった原料として使
われます。

ール缶を作るのに必要なエネルギーは、空き缶から作る場
合は、原料の鉄鉱石から作る場合の約３分の１ですみます。
また、アルミ缶を作るのに必要なエネルギーは、アルミ缶
から再生すると、原料のボーキサイトから作る場合の約27
分の１と言われています。

古紙回収を進める場合は、次のことに気をつけましょう。
ポリ袋、ナイロン袋、ビニール袋、カーボン紙、アル

①

ミはくなどを混ぜ入れない。
新聞、雑誌、牛乳パック、ボール紙、段ボールに分け
る。
新聞は、販売店がくれる袋に、折り込みちらしと一緒に
きちんと入れておくと便利です。
牛乳パックは、ティッシュペーパーやトイレットペーパ

①
②

いようにしましょう。
道端や公園などで、空き缶ポイ捨てが目立ちます。
みつけたら拾って家に持ち帰るか、収集箱を探して入れ
るようにしましょう。
なお、県の条例によると、空き缶、空きびん、煙草の
吸い殻、弁当の空き箱、紙くずなど、ポイ捨てすると、
５万円以下の罰則を科すことが出来ます。

②

③

ーの良い原料となります。１ℓ入りの牛乳パック６枚から
トイレットペーパー１ロールが再生されます。よく洗い、
よく乾かして、ひもで束ね回収に出します。

６

５

空きびん・空き缶 貴重な資源
空きびんは、ビールびんや一升びん、牛乳びんのように、
回収されると洗浄されて、次のように何度も繰り返し使え
ます。
ビールびん・15〜16回 一升びん・12〜13回
牛乳びん・約50回
ですから、出来るだけ、こうした再使用できるびんの商
品を利用しましょう。また、一度しか使わないワンウエイ
びんもありますが、これはカレット（ガラスくず）にして、
びんの原料として再生利用されています。
① まず、キャップをはずし、びんを洗っておきます。使
い残し・飲み残しのままはいけません。

缶の中を洗い、缶をつぶして保管しましょう。
スプレーやボンベなどの危険物は、絶対に混ぜ入れな

集団回収に参加する
自治会、ＰＴＡ、子供会などを中心に、あらかじめ決め
てある日時、場所で有価物集団回収を行っています。市町
村によっては、実施団体に奨励金を出して、団体の活動を
支援しています。
「お知らせ」に注意して、あらかじめ用意しておいて、
ぜひ協力しましょう。

▲識別表示マーク
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▲統一美化マーク

き

ゅう

にや さ

し
い

ち

4．賢い消費者になるために
グリーンコンシューマーという言葉が使われています。
日本語に直訳すると、
「 みどりの消費者」です。つまり、
みどりに代表される自然環境に配慮しながら生活する人
です。そのあり方の一つとして、環境にやさしく賢い消
費者になることです。では、どうすれば、そうなれる
のでしょうか。

1環境にやさしくお買い物上手

□

買い物チェック
私たちはそれぞれ、頻繁に、スーパーやコンビニ、デパー
トなどに買い物に出掛ています。年間、何回ぐらいにな
るでしょうか。そのたびに、ちょっとした気遣いをすると、
少しずつ、環境にやさしく、賢い消費者になれます。
次のことを実行していますか。チェックして、下記の符
号を□の中に記入して下さい。あるいは、夫婦でやり合っ
たり、子供さんに評価してもらうのも良いでしょう。
絶えず実行している→◎

マーク（印）にマーク（注目）している
上左は、エコマークで、資源を再生利用した商品や、使
っても環境を汚すことが少ない商品についています。これ
は、
（公財）日本環境協会エコマーク事務局が、環境保全に
役立つ商品であると認定した印です。環境（environment）
の頭文字が人間の手の形になって地球をやさしく包み込ん
でいます。平成24年12月末日現在、5,453の商品が認定を
受けています。
上右は、グリーンマーク。これは、
（公財）古紙再生促進
センターが、古紙を40％以上使用した古紙利用製品である
ことを認定した商品につけられています。トイレットペー
パーや雑誌、ノート等、16,000以上の商品が認定を受けて
います。

時々は実行している→○
ほとんど実行していない→×
気に止めたことがない→＊
□ 買い物には、自分の買い物袋を持参している
自分で作ったものでもよい、買い求めたものでもよい、
どこからか頂いたものでもよい、マイバッグを使用し、ビ
ニールのレジ袋はもらわないようにしましょう。レジ袋の
行き先は、焼却炉を痛める高熱源のゴミ。わが家へのゴミ
の持ち込みを少なくする手始めです。
マイバッグの使用に当たっては、お店のかごの中に入れ

どっちにしようかな、と迷うことがあります。その時に
は、ためらわず、これらのマーク付きにします。

エコマーク商品の例

▲

た買い求め品の上に、マイバッグをたたんで乗せて、レジ
で支払いをして通ってから袋に詰め替えるとよいでしょう。
マイバスケットを一度購入しておくと、レジ袋が不要な
だけでなく、袋に詰め替える手間が省けますし、割り引き
してくれるスーパーもあります。
一度買い求めると、長く便利に使えます。

□

食品など、
「安い！」と言っての衝動買いはしないよう
心掛けている
特売につられて、つい衝動買いをしてしまいます。でも
余らせて、冷蔵庫入り。冷蔵庫はその余り物で満杯。それ
では、単価は安くないはずですし、冷蔵庫の電力消費も多
くなってしまいます。

▲マイバスケット
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2ペットボトルもリサイクル

□

地場産で、旬の食材を購入している
スーパーに行きますと、季節外れに外国産の食材がトレ
イにパックされて安く売られています。どこの国から輸入
したか、その国はどこにあるかを、子供と調べるのは楽し
いですが、それは、買わなくても出来ること。ちょっと高
いかなと思っても、地場産業の維持・発展に貢献するのだ

ペットってなあに？
ペットというと、犬や猫など、可愛がって飼育している
動物を指しているのは、ご存じの通りです。それでは、ペ
ットボトルをペット（お気に入り）にしておられる方、こ
こで言うペットとは何ですか。それは、ポリエチレンテレ
フタレートという化学物質の略称（ＰＥＴ）です。

と思えば、大した値段差ではありません。地場産であって
も、季節外れの野菜や果物は、温室育ちで、出来上がるま
で多くの石油エネルギーを消費しています。旬のものは本
物の味、そして、省エネに協力することになるのです。

プラスチック容器には、三角マークに１から７までの数
字の入ったマークがつけられてい
▼ペットマーク
ますが、ＰＥＴには「１」がつい
ていて、リサイクルできることを
示しています。びんより軽く、強

▼季節はずれのトマトを食べると
石油エネルギーも食べる
トマト1kg を作る時、必要なエネルギー
冬春どり（温室加湿） 10,770kcal
夏秋どり（路地無加湿） 166kcal
温室育ちは、65倍のエネルギーを使っ
ている。

□

化されていて落としても割れない
ため、飲料容器として、需要は増
える一方です。ぜひ、使用済みの
ペットボトルは、回収ボックスに
出すようにしましょう。大量に回
収されるようになると、再生利用
の道が開けてきます。
なお、PET ボトルリサイクル

ばら売りを買うようにしている
肉や魚、野菜などは、発泡スチロールやプラスチックの

容器でパックされている商品が多いです。でも、ばら売り
やはかり売りもしています。そのほうが新鮮な場合が多い
でしょう。また、お気に入りの品を必要な個数買うことに

推進協議会では、使用済みのペッ
トボトルを再生利 用 し た 商 品
の印として、
「PET ボトルリサ

なり、残り物を減らすことが出来ます。
食材によっては、トレイ入りしか買えない場合がありま
すが、使った後のトレイはよく洗って保存して置き、スー

イクル推奨マーク」をつけていま
す。衣料品や家庭用品など、平成
25年３月末日現在306の商品が認定を受けています。

パーの回収箱にお返しします。
□

詰め替え用が用意してある商品を選んでいる
シャンプーやリンス、液体洗剤、芳香剤、
柔軟仕上げ剤などは、使い捨て容器入りの

▼ペットボトルの再利用品

ものより、詰め替え用が用意してある商品
を選んで買い求めます。ちょっとした心掛
けでのゴミ減らしです。
□

□

→

→

フラワー
ポット

野球用ベース
敷物
→

抗菌・消臭シーツ

農業用緑化用
シート

簡易包装をお願いしています
レジで会計するとき、過剰包装だと思っ
たら、袋や包装はいらないと申し出ます。
贈り物をする際に、包装控えめの方が、受
け取る側へのゴミのプレゼントを少なくす
る心遣いになります。

運動マット

「もったいない」を復活させましょう。

←
シャツ用衿サポーター
蝶キーパー

使い捨て商品は避けています
紙おむつ、紙コップ、紙皿、紙タオル、
紙おしぼり、ティッシュ等は、便利で普及
しています。でも、これらは、まさに使い
捨てのゴミ生産物で、資源の無駄使い。や
むを得ない場合を除いて、これらの使用を
控え、家計のためにも、死語となっている

陳列トレー
←遮水シート
↑カーペット
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5．地球のためにも

1資源・エネルギー問題を考えよう

（kWh／口）
350
300
電力消費量

環境家計簿をつけていると、わが家の電力消費量が
気になります。でも、それだけでなく、地球規模でも、
省エネ対策を考えなくてはなりません。
それは、どうしてでしょう。

省エネ対策

250
200
150

エネルギー、かたちを変えて利用する
「野口水車」は、群馬県人口200万人記念映画「眠る男」
の撮影の舞台として選ばれたので有名です。水車は、日本
各地で、精米や製粉に使われていましたが、現在は電力に
よる機械化に押されてあまり姿を見かけなくなりました。
水車には、流水の力（運
動エネルギー）や上から落
ちる水の重さ（位置エネル
ギー）を使い、回転力をき
ねの上下運動（機械エネル
ギー）に変えて利用してい

100
50
0
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80

85
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95
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13（年度）

▲わが国の電力消費量の推移

力が０％、天然ガスが25％、水力・新エネルギーが８％と
なっています（2014年）。
エネルギー資源には限りがある
依存度が高い石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料は、
採れば次第になくなってしまう（枯渇する）資源です。

電も同じです。

エネルギー消費は環境問題を引き起こす
化石燃料を燃やすと、必ず二酸化炭素を発生します。そ
して、それが地球温暖化の大きな要因になっています。

電気は何から作られる
電気のもとは、水力発電
のほか、石油や石炭、天然
ガスなどを燃やし、圧力の
高い水蒸気を得てタービン

では、原子力利用を増やせばよいのでしょうか。この場
合にも、核燃料をつくったり、放射能のあるゴミ（廃棄物）
を処理したりするのが大変です。
結局、電気を無駄なくコツコツ上手に使うこと、自然の
エネルギーなどの新エネルギー開発・利用を一層進めるこ

を動かす火力発電、ウラン
▲昔の人の知恵、水車
やプルトニウムを燃料とし
て核分裂の連鎖反応でエネルギーを得る原子力発電などが
主です。

とが求められます。

ます。位置エネルギーを利
用している点では、水力発

日本のエネルギーは、石油が41％、石炭が26％、原子

この温もりは
どこから？
水力発電所
原子力・火力発電所
送電線

配電線
家庭

配電用変電所

一次変電所

▲電気が家庭に届くまで
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2電気は効果的に使いましょう

電気釜
3.1％

全国の家庭における電力消費の主役は、エアコン、
冷蔵庫、照明器具、テレビなどです。
節電の一番は、電化製品を使わないことですが、現
代生活では、無理な相談です。二番目にできることは、
なるべく使わないことです。例えば、家族それぞれの
個室の電灯は消して、居間に集まっておしゃべりをす
る、それだけでも節電になります。そして、三番目に
は、家族全員が小まめに消す習慣をつけて行くことで
す。そして、もし、買い替えするときは、省エネ性マ
ーク付きを選ぶことです。

照明
15.9％

冷蔵庫
18.0％

洗濯機1.1％

その他
12.4％

掃除機2.6％
電子レンジ1.9％
衣類乾燥機2.6％

テレビ
9.6％

冷房機器
10.9％

エアコン
（冷暖房兼用）
12.0％

暖房機器
9.9％

▲家庭での電力消費内訳

家族みんなで 小まめに節電
家族みんなで協力し、節電が習慣になれば、苦になりま
せん。節電しないことが苦になります。
まず、家族でやっているかどうか、見直しのために、□
にチェックしてみましょう。

冷蔵庫 使い方上手
食品を素早く取り出せるように、庫内はいつも整理し

□

てあります
□

詰めすぎないように気
をつけています

照明 まめに 小まめに
□ 必要のない照明はしませ
ん
部屋を離れるときなど、使
わない場所や使わない時間に、
つけっ放しはしません。また、

安売り

につられて買い過ぎたり、
余分に作りすぎたりしな
いようにしています
□

開閉の回数を少なくし
ています

□

窓際など、自然の光で十分明
るいところでは、照明を小まめに消したり、明るさを調節

熱いものは、冷まして
から入れます
熱いものを入れると、冷却するエネルギーが余計にかか

したりなどの工夫をします。

ると同時に、周囲にも影響します。

□

蛍光灯は早めに取り替え
ます
取りかえどき！
蛍光灯を切れるまで使うこ
とは不経済です。蛍光灯の平
均寿命の70〜80％を過ぎると明るさがかなり落ちます。両

テレビ等
□

スイッチオフ

留守する時はプラグを抜きます
長い時間留守をするなど、テレビやビデオ、オーディオ等、

使わない時は、電源のプラグをコンセントから抜いていま
す。

端が黒ずんだら取り替えます。

夜、暗い中トイレに起きた時、部屋のあちこちで、小さ

□

照明器具は小まめに掃除します
照明器具は、ほこりや汚れがつく
と、明るさが低下します。例えば、
１年間まったく掃除しないと、汚れ
やすい台所などで40％、清潔な場所
でも10％程度明るさが低下します。

な光に気がつきます。エアコン、テレビ、ビデオ、電話機、
スイッチ、非常灯、炊飯ジャーなどなど、いろいろな電化
製品が、24時間、必要な時にすぐオンするようにスタンバ
イしています。一つ一つは少量でも、数多くが年間を通し
てとなると、ばかになりません。見回して、出来るだけ、

□

白熱灯をやめて蛍光灯にしてい
ます
同じ明るさの場合、消費電力量は、蛍光灯のほうが白熱
灯（電球）より約30％少なくてすみ、しかも長持ちします。
□

自動点滅器などを
活用します
門灯、ポーチライト
などには、自動点滅器
を組み合わせて使う
と、消し忘れを防ぐこ
とが出来ます。

待機電力をカットしましょう。
冷暖房は
□

控えめに

電気カーペットや電気こたつなど、暖房機器をつけす
ぎないようにしています

□

こたつは敷布団と上掛けを併用しています
そうすることにより、暖かさが逃げないので、効率的で

す。また、布団を厚くすれば、さらに効果的です。
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□

エアコンの室内・室外機のまわりに、物を置かないよ
うにしています
風の吹き出し口や吸い込
み口の近くに物や植木など
があると、風の流れを妨げ、
効率が悪くなります。

ている料金は、下記のようです（平成26年４月現在）
。
・テレビ 1,836円〜・エアコン 1,620円〜
・冷蔵庫 3,888円〜・洗濯機
2,592円〜
家電４品目は、市町村では収集運搬しなくなりましたし、
清掃工場への自己搬入も出来なくなりましたので、家電小
売店、あるいは、指定取引場所に自己搬入することになり
ます。

□ エアコンをつけている
時間を少なくしています
朝晩、涼しいのに冷房を
つけていたり、日中暖かい
のに暖房をつけていたりは

省エネ性マーク製品を
エアコン、蛍光灯器具、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍
庫などを選ぶ時には、カタログや包装、製品本体をよく見
てラベル（省エネ性マーク）を探しましょう。これは、省
エネ製品として、どの程度国の基準に達成しているかを示
しています。ラベルをしっかりチェックして、省エネ性の

していません。出来るだけ、
外気や日光を室内に取り込み、エアコンをつけている時間
を少なくしています。
エアコンの設定温度を控えめにしています
冷房は28℃、暖房は20℃を目安に
します。冷房を１℃高め、暖房を２℃ 夏
低めにすると、それぞれ約10％の省 28°
エネです。

高い製品を選んで買い求めましょう。

□

□

エアフィルターは、小まめに掃除
しています
エアフィルターが目詰まりすると、

表

示

場

所（例）

省エネラベルはカタログに表示されます。また、カタ
ログ以外の製品本体、包装など、見やすいところに表
示されることもあります。

冬
20°

効率が低下します。２週間に１度は掃
除をします。
□

窓には、カーテンやブラインドをしています
冷房の時は日射を、暖房の時は日没前に冷たい空気をカ
ーテンやブラインドで防ぐと、冷暖房効果がグーンと高ま

カタログ

ります。

製品本体

包装等
▼省エネ性マーク

（例１）

省エネ基準
達 成 率

98％
（例２）

省エネ基準
達 成 率
買い替え、ご用心
電化製品の買い替えの際には、まず、使わなくなった製
品の引き取られ方と、新しく買う際の選び方に注意しましょ
う。
平成13年４月１日から「家電リサイクル法」が施行され
ました。この法律の対象となるのは、テレビ、エアコン、

102％
［問い合わせ先］
●一般財団法人

冷蔵庫、洗濯機の４品目です。
各小売店は、店舗内に掲示するなどして引き取り料金を
示します。また、メーカーが再商品化するまでにかかる費
用も、消費者が負担することになりました。再商品化料金
は、メーカーによって異なる場合がありますが、公表され
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省エネルギーセンター

TEL 03-5439-9710
ホームページ http://www.eccj.or.jp

6．地球の温暖化をくい止めよう
私たちは、呼吸して生きています。また、ものを燃焼して生活しています。その際には必ず二酸化炭素を排出し
ています。
この二酸化炭素の排出量が増加することが主な原因となって、地球を温めてしまいます。

1地球温暖化を考えよう

▼増え続ける大気中の二酸化炭素濃度

寒がり屋にとっては、
「地球が温かくなるなんて、おおい
に結構、しのぎやすくなるからね」 逆に、暑がり屋にと
っては、
「いやだな、お肌に悪いし、冷房代もかかるし」
正直に言って、地球規模の問題と私たちの生活との関係
はこの程度で終わってしまうかもしれません。でも、それ
では困るのです。宇宙船地球号の乗員にとって、船内の室
温が、上がることは、上着を一枚脱げば済むといった問題
ではないからです。
温室効果
私たち、つまり宇宙船地球号の船員は、もちろん船内
（地球上）の位置によって気温の高低がありますが、全体と
してほぼ一定に保たれた船内で暮らしています。それは、
下の図のように、地球は太陽から降り注ぐ光（放射エネル
ギー）によって暖められる一方、エネルギー（赤外線エネ

［注］ppm（ピーピーエム）は、parts per million の略号で、100万分
の１のこと

ルギー）が放出されて冷やされます。しかし、大気中に含
まれている二酸化炭素などが赤外線の一部を吸収して大気
を温めるので、地表の気温は適度に保たれます。二酸化炭
素などの気体は、ちょうど温室のガラスに似た役割を果た
しているので、温室効果ガスと言われています。

然ガスなどの化石燃料の燃焼や、セメントを製造するのに
伴って排出されます。また、メタンやフロン類（CFC 及び
HCFC）、亜酸化窒素なども該当します。
地球温暖化が進んでいる
これまで、大気中には、300ppm 程度の二酸化炭素が含
まれていてほぼ安定した状態でした。これは、海洋中に溶
けたり、植物の光合成で吸収されたりなど、自然の力によ

温室効果ガスの主役は二酸化炭素ですが、これは、地球
の火山活動などによって排出されるほか、石油・石炭・天
▼温室効果の仕組み

太

▼温室効果ガスと温暖化への寄与度

②地表面から赤外線が放出される
ことで、地球が冷やされている

陽

一部は大気や地表面
によって反射される

大

フロン類
10
メタン
19

6

（数字は％）

二酸化炭素
64

気
温室効果ガス

①太陽光線によって
地表面は温められる
地表面
③大気中の気体
（温室効果ガス）
が赤外
線を吸収して、
大気を温め、
地表の気
温を適度に保っている
（温室効果）

その他 １

亜酸化窒素

地球の平均気温は現在約15℃
ですが、
もし温室効果ガスが
なければ、平均気温はマイナ
ス18℃になってしまいます。
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（

）

IPCC 報告書から作成。1850〜1990
年にかけての総合的な寄与度

メタン：水田や湖沼、ゴミ埋立地などか
ら発生するほか、牛の「げっぷ」やふん
尿からの発生も無視できない。
フロン類：47ページ参照
亜酸化窒素：動物のふん尿や窒素肥料な
どから発生する。

って調節されていたからです。
しかし、こうした自然の力で調節出来ないほど、化石燃
料を大量に消費して二酸化炭素を発生させています。また、
二酸化炭素を吸収する働きを持っている熱帯林の減少も二
酸化炭素濃度の増加に拍車をかけています。そのため、現
在の大気中の二酸化炭素濃度は、400ppm 程度まで増えて
います。

ブナ林が減る
サケの漁場が北上する
植生の変化

二酸化炭素が増加すると、地球の平均気温も上昇します。
ケヤキの分布域
が北上する
IPCC（気候変動政府間パネル）は、もし、現在のように、
化石燃料の大量消費を続けていると、21世紀末までに、世
界の平均気温は現在より1.4〜5.8℃上昇する可能性がある
と指摘しています。また気温が上昇すると、氷河が溶け出
たり、海水が熱膨張したりするため、海面の水位が9〜
88cm 上昇すると予測されています。そうした中にあって、 マラリアが北上する
日 本 で は、 年 平 均 気 温 が1〜2.5℃ 上 昇 し、 海 面 が20〜
40cm 上昇すると推測されます。
地球温暖化の影響
こうした地球温暖化の影響としては、次のことが想定さ
れております。

海面が上昇する

砂浜が消失する

米の収穫量が増減したり
食味がわるくなる

▲温暖化の日本への影響
テレビや新聞、インターネットなどで、世界の動向を注

① 海面上昇による被害 沿岸地域で高潮の被害を受ける
人口が増えたり、国土の一部が水没したりする。

視するようにしましょう。
群馬県の取り組み
群馬県は、地球規模でみると、小さい存在です。例えば

② 植生の変化 地球の全森林面積の1/3で、植物集団の
状態（植生）が何らかの影響を受ける。その過程で、森林
が損ねたり破壊されたりして大量の二酸化炭素を発生する。
③ 食料生産 食料生産地域が変動したり、害虫の大発生、
異常気象などによって食料生産への影響が心配される。
④ 健康障害 マラリア感染者の増加、気温上昇や洪水の
増加により、コレラ等の感染症も増加する恐れがある。
日本では、まず砂浜が減少し、海抜ゼロメートル地帯が
増加し、高潮の被害も多くなるでしょう。さらに、降雨量

二酸化炭素排出量を群馬県全体に敷き詰めると厚さは1.13
ｍになるとか、前橋市の平均気温が、都市化の影響がある
とはいえ、この100年間で1.5℃上昇しているといった話
を聞くと、地球温暖化は他人事ではなくなります。
群馬県は、2020（平成32年）年までに、県民１人当たり
二酸化炭素排出量を2007（平成19年）年度に比べ14％削
減する目標を定めています。そのため、
「群馬県地球温暖化

の地域格差が大きくなり、生態系の変化や農産物の収穫量・
種類の変化、疫病や熱中病・熱射病の増加なども予測され
ます。
また、群馬県では、米や高原野菜等の収穫量の減少、生
態系の変化、貯水池への土砂流入量の増加、都市部のヒー
トアイランドの進行、
夏期の冷房用エネルギー消費量の増加、

対策実行計画」が立てられ、その実行が求められています。
「温暖化の犯人は、私たち」の自覚を！
私たちは、家庭生活で、ガスや灯油を使ったり、自家用
車でガソリンを使ったりして二酸化炭素を排出しています。
また、間接的ですが、家庭で電気を使用している際、さま
ざまな日用品が製造された時、食べ物の加工の際、さらに

水道水消費量の増加、光化学オキシダントによる健康被害
などの影響が懸念されます。

はゴミ処理の際などにも、大量のエネルギーを消費し、二
酸化炭素を排出しています。
地球の温暖化の問題に対して「無関心」であってはなり
ません。問題の先送りは「時既に遅し」になりますし、逆
に「手遅れ」との開き直りは許されません。問題の真っ只
中にあります。温暖化の進行をいかにしてくい止めるか、
それは、各人が問題意識を持ち、エネルギーの使用量を減
らすことから始まると言えましょう。

［注］ヒートアイランド コンクリートで固められ、大
量の人工熱と大気汚染物質が排出されると、地域的に地表
温度が高くなる。等温線を描くと、島のように盛り上がっ
て見えるので、ヒートアイランド（熱の島）と呼ばれる。
地球温暖化への国際的取り組み
1997年12月に、京都で開催された気候変動枠組条約締
約国会議（地球温暖化京都会議）では、先進各国の温室効
果ガスの削減目標を定め、途上国についても、一定の参加
を促す議定書が採択されました。これは、地球温暖化防止
に向けての重要な第一歩でした。
これをもとに2008〜2012年に京都議定書が実行されま
した。そして、2016年11月から、新たな世界的な温室効
果ガス削減のしくみとして、パリ協定がスタートしていま
す。
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2コツコツ減らそう 二酸化炭素

▼わが家の二酸化炭素排出量
取扱項目

わが家の環境家計簿を見直してみましょう（14ペー
ジに記入してあるとして）。年間を通しての各項目ごと
平均値に二酸化炭素排出係数を掛けて、二酸化炭素排出
量を計算してみて下さい。
もう一度、本書の「環境にやさしい生活の工夫」や
「水清らかに 大気をさわやかに」を読み直し、実践し
直す必要はありませんか。一部ダブリますが、わが家の
地球温暖化防止の主な策として、下記をチェックし
ましょう。

使用・購入量 排出係数★1 二酸化炭素排出量★2

気

kWh ×0.50

都市ガス

m3 ×2.16

LP ガス

m3 ×6.55

水

道

m3 ×0.59

ガソリン

ℓ ×2.32

軽

油

ℓ ×2.58

灯

油

ℓ ×2.49

ご

み

㎏ ×0.88

電

合計

★1 二酸化炭素排出係数とは ･･･ 電気、ガス、水道、ガソリンなどの
エネルギーやゴミなどから排出される二酸化炭素の量を求めるための
数字を言います ｡

★2

kgCO2…二酸化炭素の量を表す ｡

わが家の地球温暖化防止策
テレビ
スイッチはこまめに切り、見る時
間を短くしてみよう！

ガス瞬間湯沸器
１時 間 見る 時 間 を
短くすると、年間１
台当たり約51kWh
（約870円）
の節約！
★ 二酸化炭素で約
6.1kgC減らせるよ。

冷蔵庫
扉を何度も開閉せず、開けてい
る時間も短くしよう！

水

内 容 物 が すぐ わ か
る よう に 整 理 する
ことで、冷気の循環
がよくなり、１世帯
当たり約8kWh（約
140円）
の節約！
★ 二 酸 化 炭 素 で約
1kgC減らせるよ。

2

なべややかんの底から炎がはみ
でないようにしよう！

食
目安は冷房で28℃
暖房で20℃。1時間
使 用 時 間 を 短くす
ると、年間1世帯当
たり約49kWh（約
830円）
の節約！
★ 二 酸 化 炭 素 で約
5.9kgC減らせるよ。

道
歯みがきや洗顔のとき、水の流
しっぱなしはやめよう！

つ けっぱ なしを 止
めると年間1世帯当
た り 約 1 1 ｍ（ 約
1,400円）節約！
★ 二 酸 化 炭 素 で約
7kgC減らせるよ。

ガスコンロ

冷暖房
設定温度はひかえめにするよう
にしよう！

口火（種火）のつけっぱなしはや
めよう！

炎 は 最 大 にしな い
で、こまめに調整し
よう。はみ出さない
よう に する こ と で
約5％エネルギー効
率が上がるんだよ。

事

旬の野菜を食べるように心がけ
よう！

例えばきゅうりの場
合、露地栽培とハウ
ス栽培では約5倍も
必要なエネルギーが
違う。
しかも夏野菜
は体を冷やし、冬野
菜は体を温める効果
があるんだよ。

リサイクル
ノートは再生紙のもの、
メモやら
くがきは広告の裏を使おう！

1日3分間（1分間に
1 2 出る 場 合 ）止
めるようにすると1
年間で12,960 節
約！
★ 二酸化炭素で約
2.1kgC減らせるよ
。
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紙のムダ使いを減らす
ことは森林の保護にな
り、森林は二酸化炭素を
吸収してくれるんだよ。
★ゴミの量が1週間で約
5kg減れば1年間で二酸
化炭素が約62.4kgCも
減らせるよ。

太陽の光

3新エネルギーへの期待

電気を
買う

21世紀以降に向けて、新エネルギーの開発が進めら
れ、一部はかなり実用化が進んでいます。今後一層、
新エネルギー利用の恩恵を受けたり、自分で活用する
のも遠いことではありません。その日のために、理解
を深めておきましょう。

接続

箱

イン
バータ

分電

盤

各種

電気

新エネルギーとは
新エネルギーとは、今まであまり使われていなかった自
然界のエネルギー（再生可能エネルギー）や、今まで捨て
ていたリサイクル型エネルギー、新しいアイディアで使え
るようになった従来型エネルギーの新しい利用形態のこと

製品

電気を
売る

太陽エネルギーを受けた太陽電池
は直流電流を発生。それをインバ
ータによって交流電流に変換して、
家庭内の電気機器に使用します。

従来型エネルギーの新しい利用
空気中の酸素と水素を化
学反応させて、電気を取り
出す発電装置です。水素は、
天然ガスやメタノールに水
蒸気を混ぜて、炉の中で反

再生可能エネルギー
もう、時計や電卓で使わ
れているので、おなじみで
す。シリコン半導体などに
光が当たると電気が発生す

応させて取り出します。電
気と同時に出る熱も利用できるので効率的ですし、有害な
物質や振動、騒音がほとんど出なくて、とてもクリーンで
す。比較的コンパクトでもありますので、会社や工場、ホ
テル、病院などでの利用の拡大が期待されます。

ることを利用した太陽電池
を使って、太陽エネルギーを
電気に変えます。
すでに、ソーラーカー、人工衛星にも使われ、住宅に利
用する人も増えて来ています。その場合には、夜間や雨
天・曇天の日の発電不足分を電力会社から買い、逆に余っ
た分を売ることができるシステムが採られています。補助
制度があります ｡

電気自動車、天然ガス自
動車、メタノール自動車、
水素自動車、ハイブリッド
自動車などは、電気、天然
ガス、メタノール、または、
ガソリンとの組み合わせで

太陽熱利用は ､ 年間１㎡当たり130万 kcal のエネルギーを
持つ太陽熱を集めて水を加熱し、給湯や暖房に利用します。
太陽温水器を屋根につけている家を見たことがあるでしょ
う。一般家庭の給湯の大半を供給出来ます。

走ります。（39ページ参照）
これらは、排出ガスをほとんど出さなかったり、二酸化

風力発電は、自然の風を
受けて風車（プロペラ）を
回転させ、それで発電機を
動かして発電します。
この他、冬は外気温より
温度が高く、夏は低い海水、
河川水などの持つ温度差エネルギーを利用して採り出し、
冷暖房、給湯等に利用出来ます。

炭素の排出量が少なく、黒煙を出さないので、クリーンエ
ネルギー自動車と言います。
リサイクル型エネルギー
廃棄物を燃やす時に出る
熱で発電したり、そのまま
熱を利用したりする方法
で、清掃工場で実用化され
ています。家庭やレストラ
ン、食品産業からの生ゴミ
や、家畜の糞尿を発酵させて、バイオガスを回収し、それ

製紙工場で、チップから
パルプを製造する廃液（黒

になりますし、大豆加工場から出た廃液や家畜の排泄物な
どをメタン発酵させて、気体燃料を得ることが出来ます。

量計

給
供
剰 力用
余
電
用
電力

▲住宅用太陽光発電
システムイメージ図

を言います。今後一層実用化することが期待されます。

液）や、チップ・製材工程
の際取り除かれる樹皮等
（廃材の燃焼）も燃焼処理さ
れていますが、この熱が利
用できます。また、さとうきびの絞りかすはりっぱな燃料

電力

を燃料にして発電する方法もあります。また、燃えるゴミ
（紙、プラスチック、木くずなど）を集めて、細かく砕き、
それに添加物を加えて、圧縮して固形の燃料を作ります。
ゴミ固形燃料は、くさらない、悪臭が出ない、保存ができ
る、運搬しやすい、燃やした時の有害物が少ない上、石炭
の約半分の熱量を持っています。
［問い合わせ先］
●一般財団法人新エネルギー財団
TEL 03-6810-0360
FAX 03-3982-5101
http://www.nef.or.jp
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7．ダイオキシンと環境ホルモンを減らす
1ダイオキシン
ダイオキシンがごみ焼却場から最初に検出されたの
は、1978年オランダでのことです。ダイオキシンは
炭素、酸素、水素、そして塩素からなる物質で、もと
のごみ中に含まれていることは考えられません。その
後 の 研 究 で、 焼 却 施 設 の 特 定 の 温 度 条 件（300〜
400℃）の場所、例えば炉の灰を捕集する電気集塵機
のフィルター上などで、ごみに含まれる上記の元素か
ら生成されることがわかりました。
現在のダイオキシン類の1人1日摂取量は、体重1kg
あたり2.3pg-TEQ（ピコグラム毒性等量：ダイオキシ

ン類は多種あるので、総量をもっとも毒性の強いダイ
オキシン2,3,7,8-TCDD の量に換算してピコグラム＝
1/10億ｇで表す）であり、耐容1日摂取量（生涯にわ
たって毎日摂取しても影響が出ない量）4pg-TEQ を下
回っています。しかし、かつてはこれを上回っていた
時期もあります。ダイオキシンは脂溶性で分解しにく
いため、いったん体内に取り込まれると排泄されにく
いという特徴がありしたがって、発生量を削減して、
人体への取り込みそのものを減少させることが重要で
す。

ダイオキシン発生量削減のためにできること
①ダイオキシンの塩素源となりやすいポリ塩化ビニ
ル（ゴム手袋、長靴、テーブル用ビニールなど）、
ポリ塩化ビニリデン（食品用ラップフィルム）な
どが、可燃ごみに混入しないようにする。また、
新規に購入するときはちがう材質のものを選ぶ。
②生ごみ中の塩素イオン（塩分）も、条件によって
塩素源になるので、塩分が多い残飯などは可燃ご
みに出さず、別に処分する。（コンポスト、生ご
み分解器などへ）
③国は、
「ダイオキシン類対策特別措置法」を制定し、
市町村のごみ焼却炉の改良をすすめている。ごみ
処理を広域化し、連続燃焼大型焼却炉でダイオキ
シンの発生しない温度コントロールを行うもので
ある。ダイオキシン対策には効果があるが、ごみ
減量にはむしろ逆行する心配がある。対策済地域
でも、何でも燃やせるといってすぐごみに出さず、
ごみ減量と分別をこころがけよう。

2環境ホルモン
私たちの身のまわりには、数万〜十万種類にも及ぶ
化学物質があるといわれます。工業用や家庭用、農薬
などさまざまな分野で意図的に使用しているものが多
いが、ダイオキシンのように非意図的な生成物もあり
ます。これらの物質の一部に、
「内分泌かく乱」
（環境ホ

ルモン）という新たな毒性が疑われています。自然界
では、魚や爬虫類、貝類などへの影響が報告されてい
ます。人への影響については、現在研究中なので即断
はできませんが、代替品がある場合には、疑わしい物
質は使用を控える方向が望ましいでしょう。
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桐生川の美化・森林の整備保全活動
桐生の清流と森林を守る会（会長 小堀 順氏）
「森が荒れると水が汚れる」森林と河川を一体と考え環境問題に取り組むために結成され、桐生川の清流とその水源林
を中心に環境保全の活動を行うことを目的としています。

活動記録
世界的には、地球の温暖化、オゾン層の破壊、森林の
消滅（砂漠化）、化学化合物による汚染等人体はもとよ
り生態系をも脅かす環境破壊が進んでいます。自分たち
の住むまちの山や川においても、不法投棄が横行し、環
境の悪化が問題となっています。桐生川という清流の水
源を抱え、その下流域を含めた水をも守ろうという思い
から、平成12年７月、会を結成、活動を開始しました。
発足当初会員は57人、４団体で始まり、現在では

ほどきなど、企画からコーディネイト及び実践指導まで、
全面的な運営の協力をしました。
平 成15年 か ら、
「 金 山 赤 松 管 理 オ ー ナ ー」
（ 太田 市 ）
事業に参加し、下草刈り、枝打ちなど、金山の赤松林の
保全・整備活動をしています。
「川づくりネットワークきりゅう」は、国土交通省渡
良瀬川河川事務所の旗振りで「今後の桐生地区の川を考
えるための意見交換会」という名称で平成14年３月に
始まり、
「 桐生地区川づくり市民懇談会」という名称を
経て、平成15年８年発足しました。この会の立ち上げ
にも当初から参画し、現在小堀「桐生の清流と森林を守

114人、７団体。
定例活動日は月１回、第三日曜日。主に、桐生川の河

る会」会長が「川づくりネットワークきりゅう」会長を
勤めています。この「川づくりネットワークきりゅう」

川パトロール・清掃、森林の枝打ち下草刈り、間伐材を
利用した炭焼き・ベンチ作り、森林清流ボランティアの
基地としての「梅田清流広場」の整備、市有林遊歩道の
整備等を行っています。
その他、桐生市の「水源監視員」に登録し、河川パト
ロールを行っています。
平成13年10月、桐生市主催による「桐生ボランティ

は、河川に関わる市民団体や個人が中心となり、行政、
学校、企業も含め、２ヶ月に１回、桐生地区の河川（渡
良瀬川・桐生川等）の今後の川づくりに関する活動報告
や情報交換を行い、時にはこの会の中で問題箇所の抽出
がされ、守る会の活動にフィードバックされることもあ

アフェスティバル」に参加・協力し、新川公園会場にお
いて、間伐材ベンチ作り体験の指導と間伐材利用の物置
の製作デモンストレーションを行いました。

ります。
（たとえば、桐生川河川敷の草や枝が繁茂して
いるところに、不法投棄が度々されるということを受け
て、見通しをよくすることにより不法投棄をしづらくす

平成14年〜16年、厚生労働省の勤労者マルチライフ
支援事業（市民立 NPO カレッジ受託）の「里山ボラン
ティアセミナーと実践」の協力団体として、東京からの
親子の参加者の受け入れと地元親子参加者の呼びかけ
や、植林体験・剪定作業体験を通した環境保全活動の手

るため、下草刈り・枝落しをしました。）
今後の活動としては、勤労者の余暇活動としての社会
参加の機会・フィールドの提供や、次世代を担う子ども
たちへの環境保全に関する啓発事業なども積極的に企画
していきたいと思っております。
（第８回群馬銀行環境財団賞受賞）

梅田清流広場整備（草刈り）

梅田清流広場整備（枝打ち）
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私たちの賢い消費者活動
高崎市くらしの会（会長 国峯溌子氏）
「高崎市くらしの会」は、昭和47年に、日本の高度成長とそれに伴う暮らしの歪みの中で、消費者主権確立のため、会
員48名で発足しました。
食生活の安全と資源愛護の理念のもと、不用品交換会、衣服のリフォーム、リサイクル、環境美化活動と30年近く
の活動は、市民の共感を得て現在では1,000名を超す大きな消費団体となり、環境保全活動等を地道に続けています。
活動の内容は次のようなものです。
（1）牛乳パックの拠点回収
平成２年度から毎月１回、高崎市内31の公民館を拠
点として回収しています。
（2）集めて使うリサイクルの実践
リサイクル製品の利用拡大運動の一つとして、古紙
100％のトイレットペーパーとティッシュペーパーの共
同購入を実施しています。
それを原価で販売、リサイクルを本当の意味で完結さ
せる鍵は、消費者の意識であることを PR しています。
（3）ペットボトルの回収
平成８年から毎月１回、牛乳パックと一緒に公民館を
拠点に回収しています。

ペットボトル回収

（4）生ゴミの減量とリサイクル
重量でゴミの３分の１を占めるという生ゴミの EM 菌
によるたい肥化を会として推進し、必要な会員には毎月
実費頒布し、リサイクルを行っています。
（5）グリーンコンシューマー運動の推進
環境のことを考えて、ゴミを出さない買い物をする消
費者になろう、という運動を進めています。
マイバッグ運動の推進、環境にやさしい店の調査への
お願い、環境にやさしい商品を選ぶことは、環境にやさ
しい行動であることの情報提供などを行っています。
（6）
「家庭から減らそう CO2」運動
群馬県で作成したコツコツ（CO2、CO2）プラン普及
実践するため、年に一度会員全員が暮らしのチェックを
して、ライフスタイルの見直しをしています。

ペットボトル再生品（ワイシャツとスカート）

（7）水をきれいにする運動
台所の排水をきれいにするための暮らしの工夫や油の
使い方などの学習で、廃油利用の石けん作りをしたり、
洗剤をあまり使わなくてもよいアルカリ毛糸のたわし作
りと、その使用促進をしています。
（8）年２回のリサイクルバザーや衣服のリフォームフ
ァッションショーを実施しています。
（9）市民への啓発活動
公民館や学校その他団体のイベントに、牛乳パックか
らの葉書作り、石けん作りなどのリサイクル体験の出前
講座をしています。
（第３回群馬銀行環境財団賞受賞）
衣服のリフォーム作品
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1．水道水は作られ

下水は浄化される

水道栓を動かすと、水道水が出てくるのは、今では当たり前になっています。
もちろん、おおもとは天からの授かり物ですが、多くの人手と費用をかけて、家庭まで
やって来るのです。また、家庭で使って汚した水は、適切な処理がなされて河川に放流
されています。それは、下流の人たちのためです。

▲

できたての水を飲む

1水道水は作られています
生活に欠かせない水量
私たちが、最低限生命を維持していくためには、１日2.5
リットル ( ℓ ) の水が必要であると言われています。それだけ
でなく、水洗トイレ、台所、風呂等、ふつうに生活して行
くためには１日１人当たり200〜300リットルの水が必要と
されています。これを水道に依存しているのです。
安全性確保の基準
毎日飲む水ですから、まず安全でなければなりません。
そのため、水道法によって水質基準が定められていて、こ
れをクリアする必要があります ｡ 基準項目としては、
「健
康に関連する項目」
、例えば、大腸菌群：検出されないこと、
総トリハロメタン：0.1㎎ / ℓ以下など29項目、
「水道水が有
すべき性状に関連する項目」
、例えば、味：異常ないこと、
臭気：異常ないことなど17項目、より高品質の水道水を目
指しての「快適水質項目」残留塩素：0.1㎎ / ℓ ､pH7.5程度
など13項目、今後汚染が懸念される項目として「監視項目」
が化学物質等26項目あり、厳重に検査されています。

水道水の作り方
水道水は、地下水や河川を流れている水（表流水）から
作られます。表流水を原水とする場合は、おおよそ次のよ
うな処理がなされます。
1. 原水をゆっくり流して、土砂やゴミを沈殿させるととも
に、貯水しておく。
写真①
2. 河川水は、藻が発生していやな匂いをもたらすことがあ
るので、粉末活性炭を混ぜてそれを取り除く。
写真②
3. その後の原水をポリ塩化アルミニウムと混ぜ合わせ、浮
遊していた小さな粒の不純物をかたまり（フロック）に
して沈殿させる。
写真④→⑤→⑥→⑦
4. さらに、砂の層を通して沈殿しなかった不純物を取り除
き、次亜塩素酸ナトリウムを加えて塩素消毒する。
写真⑧
5. できた浄水は、地下の大きなタンクに貯蔵しておき、調
節しながら送水する。
写真⑨
なお、３の処理で生じたフロックは、脱水の後、産業廃
棄物処理業者に引き取られ、業者はよく焼いた後、コンク
リートの原料にします。
[ 問い合わせ先 ] ●群馬県新田山田水道事務所
TEL 0277-73-6067

▼新田山田水道浄水場
低区系送水管路

取水場
渡良瀬川

導水管路

管理棟
③原水揚水
ポンプ室

②活性炭
接触池

①沈砂池兼
原水調整池

排水池
排泥池

脱水機棟
濃縮槽
送水ポンプ棟

⑥横流沈でん池
④混和池

⑦傾斜版沈でん池

⑤フロック形成池

⑧急速ろ過池

⑨浄水調整池

2下水は浄化されます

3.

エアレーションタンクで、下水に活性汚泥（微生物の
集まり）を混ぜて空気を吹き込んでかき混ぜる。下水中
の汚れは、微生物の栄養源となって取り除かれ、微生物
は繁殖し、沈殿しやすい固まり（フロック）になる。
図⑥
4. 最終沈殿池で、下水をゆっくり流し、フロックを底に

「三尺流れて水清し」
河川に、たとえ汚れ物が入って来ても、90cm ほど下流
では ､ きれいになっていると言う意味です ｡
もともと河川には、自浄作用と言って、汚れものを取り
除く働きがあります。自浄作用には、薄めたり沈殿させた

沈める。
図⑦
塩素消毒して、減菌して、川に放流する。
なお、最初沈殿池や最終沈殿池で沈められた汚泥は、か
き集めて脱水してケーキにします。これは、埋め立てに
使われたり、土壌改良剤として、農地などに利用されま
す。

5.

りと言った物理作用とともに、水中微生物の働きが大きい
です。汚れものとして入って来た有機物は、水中微生物が
食べ物として取り入れ、水中の酸素を使って二酸化炭素や
水などに分解しています。
このことに注目して、ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）
と言う単位があります。この単位は、水中の有機物を酸化
分解するに必要な酸素量を表すことによって、汚れの度合
いを表しています。値が大きいほど、汚れがひどいことに

浄化の主役は微生物
活性汚泥は、微生物、
原生動物やバクテリヤの
集まりです。これらの微
生物は、吹き込まれた空
気中の酸素を使って、下
水中に含まれていた有機
物（汚れの原因）を分解

なります。
家庭排水の行方
私たちは、毎日の生活で、水洗トイレやお風呂、台所な
どから生活排水を流しています。その量が多くなって、河
川の自浄作用を越えています｡そこで、おおよそ、次の処理
をしています。

し、水と二酸化炭素に分
解します。これは、微生
物の呼吸作用で、その際

まず、各家庭から、道路の下などに埋められている下水
管に集められ、下水処理場に送り込まれます。そして、水
質浄化のため、下水処理場では、およそ次の処理が行われ

生じるエネルギーを使って繁殖、時間がたつとかたまりに
なります。

ます。
下水管の中を流れてきた下水は、沈砂池に入り、大き
なゴミ、砂や小石が取り除かれ、ポンプによって最初沈
殿池に送られる。
図④
2. 最初沈殿池で、下水をゆっくり流し、さらに沈殿

▲活性汚泥を顕微鏡でのぞくと

1.

しやすいものを底に沈める。

［問い合わせ先］
●群馬県下水道総合事務所
TEL 0270-65-7557

図⑤

最初沈殿池

エアレーションタンク

最終沈殿池

放

6 エアレーション
5
3 管理棟

2

最初沈殿池

タンク

7 最終沈殿池

8 塩素混和池

9

中継ポンプ

放流渠

1 下水管

汚泥

Ｐ
Ｐ

4

沈砂池・ポンプ棟

汚泥

▲下水浄化の仕組み
流入水

33

10 汚泥管理棟

流
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3合併浄化槽を設置するには

▼単独浄化槽と合併浄化槽との浄化能力比較（BODg/ 人・日）

合併浄化槽の設置が求められています
下水道のない地域でも、家屋を新築する場合、し尿を処
理するための単独浄化槽を埋設して来ました。しかし、台
所やお風呂場からの汚水はそのまま流れ出ています。台所
からの実践を努力しても、１日１人当たり出す汚水の量は、
生活排水のほうがし尿よりも多く、環境に与える負荷は大
きいのが現状です。ですから、し尿だけでなく、生活排水
も処理する合併浄化槽の設置が求められているのです。平
成13年４月１日からは、下水道の設置が予定されている区
域外では、合併浄化槽の設置が義務づけられました。

し尿
13ｇ

生活排水
27ｇ

し尿
13ｇ

未処理のまま
27ｇ
単独浄化槽

合併浄化槽

5ｇ

合併浄化槽の仕組み
まず、汚水（し尿と生活排水）に含まれている固形物を
除くとともに、酸素を必要としない嫌気性微生物によって、
汚れ（有機物）を分解し、汚水を浄化します（図①）。続い
て、送風機によって空気を送り込み、酸素を必要とする好
気性微生物の分解作用を促して、さらに汚水を浄化します
（図②）
。こうして浄化された処理水に含まれる固形物を沈
殿させ、きれいな上澄み水を消毒して放流します（図③）
。
微生物の力を利用していますので、トイレの洗浄剤など

放流水
32ｇ

放流水
4ｇ

家庭用合併浄化槽の特長
遠く離れて点在する家と家とを結んで下水道管を埋設す
るのには、ぼう大な費用がかかります。それに比べると、
合併浄化槽は各戸別の下水処理設備で、割安になりますの
で、自治体ぐるみで設置を計画・推進している所もありま

の薬品を使い過ぎないようにする必要があります。

▼合併処理浄化槽の仕組み

す。車約１台分の面積があれば十分で、汚水処理の性能は、
上図のように、単独浄化槽に比べて８倍以上優れています。

空気ポンプ

設置するには
個人で設置する場合には、工事に当たって届出が必要で
す。処理された水は、川へ放流するよう決められています。
川から遠い家では、既存の水利を使うことになりますので、
関係する水利組合の同意が必要です。こうしたことから、

汚れた水

接触材

●大きな
かたまりを
沈める
汚泥

生活排水
27ｇ

消毒剤

きれいな水

信頼できる業者を選びましょう。
費用は
設置条件や地域によってかなりの幅があります。なお、
浄化槽の大きさは、床面積をもとに算出されます。個人で

3
1
2

●汚泥を沈める

●沈んだ汚泥はときどき
ぬきとる

設置する場合と、市町村で設置する場合では、住民負担に
大きな差があります。対象地域が定められ、それぞれ、設
置のための補助金制度や設置後の維持管理費の助成制度が
設けられるようになって来ています。詳しくは、市町村役
場に相談しましょう。

●微生物で汚れを分解する

嫌気性微生物

好気性微生物

[ 問い合わせ先 ]
●全国浄化槽推進市町村協議会
TEL 03-3635-4888
FAX 03-3635-4889

二酸化炭素
と水

http://www.zenjohkyo.net

固形物をじっくりと食べて
分解する

食べるスピードが速い！
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2．生活排水を

できるだけきれいにしよう

工場や事業所からの排水は、法律や条例によって、厳しく規
制されています。しかし、各家庭からの排水（生活排水）は、
私たちの心掛けにゆだねられています。残念ながら、川の水の
汚れの原因は、半分以上が生活排水です。そして、家庭のどこ
から排水されているかを見ると、洗濯、台所、風呂、手洗い、
トイレの順になっています。

自然系
11％
生活系
50％

事業場系
39％

1洗濯の仕方を見直そう
洗濯の際には、昔は固形や粉の石けんを使い、手洗
いしていました。これが環境にやさしい洗濯なのです
が、現在は、合成洗剤と洗濯機を使うことが普通にな
ってしまいました。

▲川の汚れの原因の割合
（BOD 排出負荷量）
［平成10年度推計値］

石けんのよさ
石けんのよさは、使用後、バクテリヤによって分解され
やすいので、河川を汚す度合いが少ないことにあります。
使用済みのてんぷら油は、汚染度が強いので、石けん作り

▼家庭のどこから排水が出る？
［国土交通省資料より作成］

石けんは、冷たい水に溶けにくいので、風呂の残り湯を
使うと、水の節約にもなり一石二鳥です。

風呂

洗濯

台所

洗剤の成分に注目すると
洗剤には、合成洗剤と粉石けん、両方を混ぜた複合石け
んがあります。洗剤が入っている箱の成分表を見ますと、

トイレ

手洗いなど

のため家庭廃油を集める活動に協力することは、川の水を
汚さないことにつながります。

さまざまな化学物質の名前が出て来ますが、例えば、ＬＡ
Ｓ（アルキルベンゼンスルホン酸塩）の名前があるかもし
れません。この物質は、川の中でバクテリヤによって分解
されにくく、長く残ります。そのため、川の流れに泡がた
ったり、川の中の生き物に害を与えたりします。そこで、
現在は、ＬＡＳを控えめにして、バクテリヤによって分解
されやすい高級アルコール系やスルホ脂肪酸系を多く使っ
ています。
リンは、特に湖沼などに入ると、プランクトンや藻を異
常に発生させるので、よくありません。
使い過ぎにご用心
洗剤をたくさん使えば、洗濯物がきれいになるというも
のではありません。洗剤の箱に書いてある「お洗濯アドバ

です。汚れのひどい物は、つけ置きして、部分的にこまめ
に洗い、その時の洗剤も一緒に使うことが大切です。
風呂の残り湯の活用
残り湯は、水温が高い（20〜40℃）ので、洗浄力が増
します。節水になるのはもちろん、排水量も15〜20％減
らすことが出来ます。
▼洗剤濃度と洗浄力
110
洗浄力指数

イス」
「使用量の目安」等を読み直して、適正な量を計って
使いましょう。くれぐれも、洗剤を箱から直接洗濯機に投
げ入れることのないようにしましょう。洗剤は、使われた
後、排水に入ることをお忘れなく！

洗剤をたくさん使って
も汚れの落ち具合は変
わりません。

100

洗濯機にも気配りを
洗濯機についている「説明書」をもう一度、読んでみま
しょう。そして、わが家の洗濯機で、一回に洗うことので
きる洗濯物の重さを確認します。それから、洗濯物の重さ
を一度計って、重さの目安を覚え、毎日の洗濯に役立てま
しょう。
一回に洗う量を守ることによって、すすぎの水も少なく、
時間も短くてすみます。長時間のすすぎは、水の無駄使い
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90
80
洗剤標準使用量

70
60
少

洗剤使用量

多

2台所からの実践
ご存じ？ 汚し具合
液体だから流しに詰まらないと、私たちが何げなく台所
から捨てている食品が、実は、川を汚す大きな原因になっ
ています。魚が快適に住める水質（ＢＯＤで５㎎ / ℓ）に戻
すのには、下図のようにたくさんのきれいな水が必要です。
▼魚が住めるきれいな水にするには
醤油

2.2杯分

大さじ１杯
（15

料理で使い切れなかった油をそのまま流しに捨て
ている。
油は新聞紙やぼろ布に染み込ませ、燃えるゴミに
出したり、燃やして処理している。
左図にもあるように、油は他の食品と比較して格
段に汚れの度合いが高く、絶対に流しに捨ててはい
けません。
米のとぎ汁は、そのまま流しに捨てている。

浴槽１杯 =300ℓ
）

米のとぎ汁は、畑や庭木にまくようにしている。

浴槽で

バケツ半分の米のとぎ汁でも、魚が住めるような

4.9杯分

水に戻すには、風呂桶で７杯分の水が必要です。米

浴槽で

をとぐ時に出る最初の白濁した汚水は、面倒でも溜

8.6杯分

浴槽で

11杯分

浴槽で

使用済み天ぷら油

（500

め置きしておいて、植木などにまいてやりましょう。

マヨネーズ

（10

牛乳

（200

）

）

）

1/2杯分（浴槽で560杯分）

三角コーナーや流しの排水口はそのまま使ってい
る。
三角コーナーや流しの排水口に濾過袋や古いスト

25ｍプールで

（国立環境研究所資料より作成）

驚きませんか？ そこで、何といっても、余り物を出さ
ない食事作りをすることが基本になります。しかし、どん

ッキングをかぶせて使っている。

なに注意しても、汚れ物や残り物は、台所から毎日必ず出
てしまいます。そこで、私たち一人ひとりのちょっとした
工夫と心掛けで、出来るだけ負荷（汚れ）の少ない水を川
に返すよう実践しましょう。
あなたはどちら？ イエス
ノー
食器の汚れや食べ残しは、どうしていますか？
チェックして、
の数を数えて下さい。
油汚れのついた食器は、そのまま流しに集め、洗
剤などを使って洗い流している。

コップに残ったビールや酒の燗冷ましをそのまま
流しに流している。
ビールや酒はコップになるべく残さないようにし、
残ったら料理に利用している。

油汚れのついた食器は、紙やぼろ布で汚れを一度
拭き取ってから洗っている。

日本酒は日常の料理によく使いますが、ビールに
はどんな利用法があるでしょうか。
ビールは少量であれば糠床に加えると酵母の働き
で発酵が促進されて漬け物がおいしくなります。要
は、注いだら残さないのが原則です。とは言っても、
くれぐれも飲み過ぎないように。
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3．大気の汚れに関心を持とう
私たちは、休まず呼吸しています。成人は、毎日15〜20ｍ 3、ドラム缶
にして75〜100本もの空気を吸っています。その空気が汚れていると、長
いことには身体によいわけがありません。
大気汚染物質の多くは、自動車からの排出ガス。つまり、私たちの便利
追求の結果が、私たち自身にはね返って来ているのです。
大気汚染は、植物にも異変を起こします。
▲このスギの元気度は

1大気汚染を調べてみる

お正月15日に学校や子供会で行われるどんど焼きは、許
されていますが、時と場所をわきまえないで、黒煙もくも
く、穴を掘ったりして大量にゴミを燃やすことはやめまし
ょう。ゴム、合成樹脂、不要になった油、皮革、合成繊維
などは、悪臭やばい煙を発生します。

地球を取り巻いている空気が大気です
大気汚染の状況については、行政や専門家による調査が
組織的、継続的に行われていますが、私たちも、身近な地
域で、私たちに出来る方法で調査し、関心を持ち続けてい
ることが大切です。子供との自由研究もよいと思います。

こうしたゴミを屋外で燃やす、いわゆる野焼きを続ける
と、懲役刑を含む重い刑罰が科せられる場合があります。

粉じん調べ
ベランダや歩道橋の手すりを湿らせた布で拭いてみまし
ょう。黒い汚れは、主に粉じんです。一定の長さを拭いて、
汚れ具合を写真に撮ると、比較できます。
発泡スチロールのお皿に一定面積のセロテープやガムテ
ープをセットして用意します。砂ほこりが入らないように、

3光化学スモッグ
大気汚染物質の一つ、オキシダントは、大気中の窒素酸
化物や炭化水素などが、大気中で強い紫外線を受けて、光
化学反応を起こすことによって出来ます。これが大気中に
増えて、遠くがかすんで見えるようになる現象が光化学ス

やや高い所で、雨の当たらない所に場所を決めて、一定時
間置き、粉じんの程度を比較するのもよいでしょう。
大気の澄み具合
毎日見えている景色、山や煙突やビルがすっきり見える
時とかすんで見える時があります。どんな日、季節によく
見えますか。
また、大気が汚れると、星の光が大気を通過する時に弱
められたり、光が散乱したりします。星に詳しい人に教わ

モッグです。ちなみに、スモッグとは煙霧のこと、つまり
煙（smoke）と霧（fog）との合成語です。
光化学スモッグは、特に夏、風が弱くよく晴れた日に発
生します。群馬県では、平成12年には16回、光化学スモ
ッグ注意報が発令されました。これは、全国では上位（８
位）にあります。その理由としては、南関東の臨海地域の
工場や自動車から排出された原因物質が南よりの風に乗っ

りながら、例えば、こと座やすばる星団で、それぞれいく
つの星が見えるか数えてみるのも、夢と現実とを感じるこ
とが出来ます。
ケヤキやスギの「元気度」は
ケヤキやスギのこずえを観察してみましょう。下図を参
考にして「元気度」を判定して下さい。これらは、大気汚
染の影響を受けた結果を示しています。地域の様子はどう
ですか。
▼ケヤキ・スギの元気度

てやって来ること、気温が上がり、紫外線の量も増加する
ことによって光化学反応が起こりやすくなることなどが考
えられています。
光化学スモッグの影響
光化学スモッグの身近なバロメーターとして、庭先のア
サガオや公園のケヤキなどの異変があります。
▼光化学スモッグによる植物異変の例

ケヤキ

元気度
ス

5

4

3

2

1

ギ

被害を受けると夕
方には葉の表面が

と、たくさん落葉
しているのが見ら
れます。落葉しな
くても黄色や茶色
の斑点が現れます。

少し黒ずみ、次の
日には白色または
茶色の斑点になり
ます。

光化学スモッグが発生すると、目の痛み、息苦しさ、頭
痛などを訴える人が出て来ます。注意報が出たら、屋外で
の運動を避け、目やのどの痛みを感じたら、洗顔やうがい
をしましょう。

2たき火にご注意 野焼きNO
たき火には郷愁を覚えます。しかし、ビニール製品など
を燃やしますと、つーんとした匂いが漂う場合があります。
「燃やせないゴミ」に分別しておきましょう。

光化学スモッグが
発生して数日する

［問い合わせ先］
●環境省大気汚染物質広域監視システム
「そらまめ君」http://soramame.taiki.go.jp
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4．賢いドライバーになろう
群馬県は、自動車の保有率が１人当たり0.674台（平成25年度末）で、全国第１位です。
自慢してよいことでしょうか。特に、マイカーの利用は、便利ですが、大気汚染や騒音公害
の発生源であることや石油資源を消費していることなどを考えたら、自慢出来ることではな
いようにも思います。いかがでしょう。

1賢いドライバーは運転控えめ

環境にやさしい

浮遊状粒子物質
窒素酸化物 二酸化炭素
メタン エチレン
ホルマリン ベンゼン
トルエン
アスベスト
ベンゾピレン
その他いろいろ

けちけち運転

下の図のような試算があります。

自制し、実行する
車社会、車なしには生活出来ない世の中の仕組みになっ
ていますので、いきなり車離れは出来ません。しかし、マ
イカー利用を控えめにすることは出来るはずです。子供た
ちは、歩いたり、自転車を利用したり、電車やバスを利用
しています。

①車の急発進

子供たちを見習って、自分の健康を考えて、少しでも環
境にやさしくなるために、自分の生活に合わせて、マイカ
ー利用控えめの目標を立てて、実行しましょう。例えば
・○ km 以内は、マイカーを利用しない。
・毎週○曜日は、マイカーを利用しない。

②車の急加速

・ガソリン代を○割節約する。

③アイドリング

乗って残そう路線バス
と言っても聞こえて来るのが、路線バスの本数が少ない
ことによる不便さです。でも、利用者が少ないから本数が
減らされるのか、本数が少ないから利用しないのかは、鶏
が先か卵が先かの議論になってしまいます。しかし、石油
資源に限りがあることは明らかです。未来社会に向けて、
省エネのため、今からみんなで「乗って残そう 路線バス」

④無駄な物

を合言葉にして行きたいものです。

①〜④を下記の仮定１〜４で１年間続けると、下記のような
節約になります。

2省エネ運転に努めよう
発車オーライ？
出発前に、ボンネットを開けて車を点検している方も、
次のことを点検し、心に誓ってから発車して下さい。
□
□
□

アイドリングは、短かかった
行く先に向けて、合理的なコースを確認している
無駄な物は積んでいない

□
□
□
□
□

余分な冷暖気運転をしない
車の急発進を控える
車の急加速を控える
経済速度で走る
駐車の際には、エンジンを切る

仮定1
〃 2
〃 3
〃 4

上図の①②を１日１回実施しない
アイドリングを１日５分間短縮
不要荷物を10kg 減量
年間10,000km 走行する
①10㎏×365日 =3.65ℓ
②５㎏×365日 =1.825ℓ
③100㎏×365日 =36.5ℓ
④10,000km／50km ×80㎏ =16ℓ
①〜④の合計約58ℓ

これだけのガソリンが節約出来ると同時に、排出ガスを、
下記のように減らすことが出来ます。
○二酸化炭素（炭素換算値）
2.32kgCO2／ℓ×58ℓ =134.56kgCO2
○窒素酸化物
6.878ｇ／ℓ×58ℓ =398.924≒400ｇ

38

心につける若葉マーク
このほかにも、工夫する点が考えられますが、一番安全
で“環境にやさしい”走り方は、自動車学校で習った運転
です。車に乗る一人ひとりが、初心者にかえったつもりで
運転することが、快適な生活環境を保つことにつながると
思います。

かが課題となる。夜間や雨天のために、バッテリーの装備
ブレーキ
リアモーター

コンピューター
が必要。
油圧コン
ト
ハイブリッド電気自動車
ガソリンと電気を組み合わせ
ロール機構
ハイブリッド
て走る車。エンジンでバッテリーを充電し、低速領域では
コンピューター
フロントモーター
電気、中高速領域ではエンジンで走行する。発進、加速時
の排出ガスが少ない。
▼ハイブリッド電気自動車の仕組み

3環境にやさしい車を選ぼう

動力分割機構

大型より小型車
他人より少しでも大型を、と考えるのは考えものと思い
ま せ ん か。 例 え ば、 排 気 量1,500cc の 車 の 代 わ り に、
1,000cc の車で１年間に１万 km 走ったとします。
その際は、
次のような計算から、約44ℓのガソリンが節約になります。
1,500cc車(燃費14.6km/ℓ)→ガソリン消費量685ℓ
1,000cc車(燃費15.6km/ℓ)→ガソリン消費量641ℓ
１台でこれ
だけですから、
群 馬 県、 さ ら
には全国では、
大変な量のガ
ソリンの節約
になりますし、
それだけ排出
ガスを減らす
ことにもなります。
ディーゼル車よりガソリン車？
ディーゼル車の窒素酸化物の排出量はガソリン車の２〜

エンジン
発電機

バッテリー

インバーター
モーター

ハイブリッド用トランスミッション

このほか、ガソリンに代わる燃料を使う自動車もありま
す。LPG（液化石油ガス）車は、ディーゼル車よりは大気
汚染物質の排出が少なく、燃料費が安くつくのでタクシー
によく利用されています。また、CNG（圧縮天然ガス）車
は、ガソリン車に比べて燃費が安い上、二酸化炭素排出量
も２〜３割低減出来ます。したがって、CNG スタンドが増
えると、一般の乗用車へも利用可能になるでしょう。
さらに、黒煙がまったく出ないで窒素酸化物が少ないメ
タノール自動車や、無尽蔵でクリーンなエネルギーである
水素を燃料とする水素自動車、水素と酸素が化合する際の
電子の流れを使用した発電装置を搭載した燃料電池搭載電
気自動車等があります。それぞれ一長一短があり、コスト
の問題もあり、一般での実用化には至っていません。こう

20倍、浮遊粒子状物質の排出量は30〜100倍にも相当する
とのことです。しかも、ディーゼル車の排出ガスが、肺が
んや気管支喘息等のさまざまな慢性呼吸器疾患の発症にか

したエコカーが、地球の未来を救えるのでしょうか？
▼圧縮天然ガス自動車の仕組み

かわっている可能性も指摘されています。
アウトドアライフが普及するのに伴って、ディーゼルエ
ンジンをつけたＲＶ車（レクリエーショナブルビークル）
や乗用車等が使われるようになりました。しかし、今のと
ころ、環境へのやさしさ度合いを考慮して、購入の際には、
ディーゼル車よりガソリン車を選ぶほうがよさそうです。
ただ、ヨーロッパでは、ディーゼル車のほうが、二酸化
炭素の排出量が少なく、地球温暖化防止に役立つとして、
注目されております。これは、エンジンの小型化と排出ガ
スの一層のクリーン化があってのことです。
ガソリン車よりエコカー？
大気汚染の進行や石油資源の先細りを視野において、環
境に配慮した新しいタイプの車の開発も進んでいます。例
えば、次のようです。
電気自動車 車から排出ガスを出さず、騒音も少ない。
しかし、バッテリーがネックになっている。低速走行や発
進・停止の多い走り方をする場合にはよい。英国では、牛
乳配達車で活躍中。

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 1 2 2 3 34 4 515 626 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

CNG レイアウト図
❶ 燃料フィルター
▼エンジンスターターインターロック
システム
燃料補給中に誤って発進しないように、
燃料注入口がしっかり閉じていないと、
イグニッションをスタートしてもエン
ジンが始動しないシステムです。

❷ 燃料遮断弁
❸ CNG レギュレーター
❹ 高圧配管
❺ ガス燃料容器（79R）
❻ ガス充填口

ソーラーカー 太陽エネルギーを受けて、太陽電池で発
電しながら走る新しい電気自動車。太陽エネルギーは無尽
蔵とはいえ、薄く広がっているので、それをいかに集める
群馬県で初の天然ガススタンド
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川と大気を見つめて
藤岡カワゲラの会（代表 掛川優子氏）
「虫が知らせる」
川に住む生き物は、その命を水という限られた環境に
託しています。ですから、水質に敏感です。サワガニ、
ウズムシ類（プラナリア）
、カワゲラ類の幼虫などは、
きれいな水にしか住めませんし、逆に、イトミミズやユ
スリカの幼虫（アカムシ）は、体が赤くなっていて、溶

会名の「カワゲラ」は、数種類いる「きれいな水」の
指標となる水生昆虫の一種です。
藤岡市の水道水は、下久保ダムから放流された神流川
の水を鬼石町浄法寺で取水し、市の給水の60％を占め
ています。そこで、カワゲラの会の主な活動として、定
期的に鮎川や神流川の水質調査を行っています。将来は、
群馬県内の水生昆虫の生息地図を作り、定例観察会を行
い、環境を見つめ続けて行こうとしています。
水質調査は、メンバーで手分けして、鮎川の２地点と
神流川の８地点で５種類の有機物の量を測定しています。
この数値から、し尿や洗剤などの家庭排水がどのくら

存酸素が少ない汚れた水環境に適応しています。ですか
ら、逆に、川の中に、どのような生き物が住んでいるか
を調べることによって、水の汚れの度合いを判定するこ
とが出来ます。
虫（ここでは水の中に住む小動物）が、水質の善し悪
しを知らせてくれるのです。
カワゲラの会の実践
自然を見つめることによって、大量生産、大量消費、
大量廃棄の社会に生きる自分たちの生活に対する価値観
を問い続け、環境のことを自分たちなりに考え続けたい
と「カワゲラの会」を平成８年３月に発足しました。メ
ンバーは、主に家庭の主婦です。

い川を汚しているかが分かります。さらに水生昆虫を指
標にして、水質の汚染度を調べています。
また、大気中の二酸化窒素の測定も行っています。
このグループ活動を通して、一人ひとりがどう生活し
ていくかを考え、自分たちの生き方を問い直していくこ
とで、生活や人生に新しい目が開かれ、環境にやさしい
暮らし方やその解決に取り組んでいます。
（第１回群馬銀行環境財団賞応募）

川底の石に付いている小動物を採る

小動物のグループ分け
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映像データ提供：一般財団法人日本気象協会
http://www.tenki.jp/

4章
足元から群馬へ

群馬から地球号へ
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4. ポイ捨てしない 不法投棄は許さない
5. 酸性雨・フロン対策 群馬から
［実践報告］私たちの花いっぱい運動
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環境問題には
県境はない 国境もない
地球規模で考え
地域から行動しよう
足元から輪を広げよう

群馬県・宇宙開発事業団との共同プロジェクト
「宇宙からのみどり診断事業」
Landsat T5-TM（1996.10）
衛星データ所有：米国政府
衛星データ提供：Space Imaging Ⓡ / 宇宙開発事業団
http://www.pref.gunma.jp/d/01//midori/tm96.htm

晩秋早朝

1. 親子共学

環境学習

「親」という漢字は「立つ」
「木」
「見る」から成り
立っています。つまり、少し高い所から、若木（子供）
が育つのを見るのが「親」なのでしょう。環境問題に
ついても、親として高所から広い視野でとらえておい
て、子供の目線に合わせて、話し合うことも大切な時
代になっていると思います。
食卓で 居間で 弾む親子の環境会話
家庭では、学校での出来事や社会的出来事など、さまざ
まな話題に花が咲きます。
家庭での話し合いは、ざっくばらんに、認め合いの精神
を持って、世代間で意見交換出来る長所があります。親が

▲親子環境パソコン教室

意識的に環境問題を話題にすることによって、子供の関心
は、高まります。関心は行動の始まりです。

クイズに親子で挑戦し、どちらが得点が高いか競い合って
みましょう。何度かやっていると、環境に関する基礎知識
が、知らず知らずのうちに身についています。内容は、出

家庭で取り組む新聞スクラップ
話題の種は、自分たちで作るのが手っ取り早いです。
インターネットで情報を入手するのもよいですが、親子
で新聞の切り抜きをしませんか。Ａ４（つまりこの冊子の

掛けてみてのお楽しみ。

サイズ）の台紙（いらなくなったプリント類やチラシでよ
い）に、読み終わった新聞の中から、環境問題を取り上げ
た記事を切り抜いて貼ることを続けます。ある程度たまっ
たら、問題別に分類して（例えば、大気汚染、地球温暖化、
水質汚染、エネルギー問題、群馬の環境、環境教育など）
ファイルします。そして、何が問題の原因で、どのような
経過をたどっているか、対応をめぐってどのような意見や
立場の違いがあるか、解決に向けて、どのような方策が取
られ、あるいは考えられているかなど、親子で話し合うと
よいでしょう。難しい用語は、親が調べ、子供に分かるよ
うに説明する必要があるかもしれません。教える苦労も自
分の勉強になります。

「総合的学習の時間」では「環境問題」を
小・中学校は、平成14年度から、高等学校は15年度か
ら教育課程が変わり、
「総合的学習の時間」が設けられまし
た。この時間の呼び名は、学校によってさまざまですが、
例えば、国際理解、情報、環境、福祉・健康や、児童・生
徒が関心を持つ問題について、自分で課題を見つけ、自分
で調べ、自分なりの解決を図り、まとめることを目指して
います。子供たちは、学校で、先生方の助言と支援を頂き
ながら、課題を決めて活動を始めます。
地域から地球規模まで、さまざまな環境問題が起こって
いる今日、ぜひ、この時間を使って、環境問題を取り上げ
るようにしたいものです。教室の外に出る機会が多いでし
ょう。学校の時間内では収まらないでしょう。公共施設に
出掛けたり、図書館で調べたり、現地を訪ねたりする際に
は、行き帰りなどの便を図ってやりましょう。どうせなら、
運転手に止まらないで、一緒に調べ事をするならば、子供

環境クイズ、親子で挑戦
例えば、群馬県生涯学習センターや県立自然史博物館に
は、パソコンを使っての「環境クイズ」があります。この

は喜び、励みになりますし、親自身の目も開けます。ただ
し、活動の主役は子供で、親は子供のサポーターです。
地域の行事に仲間入り
個人や家庭での取り組みには、限界を感じることがあり
ます。さまざまな団体、例えば、子供会・ＰＴＡなどの活
動に親子で参加したり、婦人会、市民団体、地域行政など
で実施している活動や行事に積極的に参加し、体験学習し
ましょう。そうした親の背を見て、子供は育ちます。

▲親子自然観察会
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2. 地域の人たち

みんなで手を取り合って

回覧板を手渡したり受け取ったりして、挨拶を交わ
します。幼稚園の送迎バスを待つ間、立ち話をしてい
ます。自治会の清掃活動、あるいは隣保班の道普請に
参加しています。こうした小さなことが積み重なって、
心と心の糸が結ばれ、クモの巣のようになっていきま
す。それが地域です。
道普請からクリーン大作戦へ
村の隣保班では、昔から道普請を行っています。簡易舗
装された農道が増えて来て、かってほど道路の補修の手間
は減りましたが、道端の草刈りやゴミ拾いがあります。作
業を終えた後の世間話も、地域の絆を強めます。
県では、ボランティア精神を培い、心温まる地域社会づ
くりを支援するため、河川・道路、耕作放棄地、里山・平
地林などのクリーン大作戦、みんなで観察ふるさとのせせ
らぎ、町並みスッキリ大作戦など、自発的な住民組織での
活動（10人以上で、年２回以上）には、奨励金を助成して
います。申請して奨励金を頂き、さらなる活動資金にして

▲

群馬県環境アドバイザー登録用紙

はいかが？

▲群馬県環境アドバイザーによる「地域環境学習」

詳しくは群馬県土木部へ。

環境アドバイザーになろう
環境保全活動は、地域における草の根運動から始まりま
す。その地域リーダーとして期待され、実践しているのが
環境アドバイザーです。平成26年７月現在、280名の環境
アドバイザーが県内で活躍しています ｡
環境アドバイザーの活動は、環境市民活動のスタート
（起点）といってもよいでしょう。みんなで、ネットワーク
を広げて環境アドバイザーをもり立てましょう。
さらには、あなたが環境アドバイザーになってみません
か。詳しくは群馬県環境・森林局環境政策課へ。
▼群馬県環境アドバイザーの年間活動回数結果
（H15.４.1〜 H16.３.31）
500
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400
︵

公民館で「環境講座」を立ち上げよう
公民館は、地域住民が日常生活を営んで行く上で問題に

活

300

動

なったり、必要になったりした事柄を課題として、その問
題解決の学習を進めていくことができる場所です。学校の
ように、学ばなければならないことが決まっているわけで
はありませんので、必要な課題を自発的に自由に設定出来
ます。老いも若きも年齢に関係なく、一緒になって活動出
来ます。
こうした特性を持っている公民館で、環境問題に関する
課題を取り上げ、地域に密着した環境保全活動を進めるこ
とは、まさに場を得ていると言えます。隣人や仲間を誘い

回
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0

合い、地域の公民館を訪問し、環境アドバイザーを交えて、
公民館の職員と相談し、環境講座を開催してみませんか。

）
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3. 行政も企業も

やっています

ゴミ問題一つにしても、製品を使う人・売る人・運ぶ人・処理する人・監視する人、それぞれが責任を他に転化
しているのでは、循環型社会の形成など夢物語になってしまいます。
環境問題の解決には、消費者・事業者・行政がそれぞれ役割分担して、連携して取り組むことが大切です。
地方公共団体（行政）の環境担当部署はもちろんのこと
ですが、企業もさまざまな形で環境問題に取り組んでいま
す。
現在の環境問題の解決には、それぞれがバラバラな対応
をするのではなく、相互に協力し合うことが、非常に大切

や企業のイベント会場が借用できるか聞いてみましょう。
（2）地域の人たちへの告知や参加募集の広報
行事の開催や仲間を集める際の広報手段として、行政の
広報誌に掲載してもらうなどの協力を求めてみましょう。
（3）行事開催のノウハウの指導を受ける

です。そして、市民の参加や協力は欠くことが出来ません。
皆さんも市民活動を進める上で、行政や企業に協力・支援
を働きかけてみませんか。最新情報の入手やいろいろなア
ドバイスが受けられると思います。
まず、第一に行政や企業が今何をやっているのかを知り
ましょう。

行事開催に当たり、援助や協賛、その他段取りなどの指
導を受けましょう。
▼行政の広報誌・企業のパンフレット

行政の広報誌を読み直してみましょう
県や市町村が各家庭に配布している広報誌には、ほとん
ど毎回と言えるほど、環境問題に関連したお知らせが掲載
されています。
そこから、皆さんの地域には、
「どんな問題が起きていて、
どのような対応をしているのか、住民に何を求めているの
か」などが分かります。
企業の取り組みを知りましょう
企 業 の 場 合 に は、 広 報 担 当 の 部 署 が あ り、 対 外 的 な
PR を行っています。そこで、その企業の環境問題に関する
考え方や取り組み状況を聞くことが出来ます。PR 用のパン
フレットなどもたくさん作っています。

▼環境探検隊

協力・支援を求めてはいかが？
次に、こうして得られた情報を整理し、自分たちの地域
での問題点、行政や企業の取り組み状況から、皆さんが、
実践活動を行うに当たって行政・企業からどのような協力
や援助が求められるかを把握しましょう。
その上で、次のような協力・支援を求めてはいかがでし
ょうか。
（1）会場の確保
集会やイベントの開催に当たり、公民館などの公共施設

公益財団法人群馬銀行環境財団の活動
群馬銀行は平成７年11月に、企業理念である「地域社会
の発展を常に考え行動すること」の実践活動の一環として、
自然と人間とが共生し、地域にふさわしい環境を創造する
ために財団法人群馬銀行環境財団を創立いたしました（平成23年、公益財団法人に移行）。
主な啓発活動としては、中学生を対象に水と環境について現地学習を行う「環境探検隊」を平成７年に開始し、これ
までに参加した総人数は1,620人、参加校は227校になります（平成28年現在）
。小学生向けには、平成17年に開始
した環境体験学習「エコ・キッズ・キャンプ in 赤城山」を実施しております。
また、主な助成活動としては、平成９年に「群馬銀行環境財団賞」を創設し、自然・生活環境の保全活動や調査研究
に優れた実績をあげた非営利法人や団体、個人を毎年表彰・助成しています。小・中学校、高校等には、平成20年に
「群馬銀行環境財団教育賞」を創設し、環境活動や環境教育に優れた学校を表彰・助成しています。
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4. ポイ捨てしない

不法投棄は許さない

ゴミのポイ捨てがよく目につきます。不用になった家電製品のドン捨ても見
かけます。さらには、大規模で組織的な不法投棄も増えています。
ポイ捨てしないのはもちろんですが、地域の環境を守るため、不法投棄の監
視人になりましょう。
不法投棄の現状
廃棄物を埋め立て
るのには、知事の許
可が必要です。許可
を受けている所には、

1道に捨てる人は、道ならぬ人
ポイ捨ては早めに片付ける
私たちは、道をとても大事にしています。毎日皆が使う
皆のものだからです。そんな道端に、空き缶や空の弁当箱
などのゴミを入れたレジ袋のポイ捨てを見かけます。ポイ
捨てがあると、それが誘い水となって、ポイ・ポイ・ポイ

許可の看板や囲いがあります。それがない所に穴を掘っ
て埋めたり、大量のゴミを山積みにしてあるのは、不法投
棄です。
不法投棄廃棄物の量は、平成26年度は511トン（54件）
でしたが、25年度は742トン（52件）でした。12年度に
急増しましたが、これは、群馬県が，12年4月に「廃棄物
不法投棄防止緊急対策」を強力に推進したので、県民の関

と数が増えてしまいます。気が付いたら早めに拾って片付
けましょう。もちろん、町内会の清掃美化活動や隣保班の
道普請などの際には、積極的に参加しましょう。
家電捨ては通報
家電リサイクル法が施行されてから、テレビや洗濯機な
ど使い古しの家庭電化製品が捨てられているのを見かけま

心が高まり、不法投棄の通報が増加したためと推察されて
います。

す。人目の少ない時間に車で運んできて、ドーンと捨てて
行くようです。引き取り料金を節約しようとする不法者で
す。家電捨てを
発見したら市町
村役場に通報し
ましょう。放っ
て置くと、それ
が「タネ」とな

産業廃棄物１１０番
県では、産廃Ｇメンやスカイ・パトロールなどを実施し
ていますが、広い県土を常時カバーするのは無理です。地
域の人々からの早期発見と通報が効果的です。
県庁には、産業廃棄物１１０番が開設されています。次

▼家庭からの不法投棄

のような状況を見かけたら通報して欲しいとのことです。
地域の環境保全監視人として、協力しましょう。
●突然大きな穴が掘られた

って、古家電の
山になります。

●数日前から穴を掘るための重機がある
●出入り場所に鉄板が敷かれた
●昼間、現場に人はいないが、毎日地形が変っている
●周辺に見張りがついている
●会社名の表記がなかったり、ナンバーを隠したりして
いる深ダンプが多数行き来している。
通報のポイントは・・・
（分かる範囲でＯＫ！）
◎いつ頃から？
◎その場所はどこ？
◎だれの土地？
◎捨てられているゴミの種類は？
◎ゴミを運んでいる車のナンバーは？
通報先 群馬県廃棄物・リサイクル課

2産業廃棄物の処理と不法投棄
群馬県の場合、平成
26年に収集運搬された
産 業 廃 棄 物 は、 約307
万トンで、
増えています。
がれき類が49％で最も
多く、次いで汚泥、廃
プラスチック類、木く
ずの順となっています。

▲不法投棄を撤去している現場

▼種類別構成比
金属くず
2％
ガラスくず等
6％
木くず
9％

その他
11％
総数 がれき類
307万t 49％
100％

廃プラスチック類
10％
汚泥
13％

産業廃棄物の処理
こうした産業廃棄物
は、
それを出した事業者が自分で処理しなければいけません。
それが出来ない場合は、収集運搬業者を通して、処理専門
業者に頼むことになります。ただし、依頼主は、最後まで
正しく処理されたことを確認する必要があります。処理業
者は、分別処理して再資源化を図ったり、適切に焼却した
り埋め立てたりしています。

TEL 0120-81-5324
フリーダイヤル ハイ ゴミ通報
FAX 027-223-7292
なお、正義感に燃えて、証拠写
真を撮ったり、不法行為者に直接
注意することは、控えましょう。
相手は不法者ですから、
通報して、
対応は行政にお願いしましょう。
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▼深ダンプ（荷台が深い）

5. 酸性雨・フロン対策

群馬から

酸性雨やオゾン層の破壊などは、地球規模の環境問題で、私たちにとっては遠いところの話のように思われます。
被害を受けたという実感もわきません。しかし、地球規模だからこそ、被害が現れてからでは、
「時 既に遅し」で、
取り返しがつかなくなります。
私たちは、日常生活の中で、大気汚染物質を排出しています。そして、時間が経過してからしっぺ返しを受けま
す。大気汚染物質は、気流に乗って県境も国境も越えて動きます。地球規模で考えて、足元から出来ることに協力
しましょう。私たちの子孫のため、人類のために、群馬から発進しましょう。

1酸性雨への関心を持とう

▼降水の pH 階級別出現状況（平成11年）

酸性・アルカリ性
梅干しの赤色は、ウメの実の酸っぱ味がアカジソの汁を
一層赤くしたことによります。ラーメンの黄色は、小麦粉
の中に含まれていたフラボンという白色の物質がかん水
（天然ソーダでアルカリ性）で黄色くしたことによります。

140

120

出 現

水溶液の酸性・アルカリ性を示す尺度として、pH（ドイツ
語読みしてペーハー）
、つまり水素イオン濃度指数が使われ
ています。その範囲は１から14で、真ん中の７が中性、７
より大きいとアルカリ性、小さいと酸性です。ただし、pH
の単位は対数関係になっていますので、pH で１の違いは
10倍の差があることになります。

150

96

102

数

90
72
60

▼ pH とその具体例

アンモニア水

レモン果汁

0

3.5〜3.9 4.0〜4.4 4.5〜4.9 5.0〜5.4 5.5〜5.9 6.0〜6.4

6.5〜

PH

雨

酸性
6
5.

その影響は
傘をささないでいて酸性雨にぬれたからといって、心配
する必要はありません。
酸性雨の影響が分かりやすいのは、金属やコンクリート、
大理石で作られた建築物や銅像です。酸は物を腐食させる
力を持っているからです。自然界で、一番最初に影響を受
けるのは、湖や沼です。酸性を中和することが出来ないか

食
酢

pH

15

10

カセイソーダ

オレンジ果汁

性
カリ
アル

中性

酸性

31

30

酢

らです。次に、樹木ですが、被害の出方はゆるやかです。
ただ、酸性の強い霧の影響が心配されています。高い山地
での立ち枯れの原因になります。最後に土壌です。雨水の
酸は、土壌の成分と反応して中和されるので、酸性雨の影

酸性雨
ふつうの雨水は、大気中の二酸化炭素を溶かし込んで来
ますので、pH がやや酸性に傾いています。それが、化石燃
料等の燃焼によって生じる硫黄酸化物や窒素酸化物が大気
中で硫酸や硝酸に変化し、これらを溶かし込むことによっ
て一層酸性に傾きます。pH5.6以下を酸性雨と定義してい
ます。

響を受けるまでには時間がかかります。しかし、土壌生態
系に少しずつ影響を与えているでしょう。土壌に被害が現
れたら、もう手遅れです。
防止するには
化石燃料を大量消費している限り、防ぎようがありませ
ん。私たちに出来ることは、節電と自動車の使用を控えめ
にすることです。そして、クリーンなエネルギーの実用化
を早く早くと待つばかりです。

群馬の現状
雨が降る降る 雨が降る 酸っぱい味の雨が降る？
群馬での観測調査結果は、上の図の通りで、pH が4.5か
ら4.9の降水が最も多いです。つまり酸性雨がよく降って
いるということです。
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2フロンの回収に協力しよう

フロン回収装置でフロンガスを回収し、
フロン分解装置で分解し処理します。

オゾン層、それは地球の宇宙服
地球は、厚い気体の層（大気）で包まれています。地球
から高さ約12〜50km の範囲の大気を成層圏と言います。
それより地表に近い側が対流圏で、さまざまな気象の変化
が起こっています。成層圏の内、約20〜30km の範囲は、
他に比べてオゾンが多く含まれているのでオゾン層と呼ん
でいます。このオゾン層が、太陽中の有害な紫外線を吸収
してくれるので、地表の生き物は生きていられるのです。
ですから、オゾン層は、地球の宇宙服にたとえることが出
来ます。
宇宙服のほころびが心配！
ところが、その宇宙服にほころびが出来たのです。つま
り、1980年代から、南極上空のオゾン層にオゾンが急激に
減少していることが観測されているのです。これは、ちょ
うど大きな穴があいた形になることからオゾンホールと呼
ばれています。最近では、南極だけでなく、熱帯地域を除
く南北両半球でも観測されるようになったのです。
ホールが大きくなり、しかもあちこちに出来たら大変で
す。皮膚ガンや白内障が増えるそうですし、遺伝子を傷つ

フロンを回収する装置

ける危険性もあります。穀物の収穫も減るでしょうし、海
中のプランクトンを食べて生きている魚やえびの類にも悪
い影響があると心配されています。
ほころびを作る犯人は？
オゾン層破壊の原因物質の代表的なものは、ＣＦＣ（ク

カーエアコンからフロンを回収
しているところ

自動販売機からフロンを回収して
いるところ

ロロフルオルカーボン）やＨＣＦＣ（水素を含んだＣＦＣ）
などのフロンです。
フロンは、毒性が低く、不燃性で、気化しやすいなどの
特性を利用して、冷蔵庫やクーラーなどの冷媒、スプレー
製品の噴射剤、発泡スチロールやウレタンフォームを製造
する際の発泡剤、半導体や精密機器の洗浄剤など、広く使
われて来ました。
そのフロンが、大気中に放出されると、長い時間かけて
成層圏まで上昇して行きます。成層圏には、太陽からの強
烈な紫外線が注いでいるため、フロンは分解され、塩素を
放出、そしてこの塩素がオゾンを分解してしまうのです。

回収されたフロン

フロン回収に協力しよう
現在、家庭用冷蔵庫・エアコンは、家電リサイクル法に
よって、製造メーカーの責任でフロンガスの回収が行われ
ています。また、フロン回収破壊法により、自動車のエア
コンや業務用の冷凍機・空調機、自動販売機からのフロン
ガスの大気中への排出は禁止されます。
私たちも、カーエアコンの修理やガスの補充などは、回
収設備を備えた工場で行い、フロンガスを大気中へ排出し
ないようにしなければいけません。それは、次世代以降の
ためにです。地球全体のためにです。

回収したフロンを分解する装置

 務用の冷凍機・空調機、自動販売機など
注１ 業
フロン排出抑制法で排出禁止
注２ 自動車のエアコン 自動車リサイクル法で排出禁止
［問い合わせ先］
●一般社団法人群馬県フロン回収事業協会
TEL027-260-8234
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私たちの花いっぱい運動
佐藤幸二郎氏
近くには、高南中学校、高崎東高等学校、高崎健康福
祉大学高崎高等学校などがあり、登下校する生徒たち、
散歩やジョギングをする近所の人たちの憩いの通りとな
って、大変喜ばれています。
水をあげたり、枯れた花を片づけたりと佐藤氏の仕事

平成６年から、高崎市中大類町の井野川沿いのサイク
リングロードに色とりどりのコスモスの花が見事に咲い
て、人々の目を楽しませています。
これは近くに住む佐藤氏がサイクリングロードのコン
クリートの割れ目から、力強く可憐に芽を出したコスモ

は絶えませんが、こうした苦労のかいあって、夢だった
見事なコスモスロードが出来上がりました。コスモスロ
ードを通して多くの人々に喜んでもらうと同時に、河川
美化・地域の環境美化・人々の交流の場としてお役に立
てばと、取り組んでいます。
（第２回群馬銀行環境財団賞受賞）

スを見て感動したことから「コスモスロードづくり」が
始まりました。
花をつけるのは秋ですが、コスモスづくりの作業はほ
ぼ１年間続けられます。１年目は一人で道端の草刈りや
土盛りをしながら、150ｍ300本、２年目からは近所の
人たちの応援もあり、５年目には1,500ｍ30,000本と
年々増やし、見事なコスモスロードが出来上がりました。

「コスモスロード」の PR のために高崎健康福祉大学
附属幼稚園でさげて下さったもの
きれいに咲いたコスモス

（平成十三年十月二十三日付上毛新聞掲載）

先生や生徒がコスモスロードを歩いている

新聞記事になる
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富樫

裕

本書は、自然・生活・地域・地球をキーワードにして、４章立てにしております。
それぞれについて、大もとに戻って考え直してみませんか。
人間の目は、緑色に最も適応していると言われます。ですから、みどりの中でやすらぎを感
じるのでしょう。また、体内に住む微生物と共生しています。つまり、長い人類進化の過程
で、自然の一部を私たちの体内に取り込んで来たのです。
自然は、縫い目のない織物にたとえられます。その織物に、あちこちほころびが出来ています。
「生物が一日一種消えてゆく」と言われます。「沈黙の春」に気がついた時は「時

既に遅し」です。

在来種のタンポポの減少が懸念されて久しいですが、帰化種のタンポポすらいとおしい昨今です。
たかがタンポポぐらいですか？
群馬県環境基本計画では、これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄の物質文明から、環境
優先の「環境文明の開花に向けて」いくことを理念として掲げています。
しかし、人間の性でしょう、物欲のすさまじさを見かけることがありますし、ゴミの減量化はあ
まり進んでいません。「もったいない」が死語となったようです。
縄文時代の人々は、全国あちこちに貝塚を残しました。１万年先の未来人類は、地球のあちこち
で、20・21世紀人が残したゴミ塚を発掘するでしょう。
おばあちゃんは、生活の知恵袋です。おばあちゃんから教わり、子供に伝えておきたいことは何
ですか。
地球は水の惑星と言われます。水があるからこそ、私たちは生を営み、生活を維持していま
す。その意志さえ強ければ、禁煙・禁酒は可能です。しかし、節水は出来ても、禁水生活は
考えられません。飲料水は作られ、使い、痛めています。
私たちは、息をして生きています。直接・間接、物を燃やして生活しています。そして、汚して
います。新幹線の喫煙車は、煙草の煙に満ちています。これを宇宙船地球号に置き換えて考えると、
ぞっとします。
水も空気も自然からの贈り物で、みんなのものです。特定人の所有物であったとしたら、どうな
るでしょう。

中だるみから地蔵岳を望む
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地球温暖化、酸性雨、オゾン層の破壊など、地球規模の環境問題が起こっています。
国際的な取り組みがなされていますが、必ずしも足並みはそろっていません。ただ言えるこ
とは、先送りによる時間の経過とともに、問題は深刻化することです。
群馬は、日本の中の一つの県に過ぎません。しかし、自治体によるフロン回収は、群馬が先駆け
です。群馬は、地球のほんの片隅にある小さな存在です。しかし、投げた小石が水面に輪を広げる
ように、私たちは、世界に輪を広げる小石になれるのではないでしょうか。
平成４年２月、群馬県知事の呼びかけで、環境にやさしい県民運動推進会議が発足しました。
同会議は、同年８月、
「環境にやさしい行動宣言」を採択しました。続いて、行動宣言を具
体化して啓発を図るため、
『 環境にやさしい生活の工夫』と題する冊子を刊行しました。その後、
平成７年11月に群馬銀行環境財団が発足したことにより、同冊子の発行元は、群馬県から同財団
に移管されました。それ以来、８刷発行し続けましたが、時代の変化に伴い、内容的に改訂増補す
る必要性を感じさせられるようになりました。そこで、平成13年２月、別記の有識者や実践家に
お集まり頂き、検討会を開催させて頂きました。
検討会では、大所高所からのご意見や実践からにじみ出たご提案等が百出しました。承ってい
て ､「到底、改訂増補では済まされない。白紙に戻して、新たに創らなければならない」と、決意
させられました。そこでまず、構成案を練り、サンプル原稿を作り、事務局で検討してもらいまし
た。次いで、朝日印刷工業（株）から体裁のサンプルを出して頂き、その後は、体裁を絶えずイメ
ージしながら、執筆を進めました。
中嶋堯男前事務局長には、写真やデータの収集・掲載依頼に東奔西走して頂きました。こうして
出来上がった初版刷りに対して、佐藤貴彦氏（群馬県環境生活部）と吉島一江氏（上毛新聞社編集
局報道部）にお目通しを頂き、一部修正の上、完成の運びとなりました。写真や資料を提供して下
さった方々には、厚くお礼申し上げます。また、朝日印刷工業（株）の萩原真奈美さんには、我が
ままな要求を快く受け入れてくれましたことを感謝致します。
手に取ったら開けてみたくなり、開けたら読んでみたくなり、読んだらやってみたくなるような
冊子を夢見て、仕事をさせて頂きました。この冊子が、環境問題を考えたり、実践活動を促したり
するのに役立つことを願っています。また、お読みになった方からのご意見をお待ちしております。
いつの日かの改訂のために承ります。
平成14年３月

（元群馬大学教授・前群馬銀行環境財団評議員）

苞白く春爛漫の水芭蕉
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追補版にあたって
著作

西薗

大実

環境問題に対して、私たちはただ嘆き騒いでいるだけではなく、今後進むべき道筋を明確にとら
える必要があります。人間は霞を食べているわけではなく、生きていくためには、資源を消費する
ことが不可欠です。そのやり方を、いかに地球の自然の持つ能力に沿ったものにしていくか、具体
策を見出し、実行していく時期です。
群馬県には、本書に示されているように、豊かな自然があります。しかし、いままでは、それを
資源として十分に生かしているとはいえない面もありました。そこで、２章のはじめに、環境問題
の起こった経緯と、今後の資源利用のあり方に関する方針を掲げさせていただきました。
また、２章の最後に、近年クローズアップされてきた問題として、ダイオキシンと環境ホルモン
に関する項目を付け加えました。
さらに、毎年、最新のデータへの更新をおこなっています。
平成29年３月（群馬大学教授・群馬銀行環境財団理事）

カタクリ（戸隠高原）
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写真協力（頁順、敬称略）
角田侃男（初冬 静かなる尾瀬

ニッコウキスゲ

ミズバショウ

秋のアヤメ平

：口絵

親子自然観察会：42頁）

角田和男（尾瀬のミズバショウ：口絵）
新井幸人（ミネウスユキソウ：口絵）
角田 男（第３回ぐんま環境フォトコンテスト入賞作品 貴重な湿原：口絵）
平野祐啓（第２回ぐんま環境フォトコンテスト入賞作品 尾瀬を守る：口絵）
岩田 博（第３回ぐんま環境フォトコンテスト入賞作品 花つみ：口絵）
安藤和好（ヤマドリ：１章扉）
富樫 裕（レンゲツツジ：１章扉 ホオコグサ・アオウキクサ・オオイヌノフグリの花・ホトケノザ・ヒガンバナ：２頁 タンポポ
の大株・帰化種のセイヨウタンポポ・エゾタンポポ・シロバナタンポポ：３頁 松枯れ風景・松くい虫駆除作業中：４頁
ムジナモ：６頁 人間の入る檻：７頁 湿原シクシク泣いている：８頁 ぞうり・おひなさま・子犬：９頁
最終処分
場：16頁 マイバスケット：19頁 昔の人の知恵・水車：21頁 できたての水を飲む：32頁 このスギの元気度は：
37頁 中だるみから地蔵岳を望む・苞白く春爛漫の水芭蕉：あとがき）
夏目道生（ヤマネ：６頁）
谷畑藤男（オオタカ：６頁）
篠原 豊（ヒメギフチョウ：６頁 カキツバタ：７頁）
大山啓三（メダカ：６頁）
松澤篤郎（オニバス：７頁）
：２章扉）
飯野文江（飯野文江写真集「すばらしき山の家族」
真下次子（第３回ぐんま環境フォトコンテスト入賞作品 小さなボランティア：17頁）
藤牧照雄（第１回ぐんま環境フォトコンテスト入賞作品 秋の空：３章扉）
神沢敏昭（第17回よみうり写真大賞入賞作品 真夏の兄妹：３章扉）
室田健蔵（第４回ぐんま環境フォトコンテスト入賞作品 緑映の渓谷：３章扉）
浦野春男（第１回ぐんま環境フォトコンテスト入賞作品 晩秋早朝：４章扉）
有限会社柳沢写真館（チビッ子自然探検隊：１章扉）
株式会社北隆館（オオイヌノフグリの成熟した実：２頁 フィールドウォッチング③早春の季節を歩く：平成３年発行より転載）
群馬県林務部緑化推進課（マツノマダラカミキリの成虫・マツノザイセンチュウ・マツノマダラカミキリの幼虫：４頁）
新里村役場振興課（サクラソウ：７頁）
群馬日産自動車株式会社（群馬県で初の天然ガススタンド：39頁）
群馬県生涯学習センター（親子環境パソコン教室：42頁）
群馬県環境生活部環境政策課（群馬県環境アドバイザーによる「地域環境学習」
：43頁）
群馬県環境生活部環境政策課産業廃棄物対策推進課（家庭からの不法投棄・不法投棄を撤去している現場：45頁）
糸井商事株式会社玉村工場（フロンを回収する装置・カーエアコンからフロンを回収しているところ・自動販売機からフロンを回収
しているところ・回収されたフロン・回収したフロンを分解する装置：47頁）
佐藤 普（カタクリ「山の花・私の花の旅」より：56頁）

資料引用先（頁順、敬称略）
群馬県の絶滅のおそれのある野生植物：７頁
「群馬県レッドデータブック 2001.1」群馬県環境生活部自然環境課
群馬県の絶滅のおそれのある野生動物：７頁
「群馬県レッドデータブック 2002.2」群馬県環境生活部自然環境課
ゴミ総排出量と１人１日当たり排出量：15頁
「平成13年度版環境白書要約版」群馬県環境生活部環境政策課
増え続ける電力消費量：21頁
コ ツ コ ツ
「CO2CO2プラン群馬県地球温暖化対策推進計画概要版」群馬県環境生活部環境政策課
電気が家庭に届くまで：21頁
コ ツ コ ツ
「CO2CO2プラン群馬県地球温暖化対策推進計画」群馬県環境生活部環境政策課
家庭での電力消費内訳：22頁
コ ツ コ ツ
「CO2CO2プラン群馬県地球温暖化対策推進計画概要版」群馬県環境生活部環境政策課
省エネ性マーク：23頁
「省エネラベリング制度」財団法人省エネルギーセンター
増え続ける大気中の二酸化炭素濃度：24頁
「地球温暖化ってなあに!」群馬県環境生活部環境政策課
温室効果の仕組み：24頁
コ ツ コ ツ
「CO2CO2プラン群馬県地球温暖化対策推進計画」群馬県環境生活部環境政策課
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温室効果ガスと温暖化への寄与度：24頁
コ ツ コ ツ
「CO2CO2プラン群馬県地球温暖化対策推進計画」群馬県環境生活部環境政策課
温暖化の日本への影響：25頁
コ ツ

コ ツ

「CO2CO2プラン群馬県地球温暖化対策推進計画概要版」群馬県環境生活部環境政策課
わが家の二酸化炭素排出量：26頁
「地球温暖化ってなあに!」群馬県環境生活部環境政策課
わが家の地球温暖化防止策：26頁
「地球温暖化ってなあに!」群馬県環境生活部環境政策課
住宅用太陽光発電システムイメージ図：27頁
「新エネルギー」財団法人新エネルギー財団
新田山田水道浄水場：32頁
「新田山田水道用水供給事業」群馬県新田山田水道事務所
活性汚泥を顕微鏡でのぞくと：33頁
「美しい自然と心やすらぐ町づくり」財団法人群馬県下水道公社桐生水質浄化センター
下水処理場の仕組み：33頁
「美しい自然と心やすらぐ町づくり」財団法人群馬県下水道公社桐生水質浄化センター
合併処理浄化槽の仕組み：34頁
「平成12年版環境白書要約版」群馬県環境生活部環境政策課
川の汚れの原因の割合：35頁
「平成13年版環境白書要約版」群馬県環境生活部環境政策課
洗剤濃度と洗浄力：35頁
「きれいな水を守るために」群馬県環境生活部環境保全課
魚が住めるきれいな水にするには：36頁
「平成13年版環境白書要約版」群馬県環境生活部環境政策課
ハイブリッド電気自動車の仕組み：39頁
「ハイブリッドカー・プリウス」群馬トヨタ自動車株式会社
圧縮天然ガス自動車の仕組み：39頁
「圧縮天然ガス自動車」群馬日産自動車株式会社
群馬県環境アドバイザー登録用紙：43頁
「群馬県環境アドバイザー登録用紙」群馬県環境生活部環境政策課
群馬県環境アドバイザーの年間活動回数結果：43頁
「群馬県環境アドバイザー年間活動報告書」群馬県環境生活部環境政策課
種類別構成比：45頁
「平成13年版環境白書要約版」群馬県環境生活部環境政策課
深ダンプ（荷台が深い）：45頁
「群馬県の環境を不法投棄から守ろう」群馬県環境生活部環境政策課
降水のPH階級別出現状況（平成11年）：46頁
「群馬県環境白書12年版」群馬県環境生活部環境政策課
ご意見を頂いた方々（順不同、敬称略）
［群馬県庁］ 星野
孝（群馬県教育委員会事務局学校教育部学校指導課指導主事）
佐藤
貴彦（群馬県環境生活部環境政策課主任）
［学識経験者］ 伊勢屋ふじこ（上武大学商学部教授）
吉島
一江（上毛新聞社編集局報道部記者）
片亀
光（環境カウンセラーぐんま事務局長）
齋藤
大木
［実践活動家］ 松沢
新井
国峯
小堀

靖明（富岡市立北中学校教諭）
直之（群銀カード常務取締役・前群馬銀行広報室長）
篤郎（群馬銀行環境財団賞第１回受賞）
榮一（南橘リサイクルの会会長・群馬県環境アドバイザー連絡協議会代表・群馬銀行環境財団賞第３回受賞）
溌子（高崎市くらしの会会長・群馬県くらしの会連絡協議会会長・群馬銀行環境財団賞第３回受賞）
順（群馬銀行環境財団賞第８回受賞）
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みんなで守ろう

群馬の環境

みどりの地球
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