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いわき地域環境科学会会報

ふぃーるど
FIELD No.104号

【ご案内】

平成 26 年度年次総会・交流会のご案内 ･･････････････････････････････・･･･････ 1

平成 26 年度第 1 回幹事会のご案内 ･････････････････････････････・･･･････････ 2

【報告】

小水力発電など自然エネルギーへの取り組み活動報告（その１）･･････････････････3

小川江筋現地調査に参加して ････････････････････････････・・･･････････････････ 7

NPOいわき環境研究室の動きから ････････････････････････・・･･････････････････ 8

【リレーエッセイ】

いわき公園散歩三昧（その 2） ･････････････････････････････・・･････････････････ 9

【追悼】

伊藤宏先生を偲んで ････････････････････････････・・･･････････････････････････ 10

【ご案内】

平成 26 年度年次総会・交流会のご案内

初夏の兆しに慌てて衣替え、といった今日この頃ですが、皆様にはご健勝でお過ごしの

ことと推察申し上げます。また、日頃からご支援・ご協力を戴き深く感謝申し上げます。

お陰様で本会も会設立 26 年目を迎えることができました。つきましては、下記の要領

で平成 26 年度総会を開催しますので、是非、ご参加下さいますようご案内申し上げます。

なお、総会終了後、交流会を持ち、維持会員の企業紹介や関連団体の活動内容等の情報

交換の場も持つ予定でおります。特に、日頃から当会の財政的な面でご支援戴いている維

持会員の皆様におかれましては、積極的なご参加を期待しております。

＜ 目 次 ＞
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記

1．日 時  平成 26 年 5 月 25 日（日）午後 2 時 ～

2．場 所  いわき市生涯学習プラザ内４F 大会議室(1)、(2)
      （平一丁目１ T-1 ビル内、TEL.37-8888）
3．内 容  ・14:00 ～ 15:00 年次総会（平成 25 年度事業報告・決算報告、平成

26 年度事業案、予算案、役員改選、規約改正の提案）

     ・15:00 ～ 16:30 交流会（参加維持会員・関連団体の紹介等）

（参加費無料）

◇駐車場は、いわき市役所周辺の無料駐車場をご利用下さい。

◇維持会員の皆様へのお願い ご参加いただける時は、事務局（山田、TEL：
0246-46-0800）までご連絡下さい。また、当日会場には、模造紙１枚程度のスペ

ースですが、企業紹介コーナーもご用意させていただきますので、ご活用下さい。

【ご案内】

平成 26 年度第 1 回幹事会のご案内

平成 26 年度の第 1 回幹事会を下記のとおり開催します。幹事の皆様の積極的な出席を

お願いします。

記

1．日時 平成 26 年 5 月 17 日（土） 15:00～16:30
2．場所 いわき市労働福祉会館 2 階中会議室

3．内容

(1) 平成 25 年度事業報告および会計報告，監査報告

(2) 平成 26 年度事業計画案および予算案

(3) 規約改正案

(4) 新役員体制・事務局体制案

(5) その他

4．問合せ先 いわき地域環境科学会事務局  担当：山田（TEL：0246-46-0800）
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【報告】小水力発電など自然エネルギーへの取り組み活動報告（その１）

中西恒雄

１．科学会における今までの自然エネルギーへの取り組み

いわき地域環境科学会ではいわき環境研究室と合同で、以前より、自然エネルギー

に関係のある太陽熱、水の力、空気の力の環境講座及び風の流れ使った「風に向かっ

て走る風車」や水の流れを使った「さかのぼり水車遊び」を実施してきた。

今後は、水力、太陽光、風力の発電設備を設置し、設計、製作、運転などの一連の

作業や勉強会を通し、会員間の連携、レベルアップを図ると共に、地域住民や子供達

との交流を考えていたが、資金的問題もあり進展できなかった。平成 25 年 11 月に、

パルシステム連合会の「地域づくり基金助成金」に、「地域の再生可能エネルギーを活

用した環境教育プログラム開発事業」として申請し、一部助成が決まった。

２．申請内容は、水力、風力及び太陽光による発電装置や各設備の発電量表示器等の周辺

機器や蓄電器、照明器などをシステムとして設置するものです。

このシステムの内容は、

①水力発電機（汲んだ水で水車を

回し発電、水量の変化可能）

②水車発電機（落差変更可能）

③風力発電機（風の力で発電）

④太陽光発電器

⑤発電電力を蓄電池にため、照明

  や水中ポンプの電源にする

⑥さかのぼり水車遊びができる

などですが、更に充実したいと考

えています。

３．設備設置場所の選定としては、多くの問題をクリアーできることが必要となります。

①いわき市内の市街地や農地を流れ

る小河川で、年間を通して水流があ

る。

②騒音などの問題が発生しにくい

③子供達が学習しやすい

④地域住民から賛同を得られやすい

⑤水利権問題が発生しにくい

など多くの項目をクリアーできそう

な場所として、平下平窪地区を流れる

小川江筋、平浄水場近くの諏訪神社前

安養寺前に設置する方向で検討を進

めています。
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４．小川江筋に係る事前調査

水車などを設置する予定場所（諏

訪神社前、安養寺前）での水量、水

流、江筋の幅、深さ及び周囲の状況

などの基礎データを得るため、3 月

16 日（日）10 時から現地調査を行

った。

調査には科学会会員、水車と風車

の製作経験者、本発電システムを卒

研テーマとした福島高専生、地区役

員及び平 4 小 5 年生と引率の先生方

の総勢約 30 名が参加しました。冒頭、橋本会長が挨拶した後、調査項目やその内容

について説明をしました。

調査項目は、①江筋の断面測量（諏訪神社前、安養寺前）、②江筋の流速（2 場所、

１５ヶ所／場所）、③流れの力測定（バケツ使用）④江筋の水面勾配⑤設置場所地図作

製です。

５．流速測定は、写真のようにプロペラ式

の水流計を使い、横 5 ヶ所、縦 3 ヶ所の

15 点で測定しました。もう一つの方法は

水面にテニスボールを落とし、10m また

は 20m 流れる時間を計り、流速を求める

方法で、平 4 小の生徒達と先生が実施し

てくれました。それも流れの真ん中と端

の両方で、精度を上げるために４～5 回

繰り返し測定してくれました。測定結果はプロペラ式水流計の上部測定結果とほぼ同

じ流速となりました。それを発表すると、生徒達は大喜びでした。自分たちが参加し、

成果を上げることが出来たことを素直に喜んでいました。

６．流れの力の測定とは、水中の物体が水流により押される力の測定で、流れの中に紐

をつけたバケツを流し、流れないように保持する力をバネばかりで測定しました。
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  直径 22cm の小さいバケツでし

たが、それでも流れないように紐

を持つためにかなりの力が必要で

した。

  正確な力を測定するため、バネ

ばかりを途中に取り付けた結果、

3kg 前後となりました。事前の計

算では約 2.2kg であり、ほぼ合致

していますが、詳細な検討をして

います。

水車などを水中に入れた場合

の水流による力に耐える設計をす

る必要があるため、実際の力を測

定しました。右下の図は調査前に

想定した計画書です。できる限り、

事前に理論計算を行い、その計算

値と現場での実測値を比較するこ

とが必要と考えています。

これらも本プロジェクト推進過

程の一つと考えています。出来る

だけ理論的な裏付けを得ることも

重要なことと考えています。次回

は計画通り、大きさの異なるバケ

ツを使用して測定する予定です。

７．流れの勾配測量を行った結果、諏訪神社前では 100m 当たりの勾配は 5.6cm、安養寺

前では 6.1cm となりました。諏訪神社前の実測値と計算値を比較してみました。

計算値（10cm 程度／100m）よりも低い結果になりました。主原因は、流速が予想の 1m/
ｓ（秒速 1m）に比べ、0.83m/s と遅いためでした。水路の表面の凸凹を 6mm とすれば、

計算値と実測値が一致します。ほぼ妥当な数値と考えられます。今後、多くの実測値が

得られれば、計算法も精度アップ

できると思います。

右の写真は勾配測定時の状況です。

測量に必要な計測器類は福島高専

より借用し、測量も高専メンバー

が担当しました。江筋は写真のよ

うに湾曲しているため、直線を繋

いでの測量となりました。
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８．水車など設置予定場所周辺地図を作製しました。実際に測量するのは生徒達だけでな

く、大人も含めて全員が初体験のため、福島高専で学生に指導している科学会会員から

測量の原理から説明し、実際に測量を行

いました。地域の人達も関心を持って参

加、地域住民との交流の第一歩になりま

した。

写真は、測量体験をしている小学生です。

先生方や地元の方も初体験で、今回の現

地調査は色々な体験ができ、参加して良

かったとの感想がありました。

現地調査の途中、近くの下平窪公民館で昼食をとり、その後、参加者に本プロジェク

トの概要説明を行いました。

現地調査は午後 4 時頃まで掛かりましたが、その頃小雨が降り始めましたが、今回の現

地調査は成功裏に終了することができました。

９．現地調査に参加された地区役員及び小川江筋関係者と調査の合間に懇談をしました。

懇談の内容は、安全に関することで、豪雨時には水中にある水車にゴミなどが絡まり洪

水の原因となる可能性が大きいこと、もう一つは子供達が水路に落下する危険性がある

ことです。どちらも大きな問題であり、十分な対応が必要との共通認識を持ちました。

今後とも協議を重ね、双方が納得できる方法にして行くことになりました。

豪雨の場合、江筋が増水し溢れること

原因は、右の写真のように、小川江筋の

片方は山に面しており、山に降った水が

水路に直接入り込むためである。

  豪雨は急激に発生し、短時間で増水す

るため、水車を水中から引き上げるなど

の対応は不可能に近いとの意見がありま

した。尚、大雨の場合は夏井川からの取

水制限をしているが、山からの水などで

増水するとのことでした。

先日の大雨時の小川江筋が増水した

時の写真（右下）を見ると、山側から大

量の水が水路に流れ込んでいます。水面

はほぼ上面ぎりぎりまで上がっており、

もう少し降雨が長く、激しければ、確実

に溢れていたと思われます。従い、その

ような対策も十分に講じる必要があると

再認識させられました。
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【報告】

小川江筋現地調査に参加して

鈴木寛仁・横山雄太（福島高専 電気工学科学生）

今回、私たちは、「小水力発電などの自然エネルギーへの取り組み」と題しました活動

における、いわき市内の小川江筋に再生可能エネルギーの発電システムを設置するための

現地調査を３月 16 日（日）に行いました。いわき地域環境科学会・いわき環境研究室が合

同で取り組んでいる活動に、福島高専の学生である私たちもご縁があり参加させていただ

いております。

当日は、水力発電システムを設置するための予備調査を、科学会会員・有識者・地域役

員・平四小の児童と先生といった皆様と、私たち高専生を含めた総勢およそ 30 人で行いま

した。普段接する機会の少ない幅広い年齢層の方々が、一つの目的を達成すべく活動する

ということはとても貴重で楽しく感じました。

水流の速さについての調査では、流速計を用いた調査と併せて、小学生たちは実際に算

数で習う「決められた距離を流れる時間により速さを求める」といった計算で値を算出し

ていて、いずれも似通った値になり喜んでいた姿が印象的でした。学校で教わった知識を

実際に使ってみて正しいかどうか確かめられるということは、私自身とても羨ましく、子

供たちにとっても貴重な体験だったのではと感じました。また、江筋の高低差による水流

の流れも調査しました。これも計算値とほぼ同様の結果を得ることが出来ました。

今後の課題としまして、各電力の電気系統部分や、水力発電以外の再生可能エネルギー

発電の文献ならびに現地調査をしていかなければいけないと思っており、取り組んでいこ

うと考えております。

今回の調査を含めまして本活動は始動したばかりですが、原子力発電所事故が発生し、

再生可能エネルギーへの移行について各方面で議論が行われている昨今、一福島県民とし

てこのような活動に参加できることに感謝し、精一杯取り組み、プロジェクトを成功させ

たいと考えているところであります。
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【報告】

◇◇◇◇◇ ＮＰＯ法人いわき環境研究室の動きから ◇◇◇◇◇

          （平成 26 年 3 月 1 日～4 月 30 日）

【１】「ESD 環境教育モデルプログラム」事業が一段落しました

環境省主管事業で、当 NPO といわき地域環境科学会、NPO 法人いわきの森に親しむ会

の３団体で、市内小学校に対する環境教育のモデルプログラム「里山ビオトープから“い

のちの輝き”伝えよう」の実証事業が一段落し、東北全体での取り組み状況をまとめた

報告書「東北地区 ESD 環境教育プログラム集」（発行：環境省東北地方環境事務所、製作：

公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク）が配布されました。他県での取り

組み状況も紹介されています。関心のある方、事務局に報告書がありますのでご連絡下

さい。なお、いわき地区での取り組み状況をまとめた報告書も作成しております。併せ

てご活用下さい。

【２】再生可能エネルギー活用事業

  会報 102 号でもお知らせしておりましたが、その後、パルシステム生活協同組合連合

会から平成 26 年度の事業推進に向けて助成金を戴けることになりました。今後、いわ

き地域環境科学会と連携しながら事業を進めていくことになります。具体化に向けては

様々な視点から検討を進めているところです。
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【リレーエッセイ】

  いわき公園散歩三昧（その 2）地球半周達成

平川英人（会員）

退職してから早いもので 5 年と 1 カ月経ちました。最近一番の趣味を聞かれると散歩で

すと答えます。退職時にとてつもない大きな目標を立て待てました。それは 10 年間で地

球 1 周することで、いうまでもなく世界地図上でのバーチャルの体験で実際の目標は、地

球一周に匹敵する歩行距離 4 万 km を達成することでした。

退職して暫くの間は 1 日あたり 10km を目標にしていましたが、その後歩く距離を徐々

に増やして現在では 1 日 12km を目標としています。毎日 1km 多く歩くと貯金 1km とし

て 1km 少ないと借金 1km として月の間に借金ができないように努めています。歩行距離

は 3D センサーが付いて歩数計で計測して毎日パソコンに入力しています。入力する項目

は月日、散歩開始時刻・終了時刻、経路、距離（km）です。距離は昨年まで整数でしたが、

今年から小数点以下 2 桁まで入れて丸めの誤差が出ないようにしています。

散歩する場所は、殆どの場合自宅から 500m しか離れていないいわき公園です。一周す

ると 5、6km ですから丁度良い距離です。吊り橋、木道、貯水池があっていろいろ変化が

あって、様々な散歩コースを選ぶことができます。春には桜、夏にはサルスベリ、秋には

紅葉、冬には山茶花など四季折々の草花も楽しくことができます。行き交う人には必ず挨

拶を自分からして、交流も輪を広げています。時々長話をして自宅に変える時間が遅くな

ることもあります。

大時化のときを除いて雨の日も風の日も毎日欠かさず朝夕 2 回歩いていましたが、昨年

の 8 月と 9 月に持病である喘息と通風が再発して満足に歩けない日が続きました。特に 9
月には目標歩行距離 355km に対して半分近くの 188km しか歩けませんでした。咳をして

右足を引きずりながら歩くのには無理があり、この時には地球一周の目標達成は諦めるべ

きかと悩みました。

2 ヵ月もすると良いお医者さんに恵まれた

ためもあって病気が治り、以前にも増して歩

くことができました。今年の 1 月 28 日にと

うとう地球半周歩行距離である 2 万 km を達

成しました。

現在も月歩行距離の目標を少しずつ増やし

ています。これまで 10 年で地球一周を目標

としましたが、半年短縮して平成 30 年 10 月

の 70 歳の誕生日までに達成したいと欲が出

てきました。
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【追悼寄稿】

伊藤宏先生を偲んで

                           会長 橋本 孝一

伊藤先生は、去る平成 26 年 3 月 17 日ご逝去されました。昨年、“瑞宝小綬賞”を授与

され、今年 1 月に福島高専やいわき地域環境科学会の有志が中心になり祝賀会を開催させ

て戴いた折には、お元気に歓談しておられた姿に接したばかりでしたので、先生の突然の

訃報は信じられない思いでした。

わたくしが先生に初めてお会いした時のことは、今でも鮮明に脳裏に蘇ってまいります。

もう 40 年前になりますが、当時、先生は、地域の公害問題に取り組んでおられました。私

が、初めて福島高専に赴任した日、伊藤先生は、私に、「一緒に取り組んでみないか」と声

をかけて下さいました。私は、その時、自分の居場所を与えて頂いた思いで、心細さも吹

き飛ぶ思いでした。爾来、小名浜港のスス水現象の解明や水産加工場の排水処理問題、ウ

ナギの生息地（賢沼）の調査などのお手伝いをさせていただきました。

そのような地域の環境問題に取り組む中で、市民が主体となって地域の環境問題に取り

組める中核となるような組織をつくろうとの機運が盛り上がり、伊藤先生を中心とした福

島高専のスタッフやいわき明星大学の先生方、福島県やいわき市の職員、民間会社の方々

等、幅広い分野の人達が呼びかけ人となって、「いわき地域環境科学会」という地域の環境

問題に取り組む市民団体が発足しました。昭和 63 年 5 月でした。会の発足に当たっては、

月 2，3 回のペースで高専の環境ｾﾝﾀｰに集まり、夜遅くまで喧々諤々の議論をたたかわせま

した。周到な準備の甲斐あって 120 名余の会員を迎えての発足となりました。先生は、初

代会長として、会を終始リードして下さいました。設立総会の記念講演の中で、環境問題

に取り組む姿勢として、特定の視点からだけではなく、いろいろな分野・視点から取り組

んでいくことの大切さを強調しておられました事、

今でもしっかり胸に刻んでおります。

会設立後、今年で 26 年になります。この間、そ

れぞれの時期にいわき地域が抱える環境問題に取り

組み、地域にしっかり根を張った環境団体として成

長しつつあると確信しております。これからも、会

発足時の初心を忘れず、地域環境の質の向上に向け

て、会員一同、力を合わせていくことをお誓いし、

伊藤先生とのお別れの言葉とさせて頂きます。  

  “ 朝露の 途切れぬ滴 大河かな ”                                                 

（平成 26 年 4 月 23 日 記）
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