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************************* ＜行事案内＞ *************************** 

いわき地域環境科学会 第 24 回発表会のご案内 

 

当会恒例の発表会を開催します。「大震災からの地域環境の復元をめざして」をテ

ーマに，東日本大震災や福島第一原発事故による放射能汚染関連の環境調査や環境改

善の取り組みについて紹介していただきます。なお，今回は日本財団の助成を受けて

行われるもので，発表でも助成事業の報告を幾つか行います。会員の皆様をはじめ，

多くの皆様のご来場をお待ちいたします。 

 

記 

 

1.日時   平成25年1月20日(日) 13:30～16:45   

2.場所    福島工業高等専門学校 大会議室  
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3.内容 

 ●開会 (13:30) 会長挨拶／ 司会進行説明(～13:40) 

 テーマ 「大震災からの地域環境の復元をめざして」 
①ドイツ・北欧 エネルギーコミュニティー視察報告 

和田佳代子（生活協同組合パルシステム福島） 
②海星高校における環境教育活動報告 

いわき地域環境科学会事務局 
③豊間海岸における鳴き砂調査会報告 

いわき地域環境科学会事務局 
④市内海岸砂浜における放射能汚染調査報告 

いわき地域環境科学会事務局 

⑤海岸砂浜における砂層内の放射性セシウム濃度分布の形成に関する検討 
齋藤隆人，原田正光（福島高専建設環境工学科） 

●休憩（15:00～15:20） 
⑥衛星画像を用いた常緑針葉樹林地および里地水田群の分析 

  阿部 直樹，菅野 恵太，山田 貴浩（福島高専電気工学科） 
⑦高分解能衛星画像と現地調査による松林の調査と分析 

  柏原 伸也，山田 貴浩（福島高専電気工学科） 
⑧航空写真画像を用いた海岸林の面積算定 

  熊倉 健，水野 壮一郎，山田 貴浩（福島高専電気工学科） 
⑨樹木の葉に含まれる放射性セシウムとその溶出特性 

遠藤拓哉，原田正光（福島高専建設環境工学科） 
●閉会(16:40)  

4.問い合わせ先 
いわき地域環境科学会事務局 (発表会担当；原田) 

  〒970-8034 いわき市平上荒川字長尾 30 福島工業高等専門学校建設環境工学科 
      Tel.0246-46-0833，E-mail;harada@fukushima-nct.ac.jp 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

＜事務局から（１）＞ 平成 24 年度 第 2 回幹事会が開催されました 

 去る 12 月 17 日(月)，福島高専において今年

度 2 回目の幹事会が開催されました。 

 平川英人幹事の進行で会が進められ，橋本会

長からの挨拶の後，引地宏幹事が議長に選出さ

れ，議事が進められました。議事では事務局か

ら平成 24 年度の事業と会計の中間報告がなさ

れ，昨年度実施できなかった各種事業の確認や

会員を増やすための取り組みなどについて出席

者から意見が出されました。 
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＜会長挨拶＞ 

地域環境の復元をめざして 

                               橋本 孝一 

 

明けましておめでとうございます。今年の干支は、「巳年」＝「蛇年」。「巳」という文

字は、蛇が冬眠から目覚め地上に出てくる姿を表したものといわれ、「物事が始まる」の意

にも通じるとされているようです。また、蛇は脱皮をすることから「復活、再生」の象徴

でもあります。 

一昨年の大災害は、私たちに多くの教訓を与えるものとなりました。地震・津波等の自

然災害との向き合い方、原発依存のエネルギー政策の是非、エネルギー多消費型の生活ス

タイルへの反省等、私たち一人一人、これまでの生活観を改めて見直し、新たな文明の創

造に向けて再生していきたいものと願わずにはおれません。 

◆本会では、震災直後から日本財団の助成を受けながらいわき地区海岸の放射能汚染の実

態を調べてきました。放射能汚染に対する安全性を確認しつつ、磯の観察会、いわき海星

高校での環境学習等、海岸部での環境学習を再開することができるようになりました。さ

らに、一昨年実施できなかった子供環境研究発表会も持つことができました。 

また、震災後、他の環境団体からの働きかけが多くなってきております。自然エネルギー

の利活用やまちづくり等に関するシンポジウム・講演会への参加要請や開催案内等、復興

に向けた動きが活発化しており、それらの事業に積極的に参加し本会の運営に生かすよう

配慮しております。 

 一方、本会といわき鳴き砂を守る会とが呼びかけ団体となり、鳴き砂を調べ・楽しむ会

を１１団体の共催の形で企画しました。今後、さらに連携の輪を拡げていければと期待し

ているところです。 

◆震災から３年目を迎えようとしている今年、いわき地域の環境の復元に向けて本会が果

たすべき使命も大きくなっているのを感じます。放射能汚染による環境汚染に加え、地盤

沈下、地滑り、海岸線の後退現象等に伴い自然環境は多くのダメージを受けており、それ

らの実態調査を基に復元に向けての提案に向けての活動を早急に具体化していかなければ

ならないと思っております。 

 既存のワーキンググループ（環境教育、自然エネルギー、循環型社会、自然景観、放射

線計測）等を中心とした事業の展開を図っていきたいと思います。 

 最後に、会員の皆様へのお願いがあります。今後、様々な事業を実施していくためには、

より多くの会員の方々のご協力が必要です。海岸部での放射線量調査、小中高校での環境

学習等では、多くの人手が必要ですが、現状では、まだまだ足りず活動が制限されている

のが実情です。皆さんの積極的なご参加をお待ちしております。 
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＜報告＞ 

第 16 回子供環境研究発表会報告 

昨年度は大震災の影響で小学校の児童理科作品展自体が開催されませんでしたが，今年

度は 9 月 7 日，8 日の両日に児童理科作品展いわき地区展が開催されました。この地区展

の中から下記の環境関連作品を 9 件選出し，去る 11 月 17 日(土)，いわき市フラワーセン

ターにおいて第 16 回子供環境研究発表会を開催しました。 

発表会の開会にあたり橋本会長からのご挨拶，続いて会場となったフラワーセンターの

平山副所長，さらにはいわき市小教研理科部会長の天野校長先生から児童の皆さんへの激

励のお言葉をいただいた後，前半の部 3,4 年生の 4 件の発表と後半の部 5,6 年生の 5 件の

発表が行われました。 

今回の発表では，演壇から一人ずつ口頭で行う形式から，理科作品をもとに作成してい

ただいた模造紙大のポスターの前で発表を行った後に来場者と質疑応答を行う形式に変更

しました。従来の形式だと 1 回ずつの発表で終わってしまいましたが，今回の形式では時

間内に 4，5 回発表することができ，発表の回数を重ねるごとに段々と上手になるのがわ

かりました。児童の皆さんも初回は緊張していたようでしたが，次第に緊張も解けてきた

ような気がしました。多くの来場者と意見交換ができて良かったのではないでしょうか。 

1 年ぶりに子供発表会を開催して，小学校児童の皆さんは震災や原発事故による放射能

汚染にも負けずに，暑い夏にがんばって環境研究を取り組んでいたことがわかり，とても

感激しました。同時に，このような児童の皆さんのためにも私たち大人は震災からの復興，

環境再生に取り組んでいかなければならないという思いを強く感じました。当会の事業で

もさらに地域の復興・環境再生へと取り組んでいきたいと思います。なお，当会主催の発

表会の翌日から 11 月 26 日まで同会場において，発表会に使用したポスターの展示がフラ

ワーセンターの主催で開催され，多くの方にご覧いただくことができました。 

最後に，本発表会の開催に際して助成をいただきました，日本財団の関係各位に深く御

礼申し上げます。また，お忙しい中ご指導いただいた小学校の先生方ならびに保護者の皆

様に感謝申し上げるとともに，ご発表いただいた児童の皆さんの今後のご研究の進展をお

祈り申し上げます。 

記 

●前半の部(4 発表)   

「あつい夏をすずしくすごそう」          四倉小学校3年     千葉悟史さん 
「庭の生き物たち」           汐見が丘小学校3年  高谷知希さん 
「沼や湖の水しらべパートⅢ」       豊間小学校4年    有働凜太郎さん 
「よごれた水をきれいに」       四倉小学校4年    千葉奈央さん 

   ●後半の部（5発表) 
「生き物がすんでいる水はどんな水?」      平第六小学校5年    鈴木脩大さん 
「ぼくの体，電池何個分?」           小玉小学校5年      佐藤灯彩さん 
「液状化の研究」           平第三小学校6年    新妻達哉さん 
「水をきれいにするためには?」           好間第二小学校6年   田中亜美さん 
「土の性質と植物の育ち方」          植田小学校6年      渡邉由貴さん 

以上 
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＜報告＞ 

「いわき鳴き砂を調べ楽しむ会 in 豊間」 

～ 鳴き砂を知り、遊び、残しましょう 

 去る 11 月 4 日（日）豊間海岸にて表題のイベントを持ちました。この催しは、本会と

「いわき鳴き砂を守る会」が呼びかけ団体となり他に９団体（ふるさと豊間復興協議会、

いわき地域学会、日本野鳥の会いわき支部、いわきサーファーの会、いわき海岸保全を考

える会、セブンイレブン豊間店、いわき自然史研究会、夏井川流域住民による川づくり連

絡会、平地学同好会）で構成された実行委員会主催での開催となりました。当日は好天に

恵まれ、９０名を越える参加者がありました。特に多くのサーファーの方たちが参加して

下さったのが印象的でした。 

午前中は、9 時 30 分に現地海岸に集合し砂浜のゴミ拾いをした後、放射線量の測定、鳴

き砂の分布状況の調査を参加者が分担して実施しました。 現地調査の後、近くの豊間公

民館で昼食を取り、午後には、午前中の調査結果についての報告がなされ情報を共有でき

ました。続いて開かれた「砂絵教室」では、予め様々に着色された豊間海岸の砂を用いて、

「砂絵」に挑戦しました。 今回の企画に際しては、多くの団体との共催事業となったた

め、数回にわたり準備会や実行委員会での協議を重ねての開催となりました。当初、豊間

地区の復興支援になればとの思いから豊間地区の方達中心に大々的なフェステイバル形式

での開催を想定しておりましたが、地区では復興事業への対応で忙殺されており、今回は、

規模を縮小しての開催となりました。 

 いわき鳴き砂を守る会の調査によれば、震災後もいわき地区海岸の鳴き砂は健在である

ことが明らかになっています。次年度以降も継続的に開催され、汚れに敏感な鳴き砂を守

り豊かな自然環境を後世に引き継ぐことができればと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 調査要領の説明をに聞き入る参加者       初めての「砂絵」に挑戦！  
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＜報告＞ 

いわき海星高校での環境教育 

 

平成24年11月にいわき海星高校で鳴き砂をテーマとした環境教育を３回に分けて実施

しました。受講者は海洋科 2 年生 18 名でした。 

◆1 回目（11 月 9 日）はいわき海星高校の 4 階実習室で鳴き砂と環境についてパワーポイ

ントで講義をしました。その内容は鳴き砂の分布は太平洋側では、いわき市が南限になる

こと、砂の粒径は細砂と中砂で占められていること、石英が多く含まれていること等、一

般的知見を説明しました。 

◆2 回目（11 月 16 日）は海星高校前の下神白海岸で鳴き砂の野外実習を実施しました。

この日はいわき地域環境科学会より 6 名が参加して、いわき鳴き砂を守る会より 2 名が参

加しました。高校生は 16 名が受講したので、4 名ずつ 4 グループに分けてグループ別に行

動しました。下神白海岸を南北 160m、東西 50m を調査範囲として、南北 20m、東西 5m

のメッシュに分けて鳴き砂を調べました。よく鳴く砂が多かったので、生き生きとした表

情で調べていました。また各メッシュ毎に放射線量を測定するとともに、班ごとに鳴く砂

と鳴かない砂を採取しました。放射線量は波打ち際では 0.041 マイクロシーベルトと低い

値を示していました。 

 海岸実習が終わってから武道館で砂の粒度組成を調べたり、汚れの指標となる透視度や

COD（パックテスト）を調べました。大きい砂が混じっている場所では砂が鳴かない等、

実感したようでした。 

◆3 回目（11 月 30 日）は下神白海岸で鳴き砂実習をした結果や考察の仕方等についてパ

ワーポイントで説明しました。講義の最後に 4 グループの代表から感想を述べていただき

ましたが、鳴き砂を初めて知ることができて興味を持ったようでした。 

帰りに校長室で来年度の予定を打ち合わせましたが、今回の企画に対しては好評で他の学

科にも広げていって欲しいとのことでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 下神白海岸での現地調査         班毎に分かれての砂の分析に挑戦  

 

◆今後、他の高校へも支援を行う計画があるため、よりよい支援を行うために、講座終

了後に参加した生徒に対しアンケート調査を行いました。結果は、次頁のようでした。 
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＜アンケート調査結果＞ 

［１］第１回目（１１月９日）の（室内）講座について（室内学習～鳴き砂の基礎的な

話）は、参考になりましたか？ 

   １．鳴き砂についての理解が深められた。 ２．あまり参考にならなかった。 

３．その他（                  ） 

  （回答） １＝１６、  ２＝１，  ３＝０ 

［２］第２回目（１１月１６日、海岸での現地調査、室内分析）について 

○海岸での放射線量の調査を行って、どのように感じましたか？ 

１．思っていたより線量が低いと感じた。２．思っていたより線量が高いと思った。 

３．その他（                  ） 

  （回答）１＝１６、  ２＝１、  ３＝０ 

○鳴き砂の調査を行って、どのように感じましたか？ 

１．思っていたより鳴き砂があるので驚いた。 ２．思っていた通りであった。 

３．その他（                  ） 

  （回答）１＝１６、  ２＝０、  ３＝０、  回答なし＝１  

○砂の分析（篩い分け、砂洗浄水のＣＯＤ、透視度）に関して、どのように感じまし

たか？ 

１．楽しかった。２．あまり意味が分からなかった。３．その他       

  （回答）１＝１４、  ２＝１、   

３＝２（貴重な体験ができて勉強になった、透視度が低いと思った） 

［３］今日の講座（11 月 30 日、室内での講座）はどうでしたか？ 

 １．参考になった。 ２．あまり参考にならなかった。 ３．その他 

  （回答）１＝１５、  ２＝１，  ３＝１（グラフがないが分かり易かった） 

［４］今後、海辺での学習をするとしたら、どのような内容の講座を望みますか？ 

   自由にお書き下さい。（回答なしは３名） 

  ・海水や川の放射線量について 

  ・貝殻を調べたい 

  ・鳴き砂を初めて聞いたので、こんなに鳴くなんて驚きました、また、調査したい

と思いました 

  ・下神白海岸は鳴き砂と関係があるのか？（×２名） 

  ・海辺にはどんな生物がいるか（×３名） 

  ・海の放射線量を知りたい 

  ・砂の城をつくる 

  ・砂の粒を調べたいと思う 

  ・今回の鳴き砂の調査はとても楽しかった。鳴き砂を丸いカプセルに入れ、その中

に鉄の玉を入れ振ればなるのかなぁ？ 
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【報告】 

◇◇◇◇◇ ＮＰＯ法人いわき環境研究室の動きから ◇◇◇◇◇ 

 当 NPO いわき環境研究室は、いわき地域環境科学会を母体とした組織です。本年も当

会への御支援、宜しくお願い致します 

 

【１】「あいおいニッセイ同和損害保険（株）」から寄付金をいただきました。 
平成 24 年 11 月 6 日、福島支店いわき支社を通じ

て、90,844 円のご寄付をいただきました。同社から

は、昨年度もご寄付を頂いております。当 NPO で

は、これまで活動の３本柱（地域環境についての調

査研究・政策提言、教育活動、地域環境改善事業）

を中心に事業を推進してきております。今回戴きま

した浄財は、今後の活動に活かさせていただきます。 

 

 

【２】地域環境についての調査研究・政策提言 
① いわき市からの「いわき海岸部の放射線量調査」事業を受託し調査継続中です 

  本調査は、いわき地域環境科学会と連携しながら進めております。今年度は、すでに 

上半期の調査として、勿来海岸の放射線量についてメッシュ調査、定点での放射線濃度

の調査を実施し、報告書を提出したところです。詳細については、当会及びいわき地域

環境科学会の HP に掲載予定です。なお、本年 1～3 月にかけて、四倉海岸の放射線量

調査を実施することにしております。 

 

② 自然エネルギーの活用に向けての動きから 

  ☆平成 24 年 10 月 30 日、EPO 東北主

催の「再生可能エネルギー」につい

ての意見交換会に出席しました

（於：仙台市）。会には、東北６県か

ら 10 団体が参加。市民風力発電（青

森）、バイオ燃料（宮城、山形）、温

泉熱利用（山形）、薪ストーブの取組

み状況（岩手）の報告があり、当会

からは小水力発電に向けての動きに

ついて紹介しました。 

  ☆自然エネルギーには色々な分野がありますが、当会としては、関連団体と連携しな

がら身近に取り組めそうな小水力発電に取り組もうとしております。他地区での実

践例やいわき市内での導入可能性の調査を進めている段階です。今後、他地区の見

学会、いわき地区内の現地調査、講演会等を企画していく予定です。 
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【リレーエッセイ】             

避難生活を経て 

高倉 温子 

 

  今もなお、大きな余震が続きますが、揺れを感じる度にあの東日本大震災のことを思

い出します。 

当時、育児休暇で休職していた私は、福島第一原子力発電所の事故の後、当時五か月だ

った子供を連れて東京に避難しました。親戚の家で過ごした後、旧赤坂プリンスホテルを

経て、最後は浅草のホテルで、仕事に復帰する直前まで過ごしました。 

赤坂プリンスホテルでは、同じように子供連れのお母さん達が福島から大勢避難してき

ていて、皆一様に放射能の目に見えない不安と先の見えない不安を抱え、「いつ戻ります

か？？」「放射能の影響ってどうなんでしょうね？」そんな会話が話題の中心でした。 

慣れない東京で小さい子供を抱えての避難生活は不安が多く、早くいわきに戻りたい、と

ばかり考えていましたが、 

そんな辛い避難生活でしたが、今振り返ると貴重な体験だったと思います。 

避難を受け入れて下さった東京の自治体の方々や、ボランティアの方々が本当に良くして

下さり、子供のこと、生活のこと、精神的にも本当に助けていただきました。 

私は「見ず知らずの私達をこうして力を尽くして助けてくれる・・。他の場所で災害があ

った時、私は被災した人達のために何かしようとしただろうか？」と自問自答しました。 

自分が「被災者」になって初めて、自問自答したのです。 

いわき市へも多くの方々が、自分の時間とお金を使ってボランティアに来て下さいまし

た。このことを何かの形でお返ししたい、と強く思いました。 

それから、東京での避難生活では、炊事場がなく、自分で調理をすることはほとんどあ

りませんでした。出していただいた避難食をいただいたり、外食やお店で買ってきた物を

食べたり。確かに、家事をすることもなく「楽」なのかもしれません。 

ですが、そんな生活は、改めて普段の生活ができることのありがたさを感じさせました。 

震災前には、炊事、洗濯、掃除、と働きながらこなして、「大変だよね～」と思っていまし

た。時には、「全部だれかがやってくれないかな・・」なんてふとどきなことも考えたりし

ました。 

ですが、大変でも、そうした「日常」をこなしながら、自らの力で生活していけることは、

生き生きと暮らしていくためには大切なことなんだ、と感じたのです。 

自立した生活をする、という言葉は、よく障害者が生き生きと暮らしていくために必要だ

と、障害者支援としても耳にもしますが、本当にそのとおりだ、と思いました。 

そんな気づきに加えて、田舎者の私が東京での暮らしを体験できた、というのも貴重な体

験の１つかもしれません。 

今もまだ、大きな余震があり、福島第一原子力発電所も危険な状態が続いています。 

このような体験は確かに貴重な体験でしたが、やはり辛い体験であったことには変わりあ

りません。再びそのような状態にならないことを願うばかりです。 
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【事務局から（２）】 

《会誌「EQUAL」バックナンバー頒布のお知らせ》 

 当会の会誌「EQUAL」は，これまでに第 25 号まで発行してまいりました。事務局では

バックナンバーを保管しておりますが，保管場所の都合から従来のように多量の冊子の保

管が困難となりましたので，このたび希望される会員の皆様に「EQUAL」のバックナン

バーをお譲りすることになりました。つきましては，バックナンバーを御希望される方は

事務局までお知らせ下さい。なお，１つの号につき１冊とさせていただきます。（複数の号

を御希望される方はご相談ください。） 

 

★「EQUAL」バックナンバーの申込方法 

 様式は自由ですが，郵送先の住所・会員氏名・御希望のバックナンバーの号をご記入の

うえ，下記のいずれかの方法で事務局までお申し込みください。お知らせいただきました

個人情報は，会誌「EQUAL」バックナンバー送付の目的以外には使用しません。 

 

○ 郵便による方法 

 〒970-8034 福島県いわき市平上荒川字長尾 30 

  福島工業高等専門学校 地域環境テクノセンター内  

  いわき地域環境科学会事務局 宛て 

○ FAX による方法 

 FAX 番号：0246－46－0843 

○ 電子メールによる方法 

   いわき地域環境科学会事務局メールアドレス： mail@essid.org 

 

 なお，残部の状況によりましては御希望に添うことができない場合もございますので，

あらかじめご了承ください。 
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★編集委員会では、来年度発行予定の"イクォール

26 号"の編集を進めております。 

   特集テーマは、今年度に引き続き、"震災を受

けた地域環境の復元をめざして" です。         

  

★今年も隔月発行で会報をお届けしたいと思いま

す。なお、電子ファイルでの送信でも良いという

会員の方、事務局にお知らせ下さい。 

 

 
 

 


