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「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
いわき市は、南北約 60ｋｍに及ぶ海岸線を有し、白砂青松の砂浜に恵まれています。こ
れらの砂浜には、砂浜を歩くと「きゅっきゅっ」と鳴く所があります。これこそ、全国的
にも数少ない「鳴き砂」です。「鳴き砂」は、汚れに敏感であり、環境汚染のバロメーター
とも言われております。この貴重な「鳴き砂海岸」が、昨年の大震災後、どのようになっ
ているのか、先ずは「鳴き砂海岸」のメッカとなっている豊間海岸を舞台に多くの人達で
調べてみようというのが今回の企画の趣旨です。
今回の企画は、当会と「いわき鳴き砂を守る会」が呼びかけ団体となり、関連団体にも
参加を呼びかけて実行委員会を立ち上げ、行事内容を煮詰めてきたものです。
企画内容は、下記の通りです。多くの方々の参加をお待ちしております。
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日時：11 月 4 日（日）9 時 30 分～15 時
場所：豊間海岸（晴天時）、

集合場所は、豊間海岸駐車場（図参照）

※ 雨天時は、豊間公民館
内容：①豊間海岸の清掃活動
プの作成

→

→

②砂浜の放射線量調査

→

③鳴き砂調査・マッ

昼食（各自持参）→（豊間公民館に移動）→「鳴き砂おもしろ

体験教室」（砂絵の製作、鳴き砂体験等）

＜担当者連絡先：髙木照雄（実行委員会事務局長、電話 090-2020-2784）
橋本孝一（電話 22-2621、ｅｰMail：khashi0823@hotmail.co.jp）＞

図1

開催場所

豊間海岸

図2
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【行事案内】

第 16 回子供環境研究発表会のご案内
当会恒例の子供環境研究発表会を，日本財団の助成を受けて下記の通り開催いたします。
昨年度は，作品を選考する場となっておりました「小学校夏休み児童理科作品展いわき
地区展」が東日本大震災の影響で中止になった関係上，本発表会を開催することができま
せんでしたが，今年度は去る 9 月 8 日に，いわき・ら・ら・ミュウにおいて開催された同
作品展で環境分野の優秀な作品を選出することができました。
発表会では，児童の皆さんからこれらの作品をポスター形式でご発表いただく予定です。
当会会員のみならず多くの皆様方に，この機会に是非小学生児童の皆さんの環境研究をご
覧いただきますよう，発表会へのご参加をお願い申し上げます。
また，本発表会で紹介されるポスターについては，発表会後 11 月 18 日(日)～26 日(月)
の期間，いわき市フラワーセンターにおいて公開展示される予定です。再度，発表ポスタ
ーをご覧いただく機会がありますことをご案内申し上げます。
記
日時

平成 24 年 11 月 17(土)

10：00～12：00

場所

いわき市フラワーセンター

進行次第
開会 10:00

/会長挨拶等

ポスター発表
●前半の部 10：10～10：40 (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

「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

●後半の部 11：00～11：40

講評/表彰

(5 発表)

11:40～11:55

閉会 12：00
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【行事案内】
平成 20 年 9 月第

24 回発表会

発表参加募集のご案内

当会では，いわきの環境に関する情報交換や意見発表の場として毎年発表会を開催して
きました。
この発表会では，自由テーマによる発表と設定テーマによる発表を行います。今年度の
設定テーマは昨年度に引き続き「震災を受けた地域環境の復元をめざして」として，昨年
発生した大震災関連の環境調査や環境改善の取組みについて発表していただきます。なお，
本発表会は日本財団の助成を受けて行われます。
つきましては，下記の日程で発表会を開催いたしますので，どうか奮って発表参加いた
だきますようご案内いたします。
記
1.日時

平成 25 年 1 月 20 日(日)

2.場所

福島工業高等専門学校

13：30～16：50
大会議室

3.発表内容
(1)自由テーマによる発表
いわき地域の自然環境や環境保全対策などに関する調査や研究の成果発表です。
(2)設定テーマによる発表
設定テーマ：「震災を受けた地域環境の復元をめざして」
例えば，
・津波被災後の鳴き砂海岸
・海岸林の防災効果とその利用
・海岸砂浜における放射線量調査
・常緑針葉樹林地分布とその周辺の放射線量の把握
・農地土壌における放射性物質の低減化
・エネルギー課題の克服
・震災後のまちづくり
など，いわき地域における震災関連の環境調査や環境改善の取組みについての発表です。
4.発表方法等
○発表の形式は，パワーポイント等を使用した口頭発表です。
○発表時間は，1 件につき 20 分間（発表 15 分、質疑 5 分）です。
○発表要旨集に掲載する原稿を，A4 サイズで 4 ページ以内にまとめていただきます。
5.発表参加申し込み等
○発表申し込み〆切：12 月 14 日(金)

事務局発表会担当まで発表者名とタイトルをご

連絡ください。
○要旨集原稿提出〆切：平成 24 年 1 月 11 日(金)

原稿は電子ファイルでご提出くださ

い。
6.問合せ・申込み先
いわき地域環境科学会事務局
〒970-8034

(発表会担当；原田)

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，Fax.0246-46-0843，E-mail;harada@fukushima-nct.ac.jp
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【報告】
◇◇◇◇◇

ＮＰＯ法人いわき環境研究室の動きから

◇◇◇◇◇

当研究室の活動の柱の一つとして、自然エネルギーの活用の可能性について取組みを始
めています。今回は、自然エネルギーに関連する他団体主催の行事への参加を中心に報告
します。

◆ 「市民による市民のためのフォーラム『いわき、明日のこと』」への参加
去る 9 月 29 日（土）、いわきワシントンホテルで、標題のフォーラムが開催されまし
た。NPO 法人ザ・ピープル、NPO 法人インデイアン・ヴィレッジ・キャンプ、NPO 法
人ふよう土 2100 が中心となって組織されたコンソーシアム主催で、「いわき市の持続可
能な未来に向けて、市民が主体となった様々な復興まちづくりプロジェクト」の紹介が
ありました。
特に、「いわきコミュニテイ電力プロジェクト」の活動紹介では、ドキュメンタリー映
画「シューナウの想い」が上映されました。ドイツ南西部に位置する小さな町の人達が、
チェルノブイリ原発事故後、子供達の未来を守ろうと百％自然エネルギーの電力会社を
立ち上げるまでの軌跡を描いた作品で、今後、いわき地域で自然エネルギーを進めてい
く上で示唆に富んだ映画でした。また、「いわきコミュニテイ電力」事業の実現にむけて
の取組みの紹介もあり、当研究室でも積極的に活動を進めていく必要性を強く感じまし
た。
◆ 「いわき市環境・エネルギー関連産業ネットワーク会議」が設立されました
いわき市環境・エネルギー関連産業ネットワーク会議が、10 月 23 日いわき産業創造館
で開催されました。地域主導による再生可能エネルギー事業を推進するため、地域の実情
に応じた再生可能エネルギー導入を図ろうとして立ち上げられました。会議ではいくつか
の研究会（環境・エネルギー関連材料とシステム開発研究会、飛灰処理研究会、いわき地
域風力発電ものづくり産業研究会）を立上げており、活動報告がなされました。「福島県沖
浮体式洋上ウインドファーム実証研究事業と風力発電関連産業について」と題して、石原
孟氏（東京大学大学院教授）の講演がありました。いわき沖での洋上風力発電は他地区に〕
比べ、送電網、重量物を荷揚げする港があり、福島県沖の海域は水深 100～200m の大陸
棚があり洋上風力発電に有利であり、地元産業の育成に繋げていく必要があるとの私的が
ありました。
今後、当研究室においては、小規模水力発電の可能性についての検討を中心に、地産地消
のエネルギーの開発・利用をめざし、より具体的な事業展開を進めていきたいと思ってお
ります。関心のある方、ご連絡下さい。
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【報告】
勿来海水浴場来場者に関するアンケート結果集計
平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災による津波と地盤沈下のため、いわき市の沿岸地
帯は大きな被害が発生した。更に、原発事故による放射能汚染もあり、昨年のいわき海
水浴場は全て閉鎖となった。今年度は津波被害及び放射能汚染が比較的少なく、津波発
生時の避難が可能な勿来海水浴場のみがオープンとなったが、来場者は従来の１割程度
と極めて少なかった。来年度には、来場者が増加すること及び他の海水浴場もオープン
できることを期待しているが、その対応の参考として、勿来海水浴場来場者に対し、面
接アンケートを行った。
8 月 8 日(水)と 10 日(金)の 2 回実施し、計 22 グループより下記の回答が得られた。
［１］どこから勿来海水浴場に来られましたか？
１．地元・・４、２．福島県中通り（白河、須賀川、郡山、二本松など）・・１１
３．東京方面・・３、
４．栃木県・・２、
その他・・２
［２］グループの構成、人数は？
１．家族、３～５名・・１６、 ２．友人、２～４名・・６
［３］従来の勿来海水浴場と比べての感想は？
１．閑散としている、海の家などがなくて不便・・約半数
２．海岸（砂）がきれい、ごみが少ない・・４
［４］勿来海水浴場の放射能は気になりますか？
気にしていないが大半であったが、いわき地域は線量が低いので安全と思っている
も多かった。
［５］監視塔に掲示の勿来海水浴場の空間線量を見ましたか？
見たが４グループで、殆どが見ていないであった。（殆どが、掲示板があることを
知らない）
［６］海水浴場内で陸側と渚（海）側のどちらの放射線量が高いと思いますか？ その
理由は？
渚（海）の方が空間線量が高いと思っていた人が半分以上居た。理由としては、山
や陸の方から流れてきた放射能物質が海に溜まるため、海の方が高くなると思っていた。
※実際は、海には海流があり、希釈されるので検出できなく、ほぼ０に近い濃度に
なっている。
※渚付近は０．０６～０．０７μＳｖ／ｈであることを持参していた放射線量計で
示し、更に原発事故前の福島県の空間線量（約０．０４μＳｖ／ｈ）の近くまで低減し
ていることを話すと驚き、安心したとのことであった。
［７］今後のいわき市の海水浴場への要望はありますか？
海の家やシャワーが欲しい。他の（いわきの）海水浴場も開いて欲しい。早く賑や
かになって欲しい。 放射能の正しい情報が欲しい。などの意見があった。
以上がアンケート結果でした。
今年の勿来海水浴場来場者は比較的放射能に過敏でない少数派の人達と考えらが、
それでも放射能への不安を持っているようであった。今後、来場者を増やすには、海水
浴場（海）の空間線量に対する情報をより多く開示し、安心感を持ってもらえることが
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必要と考えられる。
情報開示と平行して、勿来海水浴場施設（海の家、トイレ、シャワーなど）の復旧と
他の海水浴場の開設が必要と考えられる。
また、勿来（いわきの）海水浴場の砂浜が首都圏の海水浴場と比較して、非常にきれ
いであることをアピールすることも必要かと感じた。
【リレーエッセイ】

街路樹と景観
阿部 孝男
テーマはなんでもいいからと言われ安易にリレーエッセイ原稿を引き受けてしまったが、
さて何をテーマにしようかと思案したところ、地域環境と遠からず・・ということで“街路
樹と景観”をテーマにしてみました。
我々の日常的な景観の中に街中や郊外の街路樹がいたるところにあり、街中や郊外の道
路沿いに緑があると見た目もいいし心安らぐことも確かである。
しかし、植えられた樹木の立場になってみると、狭い植樹帯や狭い植樹桝に植えられ、
両側は土木的に舗装の下の土を強度を得るためがっちり締め固められているのである。
これでは道路の沿線に植えられた樹木はたまったものではない。樹木の生長の源である
根っこが思うように伸びるはずもなく、樹木そのものの成長も制限されてしまうのである。
たまたま条件が良く育ってしまうと、“根っこが歩道を持ち上げて歩きにくい”“視界が悪
い”“電線に支障がある”“落ち葉の処理が大変”などの理由で変な剪定がなされたり伐採
されてしまうのである。
普段見慣れている街路景観もよく見てみると、本来大木となるはずのケヤキやクスノキ、
イチョウなどが植えられてから数十年経ってもやせ細っている並木がいたるところにあり、
また、大木となった樹木は本来の樹形をとどめていない。
これは街路樹ばかりでなく、公園や緑地でも同じである。平の市街地中心部を東西約
2km に亘る旧新川敷地（新川東緑地～西緑地）は、市街地中心部にあって豊富な緑量を持
った緑地空間を形成している。５年ぐらい前だったと思うが、再整備計画のために樹木調
査を樹木医さんに依頼したところ、30 年ほど前に植えられた樹木は密集し過ぎ、被圧（密
集した樹木同士が互いに圧迫しあうこと）を受けたり病気が多く、健全な生育をしている
樹木は殆どなく、また、防犯上も決して好ましいものではなかったのである。
外観は緑量豊かで非常に良い景観形成を成しているのだが、人間の身勝手なのだろうか、
日本の国土の狭さ故なのだろうか、植えられた樹木達は非常に苦しんでいるのである。
その後、新川緑地の樹木は健全化すべく半数以上を間引・剪定し、以前とはまた違った
景観形成を成している。
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整備後の新川東緑地

日常的な景観の中に緑や紅葉や花があるというのはいいことである。樹木は人間よりは
るかに長生きするものなのだから、長～い目で見て植える樹木と場所と密度とを考えてい
かなければならく、そして適度な手入れ・管理も忘れてはならないと思う。
話は少し逸れるかも知れないが、昨今街中の景観を良くしようと（景観の理由ばかりで
はないが）電線地中化の工事があちこちで行われている。それはそれで良いのだが、昔の
街の風景・・車道と歩道の区別もなく、車と人と沿道の商店街の賑わいが共存し電柱と電
線のある景観、なぜか私の心に残る景観である。

【事務局から】

会誌"イクォール 26 号" 特集原稿募集のお知らせ
編集委員会では、来年度発行予定の"イクォール 26 号"の準備を進めております。
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。
会員の皆様方からの原稿を募集しております。
内容は、特集テーマに沿っていれば、何でも構いません。
会員の皆様方の日頃の調査・研究成果を元に是非、ご投稿ください。
申し込み要領は、次の通りです。
・刷り上がり 4～6 ページ程度(文字のみの場合、1
ページ当り 2000 字)
・申し込み締切: 12/14(金)迄に、原稿の題名(仮で
も構いません)をお知らせください。

2012.10.29

No.95

発行：いわき地域環境科学会
福島工業高等専門学校

・原稿締切: 3/1(金)

地域環境テクノセンター内

・原稿は、デジタルデータが望ましいのですが、手

〒970‐8034
いわき市平上荒川字長尾30

書きでもかまいません。
デジタルデータの場合、全体の刷り上がりファイ

TEL. 0246（46）0821

ル(ワード等)の他、文章のテキストファイル、図・

FAX. 0246（46）0843

写真の元となる画像ファイル(jpg 等)、表・グラフの

E-mail： mail@essid.org

場合、元となるファイル(xls 等)をそれぞれお送りく

URL：

ださい。

・連絡先: この最終ページに書いてある事務局へご連絡ください。
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http://www.essid.org/

