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【ご案内】 

平成 25 年度 総会・講演会のご案内 

 平成 25 年度の総会および講演会を下記のとおり開催します。 

 講演会では仙台高等専門学校建築デザイン学科准教授の小地沢将之先生をお招きして、

東日本大震災で被災した宮城県の復興に向けた動きや各地域の取り組みなどについてお話

しいただく予定です。会員の皆様におかれましては、総会へのご参加をよろしくお願いい

たします。また、講演会は会員以外の方へも参加を呼びかけておりますので、身近な方を

お誘い合わせのうえ奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。 

記 

1．日時  平成 25 年 5 月 25 日（土） 13：30～16：45 

2．場所  いわき市労働福祉会館 大会議室 

3．内容  総会  13：30～14：30 

   (1) 平成 24 年度事業報告および会計報告，監査報告 

   (2) 平成 25 年度事業計画案および予算案 
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   (3) その他   

     講演会 15：00～16：45 

    講師 小地沢 将之 先生（仙台高等専門学校 建築デザイン学科 准教授） 

4．その他 講演会は一般の方（会員以外）でも聴講できます。参加料は無料です。 

5．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） 

 

◇◇◇◇◇ 関連団体の行事紹介 ◇◇◇◇◇ 

◆７月 7 日（日） 「鳴き砂フェスティバル ｉｎ 勿来」 

 「いわき鳴き砂を守る会」と「いわき地域環境科学会」が呼びかけ団体となり、実行委

員会形式で開催されます。昨年は、豊間海岸を舞台に取り組まれ約 100 名の方が参加され

ました。今年は、福島民友新聞社・福島民報社の協力とトヨタ「AQUA SOCIAL FES!!」の

協賛で大々的に開催する予定です。 尚、参加の申し込みは。いわき鳴き砂を守る会事務

局（電話：090-2020-2784、高木さん）まで。 

 

◆８月１０日（土）、8 月１１日（日） 「磯の観察会」 

 いわき地域環境科学会の主催での事業。午前中は小名浜、三崎公園潮見台近くの三崎前

海岸の磯場での水生生物観察、カニ釣り、海藻採取などを行います。昼食後は場所を近く

の県水産試験場（予定）に移動して、海岸環境の座学、二枚貝による汚水の浄化実験、ウ

ニやヒトデの縄抜けなどを予定しています。尚、問い合わせはいわき地域環境科学会事務

局（連絡先は末ページ記載）まで。（詳細は次回ふぃーるどに掲載予定） 

 

右の写真は、磯場でのカニ釣り風景 

下の写真は、県水産試験場での海藻を 

使っての標本つくり風景です 

 

。 

 

 

 

 

 



いわき地域環境科学会会報「ふぃーるど」 NO.98（2013.5.1） 
 

― 3 ― 

【報告】 

いわき市内 4 高校による鳴き砂環境教育 

 

 いわき海星高校前にある下神白海岸で鳴き砂環境教育があった 4 月 4 日は暴風警報が発

令された前日とは打って変わって晴れて穏やかな日であった。高専連携室に 9 時半に集合

して橋本先生と中西先生の車に引地、諸橋、平川が分乗して 5 人で下神白海岸へ向かった。

到着すると既にいわき鳴き砂を守る会の 3 人が待っていた。 

 海岸では昨日の暴風の影響があって波が非常に高かった。それでも砂が乾いていたので

午後から鳴き砂環境教育を野外で実施することが可能で安心した。メッシュ別に調べるの

で午前中に南北方向に 20ｍ間隔で A～I の標識を付けた 10 本の杭を堤防近くに立てる作

業をした。杭から 5m 間隔で箸を立てる予定であったが、その作業は高校生が歩幅で測定

することにした。 

  やや早い昼食をいわき・ら・らミューで済ませてから小名浜高校へ向かった。玄関前に 

小名浜、平商、平工、勿来工、湯本高の生徒 41 名が集まっていた。4 高校から選ばれた生

徒会の役員で男子生徒より女子生徒のほうがの倍近く多かった。 

 下神白海岸まで歩いて 10 分ほどで到着した。下の写真は下神白海岸の全景である。 

 

海岸で全員を集まって波が高いので波打ち際では気をつけるなど簡単な注意をしてから

41 名を５つの班に分けた。それぞれの班には環境科学会と鳴き砂を守る会の会員を 1～2

名リーダーとして配した。10 本の杭

を目印に堤防から波打ち際まで 5ｍ

間隔で鳴き砂の体験と放射線量の測

定を実施した。波が高かったので海

水が掛かって湿っていた砂では鳴か

なかったが、それでも検鳴器で調べ

て鳴く砂が多くあって、鳴く砂と鳴

かない砂を 5 段階に別けて記録した。

同時に放射線量も調査場所ごとに記

録した。調査しながら鳴く砂と鳴か

ない砂との違いを体で実感したよう

だった。また波打ち際では放射線量
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が 0.04 マイクロシーベルトと防波堤近くの場所より極端に低いこともわかった。生徒の皆

さんも野外で調査すると嬉々とした表情をしていた。海岸に落ちている貝殻の破片を持っ

てきて名前を質問されることもあった。下神白海岸より小名浜高校に戻る前に、参加者及

び支援者全員で記念写真を撮影した。 

   

 歩いて小名浜高校に戻って、今度は教室で橋本先生からパワーポイントで基本的な鳴き

砂の知識の講義を受けた。その後調べた結果について、A2 版用紙にメッシュ別に鳴き砂

階級を色分けにして鳴く場所を明確にした。放射線量もメッシュ別に色分けをして波打ち

際が特に低いことを明らかになった。 

  

最後に班毎に感想を述べていただいた

が、半数ほど鳴き砂の存在すら全くわ

からなかったものが鳴き砂がよく判る

ようになったと好評だった。 

 今回のメッシュ別にワッペンを貼っ

て色分けする方法は良い方法であった。

次回には用紙を 4 倍のＡ１版に 

する計画である。 



いわき地域環境科学会会報「ふぃーるど」 NO.98（2013.5.1） 
 

― 5 ― 

【報告】 

平成 25 年度の日本財団の助成決定 

 

 日本財団から当会の申請事業（「いわき海岸で海の恵みを総合的に学ぶ海洋教育促進」）

が助成対象事業に認定されたとの知らせを頂きました。これで、日本財団からの助成は５

年目を迎えることとなりました。契約内容は、以下の通りです。 

＜事業目的＞ 

 いわき地域の白砂青松の「海岸および海岸林のある浜を海の恵みを総合的に楽しく学べ

る場」として実践的に学び活用することを通して、未来を担う子供たちとその保護者を中

心に海岸環境保全の担い手としての育成・拡大を図る。さらには、いわき市民全体に海岸

環境の保全活動の輪を広げていくことにより、いわき地域の海岸環境を守り育てることを

目的とする。 

＜事業目標＞ 

１． いわき地域の海岸に隣接する学校（小中高校 14 校）において、海岸での学習活動

を通じて、身近にある海岸環境への理解を深めさせる。本目標の具現化・定着化を図

るため、各学校の年間行事の中で、総合学習の一環として「海岸環境学習」の時間が

確保される状況を作る。 

２． 普段、海に接する機会の少ない上中流域の子供たちを対象に、海岸環境学習の機会

を提供し海と川のつながりを体験的に理解させる。2013 年度においては、夏井川上流

域の小中学校１校を対象とし、次年度以降、2013 年度の実施状況を生かしながら、毎

年対象校を増やしていく。 

３． 一般市民を対象とした海岸環境の学習場として「磯の観察会」を実施する。特に、

小さい頃からの体験学習が重要であることから親子での参加を基本とする。また、小

中学校・高校での学習支援に参加した児童・生徒にも積極的に参加してもらう。 

＜事業内容＞ 

１． 総合学習の推進 ～ 市内小中学校（４校）、高校（3 校）を対象に、いわき海岸

において総合学習（漂着ゴミ、磯の生物調査、水質調査、鳴き砂調査等） 

２． 磯の観察会 ～ 8 月 10 日・11 日、いわき三崎前海岸にて実施予定。親子連れを

含む一般市民を対象に磯場の観察（海藻採取、カニ釣り、海岸の地質、海岸植生等） 

３． 海岸調査 ～ 海岸の環境調査（放射線量の測定、地震時等の避難経路の確保等） 

４． シンポジウム等の開催 ～ 市内の公共施設を活用し、海岸調査の活動報告・海岸

環境の総合学習の紹介等を中心に行う。 
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【報告】 

日本財団「春の交流会 2013」に参加して 

 平成２５度も昨年度に引き続き、日本財団より満額の助成を受けることが決まりました。

この助成はいわき地域環境科学会にとって大きなものであり、我々の活動を引き続き推進

するには、目標以上の成果を出すと共に、その活動内容を日本財団に知ってもらう必要が

あると考えています。そのこともあり、去る４月１０日（木）、東京虎ノ門にあるホテルを

会場とする日本財団春の交流会に参加しました。参加者は約４００名と会場に溢れる程

の盛況でした。全国から助成を受けている団体が参加していましたが、圧倒的に東京・

関東が多く、我々が関係する「海洋関係」では、７８団体の内、東北地区では当会だ

けでありました。 

交流会は夕方４時半より受け付け開始が始まり、第１部では主催者（笹川会長）挨

拶と日本財団５０年間の活動紹介、第２部は懇親会がありました。挨拶の中で、助成

金は競艇による他、日本をより良くすることを願う一般人や企業からの寄付によるも

のであることを理解して、助成金を有効に活用して欲しいとの話しがありました。 

懇親会では参加者間の交流と日本財団側窓口の杉浦氏の仲介で海洋関係助成の最高

責任者である海野常務理事との懇談が出来ました。この席で、いわき地域環境科学会

の活動状況を説明し、今後の引き続きの助成を要請しました。 

 杉浦氏の紹介で、オリンピックアスリートである日本ビーチ文化振興会理事長の朝

日健太郎氏や日本ライフセービング協会事務局長上野真宏氏などの皆さんと名刺交換

と懇談することができました。そこで感じたことは、イベントは先ず「楽しくあるべ

き」とのことです。楽しくないと人は集まらないし、二度と来ないということです。

当会の活動でも、役立つ活動と同時に楽しい活動にして行きたいと思っています。 

 その後、海洋関係者だけの２次会があり、そこでより親密な交流を行いました。日

本財団での海洋関係担当者だけでも約１０名おり、それらの方々にも当会の活動状況

を説明できる機会を持てたことは大きな成果と思っています。皆さん方からも当会に

対し、期待をされていることを感じつつ、深夜バスでいわきに戻りました。帰宅した

のは２時前でありましたが、有意義な１日であったと思います。 

左下の写真は第２部懇親会の状況、右下は上野事務局長と名刺交換する橋本会長 
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【リレーエッセイ】 

  

 電気系の学生にとっての「環境工学」 

山田 貴浩 

 私が所属している福島高専電気工学科では，今年度から４年生を対象とした「環境工学」

の授業が約２０年ぶりに“復活”しました。私が学生の頃（平成初期）には，５年生後期

の半年間に１単位分の授業として「環境工学」があり，当会会長の橋本先生や幹事の引地

先生に水環境や大気環境についての講義をしていただいておりました。私の１つ上の学年

の皆さんは，当会副会長の原田先生や顧問の伊藤先生に教わっていたようです。平成５年

度のカリキュラム改訂によって，電気工学科の授業から「環境工学」は無くなってしまっ

たのですが，平成２１年度入学生のカリキュラムから再び「環境工学」が組み込まれるこ

とになりました。すでに授業は始まっていて，私は最初の２回を担当し，環境工学の導入

部分の講義をしました。受講している学生の状況は良好で，興味を持って話を聞いてくれ

ている学生が多いです。 

 電気工学科の学生が「環境工学」について学ぶ意義は多いと思います。まず，私自身も

そうだったのですが，視野が広がります。高専の電気工学科では，電気の専門についての

授業はいくつも受講するのですが，化学や土木に関する専門的なことを学ぶ機会というの

は殆どありませんでした。どうしても自分の専門に凝り固まった頭になってしまいがちで

す。そのため，他分野の専門に関する授業は新鮮な気持ちで受けることができたことを記

憶しています（そして，環境に対する関心が高まり，大学院での研究を経て，現在では当

会の事務局を担当している次第です）。また，電気系の企業であっても，工場から排出され

る物質が周辺の大気や水に影響を及ぼすことを配慮した経営がなされています。実際に発

電所や工場へ見学に行くと，周辺の環境を汚さないための装置を拝見することが多くあり

ます。本校を卒業して企業へ就職した後，環境に配慮のできるエンジニアになってもらう

ために，大気環境や水環境の基礎的な知識を習得することは必要なことであると考えます。

そして，現在の福島の状況を考えると，放射性物質に対する正しい知識を得ておくことも

大切です。空間放射線量や放射線濃度の計測方法や放射性廃棄物の処理についての知識や

技術は，これから福島で暮らしてゆくために，役に立つものになると思います。 

 一方，電気工学科では，種々のセンサを用いて物理量の測定や信号の処理をするシステ

ムを構築するような「モノづくり」に関する授業も展開されています。そこで習得する技

術を，環境に関する情報の測定・処理ができるシステムの開発に応用できると良いと思い

ます。そのためには，ターゲットとなる環境についての知識を得ておく必要があります。

対象とする環境の規模も，地球規模のものなのか，それとも地域特有の環境なのかによっ

て，使用するセンサや開発するシステムも変わってきます。したがって，地球環境の現状

や問題点のほか，当会の名称にも入っている「地域環境」についての学習も必要となりま

す。 
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 さらに，我々の生活に電気は必要不可欠なものとなっていますが，発電方法についての

見直しが進む中，エネルギーの面からみた環境についての知見も必要とされます。この点

については，昨年度から「環境・エネルギー工学概論」という授業が「環境工学」とは別

に開講されていますので，そちらに委ねることになります。 

 こうして考えてみますと，電気系の学生にとって「環境工学」という授業を行う必要性

は極めて高いものであることが分かります。せっかく約２０年ぶりに復活したのですから，

今後も継続して開講されるように，そして学生の将来にとって役に立つ知識や技術を教え

てゆけるよう，授業を担当する我々教員も研鑽に励む必要があることを痛感しています。 

 

◇◇◇◇◇ ＮＰＯ法人いわき環境研究室の動きから ◇◇◇◇◇ 

 

 平成 25 年３月～４月末までの活動内容をお知らせします。 

◆いわき市からの受託事業として、「いわき海岸の放射線量調査」を実施しました。調査対

象となった四倉海岸では、定点観測地点及び海岸全域のメッシュ調査（10m メッシュ）を

行いました。  

 

◆エネルギーの地産地消に向けての動きとして、現在いわき地域環境科学会との連携事業

として、小川江筋等の農業用水路や下水処理場等、いわき市内での活用の可能性について

「小水力発電」を軸に検討しています。今後は、先進地視察や市内の小水力発電候補地の

巡検等を企画しており、今年度は、当 NPO の大きな事業の一つにしていきたいと考えて

おります。 
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