
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市の行政で本格的に環境問題に取り組むことに

なったのは、1990 年 4 月当時の清掃局企画課に異

動になってからです。このころから、「産業公害」に

代わって自動車排ガスによる大気汚染や生活排水

による水質汚濁そして家庭系廃棄物の急増などの

「生活公害」問題が顕在化してきます。あまりのごみ

量の増加により計画していた焼却場の改修が困難

となり、多額の補助金を国庫に返す事態となりまし

た。激怒した新市長は、市民に分別に協力してもら

うため６月「ごみ非常事態宣言」を発します。「分け

れば資源」の始まりでした。 

・1994 年川崎市は市制 70 周年を迎え、1 年間を

通して市民、事業者、行政の連携、協働をスローガ

ンに 160 の記念事業が行われました。「地球市民」

の言葉もこのときから使われました。南北市民の絆

を深めるため、川崎の母なる川「多摩川」との関わり

の深い 30団体を超える市民活動グループの方達と

1 年間イベントを実施しました。参加された方々のこ

の成果を次に繋げたいとの熱い思いから、ヨーロッ

パ発祥の自然と人との係わりを丸ごと野外博物館

にする「多摩川エコミュージアム構想」が生まれます。

その後、国土交通省の協力により 1999 年 4 月「二

ｹ領せせらぎ館」（多摩区宿河原）が誕生し多彩な市

民活動がスタートしました。 

・90 年代後半は、バブルが弾ける中で臨海部の

大規模立地企業は生き残りをかけて生産の縮小や

他地域への機能移転など経営の合理化に努めて

いました。その結果多くの遊休地が発生し、川崎市

としても雇用と税収の面から手をこまねいていられ

なくなり、生まれたのが臨海部企業の不要になった

資源を域内でお互いに有効利用することで、経営に

も環境にも貢献する「資源循環構想」で、1997 年 7

月全国で最初の「第 1 次エコタウン地域」に認証さ

れました。以後、各企業の全国に先駆けた取組み

により、市民の関心だけでなく海外からも多くの人

が視察に訪れるなど、臨海部のイメージの向上に

大きく貢献しています。 

・2010 年 4 月「川崎市地球温暖化対策の推進に

関する条例」が制定、施行されました。それに先立

ち省エネグループの皆さんの活動等に加え「CC 川

崎エコ会議」の発足や「川崎国際環境技術展」の開

催、「低 CO2 川崎パイロットブランド」の創設など全

国の先進的モデルとなる取組みがスタートしました。

なかでも臨海部企業にとり「低ＣＯ２ブランド」は「製

造過程での CO２の削減とそこで培われた環境技術

による貢献」を進める上で、川崎市の産業構造の特

徴を活かした取組みと言えます。臨海部は多様なエ

ネルギー供給基地でもあります。次の時代をにらん

で、水素混合発電への挑戦も始まっています。 

・今年は 11 月から 12 月にかけてパリでＣＯＰ21

が開催されます。我が国は 2030 年までに 2013 年

比 26％削減を目標に会議に臨もうとしていますが、

早々と環境ＮＧＯから３つの「化石賞」（Fossil of Day 

Award）を同時に受賞しました。削減目標の低さに

加えて、途上国に石炭火力発電所を輸出したり資

金の融資をしていることなどの理由によるとのこと

です。川崎市は、「市民自治」のもと世界に誇れる

環境対策を実施してきた自治体です。ぜひＣＯＰ21

の会場でＰＲし、日本の本当の姿をアピールしても

らいたいと思います。      （元川崎市環境局長） 

 

ローカルからグローバルへ－川崎市の環境行政を振り返って－ 
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2015 年度も、6 月 5 日の出前に始まり市内各学

校から、省エネグループへ出前授業の依頼が入っ

ています。メンバー一同、今年も張り切って分りやす

い講義に努める決意をして新年度に臨みました。 

 最初の授業は、「地球温暖化とは？」の内容で、

子ども達も興味津々、真剣に耳を傾けてくれました。

温暖化は何故起こるのか、その仕組みは？、二酸

化炭素もあらゆるところから出ているが、温暖化の

要因の二酸化炭素は、化石燃料由来のものである

こと、それは私たちの生活に密接に関係しているこ

とを知る。そして、今地球で起こっている現象と将来

への影響を理解し、自分たちが何をすべきなのか

の課題を見つけて、調べ授業に取り組み、自分で

取り組めるエコへと繋げて行ってもらうキッカケ作り

の情報を提供する内容にしています。講義だけでは、

集中力は途切れてしまうので、体験を取り入れ、体

験することで更に講義の内容をより理解し行動に移

してもらう組み立てにしています。             

 この他に「節電にみんなで取り組もう」「はっぱは

えらい」のプログラムのオファーも来ており、先生や

子どもたちからは、良く分かったとの感想が出てい

ます。 

体験用には、企業との協働でＴD 社より「火力発

電模型」を借用でき、出前授業時の体験内容を充

実させることが出来るようになりました。実際に稼働

させることによって、仕組みや、二酸化炭素が発生

する事実を見聞きし、理解を深めてもらっています。

授業後のア

ンケートに

は、節電・節

水 の 大 切

さ、ゴミの削

減などたくさ

んの取り組

みが書いて

あり、授業

の効果を実感しています。 

 

今年も２０ヶ所ほどのイベントが予定されており、

これまでは９ヶ所のイベントに参加しました。 

 今年からは定番の手回し発電体験、燃料電池模

型展示に加え、直接子どもたちの手による“クリップ

モーターをつくろう”“身近なもので電池をつくろう” 

“はっぱのはたらきを見てみよう”など子どもも大人

も楽しみながらいろいろ学べる工作や実践の企画

を取り入れています。これらの工作体験では子ども

たちが成果を出すまで熱心に取り組むすがたが印

象的です。 

そのほかあらたな試みとして３月のお彼岸の日に

早野聖地霊園公園で“ソーラークッカー”を使っての

甘酒づくりを行いました。あいにくの曇りがちな天候

だったため、充分な結果は得られませんでしたが、

太陽エネルギーを周知する効果はあったと思いま

す。 

 

 

出前授業～新たに火力発電模型～ 

イベント： 見
み

て！触
ふ

れて！感
か ん

じて！

シリーズは５年目になりました。 

“クリップモーターをつくろう”の取組み情景 

 

“身近なもので電池をつくろう” の取組み情景 

 

火力発電模型 



今年のエコライフ・チャレンジに

は夏期に２４校（生徒数２，２３２

名）、冬期に５校（生徒数６３９名）

とほぼ前年並みの応募がありまし

た。 

今夏も各地で連日のように猛

暑日、熱帯夜が続き熱中症を病

んだ人も過去最高を記録していま

す。また、地球温暖化が一因と云

われている巨大台風の発生や局

地的短時間豪雨などが頻繁に起

こっています。年々厳しさを増す

環境の中で各ご家庭ではどのよ

うに対処し、乗り切られたでしょう

か。今年の結果を次号で報告した

いと思います。 

これまでのキャンペーンで保護

者の方々から寄せられたご意見・

感想のいくつかを紹介しておきま

しょう。 

                                    

猛暑を迎えた今夏、恒例の川崎市地球温暖化防

止活動推進センタ－主催の夏休み自由研究講座が

開催されました。我が省エネグル－プも 7 月 26 日

に 9人のメンバーが「燃料電池を作ろう」のテ－マで

参加しました。 

定員 20名に対して 75人の応募という 3.5倍の抽

選をひきあてた小学校 3 年生から 6 年生までの子

どもたちが保護者と共に参加してくれました。 

今年から燃料電池をより簡潔に理解してもらうた

め、工作に入る前に 15分間プレゼンテ－ションを実

施しました。その説明資料は幼い子供たちにもわか

るように推敲を重ね、又、表現も工夫を重ねて作成

しました。この説明の後、燃料電池の模型を使った

説明はより理解を深めました。 

手回し発電などの体験コ－ナ－で、電気の作り

方の仕組みと省エネの必要性を親子ともども理解し

てもらった上で、いよいよ燃料電池の工作に入りま

した。水の電気分解で発生した水素と酸素を目視で

観察した後、そのエネルギ－を利用してオルゴ－ル

の鳴り響く音色、そして 2 人 1 組になり燃料電池を

直列につないで LEDが瞬間的に点灯する模様に親

子が感嘆の声をあげていました。 

常に時代を先取りし、それを出前講座に取り入れ

間髪いれず実施していくという省エネグル－プの真

骨頂をいかんなく発揮した場でもありました。 

 

エコライフ：みなさんはこの夏の酷暑にどう対処され、乗り切られたでしょう 

今年も夏休み自由研究 大盛況！ 

 

保護者の方々のご意見・感想 

・日常からエコライフには心掛けて暮らしていますが、このように改めて具体的

にメニューを掲げていただくとさらに頑張ろう！と家族でチャレンジしました。暑

い夏も扇風機の活用などで乗り切れると思いました。もちろん熱中症には気を

つけていますが･･･。温暖化の一因であるヒートアイランド現象もエアコンにす

ぐに頼らない！設定温度を調整する！などもう少し皆の考え方を直せば改善

するのではと思います。また、３・１１後は各企業、各家庭で電力を抑えていま

したが、今は３・１１前のように戻っています。若干の不便はあっても｢温暖化ス

トップ｣｢原子力発電ストップ｣に役立つなら、電力などの使用を控えた生活レベ

ルにしても良いと思います。これからも微力ながらエコライフに励みたいと思い

ます。 

・普段の生活習慣を家族全員で見直す良いきっかけとなりました。今後も継続

して行くよう頑張りたいと存じます。 

・節電、資源をムダにせず、有効に使うことのキッカケとしては良い取り組みだ

と思います。温暖化を止めるには、エネルギー発生を抑える＝産業・経済の不

活化につながるお恐れがある=など、様々な角度からエコについて学べればと

思います。 

・今の子ども達が大人になった時、住み心地の良い環境にするために私たち

大人も一緒に勉強していき、実践しなければならないと思いました。 

 



 

 

 

「なりゆき」という言葉をご存知だろうか。私事に

なるが、某出版社で編集一筋に約 40 年を過ごした。

編集の世界ではこの「なりゆき」という言葉がよく使

われた。 

写真のトリミングなどで「左右 30 ミリ×天地なりゆ

き」などと使う。基軸だけを指示し、あとは相手に下

駄を預けてしまうわけだ。昔の印刷所には大ベテラ

ンの職人さんが多く、細かな指定をしなくても、問題

なくうまく行く。 

１０年前会社人を卒業し、さて何をやろうかと考え

て、たどり着いたのが無農薬・有機栽培である。厚

木の隣・愛川町で、畝の立て方から肥料の与え方、

棚の組み方など、地元のご隠居から手取り足取り

教えていただいた。 

そのご隠居の言葉。「オラァ、五十年百姓をやっ

てるけんどよォ、テェしたことねェよ。たった五十回し

か経験がネェんだから」。自然と向き合ってきた人

の至言だろう。 

これと併行して、ヤマユリの保存運動に加わった。

菜園仲間には「な

にかィ、今度はユリ

の根を喰うのかィ」

と揶揄されたが、

始めてみるとその

奥深さに圧倒され

た。９年目を迎えた

が、こうすればうま

く行くという回答が

見つからないので

ある。 

物の本には、ヤマユリの適地は半日蔭の斜面で、

水はけのいい痩せ地だとある。そうした場所を選び、

せっせと球根を植えてみるが、うまく行く場合と全滅

の場合とがある。これと真逆の日差しギンギンの平

坦地でも、立派な自生ヤマユリが顔を出していたり

する。 

 “何なんだこれは!?”と思うこと多々である。だが待

てよ、これこそが自然と向き合うということなのかも

しれない。そして、偉大な自然には「なりゆ

き」でお任せしようではないかと思っている

今日この頃であります。 

 と、ここまで書いてきて、はてこの原稿の

テーマは何だっけ？ へッ！”私のエコ体験” 

ぜ～んぜん違うじゃん。 

賢明なる読者のみなさん、平にご容赦を。

どうか「なりゆき」でご理解ください。 

 

―ご意見をお寄せくださいー 

  本紙に対する、ご意見、ご要望、ご感想、更には皆様のエコ情報・体験などを下記へお寄せください。 

皆様と共に、地球環境を維持するため、「楽しく、かっこよく、得する」エコを実践していきたいと思っています。 
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なりゆき   麻生ヤマユリ植栽普及会会長 高橋 雄介 私のエコ体験

講演会 
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