
公害防止　環境保全　人命尊重

三郷市環境保全協力会

三郷市立後谷小学校　緑のカーテン

◦会長あいさつ………………………………………………………２
○平成28年度事業報告………………………………………………３
○環境保全に関する表彰の受賞報告………………………………５
○ホームページを開設しました！／会員事業所　一覧…………６
○緑のカーテンコンテスト受賞作品………………………………７
○事務局からのお知らせ……………………………………………８

Volume

46号
平成29年3月31日

発行

題  字：三郷市長 　木津雅晟



2 みさと市環境だよりVol.46

三郷市環境保全協力会

JFE条鋼㈱東日本工場東部製造所

会  長 鈴木　伸二

　会員企業の皆様におかれましては日頃より当
会の活動にご理解並びにご協力頂き、誠に有り
難うございます。
　また三郷市民の皆様には常日頃から私ども地
元企業をご愛顧頂くと共に、事業活動にご理解
ご協力を頂き、この紙面を借りて御礼申し上げ
ます。
　昨年に引き続きこの挨拶文を寄稿する季節と
なりました。「春は名のみの風の寒さよ　谷の鶯
歌を思えど　時にあらずと声を立てず　時にあ
らずと声を立てず」。唱歌『早

そ う

春
しゅん

賦
ふ

』の一番です
が、今この原稿を書いているのはまさに２月上
旬、立春を過ぎたとは言えまだまだ朝晩の寒さ
が身にしみる時期です。そしてこの冊子が皆様
のお手許に届く頃には春爛漫の季節が訪れてい
ることでしょう。四季のある日本に生まれてき
て、本当に良かったと思います。
　さて、環境問題は地球規模の大きなテーマか
ら市町村レベル、さらには個人レベルの小さな
事象まで非常に幅広く多岐に亘っています。今
日は立場上環境問題に詳しいはずの私自身が自
分の無知を恥じることとなったある経験を、皆
様にご紹介したいと思います。
　私は１年を通しプライベートで栃木県の那須
高原を度々訪れています。那須温泉郷や那須御
用邸で有名な那須高原は那須茶臼岳の南斜面
に緩やかに広がるエリアで、中心部の標高は
1,050m。ブナやクヌギと言った落葉広葉樹林帯
に牧場や遊園地、美術館、別荘地が点在する自
然環境に恵まれた観光地です。
　先日、那須高原に住む知人から招待を受け、
彼の『赤毛のアンの家』風の山荘にお邪魔した
時の事です。季節は厳冬期で周囲にはうっすら
と雪が積もっていましたが、リビングに通され
た時そこは柔らかい暖かさに包まれた別世界で
した。まっ先に目に入ったのはチラチラと赤い
炎が燃える薪ストーブでした。薪ストーブは本
体の発熱と天井に伸びる煙突からの輻射熱で家
全体を暖める他、炎が発する遠赤外線効果によ
り体の芯から暖まる寒冷地に最適の暖房器具と

言えます。燃料の薪が地元で容易に調達できる
のも大きなメリットです。
　しかしその時、ある疑念が私の脳裏をよぎり
ました。それは「薪→森林伐採→自然破壊&地
球温暖化」というマイナスイメージでした。森
林伐採というと、焼畑などにより全世界で毎年
520万haの熱帯雨林が消失・砂漠化している切実
な問題に思い当たります。
　そこで知人に質問しました。「薪ストーブって
CO₂を排出するし、木を切り倒すわけだから自
然に優しくないのではないですか？！」と。す
るとその知人は、待ってましたとばかりに私に

『カーボンニュートラル』という概念を教えてく
れたのです。
　簡単に言うと、「何かを生産したり一連の人為
的活動を行なった際、排出される二酸化炭素と
吸収される二酸化炭素が同じ量である」という
意味だそうです。薪ストーブの例で言うと、「薪
を燃やして排出されるCO₂の量は、その木が成
長する過程で光合成を通じて吸収したCO₂の量
とイコールである」ということです。右下の概
念図をご参照下さい。
　昨今、化石燃料に代わる新エネルギーとして
注目されるバイオマス発電が、まさにこの理論
から地球環境に優しいと言われるのを、恥ずか
しながら私はこの時初めて知りました。
　燃料に間伐材を活用する薪ストーブは、暖房
効率が高い上に地球環境にも優しい何と素晴ら
しい暖房器具であるか！いつか自分も薪ストー
ブがある家に住みたい！と思った次第ですが、
後で自分なりに調べたところ、やはり課題もあ
るようです。
　例えば、植物系の燃料を使う際に、伐採や加工、
輸送の為に化石燃料を使えばCO₂排出量は上回
る（増える）ことになる。またカーボンニュー
トラルを持続的なサイクルとするには、森林や
農場を適切に管理して植物の栽培や育成を維持
することが必要である。前述した焼畑のように
焼き払って終わりではダメということです。
　本日は、私が環境問題は意外と身近にありな
がら実際は奥が深いテーマであると実感した、
知人宅でのある体験をご紹介しました。

会長あいさつ

三郷市環境保全協力会
会長 鈴木 伸二
JFE 条鋼㈱東部製造所

概念図
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◆平成28年度みさと緑のカーテン事業　＜平成28年５月24日（火）＞
　場所：三郷市役所 南側駐車場
　内容：ゴーヤ苗の寄贈（市内小中学校へゴーヤ苗、約800苗を寄贈）
　　　　※寄贈した苗は学校で大切に育てられています（P ７参照）

◆第１回役員会　＜平成28年６月23日（木）＞
　場所：三郷市役所 第三委員会室
　議事：①環境に関する講習会について　　　　　　　　　　　
　　　　②視察研修会について
　　　　③啓発事業について

◆第11回第二大場川浮遊ゴミ等回収大作戦　
　　　　　　　　　　　　＜平成28年７月16日（土）＞
　場所：市内第二大場川流域
　内容：清掃活動へ参加
　　　　（イベント全体参加者数　709名
　　　　　参加会員事業所数　 　  20社）

◆講習会　＜平成28年８月23日（火）＞
　場所：三郷市役所 207会議室　
　講師：木村　浩　氏
　　　　（特定非営利活動法人パブリック・アウトリーチ）　
　内容：危機・災害時の人間心理と行動

◆定期総会／懇親会　＜平成28年４月15日（金）＞
○定期総会　
　場所：三郷市役所 農業委員会議室
　議事：①平成27年度事業報告について
　　　　②平成27年度収支決算報告について　
　　　　③平成28年度事業計画（案）について
　　　　④平成28年度収支予算（案）について

【みさと緑のカーテン事業の様子】

【講習会の様子】

平成28年度事業報告

○懇親会
　場所：魚惣
　来賓：三郷市長
　　　　　　木津 雅晟　様
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◆第２回役員会　＜平成28年８月23日（火）＞
　場所：三郷市役所 207会議室　 
　議事：①視察研修会について　　　　　　　　　　
　　　   ②啓発事業について

◆環境フェスタみさと2016　
　　　　　　　　＜平成28年９月25日（日）＞
　場所：三郷市役所 南側駐車場及び勤労者体育館
　内容：①環境イベントブースへの出展（会員事業所）　　
　　　　②児童・生徒環境ポスターコンクール　冠賞協賛
　　　　③ブルーベリー苗の提供
　　　　　（イベント時配布用として400苗を提供）

◆視察研修会　＜平成28年10月28日（金）＞
　内容：下記事業所の施設見学等
　　　　○株式会社ＭＩＫＡＭＩ
　　　　　事業概要：自動車・医療機器等の金属加工　等
　　　　○鶴見製紙株式会社
　　　　　事業概要：機密書類溶解処理、トイレットペーパー製造

◆第３回役員会　＜平成28年12月15日（木）＞
　場所：三郷市役所 第一委員会室
　議事：①環境保全優良事業所表彰の推薦について　　
　　　　②「環境だより」の発行について
　　　　③平成29年度事業計画（素案）について　　 　　
　　　　④新春懇談会について
　　　　⑤啓発事業について

【ブルーベリー苗の配布】

【株式会社MIKAMI　工場見学】

【三郷市環境保全協力会賞　　　　
　　鷹野小学校　佐藤　麻理　さん】
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◆新春懇談会　＜平成29年１月27日（金）＞
　場所：鈴家
　来賓：三郷市長　木津　雅晟　様

◆第４回役員会　＜平成29年２月28日（火）＞
　場所：三郷市役所 農業委員会議室                                           
　議事：①平成29年度総会の開催及び提案議案について　　
　　　　②「みさと市環境だより」の発行について

◆メッセージプレート付き記念植樹　＜平成29年３月30日（木）＞
　場所：インター南中央公園
　内容：三郷市マイツリー事業への応募（樹木の購入及び記念植樹）

　環境保全に関する取り組みや功績が評価され、平成28年度は、埼玉県環境保全連絡協議会から当協力
会の会員１事業所が表彰されました。このような栄えある賞を受賞されましたことは、熱心に活動を続
けている他の事業所各位の大きな励みとなることと思います。受賞された事業所様に心よりお祝い申し
上げます。
  埼玉県環境保全連絡協議会賞とは、協議会及び環境保全に功績のあった功労者並びに事業所を表彰する
もので、環境保全優良事業所として ≪ 前田道路株式会社北東京合材工場 ≫ 様が表彰されました。（受賞
日：平成28年５月11日（水））

埼玉県環境保全連絡協議会表彰の受賞報告

前田道路株式会社北東京合材工場：写真下段右端
（原田　哲夫　氏）

【新春懇談会の様子】

◇ 環境保全に関する表彰の受賞報告
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ホームページを開設しました！

　会のPR活動の一環といたしまして、このたび、ホームページを開設すること
となりました！下記URLもしくは右記QRコードにて、アクセス可能ですので、
ぜひご覧ください！
　　≪ https://www.city.misato.lg.jp/7847.htm ≫

↑ H28 作成 啓発リーフレット 表面

↑ ホームページトップ画面

※ ホームページにて拡大版がご覧にな
れます！

三郷市ホームページから、「暮らしの情報」→「ゴミの出し方･環境」→「自
然環境への取り組み」→「三郷市環境保全協力会」でもアクセス可能です！

会員事業所　一覧

※啓発リーフレット 裏面
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※ホームページでカラー版がご覧になれます。

　当会は、三郷市の緑のカーテン事業に協力し、毎年、市内の小中
学校にゴーヤ苗をプレゼントしています。苗は大切に育てられ、で
きあがった緑のカーテンは夏の省エネルギー対策や景観向上に役
立っています。また、育てられた緑のカーテンが三郷市で開催され
た「緑のカーテンコンテスト」にて表彰されています！

緑のカーテンコンテスト
受賞作品

↓
新
和
小
学
校

↓
前
間
小
学
校

↓
後
谷
小
学
校

↓
彦
成
小
学
校
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　●定期通常総会
　　平成29年４月14日（金）
　　　平成28年度事業報告／決算及び
　　　平成29年度事業計画／予算等について
　　　役員改選等について

　●役員会
　　≪第１回≫ 平成29年６月
　　　環境イベント、啓発事業等について
　　≪第２回≫ 平成29年８月
　　　環境イベント、視察研修会等について
　　≪第３回≫ 平成29年12月
　　　環境だより、新春懇談会等について
　　≪第４回≫ 平成30年２月
　　　平成30年度定期総会等について

　●講習会
　　平成29年８月（予定）
　　 講習内容につきましては、アンケート調査

を実施しますので、ご希望をお寄せくださ
い。

　●視察研修会
　　平成29年10月（予定）
　　 視察先につきましては、アンケート調査を

実施しますので、ご希望をお寄せください。

　●環境保全/啓発イベント
　　≪市内一斉清掃≫
　　　平成29年５月28日（日）
　　≪第二大場川浮遊ゴミ等回収大作戦≫
　　　平成29年７月15日（土）
　　≪環境フェスタみさと2017≫
　　　平成29年９月24日（日）

○�ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物の適正な
処理の推進に関する特別措置法が改正

　（施行日：平成28年８月１日）
改正のポイント
　  PCB廃棄物だけでなく、使用中の高濃度PCB

使用製品に対しても、所有事業者に処分期間
内に廃棄することが義務付けられた。

※ 古い電気機器（高圧変圧器、高圧コンデンサー、
安定器等）を使用している場合、その機器が
高濃度PCB使用製品に該当するか確認し、必
要な措置を講じる必要があります。

○日本も「パリ協定」を批准、加速するLED化
　 国は、温室効果ガスの排出抑制等のため、地

球温暖化対策計画において、「LED等の高効
率照明を、2020年までにフローで100％、2030
年までにストックで100％普及することを目指
す」としている。照明器具製造メーカー大手
はすでに、従来型の住宅向け蛍光灯具の生産
を終了しているが、2018年度中に従来型のオ
フィス向け蛍光灯具の生産からも完全撤退す
ることを発表した。

 事務局からのお知らせ

編 集 後 記
　今年度も会員事業所様にご協力いただき、新
たにホームページやリーフレットの作成等、啓
発活動に力をいれることができました。ありが
とうございました。来年度も引き続きご協力の
ほど、よろしくお願いいたします。

発　行／三郷市環境保全協力会
事務局／三郷市クリーンライフ課
〒341-8501三郷市花和田648-1
TEL 048-930-7715(直通)

平成29年度 事業スケジュール 環境ニュース

廃棄物の種類 埼玉県における処分期間
変圧器・コンデンサー 平成34年３月31日まで

安定器・汚染物等 平成35年３月31日まで


