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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 梅島　秀哉

　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。
　私は昨年４月、鈴木前会長より会長職を引き
継ぎましたJFE条鋼㈱東部製造所の梅島です。
　私は北海道釧路市生まれで、未だに実家は釧
路にあります。昨年久々に長男夫婦の案内を兼
ねて釧路湿原展望台を訪問してみました。日本
とは思えないあたかもアフリカのサバンナのよ
うな風景に埼玉県川越市出身の長男の嫁が、大
変感動しておりました。
　釧路湿原は、北海道釧路平野に位置する日本
最大の湿原です。面積18,290ha（東京都心の山
手線内の広さと同じくらい）。多くの鳥類の繁
殖地・休息地となっています。特にタンチョウ
の夏季繁殖地が湿原を含む道東各地に広がって
いて、冬には釧路湿原へ戻ってきて越冬します。
また、日本最大の淡水魚であるイトウ（サケ科）
やキタサンショウウオなどの希少な動物も多く、
貴重な自然の残る領域です。1980年に日本初の
ラムサール条約締結後、1987年に釧路湿原国立
公園ともなりました。今は観光する方も増えた
ものの、私が幼少の頃でも農作地にも適さない
不毛の土地として、盛んに河川改修・地盤改良
工事が行われておりました。土地の乾燥化と河
川の直線化により農地化を進め、湿原が毎年の
ように縮小しておりました。その結果、国の特
別天然記念物のタンチョウ鶴が一時は絶滅の危
機に直面し、大正時代には絶滅したと思われて
いました。しかし大正時代末期の1924年に、北
海道東部の釧路湿原で十数羽が再発見され、そ
の後の釧路市丹頂鶴自然公園での繁殖や冬期の
えさやり、湿原保護などの保護活動や給餌活動
が行われるようになったことで現在は千羽を超
えるまで数が回復しています。現在は湿原の開
発よりも保全に目が向けられており、湿原内で
は国土交通省や環境省等により「釧路湿原自然
再生プロジェクト」による自然再生事業が行わ

れております。釧路湿原を対象として自然再生
推進法に基づく自然再生事業が数ヶ所で行われ
ています。主な事業として、湿原上流部におい
て直線化された釧路川流路を再蛇行化させ自然
環境の復元を図る事業や、森林、湿原、河川、
湖沼と連続的につながる生態系の復元を図る事
業が行われています。流域に残された良好な自
然の保全をまず優先させながら、それに加えて
周辺の劣化した生態系の復元、修復を進めるこ
とにより、健全な湿原生態系を回復しようとい
う試みです。
　以前は人が住めるようにあるいは住みやすい
ように自然を破壊することが行われていました
が、近年はこのように保護あるいは原状回復事
業により以前の姿に戻そうという動きが見られ
ます。
　原始の姿を留めている手つかずの自然それ自
体が観光資源となり、観光客の増加にもつなが
り、観光収入も増えています。
　2016年にはこんなこともありました。通常は
台風に縁のない北海道の東部に台風が4回も襲来
し、中でも台風11号が釧路湿原の真上を通過し
ていったために大雨が降りました。
　しかしながら、幸いにも洪水にはならず、釧
路市は守られました。それは釧路湿原が強大な
調整池の役割を果たしたからとも言われていま
す。ただ人間に便利なように自然を破壊するこ
とではなく、自然とともに共生することが大切
であることを思い知らされる出来事でした。私
たち三郷市環境保全協力会も三郷に事業活動の
拠点を置く企業として同様に地域の自然あるい
は社会との共生を目指したいと思った次第です。
　今年も当協力会の事業活動に対し、会員企業
をはじめ市民の皆様方のご理解とご協力をよろ
しくお願い致します。

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

釧路湿原サテライト展望台より
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◆平成29年度みさと緑のカーテン事業　＜平成29年５月24日（水）＞
　場所：三郷市役所�南側�市民広場
　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（P７参照）

◆第１回役員会　＜平成29年６月22日（木）＞
　場所：三郷市役所�第一委員会室
　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12回第二大場川浮遊ゴミ等回収大作戦　
　　　　　　　　　　　　＜平成29年７月15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　734名
　　　　　参加会員事業所数　�　��19社）

◆講習会　＜平成29年８月21日（月）＞
　場所：三郷市役所�207会議室　
　講師：平井　博彦　氏、清水　礼二　氏
　　　　（川田工業　株式会社）　
　内容：「屋上緑化システムについて」　　　　　　　
��　　　�「地中熱ヒートポンプシステムについて」
　　　　「太陽光発電の今後の課題について」　　

◆定期総会／懇親会　＜平成29年４月14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28年度事業報告について
　　　　②平成28年度収支決算報告について　
　　　　③平成29年度30年度役員改選（案）について
　　　　④平成29年度事業計画（案）について　　
　　　　⑤平成29年度収支予算（案）について

【みさと緑のカーテン事業の贈呈式】

【講習会の様子】

平成29年度事業報告

○懇親会
　場所：鮨駒
　来賓：三郷市長
　　　　　　木津�雅晟　様
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◆第２回役員会　＜平成29年８月21日（月）＞
　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2017　
　　　　　　　　＜平成29年９月24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29年10月27日（金）＞
　内容：下記事業所の施設見学等
　　　　○武甲酒蔵株式会社
　　　　　事業概要：酒蔵・販売
　　　　○環境学習施設　吉田元気村
　　　　　事業概要：木質バイオマス発電施設・てんぷら油リサイクル施設等

◆第３回役員会　＜平成29年12月14日（木）＞
　場所：三郷市役所�大会議室
　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新春懇談会について
������　���④啓発事業について

【ブルーベリー苗の配布】

【武甲酒蔵株式会社　酒蔵見学】

【三郷市環境保全協力会賞
　　新和小学校　佐々木　優衣　さん】
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◆新春懇談会　＜平成30年１月26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30年２月27日（火）＞
　場所：�三郷市役所�第二委員会室�������������������������������������������
　議事：①平成30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

　環境保全に関する取り組みや功績が評価され、平成29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表彰とは、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�《株式会社ダスキンプロダクト東関東》様が表彰されました。

（受賞日：平成29年５月11日（木））

埼玉県環境保全連絡協議会表彰の受賞報告

株式会社ダスキンプロダクト東関東：写真手前右端
　　　　（東　芳朗　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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会員事業所　一覧

※啓発リーフレット 裏面

　三郷市が、昭和47年５月３日に埼玉県内37
番目の市として市制を施行し、平成29年で45
周年を迎えたことを記念し、平成29年５月21
日（日）に「三郷市市制施行45周年記念式
典」が開催され、市に対し尽力いたしました、
249名、100団体の皆様に感謝状が贈呈されま
した。

　当協力会が、東日本大震災において被災し
た福島県双葉郡広野町の避難者を受け入れた
際、避難者支援として市へ寄付を行ったこと
や市の環境関連事業・イベント等に参加・協
力し、環境保全に貢献をしていることへの感
謝の意が示され、「公益功労」と「自治功労」
の２つの部門で三郷市より感謝状をいただき
ました。

三郷市市制施行45周年記念式典の受賞報告

○感謝状　「自治功労」 ○感謝状　「公益功労」
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　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。
※ホームページでカラー版がご覧になれます。
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緑のカーテンコンテスト受賞作品 ※これらは受賞作品の一部です。

u22349


u22349


u22349


u22349
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　●定期通常総会
　　平成30年４月
　　　平成29年度事業報告／決算及び
　　　平成30年度事業計画／予算等について

　●役員会
　　≪第１回≫　平成30年６月
　　　環境イベント、啓発事業等について
　　≪第２回≫　平成30年８月
　　　環境イベント、視察研修会等について
　　≪第３回≫　平成30年12月
　　　環境だより、新春懇談会等について
　　≪第４回≫　平成31年２月
　　　平成31年度定期総会等について

　●講習会
　　平成30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30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30年５月27日（日）
　　≪第二大場川浮遊ゴミ等回収大作戦≫
　　　平成30年７月21日（土）
　　≪環境フェスタみさと2018≫
　　���平成30年９月29日（土）

○食品ロスの削減につながる容器包装の高機能
化事例集を公表
　農林水産省は、食品ロスの削減につながる容
器包装の高機能化に関する事例を集め、鮮度保
持、賞味期限の延長等の区分を以下のＨＰで公
開しています。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/
youki/index.html#kokinoka_jirei

○COOL CHOICE ～地球のための「賢い選択」～
　「COOL�CHOICE」とは2030年度の温室効果
ガス排出量を2013年度比で26％削減することを
目標に、省エネ・低炭素型の製品・サービス・
行動など、地球温暖化対策や快適な生活につな
がるあらゆる「賢い選択」を促すための国民運
動です。
　温暖化対策は、社会を構成する全員が連携す
る必要があります。皆
さんもこの機会にぜ
ひ、参加しましょう。
https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/
about/

 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、ス
ムーズに事業を実施す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30年度 事業スケジュール 環境ニュース


