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海蔵川探検隊・うみくら

発見、足元の大きな自然！
我 々 う み くら は 、 四 日市 市 の ほ ぼ中 心 部 を 流れ る 海 蔵
川で活動しています。

かいぞうがわたんけんたい

海蔵川といえば国道１号線付近の桜並木が有名です
が、実はその足元を流れる川には四日市でも有数の生き
物の宝我々うみくらは、四日市市のほぼ中心部を流れる海蔵
庫になっています。その海蔵川の自然に親しみ、
川を愛川で活動しています。
し、そして自然を守りたいとの想いから野鳥や川
海蔵川といえば国道１号線付近の桜並木が有名ですが、
その足元を流れる川には四日市でも有数の生き物の宝
る人た庫になっています。その海蔵川の自然に親しみ、自然
ちが集まって平成１７年に「海蔵川探検隊・うみ
くら」を守りたいとの思いから平成１７年に「海蔵川探検
は発足しました。
隊・うみくら」は発足しました。隊員には野鳥や川の
中でも
、 主な 活 動 地 であ る 代 官 橋か ら 御 館 橋に か け て
生き物などそれぞれの分野にくわしく、自然に興味の
の中流ある人たちが集まっています。
域は、市街地からさほど離れていないのも関わら
ず今尚中でも、主な活動地である代官橋から御館橋にかけて
自然が色濃く残る大変すばらしい場所です。
の中流域は、市街地からさほど離れていないのも関わ
主な活
動は、地元の自然を一人でも多くの人に知って
らず今尚自然が色濃く残る大変すばらしい場所です。
いただ主な活動は、地元の自然を一人でも多くの人に知って
くため自然観察会やこの川の生物相の多さを実
いただくため自然観察会やこの川の生物相の多さを実
感する野鳥観察会を開催しております。
感する野鳥観察会を開催しております。
また、
魚類と水生昆虫の調査、ならびに堰が回遊性の
また、魚類と水生昆虫の調査、ならびに堰が回遊性の
魚に与魚に与える影響について年に４回調査しています。
える影響について年に４回調査しています。
流域の小学校総合学習支援として、海蔵川の生き物観
流域の
小学校総合学習支援として、海蔵川の生き物観
察会を通し子供達が川と触れ合える貴重な時間をサ
察 会 をポートしています。
通し子供達が川と触れ合える貴重な時間をサポ

四日市ダンボールコンポストの会

海蔵川探検隊・うみくら

の生き物などそれぞれの分野に詳しく自然に興味のあ

うみくらホームページで、イベントの案内や
うみくらホームページで、イベントの案内や
活動紹介をしていますので、ご覧ください。
活動紹介をしていますので、ご覧ください。
http://www.geocities.jp/umikura17
http://www.geocities.jp/umikura17

生ごみを堆肥にするには、電気式の生ごみ処理機や
土に直接うめるなど、いろんな方法がありますが、
ダンボールを使って堆肥にしようというのがダン
ボールコンポストです。
ダンボールコンポストは、ダンボールの中の基材（もみ
殻くん炭とピートモス）に、毎日生ごみを入れてい
くだけ。電気代もかからず初期費用も安いので比較
的簡単に始められます。また、野菜くずから魚のあ
ら、残飯となんでも入れることができて、臭いもあ
まりないため、庭のない集合住宅でも使用できます。
土に埋めるより早く分解が進み、夏であれば３日ほ
どで分解されます。
ダンボールコンポストの会は、四日市市でダンボー
ルコンポストを広めようと、市民センターなどに協
力を依頼して、使い方を説明する２回連続の講座を
開催しています。
１回の基材で、４人家族の約３ヶ月分の生ごみを処
理することができ、３ヶ月ごとにダンボール１箱分
の堆肥ができます。
活動は、農業センター内の温室（赤水町）を拠点に
しています。

基材の価格をできるだ
け安くするため、材料
を大袋で購入して、小
分けするなどの作業を
しています。
また、毎月第２木曜日
の１０～１１時に、相
談会をおこなっています。興味のある方は、お気軽に
お越しください。
市内で５人以上集まれば、
説明に伺います。
ご希望の方は学習センターまで

ートしています。

この美しく豊かな自然を
後世に残していくため、

１回目

魚のアラとかサンマの
骨を入れると臭ったり、
虫がよって来たりしない
かしら・・・

また一人でも多くの人に

生の魚を入れる場合は、熱湯
をかけてから入れると臭い
が軽減され分解も速いんで
す。骨は肥料になったとき
リン酸としていいんですよ。

お問い合わせください。
２回目

知ってもらうため、うみ
くらは活動しています。

１ヶ月たったら、
をしましょう。
基材を全部出して、また箱に
戻します。

使用中のコンポストを持ち込み、
できた堆肥を実際に見て、匂いや状態を

3083万台

CO2
CO2

万ｔ

ｇ

四日市市では、『ごみガイドブック』という冊子を
発行しています。
捨てたいごみが何ごみかを調べたり、資源の出し方
も詳しく載っていますので、ぜひご活用ください。
ごみガイドブックは、英語、中国語、スペイン語、
ポルトガル語、タガログ語版もあります。
ごみの分別は、最終処分されるごみを減らすための
第１歩。活かせる資源を分別して、リサイクルに協
力しましょう！

つめ替え製品を使おう！

レジ袋を断ろう！

お買い物や食事、捨てる時など
入手方法

日常生活のちょっとした工夫で、

市役所生活環境課または、各地区市民センターへ！

ごみを減らすことができます。

市役所のホームページからダウンロードもできます
http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/menu73952.html

みなさんも、１つでも取り組んで
食べ残しを減らそう！

生ごみの水分を切ろう！

修理してみよう！

使えるものは活用しよう！

みてくださいね！

捨てちゃうのは
もったいない！

小型家電とは？

小型家電を動かす電子基板には、金
や銀、埋蔵量の少ないレアメタル
（パラジウム、タンタルなど）など
の有用金属がたくさん使われてい
ます。

電源や充電器、電池などを使う製品を小型家電と呼びます
タル
デジメラ
カ

ム
ゲー
機

電話
ＦＡＸ

分別しよう！

などなど

レアメタルを入手するために環境破壊が行われています
土や岩石に含まれているわずかなレアメタルを売る
ために、森林伐採が進み、公害（有害な触媒を使う
ことによる大気汚染や水質汚濁）も発生しています。

３４０ｇ

金（IC,カメラなど）

使わなくなった小型家電から、レアメタルが取り出せます
日本全体で 1 年間に捨てられる小型家電は約 65 万 t。その中にふくま
れるレアメタルなどの有用金属を金額に換算すると、約 844 億円にな
ります。（環境省「平成 24 年版 図で見る環境・循環型社会・生物多様性白書」より）

2013 年 4 月、小型家電リサイクル法が施行されました
普及している小型家電を集めてリサイクルすれば、眠った資源の活用が
できる上に、ごみ処理量も減り、輸入に依存しているレアメタルの自給
に繋がります。処理できる認可を持った事業者がまだ少ないため、四日
市市ふくめ各市町村ではこれから取り組み始める予定です。

パラジウム（コンデンサ）

１，１１０ｇ

銀（コンデンサなど）

１，４００ｇ

マイ箸

マイハンカチ

マイバック

タンタル（コンデンサ） ２，５９０ｇ
ネオジム（モーター）

３，８７０ｇ

環境省中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会（第 48 回）資料
より作成

携帯電話は各携帯会社
で回収しています。
家で眠っている携帯は
今すぐリサイクル！

氷河を溶かしたり異常気象を起こすということで知ら
れている、地球温暖化。地球温暖化を進めるＣＯ２の発
生原因の約 20％が自動車からの排気ガスです。
1 人が１km 移動するときに発生するＣＯ２排出量（比較）

ｔ

件

不法投棄の発見回数

マイボトル

四日市では、毎年 1000 件～2000 件ほどの
不法投棄が発生していて、100ｔを超える

徒歩・自転車

0

電車

ぜんそくなどの
原因になる
二酸化窒素や
ＰＭ２．５などの
「大気汚染物質」
も出ます

18

量が回収されています。
景観が悪くなるだけでなく、異臭や環境

バス

49

三重県の自動車の保有台数は130万8192台。
18歳以上の人の約86％が車を持っている計算
になります。
（三重県戦略企画部統計課分析・情報班
みえDateBOXより平成23年度の値）

四日市も自動車に乗る人が多く、
あちこちで渋滞が起き、交通量
の多い国道23号線や1号線の近く
の大気汚染も問題になっていま
す

汚染の可能性もあるので、注意が必要で
す。
発見された不法投棄の重さ

飛行機

102

自家用車

169

０

不法投棄を見かけたら、市役所生活環境課不法投棄通報ダイヤル（0120－969－830）にご連絡ください。

100

（国土交通省ホームページデータより作成）

200（g/km）

電車やバス、自転車などを組み合わせて、
環境にやさしく、運動もできるライフスタイル
にしてみませんか？

学校で環境のコト
調べないといけないの
お母さん、
どうしよう？

じゃあ、
環境学習センター
にいってみる？

施設のご案内イベントピックアップ
イベントピックアップ

やってみよう！みどりのカーテン

やってみよう！みどりのカーテン

四日市市では、自然をいかした環境にやさしい

四日市市では、自然をいかした環境にや
「グリーンカーテン」を推進しており、毎年５月

給料日前
なんだけど

無料 ですよ。

でも、
あそこ駐車場が
有料だったわね…

さしい「グリーンカーテン」を推進してい
ます。
ゴーヤ苗を配布しています。
毎年５月に、地区市民センターと協力して
グリーンカーテンは、窓辺でつる性の植物を育てることに
講座を開催し、ゴーヤ苗を配布しています。
グリーンカーテンは、窓辺でつる性の植物を育てること
よって、夏の暑い日差しをさえぎり、水やりによる打ち水効果
によって、夏の暑い日差しをさえぎり、水やりによる打
や植物の蒸散作用によって室温を下げる効果があります。
ち水効果や植物の蒸散作用によって室温を下げる効果が
これにより、エアコンの設定温度を上げるなど冷房に係る電
あります。
気の使用量を減らし、それに伴う二酸化炭素の排出量も削減で
これにより、エアコンの設定温度をさげるなど冷房に係
きます。また、地球温暖化を考えるきっかけにもなります。
る電気の使用量を減らし、それに伴う二酸化炭素の排出
今年こそ！グリーンカーテンを始めてみませんか？
量も削減できます。また、地球温暖化を考えるきっかけ
にもなります。
今年こそ！グリーンカーテンを始めてみませんか？
に、地区市民センターと協力して講座を開催し、

環境学習センターでは、
下記の駐車場の無料チケット
を発行します。
P1 本町プラザ付属立体駐車場
P2 市営中央駐車場
受付で駐車券を提示してね！
★地図参照
新丁ひろば駐車場 P3 （３０分まで
無料）は、対象となりません。

環境のコト、たくさん
学べてよかったわね。
また来ようね。

宿題終わった！
お母さんありがとう

絵：岡本夕夏・脇谷紗菜厘

にじいろボックス

ちず

にじいろボックス
にじいろボックス

本町プラザ付属立体駐車場は車両制限があります。
利用可能車両 全長５ｍ全幅２ｍ全高1.55ｍ

↑名古屋

↑名古屋
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国道１

四日市
郵便局
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四日市P3
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諏訪新通

P1

P2

市役所

CTY

CTY
四日市市環境学習センター
市役所
（本町プラザ4階）
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「四日市公害」を忘れないために
ほぼ一年かけて四日市公害
資料館について場所と名称が、
四日市市によって決定され、市
「四日市公害」を忘れないために
立博物館に「四日市公害と環境
未来館」を併設し、2 階部分に
四日市公害資料館について場所と名
「四日市公害」に関する資料が
称が決定し、市立博物館に「四日市公
害と環境未来館」を併設し２階に「四
展示されることになりました。
日市公害」に関する資料が展示される
2014 年度中の開館を目指し、
ことになりました。２０１４年中の開
「資料館準備室」が基本構想の具体化を進めており、
館を目指して、環境保全課内の「準備
「判決 41 周年」となる今年は、さらに重要な一年に
室」が基本構想の具体化を進めており、
なると思います。
今年はさらに重要な一年になると思います。
「四日市公害」の実態や歴史あるいは、
「被害者や
「四日市公害」の実態や歴史あるいは、「被害者や支
支援者の反公害運動はどのように展開されたのか」
援者の反公害運動はどのように展開されたのか」をいか
に伝えていくのか、また、博物館との共同運営の難しさ
をいかに伝えていくのか、また、博物館との共同運
など課題は山積みです。
営の難しさなど課題は山積みです。
近代的な工業や産業の発展と共に「公害」が発生しま
近代的な工業や産業の発展と共に「公害」が発生
した。これらは自然災害と違って人間の生産活動によっ
しました。これらは自然災害と違って人間の生産活
て引き起こされた「人災」であるわけですから、防ぐこ
動によって引き起こされた「人災」であるわけです
とは十分可能なのです。そこには残念ながら「生命」よ
から、防ぐことは十分可能なのです。そこには残念
りも「生産」を優先させた人間の「あやまち」があった
ながら「生命」よりも「生産」を優先させた人間の
からでしょう。新しい資料館がどんな中身になるのか。
四日市が、取り戻した「青空」の大切さを考え、「あや
「あやまち」があったからでしょう。新しい資料館
まち」を二度と繰り返さないためのものであってほしい
がどんな中身になるのか。四日市が、取り戻した「青
と願っています。
空」の大切さを考え、
「あやまち」を二度と繰り返さ
四日市再生「公害市民塾」 伊藤三男
ないためのものであってほしいと願っています。
http://yokkaichi-kougai.www2.jp
四日市再生「公害市民塾」
伊藤三男
毎月第４月曜18：30より
なやプラザで例会をしています。

四日市市環境学習センター

ー
（本町プラザ4階）
環境学習センタ

↓津
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