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　「たんぼの学校2010」は6回(年)を数えます。毎回、記録集(活動報告)を発行しており、今回も生徒並びに父母か

ら多くの感想文や絵日記を寄せていただきました。記録集は生徒をはじめ、小学校、図書館や関係団体にも配布し

ています。生徒感想文は20篇(うち父母4)と絵日記18篇です。また巻頭挨拶、“スタッフのひとこと”も入れると55

篇になります。米づくり体験を通じて、昆虫や田んぼの植物に触れた日々を振り返りながらお読みいただけます。

それぞれの体験による発見や驚きなど、いきいきとつづられております。田んぼ稲とバケツ稲の生育条件の違いや

比較など、身近な自然とのかかわりを通して、親子体験・観察は両者の学びと触れあう貴重な機会となったことが

読み取れます。また毎日食するお米に対する気づきや感謝も芽生えたことがうかがえます。全篇は記録集にゆずり,

ここでは一部を紹介します。 (記事構成　進藤 礼治郎）

　　　　　　　　　　

　田んぼの学校で、私がいちばん

楽しかったことは、イネ刈りです。

さいしょは、カマがこわくてゆっくり

刈っているうちになれてきて、上手

になって、カマを引けばどんどん

刈れて、おもしろかったからです。

ときどきほかの人が近くで刈ってい

ると、はなれなきゃいけなかったり

ひとかぶが大きくて片手でもてな

かったりもしたけど、たくさん刈れ

ました。田んぼのイネとバケツイネ

では、田んぼのイネは日あたりが

良くて根がはれる所が広いから大

きく育つけど、バケツイネは日あた

りはまあまあで根がはれる所が少

なくせまいから、あまり大きく育た

ないことが分かりました。でもコシヒ

カリよりもベニロマンの方がくきの

数がしごく多くてびっくりしました。

また、田んぼの学校に参加したい

です。

「田んぼの学校2010」に寄せられた
感想文と絵日記

青木 美穂

　ぼくは、はじめてのお米つくりにさん

かしました。ぼくが、いちばんおもいだ

すことは、田んぼにはいるときにはだし

では入ったことです。ほかのみんなは

くつ下で入っていました。

ぬるぬるして、さけびたくなるくらい気

持ちがわるかったです。田うえがおわ

ったら、田んぼのざっそうをぬいたり、

上野　将成　　四谷小学校　２年

府中第三小学校　４年

・トウキョウダルガガエルをつかまえられてうれしかった。

・バケツ稲に稲穂ができたときは、とてもうれしかった。

・田んぼにはいろいろな生物（アマガエルなど）がいることが

わかった。

山本　雄一朗　　府中第四小学校　5年ざっそうをぬくどうぐでぬきました。どうぐはおもたいので

おすのに時間がかかりました。イネのにおいをかいだら

お米がたべたくなりました。今もごはんが食べたいです。

カカシつくりがないので、ざんねんでした。つぎにやるカ

マが楽しみです。お米はすごくいい食べ物です。
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　草とりのとき、草かり機を使うのがおも

しろかったです。草をうめるだけでいい

という事を初めて知りました。育ててい

るバケツ稲はベランダで育てているか

らか、田んぼとくらべて生長がおそいこ

とが分かりました。

　田んぼの水の中には、生き物がたく

さんいたこと、カエルがカエルを食べる

ことなどが分かりました。田んぼのなか

は冷たくなく、あつすぎないことがふし

ぎでした。

徳原　周　　府中第十小学校　４年

　バケツ稲の魔法

少食の息子がお米を育てる大変さを

実感し、一粒一粒大切に食べるよう

にと申し込んだ田んぼの学校。足が

重くて鍛えられた田植え、生き生きと

した虫や植物がたくさんいた生物観

察、親子一緒に、特に私がたのしん

でいた。

　稲を育てたのは、初めてのことでは

ない。しかし、もともと観察していなか

ったのか、バケツ稲の成長は新鮮で

驚くことばかりだ。とても暑い８月末

のある日。あっ！！と思わず声を出

してしまった。輝くような黄緑色の若

葉の節の間から、稲の粒が顔を出し

ていた。きちんと整列した丸い形の

粒がさやの中から現れる。魔法みた

いだ。稲の粒がキラキラして見えた。

毎日のごはんが、お米の生産者さん

たちが輝いて見えるようになった。

　収穫祭ではわらを編むのが楽しか

ったです。いつかわらで正月飾りを

作るという講座をやってほしいです。

家族で参加したのですが、今までは

田んぼの学校に興味がなかった主

人が、収穫祭でおいしい料理を食べ

ビデオを観て、楽しく参加していまし

た。有難うございました。

　また機会があったら、是非参加した

いです！　妹が小学校に入学したら

また応募していきます！楽しく貴重

な機会を与えてくださりありがとうござ

いました。

高橋　幹子（母親）

（高橋 佑汰：府中第一小学校１年）
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人口増加が見込まれる稀な都市であり、さらに事務所ビルな

どの業務系の床面積も増加が予測されています。このような

状況下で二酸化炭素の排出量削減と、快適な生活を両立さ

せさらに地域力を高めるため、本計画では、地球温暖化対

策に関する将来像を“地球に優しい暮らし方・働き方をみん

なで実践するまち”と設定しました。

　この将来像を実現するために、以下の３つの基本方針を

定めました。

○　基本方針　１　府中市で暮らし、働く「みんな」で地球温

暖化対策に取り組みます。⇒　市では、市民、事業者、行政

が手を携えて、「みんな」で温室効果ガスの削減に取り組み

ます。各自が自身の役割を十分に自覚するとともに、市民、

事業者、行政がそれぞれ協力して支援体制を確立し、より

大きな地域力を発揮し、地球温暖化対策に取り組みます。

○　基本方針　２　再生可能エネルギーの導入および省エ

ネ機器等の普及を促進します。⇒　再生可能エネルギーの

導入および省エネ機器等の活用は、持続可能と快適さを両

立するための有効な取り組みといえます。

　市では、公共施設、学校などへの導入促進、家庭や事業

所への導入支援制度の検討・設立・運用を着実に進めます

。また、市は「環境保全活動センター（仮称）」を設立し省エ

ネ機器の選び方のポイント、最新情報などを積極的に発信

し、市民、事業者の意識向上を図ります。

　府中市「地球温暖化対策地域推進計画」を策定

全国地球温暖化防止活動推進センターのホームペー

ジ掲載のイラスト図を一部改変しています
　国の「地球温暖化対策推進法」では都道府県並びに政

令指定都市、中核市および特例市に対し、「地球温暖化

対策地方公共団体実行計画」として、各自治体の「事務

事業」と自治体全体を対象とした「区域施策」の策定を義

務付けました。府中市の場合、策定の義務付けはないも

のの、この「区域施策」について、自主的に本計画を策

定することになったものです。

　市では、平成１１年に「府中市環境基本条例」を制定し

平成１５年に「府中市環境基本計画」を策定しています。

この中の重点施策６で「自然エネルギーの利用や省エネ

ルギーを推進し、二酸化炭素排出量の削減に努める」と

謳いましたが、本計画は「府中市環境基本計画」の下位

計画に位置づけられるものです。

　東京都の二酸化炭素排出量の推移をみると、基準年

度の1990年度比で約19.7％増加しているのに対して、府

中市は21.9％の増加となっています。

　部門別に見ると運輸部門や産業部門が減少しているの

に対して、業務部門が112％の増加、家庭部門が47％の

増加と際立っており、この２部門で全体の60％を占めま

す。

　市民や事業者が現在の暮らし方・働き方を継続した場

合、2020年度には総計で1217千トン（1990年度比133％

増加）と予測されます。とりわけ業務部門は同年比で271

％増（477千トン）、家庭部門は同年比163％増（345千ト

ン）と予測されます。

　　地球に優しい暮らし方・働き方をみんなで実践するまち…を目指して

（はじめに）

　地球温暖化の主な原因である二酸化炭素は石

油・石炭などを燃やしてエネルギーを作り出す

ときに発生し、私たち人間のあらゆる社会経済

活動に深く関係しています。温室効果ガスの低

減、地球温暖化の抑止という大きな課題に向け

て、私たち一人ひとりが自分たちの生活を見直

し、直ちに行動を開始することが求められてい

ます。府中市では、このたび策定された「地球

温暖化対策地域推進計画」を通じて地域の特性

を生かした効果的な温暖化対策を推進するとと

もに、市民や事業者に広く呼びかけることにな

りました。市民、事業者、行政が一体となって

地球温暖化対策に取り組み、持続的発展が可能

な低炭素社会を目指します。

●本計画策定の背景と位置づけ

●府中市の二酸化炭素排出量の状況と将来予測

●地球温暖化対策の方向性

●基本方針

　全国的な人口減少傾向のなかで、府中市は長期的な
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　市では、この15％削減を達成するために、特に重点的
に取り組むべき施策として次のような６つの「重点プロジ
ェクト」を設定することにしました。設定に当たっては、目
標達成に向けて「直接的な効果が見込める」こと、「普及
啓発・教育など、市民・事業者・行政の意識改革を促す」
ことのいずれかに該当し、かつ、「市民・事業者が取り組
みやすい」ものを選びました。

　①「日々の暮らし・働き方に対する啓発プロジェクト」⇒
　「低炭素の暮らし方・働き方」に関する情報提供や市民
・事業者の取り組み効果の見える制度の検討および市

　市は、二酸化炭素の削減目標を、先に政府が掲げた

中期の排出削減目標、すなわち「2020年度までに1990

年度比で25％削減する」という目標値の中で、国内の

中期削減目標の15％削減（国で現在検討中）を市の中

期削減目標としました。

二酸化炭素削減目標を設定する際、府中市の取り組み

に加え、国や東京都の取り組みによる削減見込み量も

含めて目標として設定することにしたものです。

　現状のまま何も対策せずに推移すると総排出量は121

7千トンになると推測されています。これを1990年度より1

5％削減するためには768千トンまで削減しなければなり

ません。従って、その差である449千トンを2020年度まで

に削減する必要があります。本計画では、図に示すよう

に業務部門、産業部門の取り組みとして292千トンを削

減し、家庭部門、運輸部門、廃棄物の取り組みで157千

トンを削減し、449千トンの削減を達成する計画です。

民・事業者の取組状況を把握する仕組み等の検討。

　②「家電・自動車の買い替え時の省エネ配慮推進プロジェ

クト」⇒　省エネ機器、環境配慮型自動車に関する情報発信

や販売店の取り組み支援、各種補助制度に関する情報発

信など。

　③「住まい・事業所における低炭素の工夫推進プロジェクト

」⇒　自然の涼を取るための工夫に関する情報発信、太陽

光発電などの自然エネルギー機器の情報提供や住宅・建築

物の省エネ基準に関する情報発信、および国・都・市の補

助制度等に関する情報提供など。

　④「地球温暖化対策への市民参加プロジェクト」⇒　「打ち

水」や「ライトダウン」、市内各所の「一斉清掃活動」などのイ

ベント参加、および農地を活用したイベントなどの開催と参

加の呼びかけ。

　⑤「廃棄物削減プロジェクト」⇒　「府中市一般廃棄物処理

基本計画」に基づく取り組みの推進（マイバック・マイボトル

の持参推進、３Ｒの推進、回収の効率化等）

　⑥「地球温暖化対策に関する環境教育推進プロジェクト」

⇒　市民参加型の環境学習プログラムの提供と参加促進お

よび小中学校を対象とした「エコスクール化」の推進。

　地球温暖化の抑止という大きな課題に向けて、私たち一人

ひとりが自分達の生活を見直し、身近なところから取り組むこ

とが何より求められております。そのために、市民、事業者の

取り組みを支援する上で、その活動拠点となる「環境保全活

動センター（仮称）」を設置する計画です。このセンターをで

きるだけ早く立ち上げて、目指す機能を充実させ、その窓口

としての役割を果たすことが重要になります。また、市も「エコ

ハウス設備設置補助金制度」を継続的かつ効果的に運用し

各種省エネ機器の普及促進に努めるとともに、公共施設に

も積極的に導入していく必要があります。（竹内　章）

●市民・事業者の行動と市による施策
　　　　（重点プロジェクト）

●二酸化炭素の削減目標

●目標達成へのアプローチ

なお、本計画の詳細内容については府中市環境

政策課（335-4196）に問い合わせてください。

●本計画を効果的に進めていくために

府中市の二酸化炭素削減目標
２０２０年度までに二酸化炭素の排出量を

１９９０年度比で１５％削減

府中市の二酸化炭素排出量と目標

値

○基本方針　３　環境保全活動センター（仮称）を核とし

た温暖化対策先進地域を目指します。⇒　「環境保全

活動センター（仮称）」では、地球温暖化に関する「情報

の集約・発信」、「環境学習・環境教育の推進」、「市民・

事業者の支援」を行い、市民・事業者・行政が連携し、

既存の対策を推進するだけではなく、府中市の地域力

を最大限に活用した、府中市ならではの先進的な取り

組み、対策を発信します。
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ゆったりと車道を歩いたり、横断している様子で、以前とは

ちがった雰囲気を醸し出していた。

　今回の交通規制は日・祭日の正午から午後６時までであ

り、この程度の交通規制で、「馬場大門のケヤキ並木」を良

好な状態で次世代に継承できるか否かは、おおいに疑問

である。

　「馬場大門のケヤキ並木」の現状について、府中市文化

スポーツ部文化振興課文化財係では、ケヤキ並木の樹種

や本数について下表のように把握している。

　これに見られるように、ここ数年でケヤキ並木の枯木が発

生し、やむを得ずに伐採されている。また今後の並木保全

のためには新芽の植栽も考えられるが、現在のところ実行

されていない。国指定の天然記念物であることからの制約

もあり、今後の課題だという。

　府中市環境行動指針の基本方針として「水と緑のまちを

めざして」があげられ、重点施策で、府中市のランドマーク

「馬場大門のケヤキ並木」の歴史的景観を保全するとされ

　昨年末からけやき並木通りの車両交通規制が若干強化

された。理由は、国指定天然記念物「馬場大門のケヤキ

並木」を良好な状態で次世代に継承するためという。

　府中市安全対策課安全係では、従来、けやき並木通り

の交通規制は、土・日・祭日を除く午前７時～９時までだ

ったのを、昨年末から実施した今回の交通規制で甲州街

道から旧甲州街道までの一部のクルマの通行規制を日・

祝日に限って正午から午後６時まで行うことにした。理由

は、主にけやき通りを歩く、歩行者への配慮だという。実

施当初は、若干の戸惑いもみられたが、その後は落ち着

いた状況になっているという。また、今後のさらなる規制

については、現在のところ未定という。

　実際に交通規制されている時間帯に、現場におもむく。

従来は通過車両も多く、また駐車車両も多かったが、実

施後は両側の歩道と車道で相当広く感じられ、歩行者も

ているいることは

周知のとおりで、

ケヤキ並木への

クルマの乗り入

れ抑制の強化は

環境行動指針の

実行第１歩として

評価できるもの

の、さらに一層の

通行規制強化を

早急に行うなど、

引き続きケヤキ

並木の総合的な

保全に向けて一

層の取り組み強

化が求められて

いる。

　　　（髙橋和夫）

　「馬場大門のケヤキ並木」の現状

　始まった「馬場大門のケヤキ並木」の交通規制

けやき並木通りの

車両交通規制を

考える

　「馬場大門のケヤキ並木」の環境整備記念碑（左）には「大正13年（1924）国

の天然記念物に指定され、昭和57年（1982）に新東京百景、平成6年（1994）に

は新日本街路樹百景にも選ばれ、永い年月の間保存の努力が続けられ…（中

略）…由緒ある馬場大門のケヤキ並木が貴重な文化遺産として、人と環境に

やさしい活力にみち、水と緑が似合う府中市のシンボルとして、末永く親しま

れることを願う…」と記されている。
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　暖かな日和となり野鳥観察には恵まれた日となりました。双

眼鏡の使い方と注意事項を説明後に出発。郷土の森公園に

入るとすぐに芝生にツグミ、ハクセキレイを見ました。公園内

の樹木の小枝にシジュウカラが来たたので双眼鏡で姿を追う

練習をしました。

　多摩川では大丸堰の改修中でしたが、事前に許可を取っ

ていたため工事現場の中に入ることができました。中洲のヤ

ナギに止まっているカワセミを参加者全員が観察しました。カ

ワセミはサービス良く前、横、後ろと向きを変えて色の綺麗な

ことをアピールしていました。

　その後、多摩川から総合体育館の会議室に場所を変え、

今日見た鳥の復習をして野鳥観察会を終えました。

　カイツブリ、カワウ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、マガモ、

カルガモ、コガモ、ハシビロガモ、トビ、イカルチドリ、キジ

バト、カワセミ、コゲラ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセ

キレイ、ヒヨドリ、モズ、ジョウビタキ、ツグミ、シジュウカラ、

メジロ、カワラヒワ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブ

トガラス　外来種ドバト（28種＋外来種1種）

＜確認できた鳥＞

　親と参加した中尾知香ちゃん（小４）が、確認できた鳥

たちの特徴を家に帰って一生懸命調べてくれましたの

で以下に掲載します。（大澤）

日　時　2011年２月６日（日）　晴　９：００～１１：２０

場　所　郷土の森正門前～郷土の森公園～多摩川

参加者　一般　：大人１６名　子供４名　　スタッフ５名

                    　市職員２名　　　合計２７名

2011年市民ボランティア環境調査

　多摩川 野鳥観察

コサギ

カ
ワ
セ
ミ



（８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　府　中　か　ん　き　ょ　う　市　民　の　会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　前回は、自転車通勤のための自転車の選び方につい

てお話しましたが、今回は自転車に乗ることの効用につ

いて少し説明しましょう。

　自転車通勤をすれば、まず交通費が浮きます。また、

毎日自転車に乗る運動をすれば、健康によい結果が得

られることが期待できます。さらに、自動車、バス、電車な

どの交通機関を使わないため、CO2の排出が無く、環境
によい（今風に表現すればエコライフ？）ライフサイクルを

手に入れることができるということがいえます。

　では、これらのことがどのように効果的なのかについて、

具体的にまとめてみましょう。

　自転車通勤をすれば、交通の移動手段自体にお金が

掛からなくなるので、電車通勤では定期代が、自動車通

勤ではガソリン代が浮きます。また、自転車の飲酒運転

は自動車と同様に違法行為（違反すると、5年以下の懲
役又は100万円以下の罰金）となりますので、帰りに一杯
飲むことができなくなるため、酒代が浮きます。

　ただ経済的に良いことだらけという訳にはいきません。

自転車を良好な状態で毎日乗るためは、消耗品（ブレー

キ、タイヤ、チェーン、スプロケットなどのギア類）の取り替

えが必要になるので、ランニングコストが掛かります。また

通勤中の事故等に対応するために、自転車保険に入る

ことが必要です。まあ、これらの経費を差し引いてもおそ

らく、自転車通勤を継続すれば、通勤費はプラスになると

思われます。

　

　自転車に乗ることの効用として「ダイエット効果」はよくい

われることです。確かに自分の経験に照らしても、毎日自

転車に乗れば３～５㎏の減量は簡単にできます。特に、

日常的に運動に馴染みのない人は、従来通りの食生活

を維持しても確実に減量できます。また、自転車はエアロ

ビクス（有酸素）運動なので足が細くなることから、女性に

は魅力的な運動手段と考えられます。ジョギングやウォー

キングも十分効果があるのですが、自転車は膝への負担

が少ないこと、長時間の運動が可能（脂肪を燃焼させる

ためには、20分以上の運動が必要）なことから、身体に
負担をかけず飽きないでできる運動プロクラムです。

　さらに、自転車の漕ぐ運動は、リンパ液の循環を促進す

るため、自己免疫力の向上に効果的という話を聞いたこ

とがあります。私自身も風邪を引きにくくなったことが実感

としてあります。

　ただし、自転車通勤を継続すると脂肪が減って筋肉がつい

てくるため、体重が落ちにくくなってきます。しかも、運動で

お腹が空くため、摂取カロリーを減らさないと体重が増加す

るようになってきます。今の私がそうなのですが、食べないよ

うにすることは、とても辛いことです。

　プリウスやインサイトなどのハイブリッドカーがエコポイント

対象となり、相当売り上げを伸ばしたのは、皆さんご存じの

通りです。通勤用自転車にエコポイントが適用されれば、も

っと波及効果は高いのではないかと考えられます。

　CO2排出量ゼロの自転車は、最も環境にやさしい移動手
段です。

落窪　一人

　自転車通勤をして「得」しよう！

●誰でもできるＣＯ２排出量計算

ガソリン１リッター燃焼時のＣＯ２排出量＝２.３㎏…(A)
１キロあたりのＣＯ２排出量＝(A)÷燃費(km)…(B)
１日あたりのＣＯ２排出量＝(B)×交通手段の移動距離(km)

●筆者と同じ通勤距離(40km)を移動した場合の
                      ＣＯ２排出量

1人を１キロ運ぶのにの排出されるＣＯ２量(2007年度)

（「2009年版運輸・交通と環境」＜交通エコロ
ジー・モビリティ財団発行資料」により作成）

1人を１キロ運ぶのに排出されるCO２気体量⇒乗用車は２リットルペット
ボトル４３本分のCO2を排出。鉄道は２リットルペットボトル５本分のCO2
を排出。

健康の増進

交通費の軽減

移動手段 排出ＣＯ２（１日当り）燃　費

スパーカブ　
　(ホンダ)
プリウス
　　(トヨタ)

５０km

３５km

１.８４kg

２.６３kg

環境負荷の軽減


