『蝶の道プロジェクト』とは、品川区内に
「蝶のレストラン（食草園）｣を作り、蝶の飛
び交うエリア「蝶の道」を広げていく活動で
す。このたび、推進協議会と観察会などが開
催され、プロジェクトの成果や今後の展開な
どについて話し合われました。

蝶の道推進協議会
8月30日（木）「蝶の道推進協
議会」が開かれました。八潮、鮫
洲、花海道、東大井、大崎、平塚
などから、地域ボランティア、小
学校保 護者、保育園、児童 セン
ター、東京電力、自宅で食草園を
以前から作っている方など、多く
の方に参加いただきました。
プロジェクトのコンセプト、各
人の経過報告、これからの目標な
どを話し合いました。後半はお互
いへの質疑応答などで大いに盛り
上がりました。
参加者は皆、チョウや虫を育て
ています。育成には自然環境のバ
ランスが大事であることを理解さ
れて行動していました。また子ど
もたちがチョウを育てることによ
り「心」が変わってきたというお
話もあり、大変有意義な会議とな
りました。

ジャコウアゲハの卵、幼虫、サナ
ギを見ることができました。雨の
ため、ジャコウアゲハ、ツマグロ
ヒョウモンなどの成虫は見れませ
んでしたが、葉の陰で雨宿りをし
ているモンシロチョウを見つけま
した。色々な質問を受けながら、
２時間程の観察会を行いました。
当日は、読売新聞ジュニアプレ
スの記者（高２、小６、小５）た
ちと、グラフしながわの記者も参
加されました。取材の結 果は、
「読売新聞」は10月20日夕刊に掲
載されました。「グラフし なが
わ」は来年３月頃の号に掲載予定
とのことです。

蝶の道 観察会
9月29日（ 土 ） 「 蝶 の 道 観 察 会 」
を行いました。まず鮫浜小 学校
で、食草園を見ながら、蝶の道プ
ロジェクト事務局の南孝彦さんよ
り説明を受けました。
昨年植えた、アシタバ、ウマノ
スズクサは大きく成長しており、
アシタバにはセリ科特有の形をし
た花がたくさん咲いていました。
その後、花海道（勝島運河）に
移動。花海道プロジェクト事務局
の永尾章二さんに運河の話をして
いただきま した。花海道 では、

花海道での観察会

食草園で保護したキアゲハが
羽化しました

広げよう！エコな街！
品川区商店街連合会の取り組み

（撮影：杉山純子）

８月中旬、立会小学校の 今年
作ったばかりの食草園で、アシタ
バの葉に幼虫が二匹いるのが発見
されました。アシタバの葉がまだ
小さく、幼虫が育つのに十分な量
はなさそうだったので、ＰＴＡの
杉山さんが自宅に保護し、八百屋
で買ってきたアシタバを与えてい
ました。数日後サナギになった２
匹は、8月30と9月1日に無事羽化
しました。
来年には食草園のアシタバも大
きくなるので、保護する必要もな
く幼虫は元気に育ってくれること
でしょう。

●10月24日（水）テレビ東京の番組「すなっぷ（19：55〜20：00）」で
「蝶の道プロジェクト」の様子が放映されました。
● 11月15日（木）芝浦工 業大学オープ ンテクノカ レッジ講演で、 南孝彦さん が蝶
の道プロジェクトの話をします。
●毎 日小学生 新聞（10月 10日・ 水曜日発行）内「 チャンネ ルサラダ」で「蝶 の道
プロジェクト」のコラムがスタートしました。（今後は不定期に掲載。）
● 毎 日小 学生 新 聞（10月 14日・日 曜日 発 行）の「学 校 も街 も緑 いっ ぱい 生 き 物
いっ ぱい」のコーナ ーで、環境絵本 のキャラク ター「はなか っぱくん」との コラ
ボがスタートしました。（毎月第二日曜日に連載。）

環境情報活動センター 今後のイベント予定
● 11月 17日（土） 14:00−16:00
「温暖 化防止に向 けて『環境マネ ジメ
ントシステム』を導入しませんか！」
（事業者向け講座）
費用：無料 締め切り： 11月 5日
● 11月 24日（土） 14:00−16:00
「どんぐりカレンダーを作ろう！」
費用 :200円 締め切り :11月12日
● 11月 25日（日） 14:00−17:00
「お 金 に ま つ わ る エ コ 知 識 〜 人・環
境・地域にやさしいお金の預け方〜」
費用： 500円 締め切り：11月19日
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● 12月 16日（日）
ネイチャークラフトでクリスマス
①松ぼっくりのツリー 10： 00−
②自然素材のリース
14： 00−
費用： 200円 締め切り：11月30日
※ 応 募 方 法 は往 復 ハ ガキ に 希 望 の 講
座、講 座日時、住所、 氏名、年齢 を書
いて環 境情報活動セ ンターまでお 送り
下さい。 ホームページ からもご応 募で
きます。申込み多数の場合は抽選。

しながわECOだより2007年秋号
発行：品川区環境清掃事業部
編集：特定非営利活動法人エコタウン
しながわ
発行日：平成 19年 11月 10日
住所：〒 140-8715
品川区広町 2-１ -36
品川区環境情報活動センター内
TEL/FAX：03-5742-6533
E-mail： center@shinagawa-eco.jp
HP：http://shinagawa-eco.jp/

地域に根づきつつあるリサイクルとレジ袋削減への動
き。環境を意識したこのような取り組みの立役者となっ
ているのが品川区商店街連合会（以下、区商連）です。
品川区全域で展開されている、区商連のエコな活動を特
集します。
●区民参加型のリサイクル
区内の商店街で右上の写真のよ
うな機械を見かけたことはありま
せんか。区商連が設置しているこ
の「エ コ ス ポ ッ ト」は、飲 み 終
わった後のかさばる缶やペットボ
トルを回収し、中で圧縮して収納
する優れものです。さらに、缶や
ペットボトルを投入すると、専用
のカードにポイントが溜まってい
き、500ポイントまで溜まると商
店街で使える商品券と交換できる
嬉しい特典もあります。現在、区
内の11の商店街に設置しており、
多くの区民の方々にご利用いただ
き、資源のリサイクルに役立てて
います。
この「エコスポット」、実は舞
台裏には多くの苦労があります。
飲料が入ったまま投入すると機械
が故障してしまいますし、容量
いっぱいになれば、圧縮された中
身を近くの保管場所まで運ばなく
てはいけません。これがまた重労
働なんです。しっかりとした管理
には人手と労力が不可欠でした。
設置当初は、「缶が詰まって動か
ない」など、苦情やトラブルが後
をたちませんでした。ボランティ
アの方々や近隣のお店の方々の協
力によって、厳しい時期を乗り越
え、今日まで維持されてき まし
た。

設置から４年余りがたち、区民
の方々も機械の使い方に慣れ、ト
ラブルは減りました。また、最初
はポイントを溜めて商品券に交換
するのが目的だったのが、純粋に
リサイクルに貢献したいという思
いが徐々に高まり、そのことも苦
情やトラブル減少の理由になって
いるのかもしれません。

●レジ袋削減へ
レジ袋
いりません！

「エコスポット」と並んで、区
商連が進めているもう一つの取り
組みが「マイバッグ運動」です。
区内の商店街で買い物をした際
に、レジ袋を断ったお客様にコイ
ンを渡し、集めたコインを商品券
と交換する運動です。このコイン
は、商店街事務所などに持ってい
けば、「エコスポット」カードに
ポイントとして加算することもで
きます（コインのまま集めても、
カードにポイントとして集めて

も、どちらでもかまいません）。
マイバッグを奨励し、無駄なレジ
袋を減らすためのこの運動は、区
内の44商店街、約600店舗が参加
しています。

区商連では、エコスポット事業
やマイバッグ運動を広めるため
に、様々な場所で教育活動、啓蒙
活動を行っています。地域全体で
環境に対する意識を高め、地球に
やさしいライフスタイルを定着さ
せるべく、積極的に活動中です。

小 学校での活動風景

品川区商店街連合会ＨＰ
http://shoren.shinagawa.or.jp/

次ページもレジ袋関連の記事です

GO!
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突撃アンケート マイバッグ持っていますか？
みなさんはマイバッグを持っていますか。持っているだけではなく、実際に普段の買い物で
使っていますか。レジ袋削減への取り組みは、自治体、商店街、スーパーなど、どこも積極的
に行っています。今年に入り、スーパーのレジ袋有料化に関するニュースもよく目にするよう
になりました。このような動きを買い物客はどのように見つめているのでしょうか。大崎に
キャンパスのある立正大学の学生13人が、品川区内のスーパーで、レジ袋に関する買い物客か
らの聞き取り調査を行いました。

環境

コラム

温暖化の不思議 新聞やテレビで毎日のように地球温暖化のニュースを目
にしていますが、実際何が問題で、どのくらい深刻なのかと聞かれると、
はっ きり答えられ る人は少な いのではない でしょうか。ま たそれらの
ニュースは、なるべくシンプルで、インパクトが強くなるように編集され
ているので、私たちはときに誤解をして、間違った知識を持ってしまいま
す。このコラムでは、私たちがややもすると思い違いをしてしまう事柄に
ついて、その真相を探っていきます。

温暖化は何が問題なの？
まずはクイズから。

●マイバッグ
あなたは買い物のときに使うマイ
バッグを持っていますか？
いい え
38 .5%

はい
61.5 %

生活の動線上に目立つように配置
しておくことが大切です。また、
マイバッグは折りたためばとても
コンパクトになるので、外出時の
メインのカバンに常に入れておく
のも良いでしょう。

●レジ袋を受け取る理由

立正大学文学部社会学科の田隝
和久先生のクラスでは、社会調査
実習の一環としてスーパーのレジ
袋に関する意識調査を行っていま
す。今回、買い物客に対して行わ
れた調査結果の一部をお借りし、
レジ袋削減のためには何が必要な
のかを、ＥＣＯだより編集部で独
自に考えてみました。

歩いていない限り、結局レジ袋も
使わざるをえないことになるの
で、１枚受け取るのも２枚受け取
るのも大差はないということで
しょうか。
そしてゴミ袋として再利用する
という人は、もしスーパーでレジ
袋を受け取らなければ、別に「ゴ
ミ袋」を買わなくてはならなくな
り、資源の節約にはならないと考
えているのかもしれません。この
意見は確かに一理あります。しか
し、無自覚に受け取ったレ ジ袋
と、お金を 払って 買った「ゴミ
袋」では、使うときの感覚が違っ
てくるように思います。無自覚に
受け取ったものは、やはり無自覚
に捨てられる可能性も高くなるの
ではないでしょうか。特に小さい
レジ袋は、ゴミ袋としては使いに
くく、結局そのままゴミとして捨
ててしまうことも考えられます。
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このように、マイバックを持っ
ている人は、かなり多いことが分
かります。しかし、それを普段の
買い物でいつも使っているとは限
らないようです。実際の調 査時
も、その日にマイバッグを持参し
ていた人は61.5％よりもかなり少
なかったようで、持ってはいても
使われていない実態が窺えます。
マイバッグが家庭にあったとして
も、外出した後で忘れたことに気
づく場合も多いので、玄関などの

●レジ袋有料化
レジ袋の有料化に賛成ですか？
反対ですか？
反対
2 9. 2 %

賛成
70.8%

上のグラフのように、有料化に
賛成の人が多数派のようです。資
源の節約が大切だと考える、環境
意識の高まりが反映されたのでは
ないでしょうか。有料化さ れれ
ば、レジ袋を受け取ることへの抵
抗感が増して、マイバッグ持参率
が高まることが予想されます。し
かし、あまり安い値段に設定する
と、気にならずに今まで通り受け
取ってしまう可能性もあります。
アンケートでは、有料化に賛成し
た人に対して、何円が妥当だと考
えるか も聞きました。結果は、５

レジ袋を受け取るようにしてい
る人に、その理由を聞いた とこ
ろ、以下のような回答がありまし
た。
・買い物の量が多いから
・家庭でゴミ袋として再利用して
いるから
スーパーではまとめて買いをす
る人も多いので、一つのマイバッ
グでは買った品物が入りきらない
という実態があるようです。普段
から２、３個のマイバッグを持ち

円と10円に回答が集中し、全体の
70％を占めました。一方、11円以
上の額を答えた人は10％程度にと
どまりました。もしかすると、11
円以上の高額に設定することが、
明らかな抵抗感を生み、レジ袋削
減を一気に進めるためには効果的
なのかも？
スーパー側は、レジ袋を有料化
した場合、無料で配布する他店に
お客を取られるのではないかとい
う心配があり、このことが一つの
壁となっています。この壁を乗り
越えるためにも、有料化をする際
には、多くの店が足並みを揃え、
また買い物客もレジ袋を受け取ら
ないことが当然であるという意識
を持つことが必要だと考えられま
す。社会が一致団結して資源節約
を目指すことが求められていま
す。

は、氷は とけると きに体積 が減り、最初 に水に沈 んでいた
部分 の体積と ちょうど等 しくなる からです 。たとえ巨大な
北極の氷全てがとけたとしても、海面は上昇しません。

Ｑ１．温暖化がすすむと北極や南極の氷がとけ出す？
YES or NO
Ｑ２．北極や南極の氷がとけ出すと海面が上昇する？
YES or NO
ど う でし ょ う。簡 単 そう です よ ね。で
は 答 えを 発表 し ま す。ま ずＱ １．の 答
え は も ち ろ ん Ｙ Ｅ Ｓ 。温 暖 化 が 進 ん
で、北 極・南 極の なか で 温度 が０ ℃ 以
上 にな る部 分が でて くれば、 当然 氷が
海にとけ出していきます。
で はそれを 受けて、Ｑ２． の答えは というと、 実はＮＯ
な んです。これ はちょっ と意外で すよね。「氷が とけたら
海水 が増える んだから、海 面は上昇 するはずだ」 と思いた
くなります。でも違うんです。
北極 と南極で は少し事 情が違う ので、まずは北 極につい
て説 明します。北 極というの は海に浮 かんでいる 巨大な氷
の塊 です。この浮 いている 氷は、とけて 水になっ たとして
も、水位 に変化は 与えません。 試しにコ ップの水 に氷を浮
かべ、と ける前と 後で水位が 変わるか どうか観察 してみて
く だ さ い。結 果 は 増え も し ない し、減 り も しな い。こ れ

ここで再びクイズです。
Ｑ３．北極・南極の氷がとけ出しても水位に影響がないの
なら、温暖化しても海面は上昇しない？
YES or NO
答えはＮＯ 。海面は上 昇します 。これも意外 ですよね。
もう 何が何だ か分からな くなって しまいそう ですが、これ
も 単純な理 由があり ます。海面が 上昇する のは、「氷がと
け るから」とい うよりも、「 海水が膨 張する から」なんで
す。一 般的に温 度が上が ると、物質 は膨張し ます。膨張す
る の は 海 も陸 地 も一 緒 なの で す が、海と 陸 地で は 膨 張
率 に差 があります。 温度が上 がった時 に海のほ うが陸地
よ り 膨 張し や すい た め、相 対 的に 海 水の 体 積が 大 きく な
り、海面が上昇するわけです。
「海 と 陸地 の 膨張 率 の差 で 海面 が 上昇 す る」とい う の
は、な ん だ か 小難 し くて イ メー ジ し づら い です よ ね。一
方、「北極・ 南極の氷 が溶け て海面が 上昇する」 というの
はと てもイメ ージしやすい。 何となく 信じてしま いがちで
す。

温暖化は止められる？
では最後のクイズです。
Ｑ４．人間が排出するＣＯ２さえ減らせば、温暖化は確実
にストップする？ YES or NO

（浮いてる氷は、とけても水位は変わらない。）
次に 南極につ いてですが、 南極の氷 は陸地の上 に乗って
います。 海に浮い ているわ けではな いので、氷が とけて陸
から 海に流れ 出せば、それだ け海の水 が増え海面 は上昇し
そ うです。とこ ろが・・・温暖化 が進め ば海水の 蒸発が活
発に なり、水蒸気 は雲とな って雨や 雪を降ら せます。もし
風が 海から南 極のほう へ吹いて いれば、水蒸 気は結局、雪
とな って南極 のまだとけ ていない 部分に降り 積もり、氷と
な ります。しかも、 南極の中 心部は圧 倒的に温 度が低く、
温暖 化ぐらい では絶対に 氷はとけ ないため、降り 積もった
雪の せいで南極 中心部の氷 はむしろ増 えてゆく ことになり
ます。 よって南極も、 温暖化で 氷がとけ 始めたと しても海
面の 上昇は引 き起こさな いという のが、研究者た ちの共通
見解であるようです。

YESか NOで 答えろと言っておきな がら、申し訳ないので
すが、実 はこの答 えは誰に も分かり ません 。未来のことだ
から 分からな いのは当 然なので すが、それ以 上に、温暖化
はい くつもの 要素が複雑 に絡み合 っていて、正確 な予測が
立て にくいと いう面があ ります。専門 家たちの最 新の研究
のな かで、ＣＯ２ が原因であ るらしい ということ が結論付
けられ、 それを元 に様々な対 策が講じ られている わけです
が、それ らの対策 を実行すれ ば温暖化 が必ずスト ップする
の かというと、 そうと は言い切 れません。し かし、「どう
なる か分から ないなら対 策なんて とる必要は ない」という
わけ にもいか ないので、あ る程度の 予測を立 てつつ、可能
な対 策を実行 していく ことは大 切です。ＣＯ ２削減は、そ
の実行可能な対策の一つということになります。
私 た ち個 人 が、温暖 化を 含 めた 環 境問 題 と向 き 合う と
き、何 が 実 行 可能 な 対策 と なる で し ょう か。そ れは や は
り、環境 に優しい ライフスタ イルを確 立すること だと思い
ます。 節電、リサ イクル、エコ バック など、個別 の対策を
全て ひっくる めた、環境負荷 の少ない ライフスタ イルを目
指 すべきです。「 どうなる か分から ない」未来の 世代に生
きる 子孫のた めにも、なるべ く地球を 痛めつけず におきた
い も の で す。健康 な 地球 と、環 境に 優 し いラ イ フス タ イ
ル、この 二つをセ ットにして 未来の世 代に残して いけたら
素敵ですね。
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