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理事リレー
コラム

第 2 回 副代表理事 太田 航平

環境市民の理事がリレー形式で、それぞれの専門分野や活動紹介、環境市民への思いなどを自由に語っ
ていきます。
/ マーケティングに違いがあります。ともすればグ

ここ数年でようやく「エシカル」という言葉が浸
透しつつあります。持続可能で、より “豊かに” こ

リーンコンシューマー活動があったからこそ、今の

の地球で暮らしていくためには欠かせない考え方で

若者達がストーリーある商品やサービスづくりで起

すが、環境市民は日本にいち早くグリーンコン

業しているとも言えます。
エシカルの本格的な拡大は感覚的には東日本大震

シューマー活動を取り込み、環境感度の高い生活者
層を起点に大きな広がりをみせてきました。しかし、

災が発生した 2011 年の 3.11 の後です。復興支援ボ

エシカル消費を好む層とグリーンコンシューマーに

ランティアの活動やシェアなどの価値観が浸透し始

違いはあるのでしょうか？

め、社会起業や、エシカル消費への関心も広がり始

現在広がりを見せるエシカル商品の多くは大企業

めました。その流れの中で消費の本質を見極め、情

ではなくビジネスを通じて社会課題解決に取り組む

報を読み解く力や想像力を、生活者が身に付つけて

中小の若手の社会起業家が主な担い手となっている

きたのかもしれません。これには SNS などの利用拡

ことが多いように見受けられます。彼らはあくまで

大も大きな影響があったでしょう。
環境市民が早くから展開してきたさまざまな活動

ビジネスとしてとらえているので、製品の品質や機
能デザインといった基本性能で生活者にアピール

は、2 歩先の未来を見据えた 1 歩目を社会に提起す

し、手に取ってみると環境配慮やフェアトレードな

ると同時に、全国の仲間を巻き込み大きなネット

どのエシカルなストーリーで共感を得るというマー

ワークを形成してきました。その流れの中に私もお

ケティングスタイルです。グリーンコンシューマー

り、いろいろな学びや新たなネットワークが広がっ

活動は問題意識のある生活者へのマーケティングス

たことは今でも財産となっています。しかし、私を

タイルをスタートに、無関心層にもしっかりと情報

含めすでに環境感度が高く、” 何か自分に出来ること

を届け、日常的に出来るアクションとして広がりを

はないか？” と考えていたり、すでに” 活動の素地”

みせてきました。エシカル消費を好む層とグリーン

を持っていたりする方が多かったのではないでしょ

コンシューマーに本質的な違いはなく、アプローチ

うか。無関心層にしっかりとアプローチ出来てきた
のでしょうか？
移り行く社会の中で課題は日々大きくなっていま
すが、社会を持続可能で豊かなものにしていくため
に、より大きな社会的影響力のある NGO/NPO になっ
ていくことが求められる一方、組織として” どう舵
を切っていくのか？” が今環境市民に問われていま
す。私は理事の中では若手となりますが、自分達の
世代の役割、さらにはどうしていきたい、どうなる
のがよいのか？などが問われていると自問していま
す。多角的な視点で創造的で楽しいこと。より多く
の無関心な生活者に情報を届け、アクションを起こ
してもらうための戦略を、環境市民が大切にしてき
た理念を大切にしながら展開していきますので、変
わらずみなさんのご協力を賜われればと思います。
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企業のエシカル通信簿
第２回調査結果から その７
廃棄物分野
環境市民

代表理事

杦本 育生

企業の社会的な取り組みを調査し段階評価する「企業のエシカル通信簿」。今回は、コンビニ
大手 4 社、化粧品大手 5 社、宅配大手 3 社を対象としたその第２回調査結果から「社会」につい
てレポートします。
■CSR 活動全般

■社会貢献活動
社会貢献活動支出額、寄付金額は 10 社で開示さ

CSR 方針を明文化している企業は 10 社あった
が、そのうちローソンは中長期の経営戦略に CSR

れていた。何らかの NGO/NPO、市民活動への公

活動の推進を明記しており、花王は中期経営計画

募型活動助成のプログラムが 6 社で実施されてい

に CSR 活動の推進を明記していた。CSR を担当す

た。社会貢献活動は全 12 社で多様に行なわれてい

る専任部署がある企業は 9 社あり、6 社に専任役

たが、NGO/NPO と対等の立場で、助成に留まら

員がいるのが確認できた。ステークホルダーと

ない本質的なパートナーシップ型の活動は、多く

CSR 活動に関するダイアログを実施し CSR 報告書

は見られなかった。

に記載している企業も 6 社あった。
■次世代（子ども）育成
社会貢献に関する方針に「次世代（子ども）の

■ガバナンス コンプライアンス
企業倫理方針を文書化し公開している企業が

育成を支える」等の記載があった企業は 4 社だが、

11 社、倫理行動規定・規範・マニュアルは全 12

なんらかの次世代（子ども）の育成支援活動は全

社で確認できた。昨年度は、タックスヘイブンを

12 社で実施されており、自然体験をはじめ子ども

活用しない方針を明記している企業が 1 社あった

が環境教育や環境活動にふれる機会の創出が最も

が、今年度の対象企業では確認できなかった。世

多く、6 社で行われていた。

界的に求められ関心が高いことであり、ぜひ方針
を確立してもらいたい。

■格差の是正
国内で広がる収入・待遇の格差を是正するため

いわゆるネガティブ情報である、内部通報件数、
関係官庁からの排除勧告件数、国内の操業・営業

の取り組みについては、非正規雇用者を正規雇用

停止件数、国内のコンプライアンスに関わる事故・

へ登用する仕組みが 7 社であったが、非正規雇用

事件での刑事告発件数、海外での価格カルテルに

者を正規雇用へ登用した人数を公表している企業

よる摘発件数、海外での贈賄による摘発件数の開

はゼロ、非正規雇用者に正規雇用者と同等の有給

示（各々 0 件も含む）は多くの企業で確認できた。

休暇・各種休暇制度を実施している企業はポーラ・

このようにネガティブ情報の開示が進んでいるこ

オルビスとマンダムの 2 社にとどまった。また同

とが分かった。

一労働同一賃金の原則採用もゼロであり、本質的
な格差是正、働き方改革の道のりはまだ遠いので

■投資基準

はなかろうか。

他社の株を取得、保有する際に SRI の基準があ

内部留保額（利益剰余金で調査）を 2011 年度

り公表している企業はゼロであった。日本企業は

末と 2016 年度末を比較すると、大きく増加して

他社株を保有することも多く、SRI の基準や方針

いる企業がほとんどであった。日本社会全般の平

をつくり運用することも望みたい。一方、SRI イ

均所得が上がらず景気が上向かない中で、このよ

ンデックス構成銘柄に選定されている企業は 8 社

うな現実は労働者への分配が不十分である可能性

あり、そのうち 5 社は複数の銘柄に選定されてい

が高いことを示唆している。企業として社会への

た。

還元と真の社会貢献を意識した取り組みがすすむ
ことに期待したい。
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【報告】環境首都創造セミナー 2018
環境首都創造ネットワークでは、自治体と NPO、研究者が一体となって、持続可能な社会づくりに向
けた活動を進めています。その一環として 4 人の講師をお招きし、共同研修を行いました。その内容を
報告します。
11 月 6 日（水）、京染会館（京都市中京区）にて環

的政策推進と再エネ利用を前提としたまちづくりの必

境首都創造ネットワーク共同研修、『地域から日本を

要性について講演がありました。現状、ほとんどの地

変える「環境首都創造」セミナー 2018』が開催され

域ではエネルギー収支は赤字（地域外にエネルギー代

ました。午前 10 時半から午後 5 時までの長丁場でし

金が流出）であり、地域エネルギー普及戦略として目

たが、4 名の講師の方々の示唆に富む講演により非常

標管理のために明確な目標設定が大切だと述べられま

に有意義な時間となりました。

した。また、地域と調和のとれた自然エネルギー普及
に関連してメガソーラーの問題を挙げられましたが、

まず、午前の部では京都大学大学院地球環境学堂准

その問題点としては景観、災害、生活環境、自然保護、

教授、浅利 美鈴氏による「どうする？プラスチックご

合意形成等があり、土地利用規制問題が大きな障壁に

み」講座が開かれました。2050 年までに海洋中プラス

なっていること、地域でどうコントロールしていくか

チックの量が海洋中の魚量を上回る、この数十年でプ

が課題だと述べられました。さらに今後新たに行う、

ラスチック利用は 200 倍になり、次の 20 年で倍にな

大規模な自然破壊を伴う再生可能エネルギーは許すべ

るなどといったプラスチックの実態や予想を考察し、

きではないと話されました。

プラスチックとの付き合い方を今後変えていく必要が
あると述べられました。私たちの生活はプラスチック

最後に、法政大学社会学部教授、田中 充氏による「地

なしでは成り立たなくなっています。そこで 3C をプ

域からの気候変動適応策」では、今後の気候変化予想、

ラスチックに当てはめることを提案されました。①

そしてそれが自然、経済社会、生活・文化面へ大きな

Clean: プラスチック製品を減らす。②Cycle: デポジット

影響を与えるとし、まずは緩和策が基本になると述べ

など、できるだけ閉鎖的なリユース・リサイクルをする。

られました。そのうえで、市町村における課題として、

③Control: どうしても処理しないといけないものは確

地域ごとの適応策の策定、長期的視点で「まちづくり

実に無害化処理をする。この 3 つを徹底することが持

と連動させて」進め、マイナスの克服とプラスを伸ば

続可能な社会に繋がります。最後に、価値観を変えつ

す（地域の資源を活かす）ことの両立を図る必要性が

つ技術を進歩させ、両方をいかにバランスよく行うか

挙げられました。
お忙しい中ご参加いただいた自治体の方々、貴重な

が大事であり、自治体の方々に政策をデザインしてい
ただければと話されました。

講演をして頂いた講師の方々にお礼申し上げます。あ
りがとうございました。
（文 / 環境市民学生インターン 長村 真帆）

午後の部では、まず初めに真庭市総合政策部長、新
田 直人氏が「SDGs に地域社会はどのように取り組む
か、活かすか」をテーマに講演をされました。真庭市
の特徴、環境・社会・経済を網羅した 5 つの柱を軸
とした取り組みについてご紹介いただき、自治体の取
り組みが SDGs の観点から地域にどうやって貢献する
のかを考えることが重要であると述べられました。
次に自然エネルギー財団上級研究員、木村 啓二氏
による「これからの地域を尊重した再エネ推進」では、
現在の世界的な自然エネルギーへの転換の潮流、統合

研修の様子
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【報告】環境活動パワーアップ講座（その 2）
ループメンバーで架空の自治体として模擬会議を開

第 2 回環境活動パワーアップ講座が 10 月 28 日

き、互いに意見を出し合いながらも合意形成を得ら

（日）にありました。2 回目のテーマは、「仲間と一

れる会議にするための体験をしました。また、省資

緒に思いをカタチにする力をつけよう」です。
少しずつ打ち解けてきた感がある参加者のみなさ

源・省エネの意見が書かれたカードにまずは個人個

んですが、そんな感じをさらにパワーアップするア

人でランキングをつけ、その後、他の人との話し合

イスブレイク「じゃんけん列車」から、スタートし

いにより合意を作りながらあらためて優先順位をつ

ました。最初は二人でじゃんけんをし、負けた人が

けました。ダイヤモンド型の台紙にカードを並べ合

勝った人の後ろにつきます。再び先頭の人が他の先

意形成について考えるワークで違った意見を持って

頭の人とじゃんけんをし、負けたら後ろにつながり

いる人の話をどのように聞くのか、自分の意見をど

ます。どんどん列車は伸びてゆき最後は一つの長〜

う伝えるのか体験できました。
ここで今日の講座は終了です。夜は駅近くのお好

い列車になりました（写真上）。その流れのまま二

み焼き屋さんにて懇親会……！

つ目のアイスブレイクは、円になって隣の人に実際
にはない（見えていない）ボールを手渡していくの

たっぷりの具材、ふんわりキャベツが入った甘辛

ですが、ボールが重くなって行く様子を身振り手振

ソースがアクセントになっている巨大なお好み焼き

りで伝え合うゲームをしました（写真下）。

に盛り上がり、みなさん満足気なお顔でおしゃべり

身体を動かすと、朝の眠気も緊張も和らいで、な

も弾みました。次回は、経験や知識、多様な人や団

んだか元気がでてきます。アイスブレイクの後は、

体とのつながりについて自分自身を見直す機会にな

講師の杦本 育生代表理事より「ビジョン、問題と課

りそうです。（文 / ボランティア 堀家 沙里）

題、活動を考えるために環境市民の事例スタディ」
のタイトルでの話でした。プロジェクトが成功した
ときどんな状態になっているのか将来像・ビジョン
を描き、そこから活動を戦略的に具体化、構想する
バックキャスト方式について発想のしかたや考え方
を学びました。そして、レクチャーの後は、実際に
バックキャスト方式も参考にしながら参加者一人ひ
とりが、日ごろ考えている問題を課題化し、そこか
ら将来のビジョンを描くというワークを行いまし
た。
さらにその想いを自分のことばで話し、周囲に伝
える力、相手の想いを聴きだす力を学ぶダイアログ
式レクチャーが環境市民理事・eco パーソナリティ
の下村 委津子さんよりありました。
お話の後は 2 人一組になりワーク。お互いにどの
ような問題と課題、ビジョン、活動を考えているの
か想いを共有します。話すとき相手に理解してもら
えるよう、ことばを必死に探して表情や声の強弱な
ど、普段あまり意識しないことにも意識を向け、ま
た、相手の話を聴くときは、何を伝えたいと思って
いるのか、想像し、くみ取るように注意しました。
その後は小休憩を挟み、合意形成の体験です。グ
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安藤 多恵子さん（神奈川県綾瀬市）
●環境市民との出会い、きっかけは？
2005 年に、ごみから出るダイオキシンが気になり、
生協の仲間と勉強会をはじめたことと地域の川の清
掃にとりかかったことからグループをたちあげたの
で す が、当 時、た ま た ま 環 境 市 民 の エ コ カ ル タ
（STOP! 地球温暖化かるた）に出会い関心を持ちまし
た。
また、ドイツで環境首都になった自治体から職員

剣に考え手を打たなければならないことなのにと、

を招いてのセミナーが開かれ、参加したことがきっ

忸怩たる思いを持ちながら環境学習に力を入れてい

かけで「日本の環境首都コンテスト」をお手伝いす

ます。

ることとなりました。その後、活動していた団体も
NPO 法人となり「考えは地球規模で、行動は足元か

●環境市民への今後の期待、環境市民への応援メッ

ら」をずっと実践しています。

セージをお願いします。

●現在、気になっている環境問題は？

球温暖化防止のための政策、環境学習の充実、担い

原発に頼らない再生可能エネルギーへの転換、地

今最も心配なのは、やはり温暖化によるさまざま

手の育成などなど、国がしっかりと循環型社会の仕

な影響ですが、昨今ではマイクロプラスチックや食

組みをつくっていかなければならないはずなのに、

品ロス、食料自給率など「食べ物から環境を考える」

あまりにもその姿勢はお粗末と言わざるを得ませ

ことを子どもたちにどう伝えていくか苦心していま

ん。そうした中「環境市民」がネットワークを創り

す。「ハンバーガーはどこからくるのかな？」「天ぷ

市民協働での事業を持続させていることに尊敬と感

らうどんは？」など、身近な素材を使って子どもた

謝をしています。ひとりひとりの力は弱くても、み

ちに話しかけています。一方「自分に何ができるの

んなが「地球市民」「環境市民」となり、未来への

かな？」といえば、食料自給率などの政策は国が真

子どもたちに青い地球を残していけるように私たち
も頑張っていきます。
ぐりちょ Green & Ethical Choices
https://guricho.net/

ぐりちょばなし「豆腐」

年末からお正月、ついついお腹いっぱい食べ過ぎてしまうという方もおられるでしょ
う。今回は、食べ過ぎた胃をやすめるのにもちょうどいい「お豆腐」にまつわるぐりちょ
ばなしです。子どもの頃、お豆腐屋さんにおからを買いに行くのがわたしの役目でした。
店先にある丸くソフトボールくらいの大きさに丸められたおからを、さっと紙で巻いて
渡してもらう。この一連の動作が見事で見とれていたものです。豆腐を作る時、豆乳と
にがりを混ぜて作りますが、大豆を茹でてしぼったものが豆乳です。そのしぼりカスが
おからというわけですが、実はおからのほとんどが産業廃棄物として捨てられているというではありませんか。
おからには、食物繊維や大豆サポニン、大豆イソフラボンなどが含まれていますので栄養を捨てているのと同じ
です。そこで、最近ではおからが出ない豆腐を作っているお豆腐屋さんも出てきました。大豆をパウダー状にし
たものを水と混ぜ、全てが溶けてしまって豆乳になるのだそうです。つまり食物繊維や、大豆サポニン、大豆イ
ソフラボンを逃すことなく全て閉じこめたお豆腐ができるということで、味も濃いものになり廃棄物も出ません。
当然、国産大豆（遺伝子組み換えでない）や有機栽培の大豆が望ましいですが、国産大豆の自
給率は高くありません。最近では大豆トラスト運動＊が少しずつ広がっています。参加するこ
とで廃棄物の出ない安心なお豆腐づくりを応援することにもなりますね。お豆腐を買うときの
ポイントの一つにしてください。詳しくは「ぐりちょ 」で検索！
＊大豆トラスト運動：市民と生産者が一緒になって国産の大豆をづくりをすすめ、
国産大豆の自給率を高めていこうという運動
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地域から日本を変える！
環境先進事例の交流とディスカッション

今後の
行事案内

（「環境首都創造フォーラム2018年度 in京都」第2部）
午前 10 時 30 分〜午後 5 時

気候変動、生物多様性をはじめとする地球環境問題が深刻化し、さらには経済の不安定化や社会的格差
が広がる現在、私たちの課題は、
「地域から持続可能で豊かな社会を築いていくこと」です。そのためには、
個々の努力にとどまらない、社会のシステム（仕組み）を、“地域” から変えていく具体的な行動が求めら
れています。私たちの暮らす地域社会は、地球環境保護と、災害に強くかつ良好で持続可能な生活基盤の
創出という重要な役割を担っています。
環境首都創造ネットワークは、2012 年 11 月に複数の自治体・研究機関（研究者）・NGO が協働で発足
させたネットワーク組織として「環境首都創造フォーラム」を年 1 回開催しています。そこには市区町村長、
職員と NGO、研究者や関心のある方が集まり、持続可能な地域社会創造に向けた自由な政策議論を通して、
各自治体の効果的な政策立案・実施につなげています。
2018 年度は京都で開催します。第 1 部は会員を主たるメンバーとしたディスカッションの場、第 2 部は
先進事例の紹介とディスカッションの場です。今回第 2 部を京都の市民の皆様に公開いたします。この機
会にぜひご参加いただき、全国の先進事例をもとに実践者の皆さんと闊達な意見交流をしましょう！
●会 場 しんらん交流館（京都市下京区烏丸通七条上る）
●日 時 2019 年 1 月 18 日（金）13:30 〜 16:40（13：10 開場）
●対 象 市民
●参加費 無料
＜分科会 1＞
「地域から、地域に役立つこれからの再生可能エネルギー推進」
▼発表事例 / 登壇者
「島しょ型スマートコミュニティ」宮古島市企画政策部エコアイランド推進課エコアイランド推進係長 三上 暁 氏
「小さな地域でつくる、小規模木質バイオマス事業」森のエネルギー研究所 実践コンサルティング部長 虎澤 裕大 氏
「米子市がとりくむ自治体 PPS」米子市 経済部 経済戦略課産業開拓室長 鵜篭 博紀 氏
「ソーラーシェアリング 5 年間の効果と持続可能な農村社会への実践的取り組み」
（一社）ソーラーシェアリング推進連盟理事 ソーラーシェアリング上総鶴舞代表 高澤 真 氏
＜分科会 2＞
「SDGs 持続可能で、災害にも強いレジリエントな地域づくり」

分科会１は定員に達しま
したので締切りました。

▼発表事例 / 登壇者
「水害にどう備えるかー自治体としての覚悟と展望」環境市民理事 前滋賀県知事 嘉田 由紀子 氏
「地域循環共生をめざす 〜滋賀県東近江市の事例〜」
NPO 法人 菜の花プロジェクトネットワーク代表 藤井絢子氏
「石巻発、支え合う地域を作る『コミュニティ・カーシェアリング』」
日本カーシェアリング協会代表理事 吉澤 武彦 氏
●参加申し込み方法
1 月 14 日（月）までに、申込みフォーム（右下の QR コードからアクセス）からお申し込みください。
上記申込みフォームがご利用になれない場合は、下記まで、お名前、E-mail、参加第 1 希望分科会、
所属団体（あれば）を添えてお申込みください。
メール：oﬃce@eco-capital.net（タイトルは「フォーラム申し込み」としてください）
電話：075-211-3521
環境首都創造 NGO 全国ネットワーク（認定 NPO 法人環境市民内）
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BOOK募金
●● ●●

にご協力ください！

早いもので今年も間もなく終わろうとしています。さて、大掃除の季節ですね！
いらなくなった本、DVD、CD、ゲーム機、ゲームソフトはありませんか？
「BOOK 募金」にそれらを送り、支援先として環境市民を指定していただくと買取金額が全額環境市民の
活動支援になります。環境活動の応援にもなってお部屋もスッキリ！
みなさんのご支援をぜひよろしくお願いいたします。
①ご不要になった本・DVD・CD・ゲーム機・ゲームソフトなどを段ボール
箱に詰めます（30 点以上は送料無料）
②インターネットまたは電話で申し込みます
インターネット申し込み http://bookbokin.jp/?p=1828
▷▷▷
お電話申込み BOOK 募金事務局
（株式会社プレジャーワークス）電話 0120-102-150
＜電話受付時間＞ 月〜土の 10：00 〜 18：00
③贈与承諾書 ( 今月号に同封 ) に記入し、物品に同封してください。
④宅配業者がご指定の日時に引き取りに来ます (30 点以上で宅配業者のス
タッフが着払い伝票を持ってきます )

編集後記▶はやいものでもう師走。事務局はあいかわらず
多忙な日々を送っています。とくに企業のエシカル通信簿
づくりのための調査や、年明けすぐに開催予定の環境首都
創造フォーラムの準備、そして自治体政策評価オリンピッ
クの採点なが佳境。杦本代表の今年の漢字は「忙」、来年
の希望は「遊」だとか。今年こそ、と願います。（む）

今月のありがとう
(ご寄付)

1 1 月 1 日 〜 1 1 月 30日

40,000円のご寄付をいただきました。
秋田 仁志さん、内田 潔さん、長谷 敏夫さん

●編集部……石崎 雄一郎、大西 康史、風岡 宗人、日下部 伸行、
下司 智子、佐藤ふみ香、平山 秀昭、向井 弘美、山形 七日
（50 音順）

(ニュースレターの発送など事務局のお手伝い)
久保 浩さん、野村 哲司さん
堀家 沙里さん、山形 七日さん

「寄付をする」も
「会員になる」
参加の一つです。

＜買取可能なもの＞
参考書、問題集、ビジネス書、洋書、
医学書、専門書、単行本、新書、文庫、
漫画本、絵本、写真集、楽譜、月刊誌
（雑誌）、教材（英語教材など）、ディ
アゴスティーニなどの分冊百科など
DVD・CD・ゲームソフト・ゲーム機（壊
れていても OK）、この他にもあります。
詳しくは下記 URL をご参照ください。
http://bookbokin.jp/?page̲id=276

一緒にニュースレターを作ってくれるメンバーを募集して
います！ご関心のある方は、環境市民事務局までご連絡く
ださい。

環境市民は、ボランティアと会員、寄付によって支えられています。

●会員特典： 月刊会報誌「みどりのニュースレター」をお届けいたします。行事などの参加費を割引させてい
ただきます。環境に関する様々な情報を得たり、また質問や相談ができます。入会時には記念ポ
ストカードを差し上げます。
●会員種類： 法人会員の他、個人会員（年会費 4000 円、入会金 1000 円）、シニア・学生会員（年会費 3000 円）
などの種類があります。詳しくは事務局まで。
●入会申込： 郵便振替振込用紙に、住所・氏名・電話番号・会員の種類・送金内容をご記入の上、ご入金ください。
●ご寄付：

住所・氏名・電話番号・寄付金額をご明記の上ご入金ください。環境市民への寄付は税制控除の
対象となります。
【環境市民へのご寄付は税制上の特例措置が講じられ寄付控除預金算入の対象となります】
お振込先：郵便振替 口座番号 01020-7-76578 加入者名：環境市民

誰もが参加できる
環境 NGO

環境市民

二条通

環境市民
富
小
路
通

Citizens Environmental Foundation

TEL 075-211-3521
FAX 075-211-3531
mail life@kankyoshimin.org

押小路通

御
幸
町
通

寺
町
通

京都市
消防局

白山神社

〒 604-0934 京都市中京区麩屋町通ニ条下る第二ふや町ビル 206
【平日午前 10:00 から午後 6:00】

http://kankyoshimin.org/
Twitter アカウント： @kankyoshimin
facebook http://www.facebook.com/kankyohsimin

麩
屋
町
通
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京都
御池中

御池通

京都市役所

オ京
都

河
ホ
原 クテ
町 ラル
通

地下鉄
京都市役所前

（発行）特定非営利活動法人 環境市民 （代表・発行人）杦本 育生
本誌の無断複写・複製・転載を禁じます。

