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今月の一

茎があり立ち上がる姿から「立坪菫」と呼ばれるスミレです。
葉はハート型で茎の節目の托葉も特徴的、薄紫の柔らかな印象の花をたくさん咲かせます。
スミレの花は後ろに突き出た部分があります。道端や石垣などでよく見かけられ、毎年春の
到来を告げてくれます。
各地に様々なタイプが見られ、日本列島の在来種とされます。
写真提供：フィールドソサイエティー主宰／本会会員 久山 喜久雄

今号の内容
p.2-3 【寄稿】「気候変動の地元学」のすすめ
p.4-5 【寄稿】除菌剤の多用から脱却しよう
p.5 【報告】オンライン ミニ学習会 ネオニコチノイド 暮らしの中の農薬
p.6 【報告】2020 年度の環境市民の主な活動
p.7 【JOIN US!】行事案内／社員資格更新のお願い
p.8
ぐりちょばなし「受けとめたいムーミンからのメッセージ」

【寄稿】「気候変動の地元学」のすすめ
山陽学園大学 地域マネジメント学部 教授 白井 信雄
気候変動の影響は年々拡大しています。気候変動への対応には「緩和」と「適応」があり、前者は
温室効果ガスの削減、後者は私たちの生活や産業などへの気候変動の影響をいかに減らすか、が主た
る課題となります。今回は適応策の第一人者であり、環境首都創造 NGO 全国ネットワークが取り組
む「適応共創プログラム開発・普及」プロジェクトのメンバーでもある白井先生に寄稿いただきました。
うことができる。
そして、気候変動が地域資源に影響を与えて
いるならば、地域資源と住民との関係を再構築
していくことが適応策だといえる。その適応策
を通じて、地域コミュニティの活力を高めてい
くことも期待される。このように考えると、地
域住民が気候変動の適応策を考えるプロセスは、
まさに地元学と呼ぶのがふさわしい。

１．「気候変動の地元学」とは
2013 年から、「気候変動の地元学」を全国各
地に提案し、実践をしてきた。「気候変動の地
元学」とは、「地域住民等が、地域における気
候変動の影響事例調べを行い、それらを共有し、
影響に対する具体的な適応策を話し合うこと
で、気候変動問題を地域の課題あるいは自分の
課題として捉え、適応策への行動意図と能力（具
体的な備えや知識）の形成を図り、適切な適応
策の実施につなげる環境学習及び普及啓発、計
画策定の手法」である。
ただし、「気候変動の地元学」を型にはめる
つもりはなく、地域毎にカスタマイズをしてい
る。影響事例調べを行なわずに、適応策への自
助・互助を検討する場合もある。適応策の検討
とあわせて、カーボンゼロを目指す緩和策の
ワークショップを行なう場合もある。
「地元学」は仙台の結城 登美雄さん、水俣の
吉本 哲郎さんが提唱し、実践してきたもので
ある。吉本さんは、「地元学とは…地元の人が
主体となって、地域の個性を受け止め、内から
地域の個性を自覚することを第一歩に、外から
押し寄せる変化を受け止め、内から地域の個性
に照らし合わせ、自問自答をしながら地域独自
の生活（文化）を日常的に創りあげていく知的
創造行為である」としている。
「地元学」では、見えなくなっている地域資
源の発見、地域資源そのものと地域資源と地域
住民等との関わりの再構築を狙いとする。「気
候変動の地元学」では気候変動による地域資源
の変化の発見とその変化に対する地域住民の関
わりの再構築を図る。この意味で、「気候変動
の地元学」は、気候変動の影響による地域資源
の変化という点に注視して行う「地元学」とい

２．「気候変動の地元学」の検討経緯
環境省環境研究総合推進費の「温暖化影響評
価・適応政策に関する総合的研究」において、
長野県が市民参加型の気候変動の影響調べ（市
民参加型モニタリング）を実施していたことが
とっかかりである。この影響調べを入口として
市民学習をさらに促せないか、また学習した市
民を主役として気候変動適応策の検討ができな
いだろうかという観点で考案したのが「気候変
動の地元学」である。
最初は、長野県飯田市での試行であった。飯
田市の 2 つの環境 NPO を通して、飯田市内にお
ける気候変動の影響事例を集めることができ、
その成果の報告と適応策を考えるワークショッ
プまでを開催することができた。飯田市では並
行して住民アンケート調査を行ない、気候変動
の影響実感が適応策の実施意図を高めること、
さらに気候変動の影響実感が気候変動の原因認
知を伴うことで緩和策（温室効果ガスの排出削
減行動）に実施意図を間接的に高めることを明
らかにした。
こうしたスタディをもとに、全国各地に「気
候変動の地元学」の提案を行なった。その結果、
①県や市の地球温暖化防止活動推進センターに
おける地球温暖化防止活動推進員の研修、②神奈
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川県相模原市藤野地区での実施、自助・互助に
よる適応策の立案、③長野県高森町の市田柿とい
う特産品の適応計画の策定などを行なうことが
できた。

う対処療法的な適応策もあるが、地域コミュニ
ティの弱体化という根本的治療を行うことが望
まれる。社会経済の問題の根本（脆弱性）に踏
み込んだ適応策を進めるうえで、社会経済的要
因にフォーカスする「気候変動の地元学」が有
効である。

３．「気候変動の地元学」の特長
「気候変動の地元学」の特長として、3 点をあ
げる。
第 1 に、地域主体が参加するからこそ、気候
変動による固有性のある地域資源への影響を網
羅的に洗い出すことができる。専門家が外から
見ているだけでは、抜け落ちてしまう気候変動
の地域への影響を捉え、具体的な検討の土俵に
のせることができる。
第 2 に、気候変動や適応策に関する地域主体
の認知や行動意図を高める機会となる。参加者
は気候変動の地域への影響を知ることで、気候
変動を現在、進行している地域の課題あるいは
自分の課題として捉える。そして、適応策を話
し合うことにより、地域主体が気候変動の問題
認知や適応策の行動意図を高めることが期待で
きる。
第 3 に、気候変動の地域への影響だけでなく、
それを規定する地域の社会経済的要因の抽出・
共有を行う。気候変動の影響は、温度や降雨の
変化という気候外力の変化だけでなく、地域の
社会経済的要因によって規定されるが、その社
会経済的要因の解消が適応策だといえる。この
社会経済的要因を、地域の状況を理解していな
い外部専門家が見出すことは困難である。
特に 3 点目を強調したい。例えば、豪雨の頻
度が増加し、地区内の側溝から水が溢れる内水
氾濫が起こっているが、地区の過疎化と高齢化
による互助による側溝の清掃等の維持管理がで
きなくなっており、適応策としては” 側溝の維
持管理ができなくなっている地域コミュニティ
の弱体化” という社会経済的要因の解消を図る
ことが重要である。この場合、豪雨でも氾濫し
ない、維持管理が不要な側溝に付けかえるとい

４．「気候変動の地元学」の実施上のポイント
最後に、「気候変動の地元学」で留意すべき 6
つのポイントを列挙する。こうしたこだわりを
もった「気候変動の地元学」をさらに全国各地
で実践し、共有していきたい。
・私（たち）が、気候変動の問題の被害者であ
ること、被害者となり得ることへの実感を高
める。対策が後手後手となり、各地で豪雨や
猛暑の被害が生じている。私（たち）の危機
であることを自覚する。
・気候変動の身近な地域への影響について、私
（たち）は知らないことが多い。地域の変化に
詳しい地域に長く住んでいる人に聞くこと、
影響を受けている人の状況や専門家の持つ知
見も集めて学ぶことが必要である。
・気候変動の地域の影響の現状や将来予測を踏
まえて、これまでの防災や熱中症対策では不
十分であり、さらに追加的適応策の必要性が
あることを知り、考える。
・気候変動の影響は、心身の弱者及び社会経済
的な弱者に深刻であり、弱者を支援するとい
う視点を持つ。
・気候変動の影響は、私（たち）の暮らしを支
える農林水産物や工業製品の生産地にとって
も深刻であり、消費者はその影響を受ける。
生産者を支える視点と特定の外部に過度に依
存しない視点の両方が必要となる。
・気候変動の影響に対する適応策を行政に期待
するだけでは不十分であり、自助（一人ひと
りができること）と互助（助けあって行なう
こ と）の 取 組 み を、私（た ち）自 身 が 企 て、
実践していくことが求められる。
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【寄稿】除菌剤の多用から脱却しよう
環境市民 代表理事 杦本 育生
せん。私達の皮膚にも常在菌と言われる細菌が
存在しています。そして、様々な外的刺激など
から私たちを守ってくれています。この皮膚常
在菌のバランスが崩れると皮膚炎をおこしてし
まったりします。日常的に除菌剤で皮膚を拭く
とコロナウイルスだけでなく、この大事な皮膚
常在菌も皆殺しにしてしまい皮膚疾患をおこし
てしまうことになります。それだけではありま
せん。コロナウイルスの中に除菌剤に強い耐性
菌を繰り出してしまい、肝心なときに除菌剤の
効かないウイルスによるパンデミック・大流行
をひきおこしかねないのです。手など皮膚に付
いたコロナウイルスは固形石鹸で洗うだけでの
ぞくことができます。日常的に除菌剤を用いる
ことは、コロナ禍がすぎたらやめて、多様な細
菌類と共生する世界にしませんか。
菌類との共生について詳しくわかりやすい論
文がありますので紹介させていただきます。

コロナウイルスの感染予防としてエチルアル
コールなどの除菌剤が日常的に頻繁に使われる
ようになりました。細菌と聞くと汚いもの、病
気の原因となるものだから、除菌することは衛
生的でいいことだと考えがちです。しかし、こ
の地球上には、多種の細菌類が存在し生態系の
中で重要な役割をはたしています、中にはチー
ズやヨーグルトを作るのに利用する乳酸菌や納
豆を作るのに利用する納豆菌のように人間が細
菌の力を活用しているものもあります。また、
最近「腸内フローラ」としても注目されていま
すが、私達の小腸、大腸には 1,000 種 1,000 兆
個以上の細菌が生息しています。
特に小腸から大腸にかけて生息しており、こ
れらの様々な細菌がバランスをとりながら腸内
環境を良い状態にしていることが一般的に知ら
れるようになりました。私達、人類は細菌と共
生しているのです。それは、腸だけではありま

一つ目は皮膚表面や毛穴に存在する表皮ブドウ球菌（Staphylococcus epidermidis）です。
表皮ブドウ球菌は汗（アルカリ性）や皮脂を餌にグリセリンや脂肪酸を作り出します。脂肪
酸は肌を弱酸性に保ち抗菌ペプチドを作り出すことで、黄色ブドウ球菌の増殖を防ぎます。
表皮ブドウ球菌が出すグリセリンは、皮膚のバリア機能を保つ役割があります。
二つ目はアクネ桿菌 ( Propionibacterium acnes) です。この菌は嫌気性菌であり、酸素ある
環境ではほとんど増殖できず、死滅してしまいます。そのため、酸素を嫌い毛穴や皮脂腺に
存在し皮脂を餌にプロピオン酸や脂肪酸を作り出すことで皮膚表面を弱酸性に保ち、皮膚に
付着する病原性の強い細菌の増殖を抑える役割を担っています。一般的にニキビの原因と言
われていますが、増殖しなければニキビの原因菌になりません。しかし、皮脂の分泌量が増
えたり、何かの異常で毛穴をふさいだりすると、アクネ桿菌が過剰に増殖し炎症を引き起こ
してニキビになります。
三つ目は黄色ブドウ球菌（Staphylococcus aureus）で、皮膚表面や毛穴に存在します。存
在しているだけでは問題がありませんが、ブドウ球菌の中では病原性が高いため皮膚がアル
カリ性に傾くと増殖して皮膚炎などを引き起こします。傷を受けた皮膚をそのままにしてお
くと化膿し悪化させてしまいます。
これら常在細菌は、それぞれ存在する菌のバランスが壊れたときに皮膚のトラブルに発展

4

します。そのため、バランスを壊さないように常在細菌と上手に生活することと表皮ブドウ
球菌を減らさないようにすることが大切です。表皮ブドウ球菌は角質層に存在しているため、
無理に角質を落とすような行為をすると減ってしまします。例として、長時間の入浴、頻回
の洗浄・洗顔、洗顔料・洗浄料の過剰使用などです。表皮ブドウ球菌を減らさないように保
つことは、アルカリを好む病原性の強い黄色ブドウ球菌や真菌などの繁殖を防ぐことにつな
がり、皮膚のバリア機能を保つ意味でとても重要です。これから秋冬に向けて乾燥の時期に
入ります。乾燥すると表皮ブドウ球菌が棲みにくく皮膚はアルカリ性に傾いてしまいます。
皮膚常在細菌のバランスが壊れてしまわないように注意しましょう。
参考文献：吉田 理香（2016）
「皮膚の常在細菌について」, 東京医療保健大学ウェブサイト「ヘ
ルスケアコラム」https://www.thcu.ac.jp/research/column/detail.html?id=110（2021 年 3 月
29 日閲覧）より、執筆者の許可を得て原文のまま引用させていただきました。

【報告】オンライン ミニ学習会
ネオニコチノイド 暮らしの中の農薬
環境市民では 1 月 30 日、総合地球環境学

品に耐性を持つようになるため、同じブラン

研究所の真貝理香氏とマキシミリアン・スピー

ド名の商品であっても、さらに毒性の強い薬

ゲルバーグ氏を講師に迎え、オンライン学習

剤が配合された新商品が発売されてきました。

会「ネオニコチノイド

水田の一部のトンボ種に影響が見られたほか、

暮らしの中の農薬」

を開催しました。

新生児の尿からも検出され、母体から胎児へ

ネオニコチノイド（以下、ネオニコ）は、

の移行も問題となっています。

植物の内部によく浸透し、長期間残留する神

現代社会では、ミツバチや昆虫などは忌み

経毒で、1990 年代に開発されて以降、農薬と

嫌われがちですが、主要農作物の受粉の約

して広く使用されるようになりました。しか

70％にはこれらの送粉者が関わっており、こ

し、ミツバチなどの大量死の原因として疑わ

れらの存在なくして私たちの食はありません。

れ、EU では既に 2018 年に、登録 5 種のうち

農業における送粉者の年間貢献額は 4731 億

3 種（クロチアニジン、イミダクロプリド、

円と算定されているほどです。都市養蜂など

チアメトキサム）の屋外使用が禁止されてい

の取り組みも始まっています。生態系を意識

ます。これに対し、日本ではネオニコ系 7 種

した暮らしの必要性と可能性を感じさせる勉

類に加え、毒性の強いフィプロニルの使用も

強会でした。

認められています。農薬としてだけでなく、

（文 / ラジオチーム 奥田 一美）

ドラッグストアや CM でよく目にする、家庭
用のゴキブリやコバエ殺虫剤・シロアリ駆除
剤・ペットのノミ取り用品にも使用されてい
るほど、家庭内に入り込んでいます。虫は薬
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【報告】2020 年度の環境市民の主な活動
3 社会経済システム
・【オンライン・セミナー】いい発電？わるい
発電！？ 持続可能な再生可能エネルギーの
選び方を考える（11/21）
・バイバイ原発きょうと（バイバイ原発 3.6
きょうと実行委員会への参画）（3/6）
・CSR 検定実施への協力（11/1）

本会理事会（3 月 17 日開催）で報告された
2020 年度の主な活動を紹介します。
1 環境教育
・エコスクール：水俣高校のグリーンフラッ
グ更新審査を実施
・環境活動パワーアップ講座：10 月〜12 月に
実施（主催：京都市、京都市環境保全活動
推進協会からの受託）（写真 1）

4 環境政策推進
・環境首都創造ネットワークが環境自治体会
議と統合し新組織「持続可能な地域創造ネッ
トワーク」発足（6/24）、設立大会（10/11、12）
・気候変動への適応・共創プログラムの開発
普及（環境首都創造 NGO 全国ネットワー
クによる実施）
・福知山市環境基本計画見直し事業（9 月〜2
月）
・東広島市ごみ減量講座

写真 1

5 持続型社会創造
・環境省とのオンライン定期協議会（グリー
ン連合による実施）
・あどぼの学校：全４回の講座をゼミナール
形式で実施、京都市の財政に関する勉強会
の実施

・学校環境教育支援：ノートルダム女学院中学・
高校での授業実施
・講師派遣：8 件
・SOMPO 環境財団 CSO ラーニング制度：2
人のインターン生を受け入れ

6 広報交流会員拡大
・ニュースレター・電子かわら版（メールニュー
ス）発行
・ラジオチーム：番組制作（写真 2）
、オンラ
イン学習会ネオニコチノイド 暮らしの中の
農薬開催（1/31）
・みどりの英会話の終了

2 ライフスタイル
・企業のエシカル通信簿オンライン連続セミ
ナー（10 月〜11 月、消費から持続可能な
社会をつくる市民ネットワークによる実施）
・ぐりちょ Web サイト更新（通年）
・Reﬁll サミット in 京都（主催：水 Do! ネッ
トワーク）への参画（2/14）
・ごみ減量のための動画教材制作（京都市ご
み減量推進会議からの依頼）
・自然エネルギー学校（主催：京都市）の企画・
実施への協力：6 月〜9 月

写真 2
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奇跡の惑星・地球
ー海中・山中・生きもの

行事案内

写真展ー杦本育生

写真展

JOIN US！

モルディヴ、パラオ、モアルボアル、石垣島など世界の水中風景、スイスアルプス、カナディア
午前 10 時 30 分〜午後 5 時
ンロッキー、日本アルプスなど世界の山岳風景、サバンナの野生生物等の生き生きとした表情など、
失いたくない地球の宝をご覧ください。
日時：2021 年 5 月 18 日（火）〜23 日（日）10：00-19：00（最終日 17：00 まで）
※平日 17 時以降と土日全日は杦本育生が在廊します。
会場：堺町画廊（京都市中京区堺町通御池下ル phone+fax:075-213-3636）
お問い合わせ先：杦本 育生 TEL 090-3974-8284

環境市民通常社員総会
環境市民通常社員総会を開催します。環境市民の活動の全体像がわかります。
午前 10 時 30 分〜午後 5 時
ぜひご参加ください！
日時：6 月 26 日（土）14：00〜15：00（13：30 開場）
会場：京都市内（調整中）
※ZOOM による参加とのハイブリッドで実施予定。
対象：どなたでも参加できます（ただし表決権をもつのは環境市民社員に限られます）
※内容は変更される可能性があります。
＜会員各位＞社員申告（新規・継続）手続きのお願い
NPO 法人環境市民では、社員資格の取得を、会員自身の意思表示に委ねています。
社員になると社員総会で表決権が生じるなど、組織の重要な意思決定に参画すること
ができます。申告は住所、氏名、TEL、メールアドレスなどの連絡先を添えて、メール、
FAX、ウェブサイト上の入力フォーム（右の QR コードからアクセス可）から行って
ください。

7

ぐりちょばなし 受けとめたいムーミンからのメッセージ
ムーミンの本を初めて読んだのは、小学 3 年生くらいだったでしょうか。ムーミン谷で暮らす生
きものたちが、楽しい日常の中で、時には冒険したり問題にぶつかったりします。そして、登場人物
は実に多様性に溢れています。一人が好きだけど誰かとも一緒にいたい者、みんなのために一生懸
命だけど自分の時間ややりたいことも大切にしている者、時には嫌われることもあるけれど自分に
正直な言葉を発する者。弱虫で欲張りがいたかと思えば、モノを所有することを嫌う者、いくつもの
種族が登場し姿形もみんなバラバラで、全てがい
い人で正しい人ではなく、いいところもそうでな
いところもあるという生きものたちなのです。ま
た、関わる人たちへの思いやりに溢れつつも、意
地悪だったり現実的なストーリー展開にドキドキ
したり、胸がチクッと痛くなることも。本に描か
れたちょっと怖そうなムーミン谷の地図の挿絵や、
個性があって当たり前というふうに描かれたムー
ミン谷の住人たちの考え方や行動に夢中になりま
した。自然の摂理に包摂されるようなムーミン谷
の生きものたちの多様性と生き方は、75 年も前か
ら描かれているけれど、いろんな意味で社会が大
きく変わろうとしている今こそ、強いメッセージとなっていると感じます。
大人になってから購入したムーミン全巻 ( 現在は 9 巻 ) は私の大事な宝物です。
（文 / 下村 委津子）

「寄付をする」も
「会員になる」
参加の一つです。
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。
このニュースレターは環境市民サポーターズのボランティアの手で
企画、編集、発送されています。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！自分の関心や空き時間によって
関わり方は様々です。ご関心のある方は、環境市民事務局までご連絡
ください。
【活動内容】企画・構成、原稿手配・執筆、原稿校正、発送作業等
※発送作業以外は、インターネットが使えればどこでもできます。

誰もが参加できる
環境 NGO

ありがとう
2020年12月1日〜2021年3月28日（五十音順）

【新入会】玉那覇 純子さん,里中 悦子さん
【寄付お礼】秋田 仁志さん,石原 慎一郎さん,猪村 博司さん,
岩谷 雅子さん,内田 香奈さん,大塚 豊さん,嘉田 由紀子さん,
久保 浩さん,小池 啓道さん,金銅 幸夫さん,斉藤 直美さん,
篠原 香さん,新堀 春輔さん,関目 実さん,田中 充さん,
玉那覇 純子さん,手塚 智子さん,豊島 由香さん,
長谷川 文子さん（遺贈寄付）,平山 義章さん,藤井 信英さん,
藤田 直子さん,前田 裕資さん,宮原和明さん,
ラウパッハ スミヤ ヨークさん,
他匿名希望2人
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

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
〒 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
（発行）特定非営利活動法人 環境市民 （代表・発行人）杦本 育生
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