NPO 法人環境市民の月刊会報誌

やつやなぎ あ り さ

八 柳 有紗

インターン紹介

環境マイスターについての報告

こんにちは。損保ジャパン CSO ラーニング制度によって、6 月から環境市民で
インターンをさせていただいている八柳有紗です。立命館大学理工学部環境シ

今号は、環境市民が進めている環境マイスター

ステム工学科に属しており、最近は水処理や廃棄物処理、力学など主に技術面

研修認定制度についての報告です。“ 環境マイス

について広く学んでいます。

ター ” は全国で 3,000 人を突破し、着実にその成果

このように環境工学を専攻していますが、学科の友人とは「技術革新だけで

は拡大しています。どのような活動を環境市民が

はなく、意識改革も重要である」と話していました。そこで意識改革を起こす
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方法を考えていたところ、私自身、自治体の政策によって意識改革が起こって
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展開しているのか、いまいちどご確認ください。

いたことに気がつきました。例えば私の出身の北海道札幌市では、私が高校生
の頃にごみ袋を有料化したのですが、それによりごみ分別の理由やその必要性などを考えるようになりました。
「将来はこのように意識改革を起こせるような施策をつくりたい！そのためには現行の先進的な環境政策を

報告：

学ばなければ…」と感じていたとき、環境市民が事務局を担っている「環境首都創造ネットワーク」に出会い、

環境マイスターが全国で 3,000 人突破

その取り組みに感動しました。そうしてここで勉強させていただきたいと感じ、インターン生として参加さ
せていただいています。
1 月のインターン終了まで全力で頑張ります。よろしくお願いいたします。

今月の

ご支援いただいているみなさん

（ご寄付）安藤 多恵子さん、石田 美由紀さん、長崎 純一さん、早瀬 昇さん
環境市民の活動にご賛同いただき、ありがとうございます。環境市民は、みなさんひとりひとりのご支援により
成り立っています。今後とも活動のご理解とご支援、よろしくお願いいたします。
最新情報を発信中 !

環境市民の Twitter&facebook
● Twitter アカウント ：@kankyohsimin
● facebook http://www.facebook.com/kankyohsimin

ない製品の販売をすすめるプロの販売員“環境マイ

響も大きいこと、もうひとつは、これらを購入する

スター”が全国で 3,000 人を超えました（8 月 24 日現

大半の人は販売員に相談や情報提供を求めながら製

在 3,275 人）。

品を選択するように、販売員のトークの影響力に大

環境市民は、グリーンコンシューマー活動を日本

きなものがあるからです。その後、サッシ・ガラス

各地に拡大していく活動を発足時から続けてきまし

事業者（全国）、そして長崎県では住宅建設（主に建

た。その主な方法は消費者がつくる地域の買い物ガ

築士が対象）へと対象業種が広がりました。また自

イドの普及と活動のリーダーづくり、そして買い物

動車販売は、山形から秋田、東京、神奈川、滋賀、

ゲームや講演でした。これらは消費者から行動する

長崎、熊本へ、家電販売も大分、長崎へと広がりま

身近な話題から旬の話題まで環境の視点から情報発信
ラジオ
番組 「環境市民のエコまちライフ」

ことを提案するものです。ただ、消費者側からだけ

した。

ではなく販売者から、環境を大切にした買い物を消

このような継続的拡大していく取り組みになった

●毎週月曜午後１:00 から 1:15（再放送は火曜朝７:00 から）
●京都三条ラジオカフェ（79.7MHz）
URL: http://radiocafe.jp

費者に促すこともできます。それを具体化したもの

のは、気候変動問題をはじめとする環境問題解決へ

が環境マイスター研修認定制度です。

の貢献と地域での雇用確保、まじめな事業者への評

この制度は、環境マイスター研修を修了し、確認

価をともに進めていこうという趣旨が理解され、各

テストに合格した販売員を“環境マイスター”とし

県の自動車販売者協会や電器商組合等の事業者の積

て認定するものです。“環境マイスター”は店頭や

極的な協働が得られたこと、そして都県、自治体、

顧客営業先で、顧客に対して気候変動（地球温暖化）

ＮＰＯ等の協力が得られたことによります。

【郵便振替】
口座番号：01020-7-76578
加入者名：環境市民

防止、省エネルギー省資源等の適切な情報を提供、

環境市民は、多くのボランティアと会員の皆さんの参加によって支えられています。「持続
可能で豊かな社会づくり」のために、ぜひ会員になって環境市民の活動を応援してください !
☞

●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。
●入会申し込み：郵便振替振込用紙に、住所・氏名・電話番号・会員の種類・送
金内容事項をご記入の上、ご入金ください。
法人会員の他、個人会員
（年会費 4,000 円、入会金1,000 円）、シニア・
学生会員
（年会費 3,000 円）などの種類があります。詳しくは事務所まで。

会費・寄付のお振込み先

顧客の自己判断に基づく環境保全型商品の購入を推
奨します。また、顧客からの地球温暖化防止、省エ

●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。

ネルギー等に関する質問に適切に対応します。
環境市民ではこのような研修認定制度を考案し、

だれもが参加できる環境 NGO
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（発行）特定非営利活動法人 環境市民 （代表・発行人）杦本 育生

麩屋町通

〒 604-0934
京都市中京区麩屋町通ニ条下る第二ふや町ビル 405
（月〜金 午前 10:00 から午後 6:00、祝祭日除く）

山形県と和歌山県でそのパイロット事業を多くの

環境市民
富小路通

http://www.kankyoshimin.org
E-mail：life@kankyoshimin.org
TEL：075-211-3521 FAX：075-211-3531
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る物品の中でエネルギー消費が大きく、環境への影

☞

環境市民に
入会しよう！

消費者に適切な環境情報を提供し、環境負荷の少

地下鉄
京都市役所前

本誌の無断複写・複製・転載を禁じます。「環境市民」登録商標 第4809505号

とができました※。
当初の対象事業種は、自動車販売と家電販売。そ
の理由は大型家電や自動車は、一般消費者が購入す

1

“環境マイスター”からは「環境に対する話をする

日本では、この夏はまさに異常気象のオンパレー

ことで、例えば価格は高くても環境適応の商品を買っ

ド。酷暑、豪雨、干ばつ、長雨と極端化現象が同時

てもらえた」「安ければよいと考えていたお客様が

に起こっています。このような気候の極端化は日本

長い目で見れば少々価格が高いもののほうが得にな

だけではなく、世界各地で近年勢いを増して進行し

ると納得していただけた」「一年間の走行距離数か

ています。気候変動（地球温暖化）への対応は待っ

ら燃費の良い、悪い車の差をお客さんに提示したら、

たなしで進める必要があります。経済だけにこだわっ

そのガソリンの使用量と金額の違いに驚いていた」

ていては私たちの未来は暗闇です。

セミナー&イベント情報
ボラン
ティア

9/30（月）午後 2:00 から午後 6:00 頃まで
●ところ：環境市民京都事務局

環境マイスター研修認定制度は、その一つの解決

などの声が上がっています。
“環境マイスター”が増えることで、環境を大切に
した商品選択をする消費者が増え、二酸化炭素排出

策を示すものであり、今後さらに拡大していこうと
講 座

考えています。

加価値が高く、顧客満足度も高い製品をすすめるた

※内閣府の「先駆的省資源・省エネルギー実践活動

め、事業者にもメリットがあります。さらに、消費

等推進事業」に採択され、パイロット事業として実
（文 / 環境市民 代表理事

がるため、まさに「三方よし」の事業です。

出版物のごあんない

http://www.ueda-h.co.jp/corporate/company/003.html

●参加費：3 回で 1,000 円
●定 員：20 人
●申込み：お名前、ふりがな、所属団体（あれば）、
電話番号、FAX、メールアドレス、住所
を明記の上、下記までご連絡下さい。
●申込先：NPO 法人環境市民
TEL.075-211-3521 FAX.075-211-3531
life@kankyoshimin.org
●主 催：NPO 法人環境市民

杦本 育生）

「流れを変える 〜環境市民マガジン〜」

このマガジンでは、社会の「流れを変える」最前線の動き、視点を伝え「持続可能な社会
はつくれるんだ！」という実感がもてるような情報発信をめざしていきます。
地域から持続可能な社会をつくる行動と提案をし続けてきた環境市民だからこそ伝え

発送作業をしています。どなたでも参加できます♪

【連続講座】 買い物を変える 生活、企業、社会が変わる！グリーンコンシューマーのリーダーになろう

●と き：午前 10：00 から午後 5：00
●ところ：ウエダ本社 北ビル 2F（京都市下京区）

施した。

毎月、おしゃべりしながら会報誌みどりのニュースレター

●問合せ・申込み：4 ページに掲載の環境市民連絡先をご参照ください。

10/5（土）、10/6（日）、10/14（月）

量など環境負荷を下げることができます。また、付

者にとっても使用時の電気代や燃料代の節約につな

誰でも参加できる 1Day ボランティアデー

私たちの消費つまり買い物を変えることによって、私た
ちの生活も、販売店も、メーカーも、そして経済活動も変
えていくことが可能です。それがグリーンコンシューマー
活動で、本質的な生活の豊かさを創り出すものです。
私たちの未来と、子どものため、そして地球の生きもの
のため、さあ、一緒に活動をはじめしょう！
＜講座概要＞
講義やワークショップやクイズ、ゲームを交えながら、グリー
ンコンシューマーの視点、知識を多角的に学びます。
＜講師プロフィール（敬称略）＞
高月 紘：京都大学名誉教授、京エコロジーセンター館長
堀 孝弘：奈良県生駒市環境経済部次長
杦本 育生：環境市民代表理事、ｸﾞﾘ ｰ ﾝ 購入ﾈｯﾄ ﾜｰｸ 顧問
下村 委津子：環境市民理事、市民エネルギー京都理事

■対象

られる情報、視点にぜひご注目ください。

• 地域や企業、学校などで環境活動を行うリーダーになりたい方

＜特集＞多発する気候変動現象 / 気候変動は、私たちに何をもたらすのか / 京都議定書と世

• 低エネルギー社会、安心して食べ物や日用雑貨を選べる社会を地域からつくっていきたい方

界の温暖化対策の動向 / 地域から気候保護に取り組む / 気候保護、雇用創出のエンジンに

• 環境問題に関心はあるが、どのような行動が効果的なのか迷っておられる方

〜ドイツの戦略〜 / 気候変動を根源から防いでいくために / ツバルからのメッセージ 他

• 環境 NGO、消費者 NPO 等で、より社会的な影響力のある行動をしたいと思われている方
• 原則、全３回の講座に参加できる方

価

格：500 円（税込、送料別）※会員には無料で送付

発行頻度：季刊

◆参加者へのお願い
1. 講座終了後、スーパーマーケットを対象に、環境を大切にした商品を取り扱っているかどうか、環境の取
り組みをしているかどうかを調べる「グリーンコンシューマー調査」を行います。その調査に、調査員とし
て参加をお願いします。（京都市内等で実施。交通費有。2 人一組で 2 店舗程度。調査員に大きな負担はか
けません。ご安心ください）
2. 全３回の講座に参加が可能な方を優先します。

創刊を記念して 10 月までに定期購読をお申し込みいただくと、期間限定特別価格（いずれも送料サービス）
にて承ります。定期購読をご希望の方は環境市民事務局までご連絡ください。
定期購読

期間限定特別価格

1 年間

雑誌定価：500 円× 4 冊

2,000 円

→

初回のみ 1,800 円 10%off!

2 年間

雑誌定価：500 円× 8 冊

4,000 円

→

初回のみ 3,400 円 15%off!

3 年間

雑誌定価：500 円× 12 冊

6,000 円

→

初回のみ 4,800 円 20%off!

多部数定期購読
5冊

雑誌定価：500 円× 5 冊× 4 回

期間限定特別価格
9,000 円

→

初回のみ 7,000 円 22%off!

★会員のみなさんへ、マガジン宣伝協力のお願い★
「流れを変える 〜環境市民マガジン〜」の購読をまわりにおすすめしていただけませんか？ PR チラ
シも用意していますので、ご協力いただける方は環境市民まで必要部数等をご連絡ください。
委託販売（5 冊以上）：
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卸価格 400 円

イベント

【野の塾】 人も地球もこわすＴＰＰをぶっとばせ！
環境、人権、経済至上主義、グローバリゼーション…。
世界で起きていることが地球に何をもたらしているのか、
●ところ：ひとまち交流館 第4会議室（京都市下京区） きちんと知ること、パラダイムシフトすること、行動する
http://www.hitomachi-kyoto.jp/access.html
ことが今こそ必要です。
●資料代：会員 500 円 / 一般 800 円
マスメディアではあまり語られない、私たちひとり一人
●申込み：お名前、電話番号、メールアドレス、会
にとって重要な TPP の本質的な問題点を明らかにします。
員か一般かの別を添えて、下記までご連
私たちの選択で社会の流れを変えていましょう！！
絡下さい。メールの場合は、タイトルを「野
＜講師プロフィール（敬称略）＞
の塾 TPP 参加希望」とお書き下さい。
神田浩史：NPO 法人 AM ネット理事、NPO 法人泉京・垂
●申込先：NPO 法人環境市民
井理事、西濃環境 NPO ネットワーク副会長
TEL.075-211-3521 FAX.075-211-3531
杦本育生：環境市民代表理事、グリーン購入ネットワー
life@kankyoshimin.org
ク顧問、環境首都創造 NGO 全国ネットワーク
●主 催：NPO 法人環境市民
代表幹事

10/9（水）午後 6:30 から午後 8:45
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