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約 80 億枚―これは、2003 年度
の生理用ナプキンの生産量です（厚

行事案内

生労働省工業生産動態統計）。一人

…09

の女 性が 一日 5 枚ずつ、 毎月 5 日

とれたて！ 環境市民

間、40 年間使用した場合、約 1 万
2000 枚。これが全て紙ナプキンだと

『環境首都コンテスト』出版記念セミナー 開催

したら、実に大量のごみが生み出され
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環境情報を読み解くヒントを伝えます！

ていることになります。

小冊子「やってみよう！エコ地蔵盆」できました！
…10-11

そんな中、注目したいのが布ナプキ

写真提供：tipuaプロジェクト
小野 千佐子さん

ン。使ってみたいけれど、ちょっと不

安……という方も多いのでは。私もそんな一人でした。しかし、

子どもたちに残したい理想のまち

今回かわいい柄の布ナプキンに出会い、使ってみることに。ま

奈良県生駒市・環境基本計画策定の様子 no.5

ず思ったのが “お手入れが面倒そう”。しかし、外出時は小さく

…12

おりたため、持ち運びもそんなに気になりません。また、使用
後は一晩浸け置き洗いをし、その後下着などと一緒に洗濯機へ、

住まいのエコ Q&A

ということで意外と簡単なのです。浸け置き洗いの際、私は重

最終回「環境にいい部屋の模様替え」

曹を使いましたが、お酢や石鹸などを使っている人もいるそう。

…13
読者交流コーナー

アルカリ性のものであれば大丈夫です。そして何といっても体に
フィットして心地よい !

みどりのかわらばん

ティプア

布ナプキンの販売やワークショップなど

を手がける tipua プロジェクトの小野千佐子さんによると「布ナ

…14

プキンを使用されている方から肌ざわりがよい、冷え症が改善

1/ 環境市民

した、月経血を汚物としてごみに出さなくてもよいということで

住むに困らない暮らしを

メンタル面にもよい、月経を前向きに考えるようになった、とい

和久 愛子さん

う声をよく伺います」。値段はそれぞれですが、1000 円台から

…15

手に入ります。まずは量の少ない日から布ナプキンに切り替え
てみるのはどうでしょう。
「紙ナプキンはトイレの個室内においてあることがほとんどで、
月経というものがその中で完結していました。しかし、布ナプキ
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特集：市民の力で企業の CSR を応援しよう（仮）
環境市民は他の NPO と協力し、米国で 1989 年に個人
投資家を対象に出版された企業の総合評価 “Shopping for
a better World” の日本版をつくるため、企業の CSR 調
査を行いました。今回はその結果を紹介し、市民が経済の
グリーン化をすすめることの重要性と可能性を考えます。
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ンは洗濯や干したりするときに男性の目にもつくことがあります。
そこから女性の性について理解し、気軽に語り合うきっかけと
なってもらえれば嬉しい」と小野さん。布ナプキンは、自分の
体や環境だけでなく、人との関係を “心地よく” してくれる存在
なのかもしれません。
（文 / ニュースレター編集部

久保 友美）

【参考 URL】
『生理用ナプキンに新しい流れ 「布ナプキン」が売り上げを伸ばす』日
経ビジネス 2008 年 5 月 18 日
http://business.nikkeibp.co.jp/articlemanage/20080512/156
030/

現

在、世界経済は「100 年に一度」と言われる大不

わたしたちはこの雇用不安に早急に対処しなければな

況に陥っています。数年前から浮かび上がりつつ

りません。各企業は雇用の確保に最大限努力すべきです。
一方で、企業が倒れるようなことになれば、持続可能性

つ米国の経済を中心にほころびが見え始めていました。

という点からは望ましくありません。社会の中にある不

昨年 9 月には米証券大手のリーマン・ブラザーズが経

安にも、いっそう拍車がかかることでしょう。ここで環

営破たんし、米国の金融不安が一気に加速。世界中の経

境という観点からこの問題を眺めていると、いくつもの

済に影響を及ぼし、株価は暴落。収益が悪化した銀行は

有効な対処策が見えてきます。太陽光や風力などの自然

貸し渋るようになり、資金繰りに窮する企業の破たんが

エネルギーを生かす産業の創出がうまく進めば、大きな

相次ぐようになりました。

雇用を生み出すでしょうし、地球温暖化への有効な対策

それまで戦後最長の好景気の恩恵にあずかっていた日

社 会に 吹 く 新しい風
——

あった米サブプライム住宅ローン問題によって、少しず
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にもなります。

本も例外ではありません。とりわけ欧米の経済が悪化し

また、今回の不況は、一人ひとりがこれまでの働き方

ているため、製品を輸出して利益をあげていた自動車や

を見直すいいきっかけになるかもしれません。これまで

電機関連などの製造業は海外でモノが売れず、収益が大

は残業もいっぱいしていたが、今は残業が減ってしまっ

幅に悪化しています。各企業は減産を余儀なくされ、人

たという人は少なくないでしょう。時間ができた今こ

員に余剰感が生まれました。この余剰感を解消して人件

そ、労働の質を見直すいいチャンスです。環境市民はビ

費を削減するために、これらの企業は工場で働いていた

ジョンの中で、「人々は他者と競い合うことなく共に助

派遣社員や契約社員といった、非正規労働者を中心とし

け合い、金儲けだけの仕事に追われることなく……」と

て人員削減を進めています。非正規労働者は各企業に

述べています。今回の特集が、働くということが持つ意

とって「雇用の調整弁」であり、減産局面に陥ったとき

味をもう一度考えてもらうきっかけになれば、ニュース

にはまず雇用を打ち切られる立場だったのです。これが

レター編集部としてこれに勝る喜びはありません。

現在の雇用不安につながっています。

巻頭提言
グリーンジョブを創出し、
持続可能な低炭素社会を
文 / 植田 和弘氏（京都大学経済学研究科教授および地球環境学堂教授 / 本会理事）
米サブプライム住宅ローン問題に端を発した金融危機

防止をないがしろにすることは許されず、不況への対策

は世界的な不況をもたらし、実体経済にも深刻な影響を

と温暖化対策を統合的に考える必要があります。時とし

及ぼしています。日本経済も例外ではありません。とり

て二律背反的に語られるこれらの課題を、同時に実現す

わけ雇用に深刻な影響が出ており、自動車業界や電機業

る方策はないのでしょうか。そして、こうした方策こそ

界をはじめとして非正規労働者の削減が進み、大量の失

が持続可能で、環境に配慮された経済や社会を作り上げ

業者が生まれています。

ることにつながるでしょう。

今回の不況は米国の金融危機が震源であり、日本経済
の外的要因によりもたらされたものです。しかし、その

■持続可能な低炭素社会とは

衝撃に耐えうる内部的な力が日本にはなく、日本の経済

我々がめざすべき社会は、環境的持続可能性と経済や

的持続可能性に問題があったと言えるでしょう。日本政

社会の持続可能性があわせて実現される「持続可能な低

府が示している景気対策は理念のない小手先の財政支出

炭素社会」であると考えます。現在、日本国民一人当た

であり、効果も限定的と考えられます。今回の不況は抜

りの温室効果ガス排出量は、経済発展が著しい新興国で

本的な構造改革を要求するもので、経済や社会への新し

あるインドの国民一人当たりの排出量と比べて約 9 倍

い視点が求められています。

であるといいます。日米などの先進国の温室効果ガスの

一方、今回の不況で、喫緊の課題である地球温暖化へ

排出量を、インドなどの新興国並みに削減できれば、地

の対策が隅に追いやられている印象を持ちます。温暖化

球温暖化を阻止することができるでしょう。ですが、そ
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の結果として産業が衰退し、大量の失業者を生み、貧困

います。量的なものはもちろん重要ですが、「何のため

を増大させるとしたら望ましいものではありませんし、

の内需か」という質的な点にも注目する必要があります。

リアリティのある対策とは言えません。環境問題への対

すなわち、内需刺激策によって国内にどのような需要や

策と経済発展の双方への目配りが不可欠なのです。

雇用が生み出されるのかということです。

社 会に 吹 く 新しい風
——

ここで「持続可能性」とは何かを少し考えたいと思い

ここで生み出すべき雇用は「グリーンジョブ」と呼ば

ます。ひとつは「環境的持続可能性」のことで、環境が

れるものだと考えます。グリーンジョブとは、企業や経

人間の生存や発達が保障される水準に維持されることが

済セクターからの環境影響を、持続可能な水準にまで削

求められます。次に「経済的持続可能性」。国民経済レベ

減し、環境の質を維持し、あるいは再生することに貢献

ルや地域経済レベルで一定の所得水準があり、内需や雇

する仕事のことです。具体的には、農業や林業、また、

用が強化され、内外で経済的ショックが発生した際にも

風力や太陽光といった自然エネルギー資源を積極的に活

対応できる状態のことです。最後が「社会的持続可能性」

用するような仕事などが挙げられるでしょう。

で、排除されている人がいない社会が実現されているか
どうかがポイントです。

地球温暖化防止のためには新しい技術が多く必要にな
ります。温室効果ガス抑制のための投資が、自然エネル

現在の社会から、持続可能な低炭素社会に移行する過

ギー産業などの、これまでにない未来産業の育成につな

程では、これら 3 つの持続可能性が同時に実現されて

がり、グリーンジョブを生み出します。ある報告書によ

いく必要があります。

れば、地球温暖化防止の取り組みにより、何百もの新た

■温暖化防止への取り組みと景気対策の統合を

なグリーンジョブがつくられるといいます。質的な観点
からの内需拡大策を採ることで、量的にも大きな雇用を

再度強調しますが、今回の不況を乗り越えるには、環

生むことが可能になるのです。そして、グリーンジョブ

境と雇用両方の問題を同時に考える視点が不可欠です。

をつくり出すことが、貧困対策や地域間格差の是正につ

このたびの機会を、日本の内需をより力強いものにする

ながれば、持続可能な低炭素社会の実現に大きく近づく

ために生かすべきだということを、多くの識者は述べて

ことになるでしょう。

グリーン・ニューディールはすでにはじまっていた！

早

くから「環境」で雇用をつくりだす政策に取り組んできた国があります。

今回は 2 つの国の事例を取り上げ、今後、日本が取り組むべきヒントを考えます。

スウェーデンがめざす
「緑の経済と社会」の変革
文 / 小澤 徳太郎氏（環境問題スペシャリスト）
米国オバマ政権の「グリーン・ニューディール」に触

境法典」および「環境の質に関する 16 の政策目標」 を

発されて今年 1 月 6 日に斉藤環境大臣が提案した「緑の

制定し、この政策目標を達成するために「転換政策」を

経済と社会の変革」を日本版グリーン・ニューディール

策定し、省庁間の協力を加速するために「持続可能な開

というのであれば、12 年前の 1996 年 9 月 17 日にス

発省」を新設した。主な転換政策として、
「気候変動防止」

ウェーデンが掲げた 2020 ～ 25 年を目標年次とする「緑

「オゾン層保護」「課税対象の転換」「エネルギー体系の

の福祉国家（エコロジカルに持続可能な社会）への転換」

転換」「新しい化学物質の管理」「廃棄物に対する製造者

という国家ビジョンはスウェーデン版グリーン・ニュー

責任制度の導入」「持続可能な農業・林業・漁業」「都市

ディールと呼ぶにふさわしいであろう。

再生」などがある。国の政策は地方自治体と住民の協力

スウェーデン版グリーン・ニューディール

4

により具体化される。
目標年次のほぼ中間点に当たる 2008 年 2 月 21 日、

スウェーデンが考える「緑の福祉国家」には社会的、

12 年ぶりに社民党政権を引き継いだラインフェルト首

経済的、環境的の 3 つの側面がある。「高度な福祉国家」

相（中道右派の 4 党連立政権：2006 ～ 2010）は EU

を実現したことにより、社会的、経済的側面はすでに基

議会で演説し、「スウェーデンは 90 年以来、44% の経

盤ができている。そこで、環境的側面に政治的力点が置

済成長（GDP）を達成し、この間の温室効果ガスの排出

かれるようになった。このビジョンの実現のために「環

量を 9% 削減した」と語った。この事実は「経済成長」
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日本のグリーン・ニューディールとは違って、2008 年

離）が可能であることを示している。ここで注目すべき

秋に顕在化した「世界同時経済不況」への緊急対応策と

ことは、その成果が二酸化炭素の森林吸収や原発の増設、

して策定されたものではない。緑の福祉国家への転換は

あるいは「排出量取引」などによらないで、スウェーデ

新たな技術革新を促進させるので必然的に雇用の創出が

ン国内の努力によって達成されたことである。

期待される。
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と「温室効果ガス排出量」のデカップリング（相関性の分

スウェーデンは世界経済システムに組み込まれた「開

ミスリードしかねない“スウェーデンの脱原発政策
転換”という日本の報道

放経済の小国」なので、他の工業先進国と同様に、現在、
世界同時経済不況の嵐の中にあり、これまで好調な経済
パフォーマンスを示していた経済指標が悪化し始めてい
る。米国発の金融危機に端を発したグローバル経済の危

を意識しながら、去る 2 月 6 日付け全国紙が報じた「ス

機に対してエコノミストや評論家が好んで用いる「ピン

ウェーデンの脱原発政策転換」という記事を読むと「や

チこそチャンス」という発想に立てば、100 年に一度

はり、スウェーデンも『温暖化対策』のために原発廃棄

と言われる「世界同時経済不況」という大ピンチへの対

を諦めて、原発推進に転換したのか」と考えてしまうだ

応は不況以前の経済状況に戻すことではなく、人類史上

ろう。2 月 6 日、首相府はこれらの報道の源となった 2

初めて経験する「経済規模の拡大から適正化へ世界経済

月 5 日の 4 党合意文書「環境、競争力および長期安定を

が大転換する千載一遇のチャンス到来」と捉えるべきだ

めざす持続可能なエネルギー・気候政策」を公表した。

と思う。我々がいま直面している環境問題は経済活動の

原発関連部分の要点は「原子力と水力からなる現在の電

「目的外の結果」の蓄積だからである。バックキャスト

力供給システム」に再生可能エネルギーを加えるために、

手法による「スウェーデン版グリーン・ニューディール」

既存の原発 10 基に限ってそれらの更新を可能にする法

はその具体例なのである。

社 会に 吹 く 新しい風
——

ここ数年のマスメディアが報じる国内外の原発動向

制度を整えることであった。原発への依存を今後さらに
高めていくわけでもないし、ましてや原発を温暖化問題
の解決策として位置づけたわけでもない。

2008 年秋に顕在化した世界同時経済不況の捉え方
スウェーデン版グリーン・ニューディールは、米国や

小澤 徳太郎氏 プロフィール
73 年にスウェーデン大使館にて科学技術部環境保護オブ
ザーバーとして環境・エネルギー問題、労働環境問題を担当。
95 年、スウェーデン大使館を退館し、
「環境問題スペシャリ
スト」として独立。執筆・講演活動を開始する。

ドイツが進める環境、雇用、経済の発展
文 / 近江 まどか氏（社団法人 気候同盟（Climate Alliance e.V.) 職員）
ドイツにおける環境分野での雇用者は、全雇用者の

期間で償却することを可能にするもの。その結果、再生

4.5% に相当する 180 万人（2006 年）。2004 年と比較

可能エネルギー導入量は爆発的に増加し、現在は、電力

すると約 30 万人分もの雇用が新たに創出され、ドイツ

市場の 14%、最終エネルギー需要では 9.8% を占める

における雇用創出の「ジョブモーター」となっている。

までに至っている。また、2020 年までに国内の熱需要

政策とともに成長する環境雇用
ドイツ雇用市場における環境分野の重要性は、ますま

の 14% を再生可能エネルギーで供給する目標を達成す
るために、エコロジー税制・財政改革による収入をもと
にした太陽熱やバイオマス等に対する助成プログラム

す増加してきている。特に、
「再生可能エネルギー」（23

は、該当設備のコストの低減、市場拡大を促進している。

万人）、世界一の輸出量を誇る「環境保護製品の輸出関連」

さらに、2009 年 1 月、新規建築される建築物に対して

（5 万人）、そして設計事務所や環境コンサルタント、環

は、再生可能エネルギー熱の導入が義務付ける再生可能

境製品の販売や環境教育といった「環境サービス」（113

エネルギー熱法も施行された。研究調査に対する支援も

万人）における成長が著しい。

充実し、2008 年の一年間で政府から 1 億 5000 万ユー

これらの雇用成長の背景には、それぞれの市場を促進

ロ（約 200 億円）の助成金が提供されている。このよう

させる巧みな政策が存在している。例えば、再生可能エ

な、政策と市場の成熟プロセスに伴い、再生可能エネル

ネルギーの利用は、2000 年の再生可能エネルギー法の

ギー業界における雇用者数は、2004 年と比較するとほ

制定により大きく躍進した。この法律は、再生可能エネ

ぼ 50% 増加し、さらに 2002 年と比較すると倍増して

ルギー電力の固定価格買取制度を導入し、投資費用を短

いる。
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が 22% であったのに対し、雇用市場は 52%、経済・財

環境雇用のための人材育成

政政策は 27% となり、雇用、経済に対する人々の問題意

ドイツでは、この勢いで政策が進むと、環境雇用はま

識の高さが示された
（調査では一人 2 課題まで選択）
。

特 集：環 境 が生む 雇 用
社 会に 吹 く 新しい風
——

すます増加すると見込まれている。特に、
気候・エネルギー

このような社会におけるニーズから、ドイツの環境政

分野では、CO2 排出量を 2020 年までに 1990 年比 40%

策では、長年、雇用創出と経済活性化への効果に常に注

削減することをめざし、野心的な対策が進められており、

視されてきた。特に、2005 年にキリスト教民主同盟と

この結果、この分野だけでも、2020 年までに 50 万人の

社会民主党による大連立政権が誕生して以降、その傾向

雇用がさらに創出されるとの研究結果も提出されている。

は顕著であり、2006 年には、覚書「経済、環境、雇用

また、ドイツにおける環境業界の売り上げは、2020 年

のためのニューディール」を通じて、エコロジー産業政

には自動車業界を上回る可能性も発表されており、雇用

策の考え方が公にされた。エコロジー産業政策は、環境

市場における重要性は、さらに高まるであろう。

問題を経済対策で、経済・雇用問題を環境対策で解決し、

その一方、ドイツは、人口減少の一途をたどってお

環境政策と経済・雇用政策を体系的に連携させる新たな

り、今後、人材の確保が困難となる。この傾向は、環境

政策として、ドイツ環境省の中心政策として位置付けら

企業にとっても、成長の可能性を制限する要因ともなり

れている。世界に先駆けてスタートを切ったドイツの環

うる。成長する環境雇用における人材を育成するために、

境雇用の今後の更なる発展を期待したい。

2006 年末、ドイツ政府と環境企業は、人材育成イニシ

●参照資料
環境経済報告書（2008 年、ドイツ環境省）
環境意識調査（2008 年、ドイツ環境省）
再生可能エネルギー最新データ（2008 年、ドイツ環境省）

アティブを設立した。イニシアティブに参加しているの
は、廃棄物処理企業やエネルギー関連企業、業界団体な
ど 55 社・組織。2009 年末までに、追加的に 6000 人

エコロジー産業政策 ‐ 技術革新、成長、雇用のための持続可能
政策－（2008 年、ドイツ環境省）
環境技術アトラス 2.0（2007 年、ドイツ環境省）
覚書「経済、環境、雇用のためのニューディール」（2006 年、
ドイツ環境省）
近江 まどか氏 プロフィール
ドイツ在住。勤務先の「気候同盟」はヨーロッパの自治体の
温暖化対策を進める NGO。また、フリーランスで、視察や
エコツアーの通訳コーディネート業を行っている。
ドイツ環境ジャーナル http//blog.goo.ne.jp/madokuccia

分の教育の機会を創出することをめざしている。さらに、
廃棄物処理や下水処理といった循環経済に係る業種のイ
メージ改善のための情報提供に力を入れている。

新しく生まれたエコロジー産業政策
ドイツにおける失業率は 8.3%（2009 年 1 月）
。2008
年にドイツ環境省によって実施された環境意識調査では、
環境保護をドイツ国内における最重要課題と挙げた人々

日

本では具体的に環境をどういかす可能性があるのか、

NGO や自治体にききました。

ISEP

世界が期待する自然エネルギーに
よる雇用
文 / 山下 紀明氏（環境エネルギー政策研究所主任研究員）

自然エネルギーによる雇用
このところ、自然エネルギーによる雇用に関する話題
が世界的に注目されています。もともとドイツにおいて



ています。米国新大統領オバマ氏も就任前からエネルギー
計画を打ち出し、太陽光や風力、自動車部門も含め 500
万人の雇用を作り出すと述べており、施政方針演説にお
いても太陽光や風力という言葉を述べています。

は毎年、自然エネルギーの普及状況とそれとあわせて雇

昨年発表された UNEP（国連環境計画）と ILO（国際労

用数がどう増えたかが報告されています。また雇用につ

働機関）による報告書では自然エネルギーによりすでに

いても述べられおり、その数は 2007 年末時点で 24.9 万

世界で 230 万人の雇用が生まれており、2030 年までに

人。
（ドイツ環境省プレスリリース）日本で言えば巨大家

は総計 2000 万人以上に拡大するという予測がなされて

電企業や自動車メーカーグループにも匹敵する大きさで

います。さらに IRENA（国際再生可能エネルギー機関）※

あり、今後も成長が期待されています。さらに折からの

1

不況によりグリーン・ニューディールへの期待が高まっ

えられます。
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が設立されたことで、この流れがさらに促進されると考

策の視点を含めた戦略が必要です。でなければ、自然エ

自然エネルギーで100万人の雇用

ネルギーによる売上げと雇用は海外で増えるばかりであ

一方、日本では従来自然エネルギーを成長産業として
れませんでした。2004 年に発表された新エネルギー産業
ビジョン※ 2 では 2010 年に 5 万人、2030 年に約 31 万
人に拡大を期待すると記載されていましたが、その実現
に向けての大きな政策的流れは見えないままでした。昨
年の福田ビジョンにおいて太陽光発電の大幅な導入が宣
言され、自然エネルギー産業育成の機運は、にわかに高
エネルギー産業を育成していけば、100 万人近い雇用が
可能であると計算しています。
太陽光の余剰電力買取り新制度が発表され、期待が寄
せられていますが、太陽光のみならず、風力、バイオマ
ス、地熱、小水力に加え太陽熱などの熱利用や燃料利用
まで含めた全体的なエネルギーシフトを構想し、産業政

GPN

※ １ 2009 年 1 月にドイツ政府の主導で設立された再生可能
エネルギーに特化した最初の国際機関。再生可能エネルギーを
世界的に促進し、再生可能エネルギーの巨大なポテンシャルと
現状の差をなくし、さらに、加盟国において、再生可能エネル
ギーを普及するための適切な枠組み、資金調達方法、技術やノ
ウハウの移転方法を改善することをめざしている。
※ ２ 平成 16 年 6 月に経済産業省より発表されたビジョン。新
エネルギーを産業として捉え、産業政策的な視点から、競争力
のある、自立したものとしていくことにより新エネルギーの普
及導入を図っていくことが重要となってきているため、自立し
た持続可能な新エネルギー産業の将来ビジョンとそれを実現
するための施策について検討を行い、とりまとめたもの。

社 会に 吹 く 新しい風
——

まってきました。当研究所でも日本が本腰を入れて自然

特 集：環 境 が生む 雇 用

捉える見方が少なく、雇用に関する研究もほとんど見ら

り、日本には恩恵をもたらさないでしょう。

環境エネルギー政策研究所（ISEP）
持続可能なエネルギー政策の実現を目的として調査
研究や政策提言を行う NPO。
URL：http://www.isep.or.jp/

グリーン・ニューディールと
グリーン購入ネットワーク
（GPN）
文 / 中原 秀樹氏（武蔵工業大学
ワーク会長）

環境情報学部教授 / グリーン購入ネット

3つの危機を解決する

百万人規模の雇用の創出を表明。中国は 2 年間で約
6000 億ドルの資金を環境・エネルギー分野に投入す

アメリカのサブプライムローン問題により端を発し

ることを表明。ドイツは再生可能エネルギー産業で既

た金融危機は、ヨーロッパ、アジアと世界中に広がり、

に 2400 億ドル規模の経済効果と 25 万人の雇用を創

それにより各国の消費が急落を引き起こし、また自動

出。日本でも 2008 年後半からグリーン・ニューディー

車産業を中心とする実体経済にも影響を及ぼし、世界

ル政策が議論されるようになり、2009 年 1 月には環

的な不況に陥っている。世界全体の株式市場は 3000

境省が数十兆円の経済効果創出の方針を打ち出し意見

兆円を失い、急速かつ大規模な信用収縮がグローバル

募集を開始。GPN も 2 月会員の皆様から 150 もの

に進行する中で、実体経済の縮みが始まっている。

ご提案をいただき、以下の 4 分野 30 項目を環境省以

誰もが 1929 年の大恐慌を思い出し、今後の世界経

外の省庁の事業とも関連してくることから、関連省庁

済の展開を不安な思いで眺めながら、同時にルーズベル

にも検討を要請した（30 項目の詳細については GPN

ト大統領が行なったニューディール政策を世界中の人が

のウェブサイトを参照されたい）。GPN の提案がどう

思い出している。そうした中でイギリスを中心とするグ

活かされるか、政府を注視したい。

リーン・ニューディール・グループが 2008 年 7 月に出
した報告書において、信用危機・気候変動・石油価格高

1．省エネルギー機器・設備の導入・普及

騰という 3 つの危機（Triple Crunch）に対して、新エネ

2．エコプロダクツ・サービスへの融資・支援

ルギーを中心に打ち出したのが
「グリーン・ニューディー

3．環境に配慮した都市計画・地域開発

ル」である。気候変動やエネルギー危機に対処するだけ

4．農林業・バイオマス資源の活用による環境負荷低減

でなくグローバル経済を引き上げるために国際エネル
ギー機関（IEA）も、今後 2050 年までの温室効果ガス半
減に向けて、45 兆ドル（約 4500 兆円）もの、空前の規
模の投資を行なうグローバル革命を求めている。

GPNからも30項目提言
米国はオバマ大統領が再生可能エネルギーへの
1500 億ドルの投資や公共施設の省エネ化による数

グリーン購入ネットワーク（GPN）
環境に配慮された商品、サービスの優先的な購入を
すすめるグリーン購入を促進するために 1996 年に設
立された企業・行政・消費者の緩やかなネットワーク。
環境市民も設立時からかかわり、本会代表の杦本育生
は代表理事の一人でもある。会員数は約 3000 団体。
URL：http://www.gpn.jp
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飯田市

不況をバネに 地域から
環境ビジネスモデルを発信

特 集：環 境 が生む 雇 用

のりかず

文 / 木下 巨一氏（飯田市

商業・市街地活性課 課長）
講座には飯田市内外から 35 人の受講生が集まり、

環境モデル都市に選ばれる!

自然エネルギーに関する最新の動向、起業に向けたビ

ゆい

飯田市では、U ターン、I ターンを支援する UI ター

社 会に 吹 く 新しい風
——

ン、ワーキングホリデー飯田

※1

など、地域へ人材を

呼び込む施策に積極的に取り組んできました。

ジネスプランの作成など、熱心に学びあいました。
最終日はビジネスプランの発表会。班ごとの発表に対
して、研修会をコーディネートしてくれた片岡 勝さ

2009 年 1 月 23 日、飯田市は内閣府の環境モデル
都市に認定されました。飯田市の環境モデル都市提案

ん（市民バンク 代表）の厳しく暖かい講評もついてい
ました。

のテーマは、｢ おひさまともりのエネルギーが育む低

先に紹介したビジネスプランの他、古民家を再生し

炭素な環境文化都市の創造 ｣。太陽熱や木質バイオマ

て民宿の経営、グリーンツーリズムのコーディネート

スを活用して中心市街地に再生可能エネルギーを供給

業などが提案されました。

する、タウンエコエネルギーシステムを構築し、その

｢ 農水省による米の生産調整の見直しは、農業政策

システムを運用するためにエネルギー会社を設立す

の失敗。世界中に広がる歴史的な不況は、これまで社

る。飯田市提案の柱の一つです。

会を支えてきた制度が崩壊したということ。現代は、

飯田市を中心とした南信州地域には 150 の公共・
民間施設に太陽光パネルが設置されています。これは
環境省のメガワットソーラー共同利用モデル事業

※2

の一環で、市民からの出資を募り、売電益をもとに出
資者に配当するというファンドの仕組みづくりを通し
て実現しました。

自らの手で新しいビジネスモデルを起こすことで社会
を変革していくチャンスです ｣ と片岡さん。
アメリカのオバマ新大統領もグリーンニューディー
ル政策を打ち出しています。
2009 年 1 月 現 在、 飯 田 市 の 求 職 者 は 3406 人、
このうち就職がかなったのは 232 人、未曾有の雇用

そのコーディネートや専門知識を提供したのが飯田

危機が広がっています。

市内にある環境ベンチャー、おひさま進歩エネルギー

雇用危機の現代を、起業という自らの行動で打開す

株式会社。市も 20 年の長期にわたり公共施設の屋上

る。雇われる生き方から、自らが仕事を作り出す生き

や屋根を貸し、そこからの発電分を固定価格で買い取

方へ、そしてそのテーマとしての ｢ 自然・環境 ｣。お

るという前例のない仕組みをつくるなど協働ですすめ

ひさま進歩エネルギー（株）に続く起業家の育成。不

てきました。

況という現在をバネにして、環境、経済と社会的公正

｢自然・環境｣をテーマに起業を促進
｢ 都内全てのマンションのベランダで米を育てます。

のバランスが取れた持続可能な社会をつくるチャンス
ととらえ、飯田の地で自然エネルギー省エネルギービ
ジネスが広がることを期待しています。

苗や肥料、作り方は飯田の農家が指導します。目標は
百万石、都会の秋にたわわに実った稲穂がそよぐ。都会
の新しい景観づくりと食糧自給率アップにつなげます ｣
これはおひさま進歩エネルギー（株）の母体である
NPO 法人南信州おひさま進歩の主催の
「自然エネルギー
省エネルギー起業講座」で参加者が出したビジネスプラ
ン。

※１

※２

農業に関心がある方や、農業に取り組んでみたい方と、
繁期の手助けを必要としている農家を結びつける長野県
飯田市の “援農” 制度。
発電規模が巨大なメガワット（MW）単位以上の太陽光発
電システムのモデルづくりを通して、全国的な導入拡大を
図ることを目的とした環境省の事業。

今月の特集は、角出 貴彦、飯田 康道、風岡 宗人、有川 真理子が担当しました。
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行事案内
環境市民
KYOTO

4月

行事についての詳細・お問い合わせは各事務局まで

TEL）075-211-3521 FAX）075-211-3531
IP電話）050-3581-7492
E-mail）life@kankyoshimin.org
http://www.kankyoshimin.org/

環境市民

TEL・FAX）052-521-0095
IP電話）050-3604-6182
E-mail）tokai@kankyoshimin.org
http://www.kankyoshimin.org/tokai

東海事務所
TOKAI

●1Dayボランティアデー「桜餅の食べ比べ」

●ぷちボランティア体験しま専科

毎月エコな話題をおしゃべりしながら、ニュースレター発送
作業をしています。今月 4 月 28 日は桜餅の食べ比べ。桜の香
りがふんわり漂う桜餅は春のお菓子の代表格。ところで、本来
の桜餅ってどんなの ? 市販の桜餅を食べ比べしながら、エコ
な和菓子選びを考えます。

みどりのニュースレター発送作業を東海事務所のスタッフと
仲良くワイワイおしゃべりしながらおこないます。ぷちボラ
ンティア体験できます。お気軽にお越しください。問合せは
tokai@kankyoshimin.org までメールでお願いします。

と

き ： 4月28日（火）午前11:00から午後7:00頃まで
4月30日（木）午後2:00から7:00頃まで
ところ ： 環境市民 京都事務局
備 考 ： 予定時間を過ぎて来られる場合はあらかじめ
ご一報ください。講演ではありませんので、作
業をしながら話をきいたり話したりする状況に
なることをご了承ください。
次回発送日… 5月27日（水）午前11:00から午後7:00頃まで
5月28日（木）午後2:00から7:00頃まで

と

き ： 4月30日（木）ごろ

午前・午後・夜間

ところ ： 環境市民東海事務所

環境市民

TEL）077-522-5837
E-mail）cefshiga@kankyoshimin.org

滋賀事務所
SHIGA

●瀬田川クリーン作戦への参加
漁業組合いの船に乗って、瀬田川のごみなどの清掃を行いま
す。船に乗れない場合は、湖岸のごみの清掃を行います。
と き
ところ
参加費
申込み
締 切
備 考
主 催
協 力

ミーティングカレンダー
●いずれも京都事務所で行います。ぜひご参加ください。

4月 5日
（日）ニュースレター編集部

午後2:00から

4月22日
（水）ニュースレター編集部

校正日

：
：
：
：
：
：
：
：

4月26日（日）午前9:00から正午
瀬田川唐橋東詰北の瀬田川漁業組合に9:00集合
無料
環境市民滋賀事務所
4月15日（水）
小雨決行
瀬田川漁業組合
環境市民滋賀事務所

午後10:30から午後8:00頃まで
（好きな時間にお越し下さい）

新会員の方々・寄付
あなたの心に季節の窓を。
旬の話題と暮らし方のヒントを
お届けします。

vol. 46 桜の塩漬けでふんわり春の香り
日差しが暖かくなり、新しい毎日の始まる春。新生活の

緊張感にちょっと疲れてしまった時には桜の塩漬けを使っ
た食べ物でホッと一息ついてみてはいかがでしょうか ?

桜の塩漬けは色の濃い八重桜を塩と梅酢で漬けたもの。お
漬物屋さんで販売されていますが、材料さえ手に入れば自
分で作ることも可能です。お湯を注いで桜茶にして飲んだ
り、ご飯と一緒に炊いて桜ごはんにしたり、お菓子の材

料として使ったり。どんな料理に使ってもふんわりと桜
の風味を加えてやさしい気持ちを運んできてくれます。
（ニュースレター編集部

新会員
芝原 直子
田中 邦子

 月 10 日から  月 10 日

寄付
長島 卓也
和久 愛子

堀 孝弘
吉田 佳代

（五十音順敬称略）

新入会員インタビュー：

長島 卓也（ながしま・たくや）さん /（京都市）2月16日入会
環境問題に対する理解を深め、どのような解決策があるの

かを探ろうと、インターネットで NGO を探しているうちに

環境市民を見つけました。原発と温暖化の関連などに関心を

持っていますが、まずはいろいろ勉強して、環境市民でどん

な活動ができるかを模索したいと思います。

安江 晃子）
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環境市民
セミナー

環境市民の今、そしてこれからの活動をお知らせします

『環境首都コンテスト』
出版記念セミナー開催
財団法人ハイライフ研究所と環境首都コンテスト全国ネットワークより、『環

境首都コンテスト』
（学芸出版社）が出版されました。それを記念し、東京（3/6）、
京都（3/9）で出版記念セミナーが開催されました。セミナーは、
「7 つの提案」
の詳しい解説、基調講演、先進事例集「挑戦 ! 地域から日本を変える」の上映、
自治体からの先進事例紹介などで構成され、参加者は熱心にメモを取りながら
聞き入っていました。

■関心の高さを実感

——持続可能な社会へ向けた制度と実践（東京会場）

3 月 6 日（金）、東京・神田にある会場は約 70 人の参

ている様子を紹介しました。会場では書籍を買い求める方

加者でほぼ満員となりました。その基調講演で壇上に立っ

も多く、質疑でも多くの質問が出るなど、参加者の持続可

た植田和弘氏（京都大学大学院教授 / 本会理事）は、生活

能な地域社会づくりへの関心の高さを実感したセミナーに

の質を高めつつ環境的に持続可能な経済、産業、人材など

なりました。 （文 / ニュースレター編集部

風岡 宗人）

を育成する制度、実践の重要性を指摘。それを受けた先進
事例紹介で、埼玉県東松山市の加藤敏彦氏は、パートナー
シップによるホタル保護を通して市民のエンパワーメント
とともに行政と市民との信頼関係を構築してきた実績を報
告、「身近な実践例をつくり、広げていくことが重要」と
思いを述べました。そのあと千葉県市川市の五十嵐盛春氏
は、ある人（市川市への市民税納税者）が支援したい市民
団体を指定すると、その人が納める市民税額の 1% を市が
補助金として団体に支出する「1% 支援制度」について説明。
2005 年度に始まったこの制度が市民ニーズに基づき改善
されながら市民にも普及し、国内の他の自治体へも波及し

■環境首都へのヒントを探る !

加藤 敏彦氏による市民と行政の協働事例紹介

——協働による先進事例を踏まえて（京都会場）

3 月 9 日（月）に京都で開催されたセミナーは約 60 名

べて、今の自治体の環境施策は大きく前進している。コン

の参加者でほぼ満席となりました。セミナーは、宗田好史

テストや環境市民の果たした功績は大きい」と強調してい

氏（京都府立大学准教授

工学博士）と杦本育生（環境市

ました。そして、セミナー冒頭での「住民が賑やかで、住

民代表理事）の「私たちの社会はどのような変革が必要な

んでみたいと思わせるまちこそが環境首都なのだ」という

のか」という対談から始まりました。「地域は社会を変え

杦本の言葉通り、職員や住民が一丸となって活動している

る可能性が大いにある」ことを強調された上で、地域レベ

活気に溢れた地域は、環境首都への道を確実に歩み始めて

ルでの農業の再編と地域の人材の育成の必要性に迫りまし

いるようです。

た。対談後、前者については福井県池田町の溝口淳氏から、 （文 / 環境首都コンテストプロジェクトチーム
後者については兵庫県尼崎市の江上昇氏から先進事例が紹
介されました。溝口氏は個人が家族のために作る農作物を
他の人におすそ分けできる町のマーケット「こっぽい屋」
を設立したことをきっかけに、消費者に安心・安全の作物
を届けるための堆肥化プロジェクトが始まったことなど、
「地域資源連結循環型農業」へ向かって自治体が動いた事
例を紹介しました。江上氏は、職員力のアップに向けて自
ら自分の業務改善を促す「改革改善運動」を活用し、市立
保育所職員と保護者、地域住民が一丸となって業務の効率
化と環境への取り組みを同時に行った 3R プロジェクトの
事例を紹介しました。宗田氏は、「コンテスト開始時に比
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私たちの社会に必要な変革について
宗田氏（左）と杦本（右）による対談

吉田 佳代）

新メンバー
募集

2009 年度のニュースレター予告

環境情報を読み解くヒントを伝えます！
ごみ問題や気候変動問題、最近では生物多様性が一般の話
題にものぼるようになり、「環境の世紀」と呼ぶにふさわし

でいる方でも、正しい環境情報が何なのか分からなくなった
という方もいるかもしれません。

く、環境に関するニュースや情報が飛び交う毎日となりまし

そこで、ニュースレター編集部では、2009 年度のテーマ

た。さらに、インターネットなど情報メディアの普及に伴っ

を「環境情報、何が正しいのか」とし、どのように氾濫する

て、本当にたくさんの ʻ環境情報ʼ が溢れています。このよ

情報を受け取り、読み解いていくべきかを提示していきます。

うに数多くの情報が飛び交う中で、本ニュースレターを読ん

（文 / ニュースレター編集部 東 広之）

● 2009 年度のテーマ「環境情報、何が正しいのか」
〈特集テーマ（予定）〉

メンバー募集中！
一緒に学びながら誌面
づくりをしましょう。
問合せは事務局まで。

4 月：前編：環境と雇用、経済

10 月：農業

5 月：後編：環境と企業

11 月：環境メディアリテラシー

6 月：第 8 回環境首都コンテストの報告

12 月：学生と CSR

7 月：エコ地蔵盆

1 月：原発

8 月：環境教育

2 月：琵琶湖

9 月：住宅とエネルギー

3 月：交通

小冊子

小冊子「やってみよう！エコ地蔵盆」
できました！
多くのお祭りやイベントでは規模の大小を問わず、使い捨
て容器の利用や缶・ペットボトルでの飲料提供が当たり前の
ようになっています。京都の夏の伝統行事「地蔵盆」も例

間で京都市内の 7 町内で実
施しました。
このエコ地蔵盆の考え方

外ではありません。地蔵盆は、 が他の町内や地域のお祭り

無添加ウィンナーを近所のパン
屋さんでウィンナーロールに。
飲み物はリユース瓶の乳飲料。

子どもの成長を願うお祭りで

にも広がっていくことをめ

すが、ここで配られるおやつ

ざして、この 3 年間の事例

は添加物いっぱいのスナック

から取り組み方を具体的に

菓子が主流です。こうした「ご

提案するのが今回の冊子で

み」と「おやつ」から地蔵盆

す。 今 回 は、「 地 域 の お 祭

をエコ化し、身近な行事から

りに必要なものは地域のお店でまかなう」というコンセプト

環境のことを考えるきっかけ

もあり、紹介しているお店や商品は京都のものが中心ですが、

になればということから「エ

基本的な考え方は他の地域のお祭りにも応用できるものです。

コ地蔵盆」プロジェクトが始

ぜひ活用してください。

まりました。これまでの 3 年

1）添加物の少ないおやつの例、そうしたおや
つを提供してくれる地域のお店がわかる !
2）景品やお供え物に取り入れやすい環境負荷
の少ない商品がわかる !
3）ごみ減量のアイデアがわかる !
4）お町内が実際にとりくんだ事例やアイデア
がわかる !

（文 / 事務局スタッフ

内田 香奈）

■冊子概要 ：A5 サイズ 24 頁 無料配布（郵送料はご負担ください）
■申込み方法
1）住所・名前・電話番号・必要冊数を記入した用紙を準備する。
2）送付先の住所とお名前を記入した封筒（A5 サイズが入る
もの）に所定の金額の切手を貼る（1 冊 180 円、2、3
冊 210 円）。
3）（1）と（2）を環境市民事務所まで郵送する。
■注意事項
• 申込み後 2 週間たっても冊子送付がないときは、お問い
合わせ下さい。
• 最初の発送は、4 月中旬以降を予定しています。
※この冊子は、京都市ごみ減量推進会議の助成金を受けて作成しています。
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きっとできる！

〜子どもたちに残したい理想のまち〜
奈良県生駒市・環境基本計画策定の様子

no.5

こ

のコーナーでは、環境市民がコーディネートする奈良県生駒市の環境基本計画の策定の
様子を、同計画の策定委員であり、環境市民の会員でもある樽井雅美さんがレポート

し ま す。（no.1 は 2007 年 10 月 号、no.2 は 2007 年 12 月 号、no.3 は 2008 年 4 月 号、
no.4 は 2008 年 9 月号をご覧ください）

■生駒中間案発表会の後

■計画は作ってからが勝負!

一年半かけて考えてきたプロジェクトを市民の方々に聞

樽井 雅美
〜計画推進組織のあり方〜

報告書の最終確認作業と並行して行われたのが、プロ

いていただく中間案発表会。三会場での発表が無事終わり

ジェクトを実際に遂行していくための推進組織をどのよう

ただくことができました。その後は、それらの意見を一つ

者・行政がパートナーシップで運営していくものです。他

ました。会場では多くの市民の方々から意見を聞かせてい
ずつ確認しながらプロジェクトに取り入れられるか、どの
ように反映できるかを考えることから始まりました。行政
の各部署にも意見を求め、実施の際にどのように協働する
ことができるかを具体的に考えていきました。

策定委員会には、中間案発表会を聞きに来て関心をもっ

た人が新たなメンバーとして加わり、これまで以上に活発
な意見交換が繰り返されました。時には意見の食い違いや
まとまりがつかない場合もありましたが、より多くの視点
から考察を重ねることにより、各プロジェクトがさらにブ
ラッシュアップされていきました。
■生駒の将来像を共有する

な形にするかという議論です。推進組織は、市民・事業

市の事例を調べ検証したり、実際に推進組織を運営してい
る自治体の方のお話を聞かせていただいたりしましたが、
正直どのような組織が生駒にとって本当に望ましいのか、
皆目検討がつかない。「とにかく動きながら考えるしかな
い!

動いているうちに何かが見えてくるはず！」という気

持ちもありますが、策定委員会の最終ステージではもっと
多くの仲間を巻き込むために必要なことを考える回がつづ
きました。私たちが作った計画が『絵に描いた餅』になら
ないこの土地にあった組織の形を模索していきたいと思っ
ています。

■ 生涯忘れられない思い出に

各プロジェクトの最終案が確定した後は、生駒の将来像

策定委員をさせていただいた2年間は、子持ち主婦の私

（ビジョン）を言葉で表現するという課題に取り組みまし

にとって、「策定委員会奮闘記」が書けそうなくらい大変

駒のイメージを持っています。それがあるから、具体的な

難の業。2年前の委員会スタート当時は、主人に「おねが

た。みんなそれぞれ「こうなって欲しい」という将来の生
プロジェクトも考えられたのですが、一人ひとりの中にあ
るイメージや想いを共有し、ビジョンを初めて聞く人にも
将来の生駒の姿が思い描けるような表現にまとめるのは、
皆の思いが強いだけに大変でした。数人が皆の思いを受け
止めて原案となる文章を作ってくれました。その中から、
生駒のまちの様子を「音」と「声」で表現する案がみんな
の共感を得てビジョンとして定まりました。

■策定メンバーの積極的な動きで概要版が完成!
計画書としてまとめていく作業が始まりました。章立

て、挿絵、添付資料と徐々に形が見えてきました。計画書

は100頁近いものですが、それとは別に、市内全戸配布す
る概要版も作成する必要があります。概要版は、策定メン
バーがチームをつくり、デザインもイラストも言葉も市民
みずから作成したものになりました。概要版作製の段階ま
できた時には、いよいよ本当にでき上がるんだという実感
がわいてきました。
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な2年間でした。まず夜の委員会に参加すること自体が至

い！」と頭を下げ、委員会のある日だけ早く帰って子ども
たちの面倒を見てもらい出席していました。ところが、途
中で強力な助っ人の主人が単身赴任!

うと思いましたが、メンバーの皆さんの「子連れ参加大い
に歓迎！」という暖かいはからいで親子で参加させていた
だいていました。はじめは夜に出かけられるということも
あり、かなりハイテンションでついてきていた子どもたち

でしたが、徐々にペースアップしてくる委員会……とうと
う「もう行きたくない！」と二人そろってブーイング。子

どもたちが行ってくれなきゃ参加できない……最後の半年
は参加できない時もしばしばでした。街づくりや環境のこ
と……もっと私のような世代の人が参加したらいいのに

……と思う反面、現実は本当に難しい、というジレンマを
自ら体験しました。時に楽しく、時につらく感じた環境基
本計画策定委員会。子どもたちと共有できたこの時間は生
涯忘れることのできない思い出となりました。いつかこの
子たちが、地域の環境のために自ら行動を起こしてくれる
日が来ることを心から願っています。

2009 年 4 月号

一度は委員を辞めよ

エコ

ロジカルな家に住みたい！
お悩みをお持ちの方！

でもどうしたらいいの？

そんな

エコロジカルな住まいづくりをすすめ

る「自然住宅プロジェクト」が、隔月でみなさんからの質問にお答えし、建
築関係者の専門的な意見や暮らし方のヒントを紹介するコーナーです。

エコな住まいについての質問に答えます！

＃6

最終回は

Cさんからのご質問です。

「環境にいい部屋の模様替え」
A.

！
お答えします

リビングルームを環境にいいエコリフォームし
ようと思うのですが、どんなことに気をつけた

らいいのでしょうか?

部屋を作りかえる時は今の生活スタイルを考え直すいい機会です。部屋を空っぽにする
ということはそうありません。物を捨てる時はシンプルに暮らすことを考えてみましょ
う。どう暮らすかはごみの減量にもつながります。

使われる素材については製造や輸送にかかるエネル

うことになります。調光器具は白熱灯なら後付けもで

ギー消費が少ないこと、廃棄した時に土に還ることな

きますので光の強さを変えることにより雰囲気だけで

どを考えると国産のムク材や自然素材がいいでしょう。

なく節電にもつながります。くつろぎやすい照明の位

ムク材は高いと思われるかもしれませんが、本物は長

置というものもあります。スタンドなどの間接照明を

く使えるので結局は安くつくということになります。

うまく使ってインテリアも楽しんでください。

断熱も忘れないでください。暖房の問題ともつながっ
てきます。環境意識が高い設計事務所や工務店に相談

また、使用面積の広い壁やカーテンはその素材や色

すればいいものを教えていただけます。（わからない

彩が部屋の雰囲気や人の体に大きな影響を与えます。

ときは、自然住宅研究会にお尋ねください）

土壁や和紙、オーガニックコットン壁紙など、できる
だけ有害物質を出さないエコな壁紙を選びましょう。

さて空っぽの部屋に何を入れましょう!

新しいもの

住むことはいろいろ雑多な色を持ち込むことでもあり

ばかりでなくリサイクルされたもの、代用できるもの、

ます。室内に置く物の色を考えることも気持ち良く暮

譲り受けるものなどいろいろ手に入れ方も考えましょう。

らす大きな要素となります。オーガニックコットンと

そして本当に必要とするものだけに絞ってください。

いう無農薬栽培で化学処理をしていない布もあります。
環境市民の事務所にオーガニックコットンのカーテン

家具はウレタン塗装が多く、新しい家具は揮発性有

を展示することも考えています。その時はぜひ見に来

機化合物を出しますので要注意です。古い家具もリ

て下さい。そして手にとってご覧ください。部屋のイ

フォームして使うことができます。木部を塗装しなお

ンテリアも気持ちがいいと始終模様替えしなくていい

したり、布地を張り替えると見違えるようにきれいに

のでこれもまたエコです。

なります。自分でできるところは自分でやってみま
しょう!

どうしても新たに購入される設備機器は省

2か月に1度の連載のこの「住まいのエコQ＆A」も今

エネタイプを選びましょう。電気を使った暖房は発電、

回が最終回です。皆様にお伝えしたいことはまだまだ

送電の間に70%もの熱量が失われます。本来ロスの多

あります。環境市民のプロジェクトとして10数年活動

い電気を熱源にするよりできる限りガスを使う暖房器

してきた私たちが実際に環境にいい住まいを建てたり、

具やペレットストーブがおすすめです。

リフォームできればと思っています。住まいについて
どんなことでも遠慮なく私たちにご相談ください。連

照明器具についても考えましょう。 照明の色によっ

載を読んでいただきありがとうございました。

て私たちの感覚はかなり変わります。夏は昼光色の蛍
光灯を使うと涼しく感じ、冬は電球色や白熱電球が体

住宅相談を募集しています。環境市民事務局ま

感温度を1度上げると言います。

でご連絡ください。

日本では暖房使用期間が冷房より多いとされていま
す。ですから体感温度を上げる照明器具は省エネとい

（文/自然住宅研究会

藤井 千穂）
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読者×読者、読者×環境市民をつなぐコーナーです。
ご意見・ご感想など、お待ちしています。
編集／ニュースレター編集部

全国で活躍する環境市民の会員さんが、「みどりの特派員」として地域の活動や思い
を紹介します。この記事がきっかけとなり、新たな環境市民ネットワークの創出がで
きればいいな。

みどりの特派員便り

大久保 玲子さん （愛知県春日井市）
私が環境市民に入会したのは 8 年前。
環境問題に取り組んでいた夫（5 年前に
死去）とファミリー会員になりました。
夫が元気な頃、夕食後など、自然破壊
やエネルギー問題、地球温暖化について
二人で話し合ったものでした。
現在は、東南アジアからの留学生を受
け入れるホストファミリーをしながら、植
物画を描いたり、古布を使って人形作り
をしています。
植物画（ボタニカルアート）は、写真
技術がなかった頃、医師が薬用植物を記
録することから始まりました。15 ～ 16
世紀、大航海時代のヨーロッパで発展し、
今では多くの人が楽しんでいます。
絵は事実に正確で、実寸大、花びら

インフォ＠エコ

風岡 宗人

ボタニカルアートで感じる豊かな自然・時間の大切さ

や葉の葉脈まで一枚一枚丁寧に描きます。 す。武者修行のつもりで展覧会に出品し
私の場合、デッサンから彩色まで約 2 週
ます。
間。花が美しい間にと、集中して取り組
豊かな自然と向き合い、未知の世界で
みます。
見聞を深めてきたいと思っています。
初期の頃、容易に手に入る花を題材に
していましたが、この数年は自分の描き
たい物を、時間をかけて自分で育てるよ
うになりました。土を耕し、種まき、水
やり、花への想いを抱きながら、半年か
ら 1 年かけ成長した花を描く。それはと
ても楽しい時間です。花を育てることは、
私の生活に変化をもたらしました。今ま
描いた絵をポストカードに
で以上に、日々の生活に季節を感じ、時
間を大切にするようになりました。
6 月には長 年の夢だったボタニカル
アートの本場、イギリスを訪れる予定で

環境に関するオススメの本、映画、音楽などをご紹介します。

『スウェーデンに学ぶ「持続可能な社会」』

環境に関心を持つ

と必ずといっていい

小澤 徳太郎著
朝日新聞社（1300 円＋税）

環境共育チームＳＫＩＰの環境プログラム﹁エコファイターショー﹂をモチーフとしています。

2006 年 2 月

い ま だ に 経 済 成 長 一 辺 倒 の 日 本 と は 違 い、
スウェーデンの持続可能な発展には、経済

ほ ど あ こ が れ る 国、 だけではなく、当然社会的、環境的側面が
スウェーデン。温室

効果ガス削減目標を

含まれる。スウェーデンは 20 世紀に、す

でに福祉国家の建設に力をいれてきたため、

達成するだけでなく、 21 世紀の国家ビジョンとして残る課題であ
同時に経済成長を続

る環境的持続可能性を高めようと「緑の福

も高い。環境も経済も、社会的な公正も悪

を掲げ、「社会開発」として実現に取り組ん

うのか。スウェーデン大使館での経験があ

ヒントが詰まった一冊だ。

け、 暮 ら し の「 質 」 祉国家（生態学的に持続可能な社会）の実現」

化の一途をたどっている日本と一体何が違
る著者が、誰もが思う疑問に余すことなく
答えてくれる。

でいる。今の日本を変えるためにも役立つ

（ニュースレター編集部 / 有川 真理子）

イラスト：かわみん

ニュースレターモニター、また読者の方からの
ご意見をご紹介します。

環境問題は子どもの頃からの取り組みが大切

で、お母さんがまず率先して行い、学校でも取
り上げて授業の一環とし、受験科目にしていか

みどりのニュースレターについては、実践を

伴った記事で感心して読んでいます。環境市民
のメンバーはみな忙しい方ばかりですね。希望

ないといけないのではないでしょうか。それと、 を言えば、文字を大きくして欲しいです。
テレビ番組の低級化を大人がなんとかしなくて
はと思っています。
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（山岡 芙美子さん / 奈良県生駒市在住）

●ご意見・ご感想宛先
メール・FAX・郵送で
お送りください
【 E - m a i l 】n e w s l e t t e r @
kankyoshimin.org
【FAX】075‐211‐3531
【郵送】〒604‐0932 京都市中
京区寺町通二条下ル 呉波ビル3
階 NPO法人環境市民 みどりの
ニュースレター編集部 宛

★環境市民の会員を紹介します

no.4

和久 愛子さん

西陣の SOHO 町家「藤森寮」の一室「創庵（そあん）
」にて、
Web サイトなど、ものづくりの企画・制作・コンサルティン
グ・デザインなどを手がける「ワクワク・クリエイション」と
して活動中。

住むに困らない暮らしを。
「 住（ジュウ）からの自由（じゆう）」
いこととできることの妥協点を探すうちに

■ SOHO 町家で仕事

コンピューターを使った仕事が向いている

西陣に気になる建物があった。町家な

ことに気づく。人の下で働いた数年を経て、

のだけれど、個人の家ではない、また単な

今は、「クリエティブ系何でも屋」を自称

るショップでもない。おまけに寮という表

する。ウェブサイト作成はじめ、写真を撮っ

示まである。前を通るたびに、不思議に思っ

たり、ちょこっと DTP も。「写真はどっち

ていた。実は SOHO のオフィス兼ギャラ

かと言うと撮る方なので、撮られる方は苦

リー＆ショップで、なんと今回登場してい

手」と照れる。それは謙遜で、とっても笑

ただく和久さんは、そこを仕事場にしてい

顔の素敵な方である。

る人であった。

今は、建築デザインを大学の通信部で

「 お 金 をか けず、

学びつつ、環境＝文化 NGO ナマケモノ

みんなで考えて改

倶楽部の会員でもある。自給自足生活に

修したんです」
。天

興味があって、将来は自分の家をセルフビ

井には紋紙（西陣

わら

ルドしたいと思っている。藁を素材とした

織を織る際に使った紙・写真）が張ってあ

る。
「産業廃棄物で捨てられるものの有効

ストローベイル建築などにも携わったこと

活用」と笑う。
「和久さんというのは珍しい

■モノはいつかごみになる

ろしてる名前です」
。では、福知山育ちかと

造りにも興味があった。でも、モノはいつ

名前ですね」と言うと、
「福知山ではごろご

いうとそうではない。今はお父さんの故郷

として年に数回行くか行かないか、小さい

絵を描くのは得意だった。建物などモノ

かごみになる。それが気になって仕方がな

い。「宮崎駿監督のアニメ『風の谷のナウ

頃から滋賀県の大津市で育ったそうである。 シカ』の影響が大きかったんです。今の
建物って人工的な素材だらけでしょう。自
滋賀県は琵琶湖を有することもあり、環
境教育が徹底している。その影響もある

が、大きいのはやはり親御さんの方針で

あった。おもちゃはほとんど買ってもらえ
なかったと言う。だからおもちゃは自分で

然に還らない」と心配する。

大学時代は演劇部に明け暮れた。小さ

な演劇部、衣装から小道具、大道具、出

演までなんでもやる。
「すっごく楽しかった」

造るものだった。お菓子の空き箱などで、 と大学時代を振り返る。でも、大学の終
わりには就職が待っている。
自分で工夫して造る。「物を大切にせざる
をえない」状態で大きくなった。

世の中はバブル景気に向かう。中学校

「どう考えてもつきたい仕事がみつから

ない」と悩みつつも、なんとか塾講師とい

の修学旅行は軽井沢のホテルでテーブル

う妥協点をみつける。お話をしていて、似

たペンションでミヒャル・エンデの『モモ』

すごく早い時点で内定もらいました」。とこ

マナー。「なんだか違う」。そのとき泊まっ

合うと思ったので、そう伝えると「ええ、

と出会う。「こういう世界や考え方もある

ろが、会社に就職するイメージが持てず、

系にと思うが、そのための勉強をしていな

■  条ハウス

と思った」と当時を振り返る。進学は美術
かったので、理論でいこうと、美学芸術論

辞退してしまう。

（文学部）に進学する。

今月の
ありがとう！

目立たないところでも、
お力を貸してくださった
方々に、感謝をこめて—。

【ニュースレター発送】
奥津 登代子／川本 充／辻野 隆雄／東 広之
二松 康
（五十音順敬称略）

卒業後、アルバイトをしながら、やりた

があり、自然素材にたいへん興味がある。

その流れで環境市民の自然住宅プロジェ

クトの一員となった。いろいろ勉強してい
ければと思っているそうだ。

東京のスロービジネス見本市でビジネ

スプラン発表者の一人となって、住むに困

らない暮らしについて話した。
「私の年代っ
て、ちょうど派遣とか契約社員が出だした

時代。同世代で派遣切りに合う人が多く、

いたたまれない」と、現実を見つめる。「住
宅費の負担って大変なんです。だから憲
法 25 条ハウス」。

「健康で文化的な最低限度の生活」の

ためには、家は大切だが、お金はかけら
れない。「250 円で出来るビニールテー

プで作った家から始めて、250 万円まで」
いろいろな家を考える。家に縛られたく
はないが、我慢もしたくない。これからも

模索しながら、住まいを考えていくという。
居心地のいい家、働き方、和久さんの挑
戦はこれからも続く。

（インタビュー・写真

千葉 有紀子）

編集部（五十音順）

編集後記

有川
風岡
角出
土屋
安江
下司

昨年の秋から怒涛のごとくおしよせる経済不
況によるリストラ、内定取り消しといった雇用
不安。そんなピンチな今だからこそ、持続可能
な社会への変革が必要ではないのでしょうか？
そのためにも今特集で取り上げた「環境による
雇用の創出」が持続可能な社会へと導く要因と
なり、また礎になればと思います。
（文 / ニュースレター編集部 角出 貴彦）

真理子 飯田 康道
乾 孝史
宗人
久保 友美
駒 ゆき香
貴彦
田麦 誠
千葉 有紀子
瑠里子 内藤 一樹
東 広之
晃子
智子（デザイン・レイアウト）
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定額給付金を寄付しませんか？

環

境市民は、美しい自然を守り、持続可能で豊かな社会をつくっていくために、
根本となる日本の社会システムを変え、市民の意識を変えていくための活動

を続けてきました。今後も、市民の力で、自治体や企業、国内外の地域と協働し、
チャレンジを続けていきます。みなさんの応援をよろしくお願いいたします。
●振込先：郵便振替

●口座番号：0100--

●加入者：環境市民

♪ラジオ番組♪

「環境市民のエコまちライフ」
京都三条ラジオカフェ（9.MHz）

身近な話題から旬の話題まで環境の視点から情報発信

【放送時間：毎週月曜午後１:00 から 1:30（再放送は火曜朝７:00 から）】

インターネットでの試聴・ダウンロードはこちら→ URL: http://kankyoshiminradio.seesaa.net/
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。
環境市民に入会しよう！ 「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。

会費

種別

年会費

個人会員

4,000円

ペア会員

□行事などの参加費を割引させていただきます。

シニア・学生会員

□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。

助成会員

2,000円

一括

営利法人会員 *

（※シニア・学生・助成・特別助成会員は入会金不要）

8,000円

♥

寄付をする…

非営利法人会員 *

ー

1口 50,000 円
1口 10,000 円

50,000円
2,000円

*年会費は一口以上

～あなたのご支援が環境市民を支えます～

住所・氏名・電話番号・寄付金額をご明記の上、下記の振込先へお振り込みください。

会費・寄付のお振込み先 【郵便振替】口座番号：0100--
（発行）

ー

80,000 円

（2） ご入金を確認後、最新のニュースレターと会員バッジ、入会記念と
してポストカードをお届けします。

ー

10,000円

終身会員

送金内容事項をご記入の上、
「年会費 + 入会金」をご入金ください。

2,000円

50,000円

特別助成会員

（1） 郵便振替振込用紙に、住所・氏名・電話番号・会員の種類・

1,000円

6,000円

3,000円

ファミリー会員

会費の振込み方法

入会金

特定非営利活動法人

環境市民

加入者名：環境市民

（代表）杦本 育生 （発行人）堀 孝弘

二条通

〒 604‐0932 京都市中京区寺町通二条下ル呉波ビル 3 階 （月から金

午前 10:00 から午後 6:00）

環境市民 東海事務所

呉波ビル
3F

河原町通

【E‐mail】 life@kankyoshimin.org 【URL】 http://www.kankyoshimin.org

寺町通

【TEL】 075‐211‐3521【IP 電話】 050‐3581‐7492【FAX】 075‐211‐3531

【TEL&FAX】 052‐521‐0095 【IP 電話】050‐3604‐6182
【E‐mail】 tokai@kankyoshimin.org 【URL】 http://www.kankyoshimin.org /tokai/
〒 451‐0062

名古屋市西区花の木 1‐12‐12

AOI ビル 4 階

御池通

環境市民 滋賀事務所

地下鉄東西線

「京都市役所前」

【TEL】 077‐522‐5837【E‐mail】 cefshiga@kankyoshimin.org
〒 520‐0046

大津市長等 2 丁目 9‐12

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

京都市役所

竺 文彦気付

この印刷物は風力発電による自然エネルギー
を使用して大豆油インキで印刷しました。
印刷：（有）糺書房

本誌はメーカー側が古紙100%とする
紙を使っていますが信頼性の確認がと
れていないため、古紙配合率100%を
示すR100マークははずしています。

環境市民

Citizens Environmental Foundation

21 世紀

地 球 を 、地 域 を 、生 活 を 、
持続可能な豊かさに

N

