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特集：日本の環境首都コンテスト第 8 回結果報告（仮）
日本の環境首都コンテスト第 8 回の結果を 3 月末に発表
しました。結果概要とともに、総合 1 位を獲得した水俣市
の取り組みや、結果分析から見えてきた自治体環境施策の
ポイントなどを紹介します。



みどりのニュースレター No192

2009 年 5 月号

すのもグッド。お気に入りのカードや写真をあらかじめ用意して
おくのもいいし、森林浴で撮った写真を後から貼り付けるのも
いいと思います。リボンなどを飾ってもかわいいですね。
森林浴の思い出とお土産は写真だけでなく、森からの贈り物
がいっぱい詰まったこんなフォトフレームも素敵です。ちょっと
荷物は増えてしまうけど、ぜひ試してみてください。
（文 / 自然遊びプロジェクトチーム 古川 悠）

持続可能な社会にふさわしい企業へ
NPOからの働きかけ
文 / 環境市民代表理事

環境市民には 5 つのミッション（使命）があります。

杦本 育生

講談社、小学館から出版することができました。さらに
各地の自治体も、ごみ問題の根本的解決や地球温暖化防

市 民 目 線のＣＳ Ｒ 調 査 開 始
——

■買い物の選択で、企業を変える

特 集：企 業のＣＳ Ｒを 応 援しよう

特集：企業の CSR を応援しよう
——市民目線の CSR 調査開始

止の具体的行動としてグリーンコンシューマー活動に関

そのうち 2 つの「経済をグリーン化する」「豊かなライ

心を示すようになり、環境市民とも協働でリーダー養成

フスタイルを創造する」を具体化する活動の中心を担っ

講座や教材づくりなどに取り組んできました。

てきたのがグリーンコンシューマー活動です。グリーン

一方、環境庁（当時）もこのような市民によるグリー

コンシューマーは消費者が商品、サービスを購入すると

ンコンシューマー活動や滋賀県等が率先的に行ってきた

きの重要な選択基準として「環境を大切にする」という

グリーン購入運動に関心を持つようになり、環境庁の

ポイントを入れようというもので、単なるエコ活動とは

バックアップで、96 年に民間団体としてグリーン購入

異なります。

ネットワークが立ち上がりました。グリーン購入ネット

ライフスタイルに大きく影響するのは、私たちが生活

ワークは、現在 2900 団体（企業、自治体、NPO）が参

に用いる商品・サービスをどのようなものを選ぶかとい

加する日本最大規模の環境行動ネットワークになってい

う選択です。いくらコマメにエアコンの温度設定をして

ます。環境市民は、その創設期からのメンバーで現在も

も、そのエアコンの消費電力性能が劣っていては、効果

代表理事の一人を担っています。また環境白書にも環境

はわずかに留まります。またエアコンそのものが本当に

市民のこのような活動を、NPO の活動が国の政策レベ

必要なのかも重要な選択肢です。商品・サービスを環境

ルまで影響を及ぼした事例として紹介されています。

の視点から選べば自ずとライフスタイルは、環境を大切
したものに変えることができます。さらにその商品サー

■課題となるメーカーの評価

ビスを提供する流通企業、生産企業の活動にも大きな影
響があります。グリーンコンシューマー活動は、このよ

このようにある一定程度広がってきたグリーンコン

うに消費者が意識的に買い物の選択を変えることで、自

シューマー活動ですが、残念ながらまだ社会を変える大

らの生活と企業活動をより環境を大切にしたもの変えて

きな流れにはなっていません。その要因の一つが環境に

いくという、大きな社会的意義のある活動です。

良いものを消費者にすすめるという社会的な仕組みがな
かったこと、また流通小売企業だけではなくメーカーの

■全国に広がるグリーンコンシューマー活動

環境への取り組みを評価できていなかったことがあげら
れます。

さて、環境市民のグリーンコンシューマー活動は、そ

それで前者への対応として、環境市民では、事業者と

の前身団体のひとつである「ごみ問題市民会議」の活動

もパートナーシップを組んでグリーンコンシューマー

を受け継いだもので、日本で最も早期からさまざまなグ

活動を広げようとしてきました。たとえば京都で他の

リーンコンシューマーに取り組みました。中でも地域に

NGO や事業者、地域団体、市、府と一緒になって進め

あるスーパーマーケット、生協の環境適応型商品の有無

た家電製品の省エネ性能や電気代金をわかりやすくラベ

や環境の取り組みの実態調査を行い、その結果を消費者

ル表示したグリーンコンシューマーキャンペーン。また、

に分かりやすい情報にした地域版買物ガイドは、日本の

山形県、和歌山県、大分県で県温暖化防止活動推進セン

グリーンコンシューマー活動を全国各地に広げる最も大

ター、事業者団体、県とともにすすめた販売員の研修認

きな役割を果たしています。

定制度「環境マイスター」があります。

また、地域版買物ガイド作成活動が全国各地に広がっ

ただ、メーカーの環境活動を評価し、消費者にわかり

ていく中で、グリーンコンシューマー全国ネットワーク

やすい情報とし伝えることには、なかなか取り組めない

ができ、全国版の買物ガイドを 1994 年、99 年に各々

でいました。その原因は、スーパーなどの流通小売店と
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違って、その事業現場に私たちが立ち入ることができに

た だ、 こ の よ う な 日 本 版 の SHOPPING FOR A

くいこと、またメーカーの環境活動を評価するには、詳

BETTER WORLD を作成するには、前述のように企業

細な情報収集と専門的な知識が必要となること、相手が

の社会的活動の情報を的確に入手し、それを評価する

あまりにも多数、多様であることなどです。

力が必要となります。情報は 1000 社にも上る企業が

一方、人類社会の最も大きな課題として持続可能な社

環境報告書、CSR 活動報告書等を発表するようになり、

会を実現することが世界的に求められるようになり、ま

また NGO との協働も緩やかに進むようになり、環境市

た地球温暖化等による地球規模の環境問題が大きく関心

民が作成を考えた 90 年代前半とは大きく異なるように

を集めるようになり、企業も環境活動、そして CSR（企

なりました。

業の社会的責任）活動に盛んに取り組むようになりまし

もうひとつの評価する力は、私たちが自ら努力する必

た。そしてその活動を環境報告書さらに CSR 活動報告

要があります。これまで環境市民では、企業向け環境経

書として情報公開するようになりました。現在では、日

営セミナーの開催、イオン、平和堂等での環境キャンペー

本の大企業の多くがこのような活動に取り組み、報告書

ンや催しの共同開催、叡山鉄道のエコモーション号企画、

を出しています。

京都グリーン購入ネットワークの事務局受託、そして阪

市 民 目 線のＣＳ Ｒ 調 査 開 始
——

また CSR 活動の進展により、企業と NGO（NPO）

急電鉄のエコトレインの企画監修など少しずつ企業との

との関係も、かなりの変化を見せ、まだ十分とは言えな

パートナーシップを構築し、その力を蓄えてきました。

いまでも、相互に社会的な存在としての理解とパート

さらに 2006 年からは、大阪ボランティア協会、ダイ

ナーシップ活動も進み始めています。

バーシティ研究所、NPO 政策研究所、消費者ネット関西、

しかし、環境活動・CSR 活動によって当該企業の業

人と組織と地球のための国際研究所とともに、「CSR を

績が大きく影響があるというようにはまだなっていませ

応援する NPO・市民ネットワーク」を結成し、環境だ

ん。購入する商品の選択、就職先の選択、株式投資の選

けにとどまらない様々な社会的課題の相互学習や、企業

択に環境活動、CSR 活動がその判断基準の重要な要素

の CSR 活動の学習会を続けてきました。そして企業の

になってこそ、企業は環境活動・CSR 活動をより本格

CSR 活動をより本格化し、持続可能な社会づくりを進

化させるようになります。そして持続可能な社会を築く

めるため、いくつかのプロジェクトを進めることにしま

力になりえます。

した。そのひとつの柱になる活動が日本版 SHOPPING
FOR A BETTER WORLD の作成です。

■ SHOPPING FOR A BETTER WORLD 日本版
作成プロジェクト

2008 年度には、自動車、家電の 2 つの業種に絞っ
て「市民目線の CSR 調査質問票」を多くの検討を重ね
ながら作成しました。この質問票は、本格実施のプレ段

環境市民は、その設立時より温めてきたプロジェ

階のもので、より適切な質問を構成することが最大の目

ク ト が あ り ま す。 そ れ は 日 本 版 の SHOPPING FOR

的です。質問分野は、持続可能な社会構築に向けてのビ

A BETTER WORLD（より良い世界のための買い物）

ジョン・理念、CSR 統括体制（CSR ガバナンス） 情報

を 作 成 す る こ と で す。SHOPPING FOR A BETTER

開示とコミュニケーション、環境、CSR 調達（サプライ

WORLD はアメリカで 1989 年以来累計 100 万部以上

ヤー・マネジメント）雇用・労働、児童労働・強制労働

頒布された本で、企業の環境行動、地域社会への貢献、

の禁止、社会（地域）貢献、軍需・防衛の 9 つ、A4 版

女性やマイノリティの雇用・昇進、人権、軍需産業との

で 64 ページのものになっています。各業種 5 つの企業

関連、情報公開性、労働者の権利保障などをレイティン

に回答を要請し、半数の企業が回答され、また他の数企

グ（数段階にわけてランク付け）したものです。日常的

業も情報、意見交換に応じてくださいました（大手企業

な食品から自動車まで、消費者が実際に手にする商品を

には大学、調査機関、NPO 等から様々な調査、アンケー

つくっている企業の社会的評価がわかります。現在、マ

ト要請があります。私たちの調査にはかなり真剣に答え

スメディアにより CSR ランキングや CSR 報告書のラ

ていただいたと考えます）。

ンキングが作成、発表されていますが、市民、消費者が
利用できるものではありません。
NGO が市民の目線で評価したものなら、例えば、品質、

消費者に渡る商品を製造しているメーカーや流通大手企
業にも調査対象を広げて、本格的な調査を 09 年度以降

価格が同程度ならより環境にまじめに取り組んでいる

実施できるように準備を進めています。その調査の結果

メーカーのものを買おう、女性の雇用昇進に熱心なメー

は日本版 SHOPPING FOR A BETTER WORLD の作成

カーのものを選ぼう、などの使い方から、株式投資、就

出版、環境経済雑誌との提携公表を考えています。そ

職などの判断材料として用いることが期待できます。そ

して、企業と市民・消費者との対話、企業の環境活動・

してそのような消費者、投資家、学生が増えれば増える

CSR 活動と NGO 活動との共同化などをすすめ、持続

ほど、企業活動はより高い公共性を求められることにな

可能な社会を築く大きな力になると期待しています。

ります。
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市民目線のCSR調査から見えてきたこと
文 / 環境市民事務局長

特 集：企 業のＣＳ Ｒを 応 援しよう

今

堀 孝弘

回の調査で、家電および自動車メーカーの本社を訪ね、CSR 担当者にヒアリングする機会を得ま
した。これまでも企業の環境・CSR 報告書（以下「報告書」）を見る機会は多くありましたが、ヒア

リングを前に、これまで以上に気合いを入れて報告書や WEB サイトを読んだかと思います。そのなかで
気づいたこと、日頃からの思いを強くしたことなどを紹介します。

■各社の工夫に「格差」もみられる

標について、評価が触れられていないもの。
・ さまざまな取り組みが法令遵守でとどまっているも

報告書は、各社がバラバラの作り方をしていては混乱
や誤解が生じます。そのため、GRI

※1

の「持続可能性報

の。例えば、障がい者雇用でも法定雇用率のクリアは
紹介されても、将来目標が示されていないなど。
・ トピックばかり、またはデータばかりのもの。成果を

境報告書ガイドライン（2000 年）※ 3」などが設けられ

生み出したプロセスの紹介も大切ですが、データとの

ています。しかし、同じガイドラインをもとに作成され

バランスが大事。「数字は無味乾燥」とデータを排し

た報告書であっても、表現やデータのとり方など、企業

た報告書もありますが、ビジョンの示し方次第で、数

ごとに大きな違いが見られます。

字にも「夢」を盛り込むことができます。

市 民 目 線のＣＳ Ｒ 調 査 開 始
——

告のガイドライン（2000 年 6 月）※ 2」や環境省の「環

たとえば、生産施設等での資源やエネルギーの投入量
と CO2 や廃棄物の排出量データでは、A 社は国内外の
全生産施設を対象にし、B 社は国内の全事業所、C 社は
国内の特定の工場のみといった具合に、企業ごとに違い
ます。善し悪しは問えませんが、このような状況もあり、
現状、企業間の取り組みの比較は困難です。
企業ごとに、特色のある報告書が作られていますが、

■わかりやすい報告書、シャープ（株）
「環境・社会報告書2008年版」の例
《トップメッセージと全体構成》
巻頭のトップメッセージで、「環境先進企業としての
ブランド確立」という自社目標が示され、それが「低炭

なかには「このような報告書ではアカン」と感じるもの

素社会」という社会ビジョンで実現すること、および液

もあります。逆に「とても工夫されている」と感じる報

晶と太陽光発電という同社の 2 大先進技術で実現して

告書もあり、そこに格差も感じます。以下、「このよう

いくことなど、筋が通った紹介がなされています。なに

な報告書はつまらない」という例と、逆に今回の調査企

より、さまざまな仕組みや施策が、このトップメッセー

業のなかで様々な工夫が見られたシャープ（株）の「環境・

ジの実現のためのものであることが感じられ、軸をもっ

社会報告書」を例に、どこがわかりやすかったか紹介し

た全体構成になっていると感じました。

ます。

■このような「報告書」はつまらない

《わかりやすさの工夫》
シャープの報告書は表紙を含めて 56 ページ。環境だ
けでなく CSR 報告も兼ねてこのページ数は他社と比べ

まず、「このような報告書はつまらない」という例か
ら紹介します。

てかなり少なく、それだけで読みやすくなっています。
ページ数削減の成果はウェブサイトとの併用によって生
み出されていますが、冊子だけでも十分な内容が掲載さ

・ トップメッセージに「めざすもの」が示されても、「ど

れ、詳細はウェブサイトで掲示されています。その「情

のように達成するのか」が示されていないもの。ビジョ

報の棲み分け」に適度さを感じるとともに、各項でのウェ

ンが自社の企業像のみで「どのような社会で、その企

ブサイト検索キーワードの表示や、最後のページに冊子

業像が達成されると考えるのか」示されないもの。別

掲載記事とウェブサイトとの対照表を載せるなど、随所

の言い方をすると、トップメッセージに「夢」や「ワク

に親切な配慮を感じました。

ワク感」が感じられないもの。
・ さまざまな成果が羅列されているだけのもの。それら

《マネジメントシステム》

がどのようにして得られたのか、きっかけは何か、そ

マネジメントシステムに関して、ほとんどの企業が「仕

こに関わる人の息づかいやプロセスなどが紹介されて

組みの紹介」でとどまっています。シャープの場合、環境、

いないもの。

品質管理、経営の 3 分野を統合したマネジメントシス

・ 数値だけで成果が評価され、ビジョンの実現や理念の
社内浸透、環境教育の効果など、数値で計りにくい指

テム（eS-SEM）を開発するなど、
「仕組みづくりの工夫」
も紹介されています。また、「クロス監査」と呼ばれる
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社員相互の力を活かした「進め方の工夫」や、「グリーン
オフィス認定制度」「環境研修」など、システムを動か

■CSR活動にも、環境・CSR報告書にも、もっと
市民目線を

すモチベーションを現場からどのように生み出そうとし
特 集：企 業のＣＳ Ｒを 応 援しよう

ているか、「高め方の工夫」なども紹介されています。

その他、ネガティブ情報に関してなど、記したいこと
はありますが、誌面の制約があり別の機会にさせてもら

《環境会計》

います。環境・CSR 報告書は、「読者なき報告書」など

環境省の「環境会計ガイドライン

」によって、環境

と言われ、「ほとんどの市民は関心を示さない」という

保全コスト、環境保全効果、経済効果の考え方や表示方

声もあります。さらには、昨年以降の不況の影響で「報

法が示されています。ところが、コストや効果を計る分

告書」の発行をやめようとする企業も出ています。ただ、

類が、コスト・効果ごとに異なるため、ガイドラインに

その前にもっとわかりやすくする努力ができるはずで

添った表記をするとコストと効果の関係がとてもわかり

す。CSR 活動の中身にも、情報開示のあり方にも、もっ

にくくなります。

と市民目線が必要であると思います。

※4

シャープも、環境省ガイドライン 2005 年版による

市 民 目 線のＣＳ Ｒ 調 査 開 始
——

開示方法を採用していますが、環境保全コスト、環境保
全効果、経済効果の分類をそろえ、これらの関係をわか
りやすく表示しています。これはぜひ他社も参考にして
もらいたいと思います。さらに環境保全効果には、環境
教育による人材育成や社会貢献活動の参加者数も表記さ
れていて、
「人」も成果として認識していることが伝わっ
てきます。

※1
※2
※3

Global Reporting Initiative 本部オランダ
2002 年に第 2 版、2006 年に第 3 版へと改訂されている。
2004 年 3 月の改訂を経て、2007 年 6 月「環境報告ガイド
ライン」に改訂されている。
※ 4 2000 年に策定され、2002 年と 2005 年に改訂されている。

構成団体紹介
幹事団体

構成団体

●（社福）大阪ボランティア協会

● IIHOE

ター。より公正で多様性を認め合う市民主体の社会

て調和的で民主的な発展のために」を設立目的

セクターとの協働による市民セクターの拡充をめざ

と市民生活を通じた環境問題・社会的課題の解

1965 年に誕生した市民活動総合サポートセン

をつくるために、多彩な市民活動を支援し、また他
す。市民エンパワーメント、NPO 推進、企業市民
活動推進の 3 つの部門を持つ。
http://www.osakavol.org/

●ダイバーシティ研究所（DECO）

人と組織と地球のための国際研究所

1994 年に設立。
「地球上のすべての生命にとっ

に、社会事業家のマネジメント支援、ビジネス

決、2020 年の地球への行動計画立案に取り組む。
http://blog.canpan.info/iihoe/
●消費者ネット関西

1999 年に設立（設立登記は翌 2000 年）され

2007 年設立。「人的多様性（ダイバーシティ）を

た、消費者活動を目的とする NPO。大学教授や

性に配慮した社会や組織づくりをめざし、そのため

ンサルタント、弁護士、学生、一般消費者等の個

地域と組織の力に」をテーマに活動する。人の多様
に必要な視点の提示や人材の育成を目的とした調
査・提言、講師派遣、企業と市民のコミュニケーショ
ンを促すしくみづくり等に取り組む。

http://www.diversityjapan.jp/sosiki.html

消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー・コ
人会員や各種団体会員が「消費者」をキーワード
に活動している。各種消費者問題の調査や社会制
度の改善に取り組む。TEL/FAX 06-6229-6160
● NPO 政策研究所

法人格取得から 10 年を迎えるコミュニティ・

環境市民も幹事団体として
参加しています。

シンクタンク（市民シンクタンク）。市民の自主

的・自律的な参画による持続可能な社会・地域づ

くりを目的とする。自治体への政策提案を行う
とともに、市民社会のエンパワーメント、地域

コミュニティの再編とパワーアップを支援する。
http://www.mmjp.or.jp/npo-npa/
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実

際にヒアリングを行った感想を構成団体メンバーのみな
さんにきいてみました。
特 集：企 業のＣＳ Ｒを 応 援しよう

グを
企業のヒアリン
と
通して感じたこ

CSRの浸透には、市民視点の専門知識の集積が必要
特定非営利活動法人 しみん基金・KOBE 事務局長
この調査は、企業の CSR 情報を分析・評価して、

その結果を市民の購買活動につなぐことで社会を良く
していこう、との狙いで始められ、まずはその評価軸
作りに取り組んだ。

した。さらに昨秋からの経済情勢の変転で、雇用面で

CSR 以前に基本的なことができてない状況が浮彫りに

なる一方、作成した評価軸の浅はかさも明白になった。
全般的に CSR のことは、企業での取り組みが質・量
ともに先行していて追いつくのが難しいと実感した。

今後の課題は、市民視点の専門知識の集積にある。

そこを乗り越えると企業と NPO の多様な協働のあり

市 民 目 線のＣＳ Ｒ 調 査 開 始
——

ところが担当した労働雇用分野は専門外で、私の企

業経験も昔のことになっていたので幾多の困難に直面

江口 聰さん

方がみえてくるだろう。

ダイアログを通じて企業を変える
NPO 政策研究所

専務理事

尾崎 力さん

「生活世界の植民地化」と言ったのはハーバーマス※

糾弾や告発だけではない。市民としての「社会的責任

る現代社会だが、その実、多くの人が気づかないかた

活動で、悪質な企業を市場から退場させ、良質な企業

だけれど、一見、政治的自由は保障されたように見え
ちで、私たちの生活世界（とライフスタイル）は企業
に支配されている。

NPO は、それへの「反撃」の主たるアクターを担

わなければならないが、しかし「反撃」とは、なにも

消費」を自覚した、ボイコットやバイコットといった
を応援することもできる。その際の最大の武器がダイ

アログではないか……私たちの調査プロジェクトに
は、そんな視点がベースにある。

※ユルゲン・ハーバーマス。ドイツの社会学者、哲学者。

社会全体にインパクトを与えるCSRの取り組み
ダイバーシティ研究所 事務局担当

鈴木 暁子さん

NGO/NPO による CSR の取り組みは珍しくなくなっ

つ専門性を統合して、企業や市民を巻き込むための

会全体にインパクトを与えようという取り組みはまだ

は真摯に対応していただき、その点では大きな成果

たが、その成果を自組織・一企業内だけに留めず、社

少ない。加えて、分野横断的なネットワークを組んで
事業を進める手法は、なおさら先駆的といえる。

事業では、企業の CSR 担当者と意見交換ができ、

大変参考になった。同時に、個々の NGO/NPO が持

“総合力” アップの必要性を感じた。担当した 3 社に
といえるのだが、企業を「本気」にさせるには課題も
多かった。「聞きたいこと」ではなく、「企業が答え

たくなる（答えざるを得ない）」調査設計は今年度の
テーマである。

CSR評価をお買い物のものさしに
環境市民会員、フリーランスライター

福田 容子さん

2008 年 10 月から主にサポート業務で参加。実際に

者と社会にとってもさぞよかろう、とも。思えば CSR

して、企業の CSR に「個性」
「人格」があることを今さ

ンダさんっていい人 ?」
。誰だって、どうせお金を払う

企業ヒアリング 2 社（本田技研工業、シャープ）に同行
らながらに痛感した。それぞれの個性を育てつつ弱い

ところを補強していく、
「誉めて伸ばす」的なことがし
ていければ、CSR 推進にも、企業にも、もちろん消費

は企業の良心。
「本田技研工業の CSR はどうか ?」
＝
「ホ

なら、腹黒い人より、いい人に払いたいはず。
「CSR
評価をお買い物のものさしに」
。このしくみを待ってい
る人、潜在的に求めている人は、きっと多いと思う。

この特集は、有川 真理子、内藤 一樹が担当しました。
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行事案内
環境市民
KYOTO

5月

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

市民からすすめていこう!
グリーン・ニューディール
第9回 NPO法人環境市民
通常社員総会開催
不況や地域の衰退、閉塞感だらけの今の社会！ 克服や再

生のカギは「環境」にありました。

今、各国が、経済問題と環境問題を同時に解決しようとグ

リーン・ニューディール政策を打ち出しています。しかし、
その内容は対策型のものにとどまっています。

今こそ、持続生可能な社会を実現するための経済、社会のあ
り方に転換するチャンスです。

今回は、自治体の環境施策を応援する「日本の環境首都コ

ンテスト」や企業との協働事業など環境市民の活動を実例に、
地域から、市民、企業、自治体が実践できる実例、ヒントを
提案します。
と

内 容

○第 1 部 通常社員総会（午後 1:00 から :0）
2008 年度事業報告および決算報告、2009 年度事業計画お

よび収支予算、第 5 期役員選任の件について議論します。誰で
も参加できますが表決権を有するのは社員登録された方のみで
す。
（社員登録の方法は本誌裏面をご覧下さい）

○ 第部
待ったなし 経済と地域の再生 !
～環境市民が見つけた地域から持続可能な
社会をつくる先進事例～（午後 :00 から :0）
温暖化防止 DVD「未来の選択」制作など、環境市民とパー

トナーシップ事業も行っているパナソニック株式会社の松吉氏

と環境市民の代表理事杦本が、市民、企業それぞれの立場から、
どう持続可能な社会をつくっていくか、実例を交えながら議論
します。

（パネラー）
松吉 徹也氏（パナソニック株式会社 社会文化グループ
国内推進室 主事）

杦本 育生（環境市民代表理事） 他

き ： 6月1日（日）
午後12:30受付開始、1:00開始 5:30終了予定

ところ ： 京都教育文化センター

2F 202

（京都市左京区聖護院川原町4-13）

「神宮丸太町駅」

◆JR「京都駅」

エコ & スローフードで会員、ボランティアの交流会を開催し

ます。環境市民の活動紹介も行いますのではじめての方もお気
軽にご参加ください。

アクセス：

◆京阪電車

○第  部 エコ交流会（午後 :0 から 5:0 終了予定）

①5番口より徒歩3分

②市バスD2のりば206系統で熊野神社前下車、
徒歩5分

◎ エコトレインポスター展示同時開催 !

環境市民の企画監修による阪急電鉄のエコトレインに

掲載した環境情報ポスターを展示します。温暖化の現状
や疑問を写真やクイズで分かりやすく伝えています。

③JR奈良線で東福寺駅下車、京阪電車に乗換、
神宮丸太町駅より①の方法で

④市営地下鉄で丸太町駅下車、市バス202・204・
65・93系統で丸太町京阪前下車、徒歩5分

（ただし、②は休日・シーズン期には相当な混雑
が予想されますので、③または④の方法がおす
すめです。）

◆阪急電車「四条河原町駅」

⑤徒歩にて京阪電車祇園四条駅より神宮丸太町駅
下車、①の方法で

⑥市バス201・31・203系統で熊野神社前下車、
徒歩5分
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定

員 ： 50人（定員になり次第締切）

参加費 ： 無料

※交流会は一人300円必要。当日お支払い
ください。

申込み： 第2部、第3部は参加申込が必要です。お名前、
ご住所、電話番号、あればEメールを、電話、

FAX、Eメールにて京都事務局にお申し込みくだ
さい。

行事についての詳細・お問い合わせは各事務局まで

●1Dayボランティアデー「お茶の煎れ方」
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 5 月 28 日はお茶の煎れ方。茶葉
の量は ? お湯の温度は ?

美味しいお茶の煎れ方を覚えたら

て、マイボトルにいれてお出かけましょう。
と

き ： 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。

環境市民

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

滋賀事務所
SHIGA

●長等公園自然観察会
大津市役所から三井寺付近を散策し、長等公園まで歩い

て、植物の観察会を行います。長等公園には、この時期、
ギンリョウ草が見られます。ギンリョウ草は寄生植物で葉
緑素をもたず、白いキセルのような形態をしていて群生が
みられるのは珍しいです。

と き ： 5月9日（土）午前9:00から正午
ところ ： 大津市役所集合

次回発送日…6月29日（月）午前11:00から午後7:00頃まで
6月30日（火）午後2:00から7:00頃まで

申込み ： 環境市民滋賀事務所
締 切 ： 5月7日（木）

共 催 ： おおつ自然観察の会
備 考 ： 小雨決行

主 催 ： 瀬田川漁業組合

協 力 ： 環境市民滋賀事務所

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

今月の行事はありません。

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. 47 マイ水筒を持っ
て……
みなさん、マイ水筒はお持ちですか ?

五月晴れの

空がきれいな五月。気持ちいい気候の中、ピクニック

やキャンプなどお出かけされる方も多いと思います。
夏を思わせるような強い日差しの下、熱射病や日射病
にならないよう水分補給は欠かせません。プラスチッ
ク製のものやステンレス製のもの、シンプルなものや

小池 啓道さん /（長野市）
4月2日入会

長野市の NPO が主催したイベントで、環境市民で活

動する方々のお話を聞き、日本全体でさまざまな活動を

しているなと興味を持ちました。スローライフの取り組

みに関心があり、そういうことを含めたさまざまな情報

を知りたいです。京都に行く際に、タイミングが合えば
イベントにも参加したいと思っています。

新会員の方々・寄付

 月 11 日から  月 10 日

柄付きのもの。最近は店頭に選びきれないほどさまざ

新会員

寄付

や缶といったごみを出さずにすみますし、なにより経

宇野 有梨江 鈴木 遼子
小池 啓道

在間 敬子
増田 武

まな水筒が並んでいます。水筒を使うとペットボトル
済的です。お気に入りの水筒を選んでお出かけしてみ
てはいかがでしょうか。

（ニュースレター編集部

鶴岡 朗

（五十音順敬称略）

安江 晃子）

みどりのニュースレター No19

009 年 5 月号

9

環境市民

環境市民の今、そしてこれからの活動をお知らせします

提言書 環境首都「たじみ」をめざす
12 の先導的プロジェクト 完成 !
この度、「多治見市環境首都モデル事業プロジェクト検討委員会」での検討を

経て、提言書『“タジミリョク全開 !” 環境首都「たじみ」をめざす 12 の先導

的プロジェクト』が完成し、3 月 12 日（木）、市役所 8 階の「食堂」にて古川

雅典多治見市長、木股 信雄同副市長同席のもと、提言書の内容紹介と懇談を行
いました。

■はじまりは 5 年前
そもそもこのプロジェクトは、2004 年度に「持続

可能な地域社会のモデルとなる調査研究を NGO といっ
しょにやりませんか !」と、環境首都コンテスト参加

自治体に募り、応募のあった 3 自治体から岐阜県多治

ネットワークメンバーの他、7 つの課の課長が参加し

ました。これは異動してもこの委員会のメンバーであ
り続けるという他にあまり例のないものでした。この
仕組みを庁内における推進にも活かしていくことにつ

いても、市長からの指示がありました。今後、この提

言書を実行に移していくため、私たち NGO も引き続

見市をパートナー自治体と選定したことに始まります。 き支援をしていくことになりました。
前半 3 年間は環境首都コンテストの結果をもとにした

学習会を続け、後半は市民委員と職員そして NGO メ

最後に、5 年間にわたりともにプロジェクトを担っ

ンバーによる「検討委員会」が提言書作成のための会

た多治見市、2 年半にわたり検討委員会のコーディネー

して、今回の提言書完成に至ったのです。

そして財源的な支援をいただいた独立行政法人環境再

議を月 1 回ペース（計 16 回）で開催してきた成果と

■実行に向けて動き出した提言書

トを務められた永橋 為介さん（立命館大学准教授）、
生保全機構地球環境基金に、厚く御礼申し上げます。

▼この提言書は下記 URL からダウンロードできます。

提言書は、多治見市のめざすべきビジョン（将来像）、 http://www.eco-capital.net/modules/project/

12 の先導的プロジェクト、その推進体制から成ってお
り、環境施策の実行プラン的なものです。ただ、現段

階では行政計画上の位置づけはなく、本当に実行に移

せるのだろうか、との一抹の不安を感じながらの市長・

research/teigen.html

（文 / 事務局 風岡 宗人）

副市長との懇談となりました。しかしメンバーの不安
を裏腹に、市長は一通り説明を聞いた後「提言書づく

りは 4 割。残り 6 割の力で実現のために動き出さなけ

ればならない。プロジェクトは環境課だけでは実現で
きない。総合計画に位置づけ、部局横断的、オール多
治見で取り組んでいきたい」と述べられました。

■食堂に込めたメッセージ
2 年間「食堂」で検討委員会を行ったのは、できる

だけ立場の違いを超えてざっくばらんに話し合いたい

という考えからです。この委員会には 3 人の市民、当

10
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市長・副市長との懇談会の様子

環境市民ウェブサイト
「環境 goo 大賞 2008」奨励賞 受賞 !
環境市民ウェブサイトが、環境ポータルサイト「環

境 goo」が開催するウェブサイトのコンテスト「環境

ブサイト構築にご協力

い た だ い た 方 々、 そ し

goo 大賞」で奨励賞を受賞しました。
「環境 goo 大賞」は、 て 環 境 市 民 を ご 支 援 い
企業、行政、NPO、個人の部に分かれており、2004

ただいた方々ありがと

年度は「奨励賞」の受賞、2005 年度は大賞を受賞し、 うございました。
今回は 3 回目の受賞となります。

環境市民ウェブサイトはそのほとんどをボランティ

アで制作、運営しています。これまでに環境市民ウェ
【NGO ／ NPO 部門】

奨励賞……WWF ジャパン
奨励賞……環境市民

奨励賞……日本釣り環境保全連盟

ユーザ大賞……エコキャップ推進協会
※環境 goo 大賞は該当なし

今後、新たにリニューアルを行い、市民が発信する環

境情報の拠点としてさらに内容を充実させていきます。
（文 / ニュースレター編集部

有川 真理子）

……この他にも、企業部門、行政機関／独立行政法人／国立大学法
人部門、個人部門、キッズ部門の表彰があります。
▼詳しくは下記の URL をご覧ください。

http://eco.goo.ne.jp/business/event/taisyou/taisyou_2008/
index.html

ひとづくりから手がけ

委員さんが活発に

岡崎市環境基本計画改訂事業完了
■  つの特徴
2009 年 3 月、愛知県岡崎市の環境基本計画改訂事業

が完了しました。新年度に入り、策定に携わった委員さ

んたちや行政職員が、自分たちが考え練り上げたプロジェ
クトの推進のため動き始めています。

ただ、その複雑になった計画を、どうしたら多くの市

民にわかりやすく伝えることができるか、計画書冊子

の構成やその他、委員さんたちと何度も話し合うなかで、
計画推進に向けた自発的な動きが委員さんのなかに生ま
れたのは大きな成果でした。

「人づくりから手がけた事業」について、多くの自治体

この事業には 2 つの大きな特徴があります。ひとつは、 が「市民参画で計画策定したいが、そのような経験がない」

岡崎市環境基本計画は 1999 年 3 月に策定され、すで
に 10 年経ちますが、目標年次が 2020 年に設定されて

ということで、形
だけの「参加」で

いたため、今回の事業は「新たな計画の策定」ではなく、 済ませていること
1999 年に策定された計画の「改訂」という位置付けだっ

を 考 え る と、「 実

訂は、2006 年 6 月 20 日の第 1 回「岡崎市環境まちづ

り」や「市民と行

たこと。2 つ目は改訂までの期間と手順です。計画の改

行される計画づく

くり市民会議」開催から 3 年弱の期間をかけていますが、 政の協働の場づく
その前年度（2005 年）に「環境 NPO マネジメント講座（全

り」など、多くの

座（全 9 回）」に取り組むなど、「人づくりから手がけた

ることと思います。

6 回）」、さらに 2004 年度には「環境活動実践者養成講
事業」だったこと、この 2 つです。

■  つの特徴がもたらしたもの
「新たな計画の策定」ではなく、「改訂」だったことで

制約もありました。1999 年策定の計画は、今から見る

と「変えた方がよい」と思えるところが多くありますが、
計画の骨格は変えることができず、そこに委員（行政職

員含む）発案による「市民・事業者・行政、三者協働プ

ロジェクト」を肉付けした、少し複雑な構造になりました。

自治体の参考にな

中間案発表会の様子

■次は計画の実行
岡崎市にはじめて事業提案をしたのは 2003 年。それ

から多くの人が企画や事業の遂行、計画の策定に参加し
てくれました。

我々の仲間だけでなく、委員さん、行政職員、すべて

の人に感謝します。次は計画の実行段階です。
（文 / 事務局長

みどりのニュースレター No19
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日本人がツル好きなのは間違いない、と思っています。
では、ツルを見たことがありますか？
それは、どこで、でしょうか？

おとうさん、おかあさん、おじいさん、おばあさんにも、

何色でしたか？

それは、本当にツルだったのでしょうか？

同じ質問をしてみてください。

第 34 回 タンチョウ（前編）
●描かれたツル達

域で繁殖し、本州にも越冬のために多数
渡ってきていました。つるの恩返しの話の

での場合、メスが

記録があります。

年、オスが

年という

いった先は北海道だったということになり

中のツルだったのですね。そして、帰って

限られています。かつては、北海道全域で繁

日本では北海道の釧路湿原など北海道東部に

●ツルはどこにいるの？

ます。そして、よく見かけられたのは、お

様に、冬にみかけられたツルはこの越冬

これはどちらもお 襦袢に 描か

見事な絵だと思うのですが、

殿様などに好まれて、城や庭園などで飼わ

図鑑と言ってもい

は間違いです。ツルは足の形の関係上、木

てくる、松にツルが止まっている図、これ

明治時代の有名な人の書いた絵の中に出

殖し、本州で冬を

今、タンチョウが自然に生息しているのは、

れたツルです。一つは小さい

じゅばん

ながらも、群れて飛ぶ様子を
いところまで描い

いくらいなのでは

ています。まるで

ないかと思います。

ことができないのです。さらに、不安定な

に止まることができません。丸く枝を掴む

の助走を必要とします。

場所から飛び立つこともむつかしい。多少

これはどちらも大
となると、その頃

過ごしに渡ってい

たのですが、明治

から大正のころに、

本州への渡りはか

なり数が減ってし

まいました。そし

て大正時代には十

数羽を残すのみと

なっていました。

隠れたところにこんなおしゃれを楽しんで

うのですが、私たちよりちょっと昔の人は、

ました。大きさも姿もよく似ています。ど

す。実際、コウノトリもツルと呼ばれてい

を混同していたのだろうと言われていま

か？

が十分取れて冬でも凍らない河や沼が必要

から身が守れる安全な場所と、動物性の餌

禽類で、湿原や沼地を必要とします。外敵

湿原が減少したことです。タンチョウは水

飾品や食糧のための狩猟と、開発によって

その原因は、装

いたんだなぁと思うと同時に、ツルが親し

ちらも１メートル以上の大きさがあります。

それはコウノトリやサギ類とツル

まれていたことがよくわかるのではないか

必要な湿地は１〜４ ㎢。これほど広い湿原

です。１組のタンチョウが子育てするのに、

では枝にとまっていた鳥はなんだったの

と思います。実際ツルが描かれた着物や帯

ころと言えば、赤い部分がタンチョウは頭
こと、タンチョウは首も黒いということで

十数羽のタンチョウから今は１０００ 羽

は今は北海道にしかありません。

色合いも白い体色に羽根の先が黒、違うと

●ツルは白い？
日本人にとって馴染み深く民話にも多く

にまで数を増やしたのは、地元の人を中心

本州にたくさん渡ってきてくれる日を待ち

あります。また数が増えたタンチョウが、

にした給餌や、湿原を守る活動の成果でも
チョウの方がコウノトリやサギよりも実は

ながら、私たちは、いかにその環境を残せ

しかし、同じ位の太さに見えて、タン

しょうか。

ふっくらしています。だから、食用として

るか、が課題なのです。

ことがない人が大半だと思われます。世界

登場しているツル、実は動物園でしか見た

捕獲されたりといったことも多かったので

種類いるツルのうち、日本で見られる
可 能 性 の 高 い の は３ 種 類 。 そ の 中 で 白 い の

す。

実際の飼育施設を訪ねています。

次回は、「タンチョウ（後編）」です。

の出水に数多く渡ってくる、ナベヅル、マ

ツルは長寿とお祝いごとのシンボルと言

に

のてっぺん、コウノトリは目の周りという

はとても多いのです。

かれたものだと思

か、それ以前に描

正時代のものです。

●松にツルは間違い？ ツルは千年生きる？

れていたからでしょう。

36

表し、もう一つは、実に 細か

この二つの図柄をみてください。なかなか

33

釧路のツル 2009 年 3 月 写真：杦本 育生

はタンチョウだけです。越冬のために九州
ナヅルは灰色です。さらに、日本で繁殖し、

年生きたという記録もあり、飼育下

われるだけあって、鳥類の中でも長生きで
す。

一年中過ごすのもタンチョウのみなのです。
タンチョウは江戸時代までは、北海道全

50
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千葉 有紀子
文／ ニュースレター編集部

は、この連載でも何度か述べたように、社

毎年毎年、多くの先進事例が出てくるので

ないかと予測してきたが、うれしいことに

に選ぶ取り組み数は先細りしていくのでは

その成果を日本社会の仕組みそのものを変

の長所を生かし地域での実践をしながら、

域社会とNPOが有機的に結びつき、互い

さらに必要なのは、これらの自治体、地

が生まれていることも。

会のビジョンが欠落し、戦略のない対症療
ある。

えていく戦略的パートナーシップ活動を組

府が「未曽有の」経済危機に対して

るからである。残念ながら国政をみるかぎ

法型施策＝対策が、政策だと誤解されてい

環境市民では、地域から日本を持続可能

地球温暖化防止につながるものは実行すべ
ざるをえない。

も希望もない国になってしまった」と思わ

戦略的政策も出せていない。これでは「夢

ダ 」に基づく考え方である。しかし、実

開発に関する会議で採択された「アジェン

これは、元々は1992年の国連の環境と

テストに意欲的に参加している自治体では

ンテスト全国ネットワークと環境首都コン

立てていくことである。すでに環境首都コ

兆円という補正予算を組んだ。

その中に太陽光発電の促進や、エコカー、

な社会に変えるという戦略をとっている。

きである。しかし、内容をみてみると果た

総額

省エネ家電の買い替え促進なども含まれて
日本社会の将来像を打ち出せていないし、

り、政府与党だけでなくほとんどの政党は、

政
価をするむきもある。もちろん、少しでも

おり、従来のバラマキとは異なるという評

して評価していいのか非常に疑問になる。
根本的な問題は、これらの施策はGDPの
例が実は多様に存在していることがわかる。

ると、夢も希望もあることが実感できる事

しかし日本の地域社会をつぶさにみてみ

コンテストを継続的に実施するまでは確信

が現在もあるのかどうかは、この環境首都

際に日本の地域に社会を変えていく潜在力

パートナーシップ活動を築いていくことに

ム」を共催し、その中でこのような戦略的

「環境首都をめざす自治体全国フォーラ

すぎないということである。つまり、恒常

ち込みを少なくするという緊急経済対策に

可能な地域社会をつくる日本の環境首都コ

と

の環境NGOのネットワークで「持続

このようなことを言いえるのは、環境市民

員がおり、地域を愛し社会を良くしようと

を住民とともに精力的な実施する自治体職

長、町長がおり、先例にとらわれない施策

ても、日本各地に熱意とビジョンのある市

が抱けなかった。しかし多数ではないにし

を変える提案をまとめた「環境首都コンテ

*先進事例を具体的に紹介しながら、日本

らがその本番である。

している。地域から日本を変える、これか

～3%向上させGDPの落

的かつ根本的な政策転換の中での施策では

からである。このコンテストでは、環境

ンテスト」を2001年から実施してきた
NGOから自治体に向けて、地域を持続可

私たちは現在知っている。そしてそのよう

熱心に活動している住民団体があることを

スト

つの提案」

ル剤に過ぎないのだ。実際、補正予算の中
には、効果があまり見込めないとして見直

な人たちの知恵と汗でさまざまな先進事例

月に出しています。

文 ／ 環境市民代表理事 杦本 育生

地域から日本を変える

を学芸出版社から今年

するさまざまなビジョン、戦略、施策提案

能で豊かにする、環境を大切にした社会に
を質問票という形に置き換えて、尋ねてき

しや凍結対象となっていた「公共事業」中

た。

回、

第二十四回

7

青 き 星 碧い風
連載

地域から日本を変える

なく、経済回復のための期間限定のカンフ

測に対して、

年率7%にも及ぶとされているマイナス予

21

でも高速道路、港湾整備などが山盛りに
なって復活している。公共工事に群がる族

この 年間の参加自治体の得点は大きく

議員たちが「久しぶりに予算編成の醍醐味
を味わえた」というぐらいである

回の 位の得
割にも満たなかったが、第

向上してきた。たとえば第
点は

また高速道路料金を休日一律千円や本四

た然りである。しかも毎年質問のレベルを

架橋の大幅値下げという選挙目当ての国民

少しずつ上げていっているにもかかわらず、

割を超えている。平均点の伸びもま

や、エコカー、省エネ家電の買い替え促進

本各地で行われていることが明らかになっ

化対策を御旗に立てて、太陽光発電の促進

盾である。このような矛盾を平気でできる

た。私たちは、そのような取り組みを毎年

である。もうひとつこのコンテストを通じ

のは、この国、そして政府の価値観がほと

「先進事例集」にして参加自治体等に配布

て、創意工夫ある素晴らしい取り組みが日

んど「経済」「金」一辺倒になってしまっ

してきた。当初は、数年もすれば先進事例

交通への偏りをますます助長するという矛

回は

7 1

などを打ち出しながら、もう一方で自動車

へのすり寄り施策もある。一方で地球温暖

8

3

8

ているからである。そしてもう一つの理由

3

12

7 5

13
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この連載の奇数回では、世界や日本の豊かな自然を描き、偶数回では日本社会や NGO への提案を載せていく予定です。

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
や

ぶ

前川 章さん（兵庫県養父市）
環境市民と関わりをもったのは今から
10 年以上前のことです。当時は、建設
コンサルタントに勤務しており、道路計
画等の業務を担当する若手技術者（一応）
でした。現在では脱サラをし、養父市大
屋町の「おおや高原」にて、有機農業を
営む農家をしています。
おおや高原は、兵庫県北部の養父市
大屋町にあり、標高 500 ～ 700m の冷
涼で昼夜の気温の差が大きい準高冷地に
おける地の利を活かし、雨よけハウスに
よる軟弱野菜栽培（ホウレンソウ、キクナ、
ミズナ、他）を行っています。
小生は「おおや高原有機野菜部会」と
いう生産者団体に所属しています。当
団体では、生産者全員（9 件）が有機

インフォ＠エコ

風岡 宗人

脱サラして有機農業の農家やってます !
JAS 法による有機認証を受け、有機農
おおや高原有機野菜部会
〒 667-0321 兵庫県養父市大屋町蔵垣 696
産物※としてコープこうべと契約出荷を
tel&fax：079-669-1022
行っています。
農業、特に有機農業をはじめとした
環境保全型農業は、地域環境の景観形
成に役立つのはもちろんのこと、経営次
第では雇用も創出する可能性があります。
衰退する地方の活性化のみならず、環境
への配慮や食育など多様な面から重要な
活動であるため、我々生産者と消費者が
コミュニケーションをとることが大事です。
皆さん、お時間があれば一度、我々の産
地にも見学に来てください。
※有機農産物：化学合成された肥料および農薬を使用せ
ず、播種または植え付け前 2 年以上の間、堆肥等による
土づくりを行ったほ場において生産された農産物。加えて、
①生産者、②ほ場、③栽培品目に対する認証が必要となる。

おおや高原のハウス群

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。

『企業の社会的責任 [CSR] の基本がよくわかる本』
海野 みづえ著

2009 年 2 月

知って自組織の取り組みをバージョンアッ
プしたい読者まで、幅広くおすすめできる
1 冊である。
著者は CSR の世界では著名な創コンサル
ティングの海野みづえさん。かねてより提
唱されている「戦略的 CSR」の考え方を織
り込みながら、ISO26000 の七つの中核主
題を「ガバナンス」
「マーケット」
「環境」
「職
場」「地域社会」の五つの基本分野に再編し
て、なぜ、何に、どう取り組めばいいのか
を分かりやすく解説している。
なお、CSR に関する新しい貴重な情報を
提供してくれる著者のメールマガジンもお
すすめしておきたい。関心のある方は創コ
ンサルティングのウェブサイトにアクセス
していただきたい。
（松岡 秀紀 /
環境市民事務局経理担当スタッフ）

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。

大企業を中心に CSR
の取り組みが日本で
急速に広まった 2003
年 の「CSR 元 年 」 以
降、 さ ま ざ ま な CSR
入門本が出版されてき
た。 よ う や く CSR の
認知の広まってきた現
状の中で、本書は改め
て CSR 入門に正面から取り組んだ 1 冊とい
えるだろう。左ページに図表を配置して読
みやすさに配慮した体裁ながら、2010 年
に発行が予定されている ISO26000（国際
標準化機構の社会的責任規格）も視野に入
れつつ、一定のレベルを維持して CSR を鳥
瞰できる内容となっている。CSR とは何か
を知りたい入門者から、改めてその現状を

中経出版（1200 円＋税）

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。

環境問題の解決は、私たち一人ひとりの地道

スレターは、先駆的に取り組む団体や、行政・

慮したものになるよう、変革に向けて働きかけ

とても参考になります。私も企業人として、ま

な取り組みと同時に、社会システムが環境に配
ていくことが必要だと痛感しました。高速道路
の料金値下げや自動車購入補助より、もっと優
先すべきことがありますよね。みどりのニュー
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企業・海外の情報まで豊富に紹介されており、
た一児（もうすぐ二児）の母として、公私とも
できることを継続したいと思います。

（相良 有希子さん / 兵庫県宝塚市在住）

●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.7

櫻井 暁子さん

CSR（企業の社会的責任）の視点をを就職活動に取り入れ
ようという「就活に CSR を」の企画運営に当たるほか、大
学院生としても調査研究活動を進める。京都府の嘱託職員
としても働くパワフルな女性。

CSRの普及めざして西へ東へ
CSR（企業の社会的責任）について

るようにし、実現につなげることができる」

理解の深い櫻井さん。約 7 年前に環境

と考えており、どんな手段が最適かをいろ

市民の会員になり、現在は、就職活動中

いろな人と議論しながら考えている。さら

の学生を対象として、企業の CSR 活動

には京都府の府民力推進課の嘱託職員と

を紹介するイベント「就活に CSR を」
（C

して、NPO や行政、企業などの対話や協

就）のメンバーとして、精力的に活動し

業を促進する役割を担う。

ている。

CSR を単なる社会貢献活動や広報活動

環境市民の会員になったのは「大学で

と捉え、本腰を入れていない企業が多い

環境に関するゼミに入っていて、住んでい

のも事実だ。そういうスタンスには疑問を

る京都を違った角度から見てみたい」と考

感じている。
「CSR は企業そのもの。本業

えたためだという。グリーンコンシューマー

とのつながりがある問題なら、その企業が

としての暮らし方を提案したガイドブック

『だいすき京都

取り組むべき社会課題につながる。自分

環境市民の遊びかた

の会社が貢献するところはここだというと

暮らしかた』の取材など、作成に参加した。

ころで貢献すれば、収益にだってつながる」

「この本にかかわったことで、京都を深く、
楽しく知ることができましたね」と振り返る。

■ CSR の話を聞く場を
C 就には「私が大学生のときには、企

業の人から環境問題や CSR への取り組

と訴えている。

■ CSR 普及に打ち込む
環境市民の外でもさまざまな団体の中

核メンバーとして活躍する。2003 年 3 月

■京都は私にちょうど良い
ところで櫻井さんは多趣味でもある。料

理をするのが好きで、疲れていたり落ち込

に京都で開かれた世界水フォーラムで知

んでいたりするときに台所に立つとほっと

の重要性について意気投合し、同年 10

す。相手が読んでいるところを想像しなが

みについて話を聞く機会に恵まれた。今の

り合った島津製作所の環境担当者と CSR

いから携わっている。昨年 12 月に開かれ

月に京都 CSR 研究会の立ち上げに関わっ

ら書いている時間が幸せです。根っからの

学生側と企業側双方の考えを理解してい

ている。大学教授や企業の環境担当者ら

京都には約 10 年前の大学入学と同時

リテーターの役割を果たし、イベントの成

会を開いたり企業が発行する CSR 報告書

大学生にもそういう場を広げたい」との思

た 1 回目のセミナーでは、企画の段階から、 た。以来事務局の実務を一手に引き受け
る立場から、意見の調整などを行うファシ

するという。「手紙を書くのも好きなんで

アナログ人間ですね」と笑う。

をメンバーとし、月に一度集まって、講演

に住み始めたが、そのころから今まで、京

功に貢献した。「学生にとっては、CSR の

を読み込んだりしている。この研究会の意

が好きで、両親は毎月来るんです。大きさ・

があっただろうし、企業側にとっては、自

とのコミュニケーションをとることが少なく、 ど良い場所ですね」。ときおり出る京言葉

持っている学生に入ってきてほしいという

す。同志社大学大学院の博士課程にも所

すでに準備が始まっている第 2 回の開催

マに調査・研究活動を進める。「自分たち

る人を増やしたい」と意気込む。

社内の意識を束ね、次年度の目標を見え

観点から企業にアプローチするという発見

分たちが解決をめざす社会課題に関心を

義について「企業の人たちは案外、社会

いい機会になっているのではないか」と話

ことで食い付きが良かった」と振り返る。 属し、
中小・零細企業の CSR の促進をテー
にむけては、「どんな形でもいいから関わ

今月の
ありがとう！

雰囲気など、いろいろと私にとってちょう

が、そのなじみ具合を何よりも示していた。

（文 / ニュースレター編集部

飯田 康道

写真 / 千葉 有紀子）

がやっている活動や理念をまとめることで

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】
角出 貴彦／立藤 慶子／窪井 千鶴子／
富田 崇之／二松 康／三神 誠子／吉田 佳代
（五十音順敬称略）

都への愛着は変わらない。「家族全員京都

編集部（五十音順）

編集後記

有川
風岡
角出
内藤
下司

毎日の暮らしの中で出会う、商品やサービス、
企業のあり方についていろいろ思うときがあ
る。でも、その都度、お客様係に電話やメール
をするわけにもいかない。そんなあれやこれや
の思いをまとめて企業に提案し、根本的な解決
ができればと思うこと常々。市民目線、私たち
目線の CSR 調査はその力になるに違いない。
（ニュースレター編集部 有川 真理子）

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
一樹
東 広之
安江 晃子
智子（デザイン・レイアウト）
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社員資格を取得して、総会へ行こう！
【重要】特定非営利活動法人 環境市民の「社員資格取得申告」についてのお願い
NPO 法人環境市民の定款では、会員のうち社員総会において議決
権を有するものを「社員」と呼びます。環境市民会員はどなたでも
登録いただくことができますが、社員になるためには「社員資格取
得申告書」の提出が必要です。希望される方は、下記フォーマット
の必要事項を記入して、郵送、FAX、e-mail のいずれかで京都事務
局まで送付してください。あらたに社員資格を申請される場合、社
員の期限は、申告書提出日から 2010 年 3 月 31 日となります。

今年も、6 月 21 日（日）に社員総会を開催しますので、ぜひ社員
資格を取得の上、ご参加ください。
なお、2008 年度社員だった方で 2009 年 3 月 31 日までに継続の
手続きをとっていない方は、新たに資格取得が必要です。
● NPO 法人環境市民定款社員に関する規定は第 11 ～ 15 条です。
http://www.kankyoshimin.org/jp/cef/organization/teikan.html

NPO 法人環境市民 社員資格取得申告書
NPO 法人環境市民の社員資格取得を申告します。

NPO 法人 環境市民

009 年

月

代表理事

杦本育生様

日

■住所：〒
■名前：
■電話：

-

■ FAX：

-

-

-

■ e-mail：（

）

♪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（79.7MHz）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：0100-7-76578
（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

