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市民の発信で持続可能な社会をつくる

特集：企業選びの基準にCSRを！

¥200
収益の一部は環境市民の活動資金として
使わせていただきます。なお、会員には
毎月無料配布しています。
このニュースレターはボランティアの
手で折られ発送しています。

21世紀 地球を、地域を、生活を、持続可能な豊かさに

http://www.kankyoshimin.org/

就活にCSRをセミナー 2008の様子

編集員が行く！
編集部のアンテナにかかった選りすぐりの
エコ情報を伝えます！
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コケに学び、
コケと共に生きる

No.5

温 暖 化 対 策の一 つとしてコケを使った緑 化 技 術 が
注目を浴びています。 乾 燥に強く、 土なしでも育 つコ

コケに学び、コケと共に生きる

ケで 建 物を覆えば、 軽くて手 間 のか からない 屋 上 や

特集：企業選びの基準に CSR を！
03-07

壁 面 の 緑 化 が 可 能だといわれています。 今 のところ
は、 研 究 者を中心にベンチャー企 業 数 社が実 証 試 験
を行っている段 階で、普及までに取り組むべき技 術 的、

とれたて！ 環境市民

07-08

「第 11 回グリーン購入大賞」環境大臣受賞
環境メッセージ列車 エコトレイン

行事案内

❸ふすまの補修と張り替え

でなく、 都 市 住 民 への癒し効 果としても期 待されてい

11

～ふすま紙張り～

地球のなかま

12

第 37 回 「ヤシマイシン近似種」
——瀬戸内海のガラパゴスの神秘

青き星 碧い風
第 26 回

13

マイナス 25 パーセントを実現するた

めに
読者交流コーナー

だと思います。 屋 上 緑 化はヒートアイランドの防 止だけ
ます。1986 年に開設された東京アークヒルズビルのルー

09-10

自分でできる和室のエコリフォーム

経 済 的 課 題は少なくないでしょうが、 面白いアイディア

フガーデンはその 典 型 例で、 現 在では地 域 住 民によ
るさまざまなエコイベントがここで開催されています。
コケの持 つ癒し効 果といえば、 京 都 西 山の西 芳 寺
（ 通 称 苔 寺 ） があります。 作 家 の 下 重 暁 子さんは、
半 世 紀ぶりに訪れた苔 寺を 「 生きとし生けるもの集う」
と書いています。 付 近を日々散 歩 する地 元 住 民 の 一
人として嬉しくなるコメントです。 一 方で、コケが 持っ
ている素 晴らしい 潜 在 能 力を引き出して人 類に役 立
てようという基 礎 研 究も進んでいます。 生 命は 4 億 年
前に海中から陸に上がりましたが、その先 発 隊がコケ
植 物だったそうです。 当時の陸 上は炭 酸ガスに充ち、
紫 外 線 が 降り注いでいましたが、コケはこれらの厳し
い環 境を乗り越えて今日まで営々と命をつないできまし
た。コケの強い生 命 力の源を遺 伝 学 的に解きあかし、
人 類の発 展に活 用しようというのがこのプロジェクトで

みどりのかわらばん

1/ 環境市民

14
15

す。まだまだ基 礎 研 究の段 階ですが、将 来は農 林 業、
医 薬、さらには地 球 環 境 対 策 へと種々の応 用が 期 待
されています。 生きる化 石といわれるコケには、 気の
遠くなる長い歴 史に基づく高い可 能 性が秘められてい
ます。 環 境 問 題に苦しむ今こそ、コケに学び 共に生

自立した生活スタイルをつくりたい／
尾上夏子さん

たいものです。
（文 ／ニュースレター編 集 部
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編集中！

特集：ごみ問題を考える（仮）

増え続けるごみ。リサイクルや分別にとどまらず、

ごみの発生抑制をすすめていくためにはどうすればよ

いのか。10 月末から行う「循環・3R 活動推進リーダー
養成講座」からそのヒントをご紹介します。
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特集：企業選びの基準に CSR を！
があるように思います。現在では多くの企業がCSR

績、知名度、社内の雰囲気……。企業を選ぶ視点は

に取り組むようになってきました。しかし、就職活

たくさんあります。その情報量の多さに「一体、何

動する学生も、採用する企業もどれくらいCSRを意

を基準に選んでいいのかわからない！」そんな就活

識しているのでしょうか。

生の声が毎年、聞こえてきます。そこで提案したい

環境市民では昨年に引き続き、11月8日に「就活

のが、“企業選びの基準にCSRを”。業績や知名度

にCSRセミナー2009（以下、C就）」が開催されま

などももちろん重要な企業選びのポイントの一つで

す。そこで、今月号では、今、改めて企業がCSRを

すが、企業で働くことを通して、自分たちがどのよ

学生にどのように発信しているのか、そして学生は

うにして持続可能な社会づくりにかかわっていくの

どのようにCSRを受け止めているのか、についてお

かについて考えたとき、CSRを企業選びの基準にプ

伝えします。
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11月。就職活動が本格化してくる季節です。業

ラスアルファすることで、新たに見えてくる企業像

就活にCSRセミナーにこめられた思い！
いつか咲く大輪の花
文／環境市民事務局長
■就活にCSRセミナーは、どのような
セミナーか

堀 孝弘

いうことではありませんが、企業の取り組み向上
に、より多くの市民の関心が必要です。セミナー開
催の目的のひとつは、より多くの市民に、CSRへの

就活中の大学生がおもな対象です。セミナーに

関心、特に「がんばっている企業」への関心を高め

は、環境社会貢献活動をはじめ、CSRの実践に熱心

ることがあり、なかでも、企業情報に高い関心を

な企業の担当者に来ていただき、それぞれの社の取

持っている層として考えられる就活中の学生を本セ

り組みや、社会的責任に対する理念を紹介していた

ミナーのおもな対象といたしました。

だきます。今年度は、パナソニック（株）、阪急阪
神ホールディングス（株）、（株）ワコール各社の
環境・社会貢献担当者（役員）が参加されます。
各社からの発表後、企業担当者と学生たちとの交

■なぜ、環境市民が「就活セミナー」を
開催するの？

流の場を設けます。人事担当者が対応する一般的な

このセミナーは「就活セミナー」ではありません。

就活セミナーとは違い、社会と直接関わっている担

昨年は6社、今年は3社から報告を受けますが、就職相

当者から生の声を聞いてもらうことで、企業がなぜ

談の場を設けるわけではありません。あくまでCSRへ

社会的な活動に力を入れるのか、取り組みの概観だ

の関心を高めることが目的であり、学生の「企業を見

けでなく、背景にある理念を、肌で感じることがで

る目」を豊かにしてもらうために開催します。

きると思います。

今は就活に奮闘している学生も、何年か後には企
業の中枢を担っていることでしょう。就活中の今、

■このセミナーの目的は

企業情報を見る目に、給与や知名度などだけでな
く、対象企業のCSRの取り組みにも注目するよう働

企業のなかには、環境活動をはじめ、社会的な活

きかけることで、どの企業に就職するのであれ、将

動に熱心に取り組んでいるところもあります。また

来の事業活動を、よりCSRを意識したものにする力

企業の情報開示も進み、環境報告書や環境社会報告

になってもらいたい、そのような思いもあります。

書、CSRレポート（以下、環境報告書等）を発行す

つまり、社会に向けた「CSRの種まき」です。

る企業も徐々に増え、約1,000社になっています。
しかしながら、CSRに関心を持つ市民はまだ限ら
れていて、環境報告書等に対しても「読者なき報告

■環境市民が取り組む理由

書」という評価もあります。そこに昨今の不況が重

環境市民には5つミッション（活動目的）があり、

なり、冊子の発行を見合わせ、ウェブサイトでの開

その一つが「経済をグリーンにする」です。企業や

示に限定する企業も現れています。

自治体へのグリーン購入の普及をはじめ、企業と協

冊子が発行されなければ、情報開示が後退すると

働した環境キャンペーンなどを実践してきました。
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本セミナーも「経済をグリーンにする」、つまり環

たドラム缶が大量に行方不明になり、1982年9月国境

境や社会を、より意識したものにするための活動の一

を超えた北フランスで発見されるといった不祥事も

つとして取り組むものです。

発生しました。
1984年12月、インドのボパールという町で発生し

■今後について

た化学工場の事故は、一晩で2,000人以上が亡くな
り、最終的に1万人以上が亡くなる史上最悪の化学工

環境市民は、児童労働やワークライフバランスの改

場事故となりました。事故を引き起こした工場と、

善など、他の分野で活躍する市民団体と、2006年度

その親会社であるアメリカのユニオンカーパイト社

「CSRを応援するNPOネットワーク（後にCSRを応援

の安全操業意識の低さが大きな要因でしたが、情報

するNPO・市民ネットワークと改称）」を設立し、

開示の不十分さも被害を大きくしました。

2008年度には、消費生活と関わりの深い家電や自動車

その後も1986年11月のバーゼル事故、1988年6月カ

メーカーを対象にした「市民目線のCSR調査」を実施

リンB号事件、1989年3月バルディーズ号原油流出事

しました。その成果を発展させ、かつ対象企業の分野

故など、企業が関係する環境事故が相次いで発生し

を広げ「より良い世界のための買物ガイド（仮称）」

ました。これらの事故・事件に対して、情報開示や

を数年以内に発行する予定です。

拡大生産者責任の強化、有害廃棄物の越境移動の制

このような活動を通じて、日本企業のCSR活動と、
市民・消費者のCSRへの意識・関心を高めることに寄

限など、企業活動に対する国際的な規制が強化され
ていきました。

与したいと考えています。

CSRへの関心を、社会の多様性が押し上げた

■CSRが求められるようになった背景と、
NPOの役割

CSRが強く求められるようになった背景は、環境
汚染事故だけではありません。ヨーロッパで環境事

CSR実践や情報開示は「善意」によるもの？

件が頻発していた1989年、アメリカの「経済優先
度評議会（Council on Economic Priorities）」が、

CSRの実践や情報開示など、企業はたいへんな手間

「Shopping for a Better World」という本を発行し

をかけています。担当者のご苦労は並大抵のものでは

ました。この本は、企業を「環境」「労働環境問

ありません。その点を明記したうえで、CSRの実践や

題」「寄付や社会貢献活動」「家族への福祉」「女

情報開示は、企業の善意だけに基づいて行われている

性の役員登用」「マイノリティの雇用」「情報開

ものでないことも伝えさせていただきます。

示」「軍需産業との関わり」など、社会的側面から

言うまでもありませんが、企業の目的は営利追求で
す。時に社会的存在であることを忘れ、営利のみを求
め、公害や人権侵害など、社会や個人に甚大な被害を
与えたこともありました。

評価したもので、初版はアメリカ国内だけで数十万
部売れたといいます。
この本がこれだけ支持された背景には、1960〜
70年代、ベトナム反戦運動やウーマンリブ、黒人公

日本では1960〜70年代、ニュースで扱われない日が

民権運動などに関わった人たちが壮年期になり、社

ないほど、全国各地で公害が発生していました。その

会的な地位を得ていたことがありました。女性の役

多くが有害廃棄物等の不適正排出により引き起こされ

員登用に消極的な企業、有色人種を差別する企業、

たものであり、この当時、食品公害や薬害、炭坑事故

軍需企業などを、投資や商品購入の対象から外す際

などの頻発もあり、企業姿勢に対して社会は厳しい目

の資料として活用されました。つまり社会の多様性

を向けていました。

が、CSRの関心の高さの背景にあったと言えます。
一方、このような情報は、CSRに前向きに取り組

欧米でも頻発した、大規模な環境事故
少し時代はさかのぼりますが、欧米でも大規模な環
境事故が相次いで発生しました。1976年イタリア・ミ
ラノ近郊セベソで起きた農薬工場の事故では、ダイ

む企業を応援するツールとしても活用され、企業の
情報開示を促進しました。

NPOは、理解者であり緊張感を持った
パートナーに

オキシン類が広範囲に飛散し、周辺住民への情報提

4

供の不十分さもあり、家畜の大量死や多くの住民に

日本と欧米では社会の多様性が異なり、企業への社

健康被害が発生しました。さらに、汚染土壌を詰め

会的要求にも相違がありました。そのうえ、公害反対
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闘争などの記憶が、企業の情報開示を妨げていた面
もあり、1990年代前半まで、企業と市民団体の間に

最近では、企業とNPOとの協働事例も多く生み出
され、企業の情報開示も進展しました。ただ残念な

1990年代なかばになると、1995年1月の阪神淡路

ことに日本では、最近でも食品表示偽装や古紙配合

大震災の発生や、1997年12月の地球温暖化防止京都

率偽装など、企業不祥事が発生しています。NPOは

会議（気候変動防止枠組み条約第3回締約国会議、

CSRの良き理解者であるとともに、緊張感を持った

COP3）の開催など、企業と市民団体が協力せざる

パートナーとしての役割も忘れてはいけません。

特集：企業選びの基準ＣＳＲを！

は、大きな壁がありました。

それまでと大きく違う社会状況が生まれました。

を得ない状況が生まれ、この後NPO法の制定など、

昨年、
「就活にCSRセミナー」
に参加されたHORIBAにききました

「おもしろ おかしく」
をモットーに
分析計測機器の総合メーカであるHORIBAは、自動車・分析・医用・半導体の4
つの事業分野に展開しており、その製品は「環境・健康・安全・エネルギー」と深
い関わりを持っています。企業活動そのものが社会貢献活動だとするHORIBA。
今回は総務部 総務チーム マネジャーである冨嶋真二さんに、CSRの本質と就職活
動についてお話を聞きました。

■HORIBAが考えるCSR

のCSRの展開は、先ほどお話した狭義のCSRの考え
を、社内にしっかり浸透させて、結果を残していく

昨年就活にCSRセミナー2008に参加したときに、

ことが大事だと思います。そのために、ホリバリア

CSRを意識している学生は増えていると感じまし

ン（HORIBAの社員）一人ひとりが「おもしろ お

た。ただし、企業と学生が考えているCSRには違い

かしく」という社是（モットー）を体現すること

があると思います。私の考えるCSRは、「狭義と広

が、一番のCSRの活動です。また、HORIBAは日米

義」に分けられます。狭義のCSRとは、企業がス

欧を中心に、グローバルに活動しています。狭義の

テークホルダーに対し、事業を通じてその責任を果

CSRは、世界共通ですが、広義のCSRは、各エリア

たすということです。HORIBAは分析計測機器を

の実情に応じて推進していく、"Think global, Act

提供していますが、付加価値の高い製品・サービス

local"が基本です。

をきちんと顧客に提供することが、我々の果たすべ
き責任です。一方、広義のCSRとは、事業活動を行
う上で無視することのできない環境に配慮したもの

■学生自らが企業を選ぶ就活を

づくりや、ボランティア活動、エコ活動などがこれ

CSRを就職に結びつけるために、就職活動の進め

にあたります。現在、広義のCSRのひとつである社

方を考えてほしいですね。就職活動をするときに

会貢献活動がクローズアップされていますが、本来

は、まず自分自身をふりかえり、将来自分は何した

はもっとコアな部分が大切であり、企業活動そのも

いのかをきちんと固め、それを実現できる企業を探

のがCSRであると感じています。

すことが大切です。自分のこれまでの歩みやビジョ
ンをしっかりと見極めた上で、企業選びの一つの

■Think global, Act local.

視点としてCSRを取り込むと良いと思います。CSR
について、自分の考えと企業の活動が一致している

事業活動そのものがCSRであることは間違いあり

かを確認し、違いがあるな

ませんが、そのことをHORIBAの従業員全員が、

ら、それはなぜかを考える

日々強く考えながら仕事をしているわけではありま

ことによって、企業分析が

せん。そこで、HORIBAのCSRとは何かをキチンと

可能です。就活にCSRセミ

理解してもらうために、新入社員導入研修では、コ

ナー2009のようなイベント

ンプライアンスや企業ブランドの価値向上などと合

を機会に、CSRについて自

わせてCSRに関する教育を行い、トップメッセージ

分なりの考えを持つことも

やCSR報告書でも、その内容を意識して情報発信す

就職活動にプラスになるか

るように心がけています。HORIBAにおける今後

もしれません。

HORIBA CSR報告書 表紙
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Q2 セミナー参加された後、就職活動や
勉学に変化がありましたか？
特集：企業選びの基準ＣＳＲを！

A. それぞれの企業のCSRに対する真摯な姿勢を目の

1

00 年に一度といわれる厳しい経済が続くなかで
の就職活動。こんなときだからこそ企業も学生
も互いに Win-Win を実現したい。昨年度の「就活に
CSR セミナー 2008」に参加された中村愛美さんか
ら、「CSR 情報が就活に役立ったかどうか？」、「後輩
へのアドバイス」などを伺いました。

当たりにすることで、普通の説明会やパンフレットでは
伝わってこないようなそれぞれの“想い”に触れること
ができたと思います。
学生からもどんどん質問があがり、CSRの取り組みを
通じてその企業への理解を深めようとする学生の熱意
も感じられるセミナーでした。
CSRの取り組みを少し知るだけでもその企業の良い
ところや共感できるポイントをたくさん発見できたの
で、CSRが企業選びの重要な視点となることが実感で

きき
ました

中村 愛美 さん

きました。

立命館大学産業社会学部
情報メディア学系 4 回生
就職内定先：出版・広告業界

着目するようになりました。
この着眼点を持つことで、

セミナー参加後は、やはり企業選びにおいてCSRに
企業分析や他社比較の幅が広がったように思います。
「CSRを重要視しているかどうか」
ということ自体が企
業判断において重要だと感じるようにもなりました。

Q1 「就活にCSRセミナー2008」に
参加された動機を教えてください
A. この時期は企業説明会や就活セミナーがたくさんあ

Q3 就職活動を控えた学生さんに
アドバイスをお願いします。

り、
私も積極的に参加していました。
しかし、
こういった

A. 就職活動のやり方に答えはありません。大切なの

CSRを軸にする企業理解セミナーは他になく、そもそ

は、
企業判断において、
いろんな視点を持っているかど

も私自身就職活動における企業選びの一つの視点と

うかだと思います。巷にはたくさんの就活本や情報が

して“CSR”を捉えたことがなかったので、新しい発見

あふれている中で、自分なりの考えを構築するのは容

があればと思い、
参加しました。

易ではないと思いますが、
たくさんのセミナーや説明会

また参加企業が普段からなじみのある企業だったの
で、それぞれの企業がどのようにCSRに取り組んでい
るのか知りたいという純粋な興味もありました。

取材を終えて

に参加することで自分なりの価値判断基準をつくりあ
げていけばいいと思います。
そのきっかけの一つがこの
「就活にCSRセミナー2009」
であれば幸いです。

あると思い込んでいる人もいると思いますが、本業を
通じて活動している企業もたくさんあります。今ま

CSR という言葉は、まだまだ社会に浸透していな

で CSR に興味のなかった学生が、知名度やブランド

いのが現状ですが、環境や貧困など多くの課題がある

力だけでなく CSR に熱心に取り組んでいる企業に目

現代において、CSR を無視して企業活動を行うのは

を向けていくようになれば良いです。学生のうちに

厳しくなっていくでしょう。CSR はとても広い概念

CSR の価値や意義を理解することによって、持続可

を含んでおり、さまざまな考え方があります。学生の

能な社会の創造に貢献する社会人になることができる

中には、環境保護活動や寄附活動だけが CSR 活動で

と思います。
（文 / ニュースレター編集部 宇治野 未菜）

「企業」だからこそ求められる社会的責任
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「CSR＝Corporate Social Responsibility（企業

任を意識しないといけない、という意味で「C（＝

の社会的責任）」。今回の特集では、特に「C＝

Corporate）」の部分が外れてSRと呼ばれているので

Corporate」の部分にこだわりました。最近では、

す。しかし、営利を目的とする企業だからこそ求めら

CSRに並んで、SRという言葉をよく耳にします。

れる社会的責任があるのではないでしょうか。そのひ

これは何も社会的責任は、企業だけが果たすもので

とつが就職活動であるように思います。就職活動は、

はなく、組織たるもの、いかなる場合でも社会的責

学生として生活している社会から、より広く、より多
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の女性に美しくなって貰うことによって広く社会に寄

つまり、自分が働くことを通して、「どのような社会

与する事こそわが社の理想であり目標」。そのどれも

にしていきたいのか」、そしてその社会の実現に向け

が本業を通した社会的責任のあり方を文章化していま

て「どのような形で貢献をしていくのか」、自分と社

す。

会のあり方を見つめ直す機会の一つが就職活動である

いまやどの企業でも取り組んでいるCSR。だからこ

ように思います。もっと具体的に言うならば、「どの

そ、いろいろな情報に惑わされてしまいます。しか

ような社会にしていきたいのか」は、堀場製作所の冨

し、まずは企業が本業を通して、どのような社会づく

嶋さんが述べられていた将来、自分は何をしたいの

りに貢献しようとしているのか、そこを読み取ること

かという自分のビジョンを明確にすることを指しま

が、C就の始まりなのではないか、と考えています。

す。そして、「どのような形で社会に貢献していくの

「社会」という言葉はとても便利で、よく多用しが

か」は、各企業のCSRの理念ではないか、と考えてい

ちです。しかし、就活にCSRの視点を持つことによっ

ます。就職活動では、ビジョンとCSRの理念がマッチ

て、漠然とした「社会」からより具体性をもった「社

する企業を探していかなくてはなりません。CSRの理

会」像へイメージできるようになっていくのではない

念というと何だか難しく聞こえるかもしれませんが、

でしょうか。具体性をもった「社会」像がこれからの

決してそのようなことはないのです。企業が発行して

CSRを動かす大きなパワーとなっていくはずだと確信

いるCSR報告書を手に取ってみてください。ほとんど

しています。

の場合、冒頭に企業のトップコメントが書かれていま

「社会をこうしていきたい」。そのような思いを

す。そこにCSRの理念が書かれているはずです。たと

持った学生たちが就職活動することで、これから10

えば、「就活にCSRセミナー2009」の参加企業でいう

年後、20年後、CSRがどのような変貌を遂げていくの

と、阪急阪神ホールディングスは「『安心・快適』、

か、そのことを想像するだけでワクワクしてきます。

そして『夢・感動』をお届けすることで、お客様の喜

だからこそ、今後も「みどりのニュースレター」で

びを実現し、社会に貢献する」。Panasonicは「製造

CSRの動きについて追っていければ、と考えていま

業の本分に徹し、モノづくり（商品）で、人々の豊か

す。

なくらし、社会の発展に貢献する」。ワコールは「世

（文／ニュースレター編集部

特集：企業選びの基準ＣＳＲを！

様な人々がかかわる社会へ踏み出す最初の一歩です。

久保 友美）

この特集は、伊藤 省二、宇治野 未菜、久保 友美、森山 明香が担当しました。

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

環境メッセージ列車 エコトレイン
「第 11 回グリーン購入大賞」環境大臣賞

阪

急電鉄（株）が主体として、環境市民とパートナーシップ
で取り組んだ環境メッセージ列車「エコトレイン未来のゆ

め・まち号」によるセクターを越えた協働による環境啓発プロ
ジェクト」が環境大臣賞に輝きました。

グリーン購入大賞とは
環境に配慮した製品やサービスを優先的に購入する「グリーン購入」
の普及拡大に取り組む団体を表彰することにより、一層の取り組みを奨
励するとともに、活動事例の紹介を通じてグリーン購入を普及すること
を目的とした表彰制度です。
（主催：グリーン購入ネットワーク

後援：環境省、経済産業省、ＷＷ

Ｆジャパン、日本経済団体連合会、日刊工業新聞社、毎日新聞社、読売
新聞社）

運行を記念し、12月1日に行われたお披露
目式には、斉藤鉄夫環境相（当時）、角和
夫阪急電鉄社長、そして環境市民代表理事
の杦本育生らが出席しました。
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環境メッセージ列車 「エコトレイン 未来のゆめ・まち号」による
セクターを超えた協働による環境啓発プロジェクトについて
環境や社会貢献をテーマにしたメッセージ列車「エ

る環境コミュニケーションの先進事例として高く評価

コトレイン 未来のゆめ・まち号」（以下エコトレイ

されたものです。

ン）は2008年の12月から2009年7月まで、阪急電鉄に

本事業は、環境市民のミッションの一つである「経

よって、京都線、神戸線、宝塚線で各一編成ずつ運行

済をグリーン化する」を具体化するプロジェクトと

されました。このエコトレインの企画・監修を、環境

して行いました。企業が本業において環境やCSRに取

市民が協働で行いました。

り組む事例として、また、企業とNPOのパートナー

車体外観に環境をテーマにしたラッピングを施すだ

シップ事業の先進事例として、今後、各地に広がるこ

けでなく、車内のポスター、ドアのステッカーやつり

とを期待しています。

革等のすべてにおいて、温暖化防止や環境をテーマと
した情報や沿線の自治体、NPOの環境の取り組み、

▶エコトレイン 未来のゆめ・まち号（阪急電鉄ウェブサイト）
http://rail.hankyu.co.jp/ecotrain/
▶エコトレイン事業について（環境市民ウェブサイト）
http://www.kankyoshimin.org/jp/hotnews/ecotrain.html

協賛企業の環境活動等に関する情報を多様に提供しま
した。このような活動に対して、現代社会が必要とす

受賞理由

乗客に環境問題を分かりやすく伝え、グリーン購入等、一人ひとりがすぐにできる環境保全
の行動を呼びかける取り組みとして、特に以下の点が評価を受けました。

● 関西の主要都市を結ぶ電車全体をメディアとして活用し、 8か月の長
期にわたって環境啓発のメッセージを多くの方へ発信し続けたこと
● NPO法人環境市民の企画・監修を受け、弊社のみならず沿線の自治
体や企業、市民の環境の取り組みを発信することによって、セクター
を越えた協働を行ったこと
● 動植物や我々の生活に与える地球温暖化の影響に関する情報のほか、
グリーン購入のすすめ、こどもの環境絵画コンテストなど、環境につ
いての幅広いテーマを工夫して発信したこと

受賞コメント

阪急電鉄（株）

この度は、グリーン購入大賞「環境大臣賞」を
頂戴することができ、大変光栄です。
今回、受賞したエコトレインは、市民・行政・
企業等多くのみなさまにご協力いただき、多様な
環境メッセージを発信したことが高く評価されま
した。企画・監修いただきました環境市民様はじ
め、ご協力いただきました関係者の皆様にあらた

8
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角 和夫氏

めて心よりお礼申し上げます。
今回の取組みは、阪急阪神ホールディングスグ
ループで推進している社会貢献活動「阪急阪神 未
来のゆめ･まちプロジェクト」の一環として実施し
たものです。今後も今回の受賞を励みに、環境活
動を推進して参ります。

阪急電鉄（株）
私にとって、そして当社にとって、エコトレイン
はNPOの方と連携して取り組んだ初めての大規模な
プロジェクトでしたが、その取組みがこれほど高い
評価を得ることができ、心から喜んでいます。
私がエコトレインのプロジェクトに取り組む中
で、ご縁ができた方は名刺を交換させていただいた
方だけで250名余り。エコトレインは、本当にさま
ざまな立場の数多くの方々に支えられた取組みでし
た。 環境市民様をはじめとして、ラッピングデザ
インをしていただいたウマカケバさん、多くの沿線
自治体、環境省、近畿運輸局、日本民営鉄道協会、
協賛企業、環境市民様を通じてポスター制作にご協

代表取締役社長

都市交通事業本部 都市交通計画部

木内徹氏

力いただいた多くの方々、こどもエコ絵画コンテス
トに作品を応募いただいた500名余りのこどもたち
等々……このプロジェクトに関わっていただいたす
べての方に、感謝の気持ちでいっぱいです。
近年、当社においても、社外のさまざまなステー
クホルダーの方と連携した取組みをする場面が増え
てきました。これからの社会では、さまざまな立場
の人がそれぞれの立場を尊重しながら、パートナー
シップを組み、社会のさまざまな問題を解決してい
くことがますます重要になってくるだろう。エコト
レインの運行が終わった今、あらためて強くそのよ
うに感じています。

行事案内

11

月

京 就活に CSR セミナー 2009

〜 CSR で考える、未来の自分と、企業の姿〜

京 環境市民

東 環境市民東海

滋 環境市民滋賀

京 循 環・3R 活 動 推 進 リ ー ダ ー
養成講座

CSR（企業の社会的責任）に積極的に取り組む企業

ごみに関する第一線の研究者や活動実践者を講師に招

が増えています。 これからの就活では、CSR も企業選

き、「知識」の修得だけでなく、ごみ減量活動を企画実

びの一つの視点として重要です。 企業がなぜ、CSR に

践できる人材養成を目的とした講座です。

力を入れるのか。このセミナーで CSR を理解して、あ

※（第 1 回）家庭ごみの現状を知る

なたの就職活動を充実させて下さい。

済みです。

10 月 31 日実施

■こんな人たちにおすすめ……
＊とき：11 月 8 日（日）午後 12:30 から 4:30

・地域で、生活系ごみを対象に減量活動をしている人

＊ところ：京大会館（京都市左京区）201 号室

・行政職員で、ごみ減量の住民向け啓発を担当している人

＊参加費：無料

・学校や企業で、環境教育に携わっている人

＊定員：100 人（先着順）

＊申込み：11 月 2 日（月）締切

＊備考：服装の指定

・これから活動に取り組もうと思っている人
（学生含む）
。

はありません。1、2 回生も歓迎です。
■内容

■第 2 回：3R の考えを広める

下記各社の環境社会貢献の担当者に来ていただき、取

＊講師：京大環境保全センター助教

浅利 美鈴氏

り組み事例や、
その背景の理念を紹介していただきます。

＊とき：11 月 1 日（日）午前 10:30 から午後 4:30

後半では、3 社のテーブルをつくり、各社担当者と参加

＊ところ：京エコロジーセンター 1F シアター（JR 京

学生との交流・意見交換の時間をとります。 各社の現

都駅から近鉄竹田駅下車東へ徒歩 12 分）

場で、社会活動に携わっている人たちとの交流を通じて、

■第 3 回：ごみを減らす活動を創り出す

一般的な「就活セミナー」では見つけにくい「社会と関わ

＊講師：NPO 法人環境市民代表理事

る企業の姿」を見つけてください。

＊とき：11 月 14 日（土）午前 10:30 から午後 4:30

■参加企業（50 音順）

＊ところ：京都私学会館 205 会議室（JR 京都駅から地

杦本 育生

○パナソニック 株式会社：社会文化グループ 国内推進

下鉄四条駅下車 6 番出口から徒歩 5 分）

室 主事

■各回共通

松吉徹也 氏

○阪急阪神ホールディングス

株式会社：人事総務部調査役（環境・社会貢献担当）木

＊参加費：1,000 円（3 回通し）

内 徹 氏

＊対象：高校生以上

桂 一朗 氏

○株式会社 ワコール：執行役員 総務部長
＊主催：特定非営利活動法人 環境市民

＊申込み：必要

＊後援：京都府、京都市、KBS 京都

＊主催：独立行政法人 環境再生保全機構 地球環境基金

＊申込み：お名前・電話番号・E-mail・大学名を添え

＊企画運営：環境市民

て、お申し込みください。メールのお申し込みは、タイ
トルを「就活に CSR セミナー申し込み」としてくださ
い。スタッフ参加を希望される人は、
「スタッフ参加希望」
と記してください。別途連絡いたします。

京 1Day ボランティアデー
11 月 29 日 の 話 題 は、 企 業 CSR へ の 関 心 度 な ど、
就活のポイントについて話し合います。

京 平成 21 年度中国ブロック

「 環 境 保 全 に 取 り 組 む NGO・
NPO 運営講座」オモイをカタチに！
ひとと組織のパワーアップ講座

持続可能な社会を創る
「ひとと組織の基礎的な力」を身
につけるために必要な四つのポイントについて具体的な
事例を通して学びながら、実際の活動現場に近い形で活

＊とき：11月28日（水）午前11:00から午後7:00頃

動の企画づくりを行い、成果を発表することで実践力を

まで、11月29日（木）午後2:00から7:00頃まで

身につけます。

＊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

《四つのポイント》
①ビジョン・ミッションの明確化②創造的な会議による

る状況になることをご了承ください。

効果的な合意形成手法③実力・潜在力の把握、分析とマー

◎次回……12月22日（火）午後5:00から7:00頃まで

ケティング手法④パートナーシップによる活動の意義と

12月25日（金）午後2:00から7:00頃まで

効果、その手法

↗

はありませんので、作業しながら話を聞いたり話たりす
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■講師

○京都市、滋賀県コーディネーター：特定非営利活動法

●永橋 為介氏（環境市民パートナーシップ活動部、立命

人 環境市民

堀 孝弘

館大学産業社会学部准教授）●藤野 完二氏（未来の子
共同代表、太田川たんけん協会代表、環境カウンセラー）

■こんな人におすすめ……

●吉橋 久美子氏（未来の子 共同代表、環境カウンセ

流通企業の環境活動に関心のある人
（学識者、学生を含む）

ラー、一級建築士）●大西 康史氏（未来の子 共同代表、

／ごみ問題に関心がある人／流通企業の経営者、環境担

環境カウンセラー）●松尾 健司氏（中国環境パートナー

当者／自治体の環境担当者
（廃棄物削減、温暖化防止）／

シップオフィス 事務局長、自然公園指導員）●杦本 育

将来、流通企業や自治体に就職を志望している学生

生（環境市民 代表理事、グリーン購入ネットワーク 代

＊申込み：お名前・電話番号・E-mail・大学名を添えて、

表理事）●下村 委津子（環境市民 理事、京都グリーン

お申し込みください。メールの場合は、タイトルを「流

購入ネットワーク スタッフ、eco パーソナリティ）

通 セミナー申し込み」としてください。11 月 2 日（月）
締切

＊とき：【第 1 回】12 月 5 日（土）午前 10:00 から午
後 5:00 【第 2 回】12 月 6 日（日）午前 9:30 から午
後 5:00
＊ところ：RCC 文化センター（JR 広島駅在来線改札口

滋 秋の木の実を探す
大津市皇子山付近の山を探索し、秋の木の実や草花を

より徒歩 10 分、広島市中区橋本町 5-11）

観察します。三井寺付近は寺社林のため、植林が行われ

＊参加費：1,000 円（両日通しで） ＊持ち物：申込者

ておらず、広葉樹林が多く、さまざまな動植物がみられ

には詳細を連絡します

ます。

で

＊申込み / 問合せ：環境市民ま

＊主催：独立行政法人 環境再生保全機構 地球環境

基金

＊企画 / 運営：環境市民

＊運営協力：未来の子

＊ と き：11 月 14 日（ 土 ） 午 前 10:00 か ら 12:00

＊後援：中国環境パートナーシップオフィス、ひろしま

まで

＊ 集 合 場 所： 京 阪 電 車 皇 子 山 駅 改 札 口（ 午 前

NPO センター、広島県、広島市

10:00）＊参加費：100 円
ズック靴など

＊服装：山を歩ける服装、

＊申込み：11 月 8 日（日）締切

＊共催：おおつ自然観察の会

京 レジ袋有料化セミナー
2007 年以降、「レジ袋有料化」が全国に広まってい
ます。県単位で取り決めての実施している県も 10 以上
になります。レジ袋を有料化すると、本当にごみは減る
のか？

一方お客の反応は？

先駆的に環境 CSR 活動

に取り組んでいる流通企業の報告を受けて考えましょ
う。京都市と滋賀県の担当者から、来年度に向けた、新
たな動きも紹介していただきます。近隣自治体や流通企
業の方も必見です。

行事の申込み・お問い合わせは各事務局まで
京 環境市民
TEL.075-211-3521 FAX.075-211-3531
IP電話.050-3581-7492 MAIL.life@kankyoshimin.org
東 環境市民東海事務所
TEL・FAX.052-521-0095 IP電話.050-3604-6182
MAIL.tokai@kankyoshimin.org
滋 環境市民 滋賀事務所
TEL.077-522-5837 MAIL.cefshiga@kankyoshimin.org

＊とき：11 月 15 日（日）午後 1:30 から 4:30
＊ところ：京都市左京区吉田
＊定員：100 人

京大会館 101 号室

＊参加費：無料

＊対象：一般市民、学生、企業関係者、自治体職員
＊主催：NPO 法人 環境市民
ンター

＊助成：京エコロジーセ

＊協賛：京都市ごみ減量推進会議

い と う

ま

ち

こ

（愛知県）9月3日入会

■報告者
○イオン株式会社：環境アドバイザリーボードメンバー
上山 静一氏
○イズミヤ株式会社：エコロジー推進部

宮川 精慈氏

○株式会社マイカル：環境社会貢献部

久堀 研二氏

○京都生活協同組合：経営品質部環境担当 高橋 敏彦氏 ↗
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＊就活 CSR プロジェクト 11 月 5 日（木） 予定
＊ニュースレター編集部 11 月 5 日（木）午後 7:00 から
＊ラジオチーム 11 月 10 日（火） 午後 6:30 から

伊藤 万知子さん

＊後援：京都府、京都市、KBS 京都
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ミーティング＊（いずれも京都事務所で行います）
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現在、大学でマーケティング、消費者行動に関する授
業を担当しており、環境市民のカルタを教育に役立てる
チャンスがあったので、それを機に入会しました。今後
も授業をはじめとして、実生活においてもグリーンコン
シューマー活動を続けてゆきたいと思っています。

自分でできる

和室のエコリフォーム
[ ふすまの補修と張り替え

3

〜ふすま紙張り〜 ]

築年数の古い日本家屋を大切に使い続けるために、破損部分の補修方法の紹介と、現代のライフスタイルに
合わせて和室をエコリフォームする一例をご提案していきます。

い

よいよ、ふすま紙の張り替えです。今回使

ふすま紙を裏返し、コシのある刷毛で周囲に濃い糊

用するのは越前（福井）の「鳥の子紙」。

を塗ります。そのあと水糊を全体に塗り、糊をならし

粒のある方が表です。ふすまに合わせて周

ましょう。水分をたっぷり含んだ状態で張ると、湿気

囲を1cmほど大きく切ります。ふすまの形が歪んでい

の多い日もシワやたるみが出にくい効果があります。

る場合に合わせて、紙の上下は決めておきましょう。

ふすま紙の周囲を１cmほど残して、先程の「うけ

「うけ紙」には「茶浮け紙」を使います。わら半紙

紙」を貼ります。さらに裏返して、ふすまに貼り付け

や新聞紙でも代用できます。ふすま紙の幅より１cm

ていきましょう。二人で持ちながら位置を合わせてい

ほど小さめに切りましょう。

くと作業しやすいでしょう。紙の上下両端からなでつ

ちゃう

糊を濃度別に２種類用意しましょう。「姫糊」系の
米で作られたのり（「じん糊」ともいう）を使いま

け、最後に真ん中を張ります。乾いた刷毛で真ん中か
ら空気を出すように撫で、美しく仕上げましょう。

す。濃い方は袋からそのまま出して、薄い方（「水

（文／ニュースレター編集部

千葉 有紀子）

糊」といいます）は糊１：水１の割合で用います。

今月の写真館

ふすまの修繕のプロセスを多くの写真で分かりやすく紹介しています。
http://www.zorg.com/pub/albuml?al=32934&c=iilrlkqntn

1 濃い糊と薄い糊（水糊）を用意。

ふすま紙を張る糊は、姫糊（米から作られた
糊）を使用。２つの容器に分け、袋から出し
たままの糊と、水に溶いた薄い糊（水糊）の
２種類を用意する。

4 ふすま紙の上にうけ紙を貼る

うけ紙（新聞紙で可）をふすま紙の周囲から
約 1cm 小さく切る。縦に 3 枚程 5 〜 6cm
ずつ上から順に重ねる。端に 1cm ほど濃い
糊をつけるのがポイント。

2 ふすま紙のフチに濃い糊を塗る

ふすま紙を、ふすまの大きさより上下左右
1cm ほど大きめに切り、端から約 5cm 幅
で濃い糊を塗る。

5 ふすま紙をふすまに張る

茶浮けを貼ったふすま紙を裏返し、ふすまに
張る。下側から紙を降ろし、周囲 1cm ほど
均等にはみ出すように置く。乾いた刷毛で上
から撫でて空気を逃がす。

協力： 表具師 古澤 利弘
材料取扱店：姫糊…中村糊店（富小路五条下ル）、ふすま紙と茶浮け…山崎商店（室町今出川上ル）

3 ふすま紙の全面に薄い糊を塗る

全面に薄い糊を２〜３回重ね塗りする。糊跡
を消すように刷毛を動かす。塗り終わって数
分おくと紙がなじんでしんなりする。

6 出た釘を戻しておく

ふすま紙のはみ出した部分を折り曲げて、下
地のヘリに貼り付けていく。角は皺が出来や
すいので、引っ張りすぎないように気をつけ
る。

次回は
「引き手と枠の取り付け」です。

●自然住宅プロジェクト…… 99年、地球と地域の環境に負荷をかけず、生

★ワークショップ、相談随時募集

態系に調和し、住む人の身体にも負荷を与えないエコロジーな住まいの増改築を
テーマにスタートしたプロジェクトです。10年目の今年は、今までの素材を中心
にした取り組みに加え、私たちを取り囲む住環境も含めた住まい方の持続可能性
を総合的に考える第２ステージの活動を展開しています。

自然住宅プロジェクトでは、住まいに関
する相談やご自宅でのワークショップを
随時受け付けています。詳しくは京都事
務局までお問合せください。
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生き物の世界はほんとに小さな世界でも驚きに満ちあふれていると
思います。今回紹介する巻貝も、小さいながらも独自に進化してい
るという不思議。私たちの知らない世界で小さな世界はちゃんと成
り立ち、動いているのですね。

第 36 回 上関原発関連特集その 2
ヤシマイシン近似種 —— 瀬戸内海のガラパゴスの神秘
イ科の貝を発見した岡山大学の福田宏さんは、

で「ヤシマイシン近似種」と呼ばれています。

い種なのです。そのために非常に近縁な種類

一種なのですが、実はまだ名前がついていな

さが５㎜にも満たないきわめて小さな巻貝の

種」が生息しています。この種は、殻の大き

う入り江には、珍しい「ヤシマイシン近似

が計画されている上関町長島の田ノ浦とい

中国電力によって上関原子力発電所の建設

メイ科の貝には、ヒメシマイシンという名前

れました。大分県の姫島から発見されたカク

灘の島で、相次いでカクメイ科の貝が発見さ

日本でも山口県と大分県に挟まれたこの周防

に変えるほどの衝撃を与えたのです。そして

の貝のグループは、軟体動物の進化を根本的

した。オーストラリアで最初に発見されたこ

もっとも原始的なグループと考えられていま

ゴスと呼んでいます。

らわれわれはこのあたりを瀬戸内海のガラパ

きた豊かで多様性の高い海域なのです。だか

防灘の長島近海はそのような種分化を支えて

棲んでいるからこそ、ガラパゴスのフィンチ

似種」の住処は、深い海の底ではなく、もっ

では、ヤシマイシンが発見されて報告されま

のような島ごとの進化が起こったのだろうと

がつけられました。革命（カクメイ科）の貝

した。これらの貝の研究を行ってきた福田宏

考えられています。中国電力は環境アセス書

とも岸よりの潮だまりの中です。海と切れた

さんは、この長島田ノ浦でもカクメイ科の貝

にカクメイ科の貝への対応策として、原発用

だから維新（イシン）という名前がつけられ

を発見しましたが、忙しさと健康を損ねたこ

地として当初埋め立てをするはずだったこの

貝の学術的な価値など分かりようもないのか

長島田ノ浦で見つかった「ヤシマイシン近

回起こる潮間帯の潮だまりに

次回は「スナメリ」です。

●小さな命を守るためには

であるヤシマイシンによく似た種という意味
この貝の所属はカクメイ科に属します。

珍しいのでしょうか。巻貝が這っているとこ

とによってまだこの貝に名前をつけて学界に

潮だまりをぎりぎり残し、そのすぐ横まで埋

状態が一日に

ろを想像してください。殻からでてきた軟体

「ヤいまだに 発表していません。そのために、

め立てて、潮だまりはコンクリートの壁の横

た。そして上関原発予定地のすぐ近くの八島

部の足で巻貝は這っていきます。足の後ろの

シマイシン近似種」という呼び方をされてい

トルの近い島からそれぞれの島ごとに異なる

もしれない。埋め立てが回避され、カクメイ

それではそんな小さな貝が、なぜそんなに

しっぽは細長くとがっています。ところがこ

●驚きの形態をもつ小さな巻貝

に石垣を築いて守ると書いています。しかし、

専門家は誰も信じていません。金をかければ

く繊細で原始的な動物が生きながらえるとは

そのような人工的な環境でこのきわめて小さ

るのです。

●島ごとに独自に進化

の種の貝はしっぽのところが二つに分かれて
います。まるでツバメのように。それだけで
はなく、体の前の部分も二つに分かれている
のです。このような形態の巻貝はこれまで知

種が見つかるというのは、海産生物にとって

科の島ごとに別種の貝たちが、それぞれの進

何でもできると信じている人たちには、この

はきわめて異例なことです。海水はつながっ

化の結果を存続させるように生き延びて欲し

このようにほんの数キロから数十キロメー
その驚きをカクメイ科という名前をつけるこ

ているから、もっと離れた地点間でも海産生

いと願わないではいられません。

られている貝にはない形質です。このカクメ

とで表しました。

物の幼生は十分拡散でき、種の分化は普通起
●革命
（カクメイ科）
の貝だから維新
（イシン）

こらないのです。ところがここ周防灘のカク
メイ科の貝は、まるでダーウィンがガラパゴ
ス諸島で見つけ出したフィンチのように、島

カクメイ科の貝は、海産の巻貝の中でも
もっとも原始的なグループと考えられていま

ごとに異なる種類に分化しています。この周

2009 年 11 月号
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す。これまではオキナエビスのグループが

2

向井
文／ 京都大学フィールド科学教育研究センター 特任教授・海の生き物を守る会 代表

℃未満に

パーセントを守るどころか、プラス

世
紀後半か

20

パ
ーセ

80

ただ、このような変革は人々に大きな
不安を与える。まして前政権時代に霞が
関で試算したような、温室効果ガス削減
を本格的にすればするほど、個人収入は
減る、負担は増える、と言われればその
不安は大きくなるばかりである。しかし、
この試算は、現在の産業構造、社会構造
を変えないことを前提として計算された
ものであり、実際にはありえない予測で
ある（本紙
不安をあおる数字が、まだマスメディア
等で使われているのは、前述した将来像

月号）。ただ、このような

政策の大転換の必要性とそれを
阻むもの

革命と言われる所以である。

的に変えなければならない。第二の産業

を消費する産業と暮らしのあり方を根本

ら顕著になった膨大な資源とエネルギー

る。産業革命以降、中でも

ントが科学的に求められている目標であ

パーセントという事態を招いたのである。

という数字の意味

パ
ーセントという数字に

パ
ーセント削減

まして2050年にはマイナス

温室効果ガスの2020年の中期削減目
標を1990年比マイナス
にすることが国連の場において明確に示
された。この
は、大きな意味がある。今世紀末におけ
る気温上昇を産業革命以降で
抑えなければ、人類も生態系も想像を絶
する被害をうける危険性が高いという科
学的予測に基づくものである。その
未満に抑えるには、先進国は2020年
には少なくとも1990年比マイナス

と
いう数字は、非常に高いように日

25

25

日本で、このような大きな政策転換を
図るためには、従来の権益と結びついた
縦割りの官僚による政治では不可能であ
る。しかし民主党の言う政府主導も必ず
しも万能ではない。限られた政治エリー

による応援なくして、

ナスの政策は実現できない。

パ
ーセントマイ

求められる市民力と行動

られた高速道路無料化は、国民に最も支

例えば、民主党のマニュフェストに掲げ

たより質の高い生活の実現、雇用の促

の解決と合わせて、地域の特性を生かし

は、地球温暖化をはじめとする環境問題

いま、私たちの社会にとって必要なの

持をされていない政策である。民意を反

進・安定、核兵器の全廃などの平和の促

トによる、独善性に陥る危険性がある。

映するというなら誠実に見直すべき政策

戦略・政策、活動である。

進など、持続可能な社会構築に向けての
しかし、政府は地方経済の活性化と一

である。

いる。すでに実施した週末1000円に

いなど、全く現実離れした前提に立って

利用から自動車利用への移行がおこらな

うとしている。しかしこの説は公共交通

て減少すると主張して、これを実行しよ

化の脅威から私たちの将来を守るには、

者たちとの真摯な対話である。地球温暖

そして政府とこのような活動をする主体

よる検証が必要である。それも多様に。

案と社会への提案、地域における実践に

らには先進的な事業者等の協働による立

のではない。NPO、自治体、大学、さ

それは、政府のみによってなされるも

よって何が起こっているのか直視すべき

般道の渋滞が減って二酸化炭素がかえっ

であろう。

より多くの人々が主体的に参画するあら

たな社会づくりをすすめることが基盤で

また、日本の経済競争力を損なうとい
う喧伝を繰り返し、目標値の低減を求め

ある。

第二十六回 マイナス パーセントを実現するために

てくる経団連の守旧派や関係労組等によ
る政府への揺さぶりも懸念される。民意

25

文 ／ 環境市民代表理事 杦本 育生

青 き 星 碧い風
連載

13
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新しく誕生した民主党政権によって、
パ
ーセント

度

2
25
6

パーセントは必要だとされているからで
ある。
本では言われているが、実は科学的には
最低ラインであり、なんとしても実現す
るべき目標値なのである。鳩山政権がそ
れを明確に示したことは大いに評価すべ
きことである。ただ、
した日本社会や暮らしはどのようになる
のかという将来像、そしてそれをどのよ
うに実現していくのかという戦略と政策

と戦略・政策パッケージが明確にされて
例えばドイツでは、憲法を修正して環

いないことによる。
境と経済の戦略化を行い、温室効果ガス
の削減と自国経済の安定的発展と雇用の
拡大をはかり、実績を生み出しつつある。
スウェーデンでは、持続可能な社会像を
明確にして、戦略的な政策を計画的に実
行に移し始めている。
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パケージは、まだ明確にはなっていない。
科学的には最低ラインと記したが、こ
れを実現することは、これまでの日本政
府の政策の延長線上では不可能である。
従来の地球温暖化『対策』は、現在の産
業構造、社会構造をあまり変えないこと
を前提として、その中で個々人や個別企
業の自主的対策を求めてきた。その結果
が、京都議定書の約束であるマイナス
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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

みどりの特派員便り

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。

●吉田 佳代さん（環境教育施設京エコロジーセンター）

伝えるときは「読み手の立場で」を実践中！

「環境問題を伝えたい！」という

返ってきました。京都と名のつい

レットを完成させました。膨大な

気持ちが環境市民と出会ったきっ

た気候変動に関する世界的な取決

数の事業をいかにまとめるか難し

かけでした。大学で環境問題を学

めなのに、京都市民として私は何

かったですが、「読み手にいかに伝

んでいた私は、環境市民の広報イ

ができているだろう……心苦しく

えるか」という環境市民で吸収し

ンターンシップでニュースレター

なりました。この経験は“京都”で

た視点を生かしながら作成しまし

の作成を経験。難しい内容や情報

環境活動に携わりたいと私を動か

た。多くの人がエコセンを利用し、

量の多い事柄をいかに読み手に分

しました。4 月からは京都市の環

環境活動へのきっかけをつかめる

かりやすく伝えるか、ということ

境教育施設京エコロジーセンター

よう、今後も私の「伝える」挑戦

を学びました。その後、アメリカ （以下エコセン）に勤務していま

は続いていきます。エコセン新パ

へ一年間留学。留学中に京都出身

す。環境市民での経験を生かせる

ンフレットはこちらからダウン

だということを伝えると、「あの京

広報の仕事を担当しており、8 月に

ロード可能です！→

都議定書の！」という反応がよく

エコセンの事業を紹介するパンフ

miyako-eco.jp/08_side/siryo.htm

インフォ＠エコ

http://www.

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。

『自然と生体に学ぶバイオミミクリー』
ジャニン・ベニス著

オーム社

世界水泳ローマ 2009 では 43 個もの世界新記録が生まれま
した。この新記録ラッシュは先端技術を駆使した高速水着の
おかげだと言われています。もっとも、世界のトップスイマー
たちが、肉体の限界への挑戦ではなく、高速水着を求めてス
ポーツ用品店に長蛇の列をなす姿を思い浮かべるとチョット
寂しくはなりますが……。ところで、高速水着は鮫の肌をマ
ネすることにより実現できたそうです。ザラザラの鮫肌構造が水の抵抗を極端に
小さくするのだそうです。今、環境分野でバイオミミクリー（Biomimicry）が注
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︒

目されています。この聞きなれないカタカナ語は、Bio（生物、生態）と Mimicry（模
倣）の合成語で、「生き物の模倣」と訳されています。著者の Janine M.Benyus
はバイオミミクリーの提唱者で、このコンセプトの研究先端からビジネス応用ま
でを幅広く紹介しています。例えば、クモが糸を吐きだすメカニズムを模倣する
ことにより、常温・常圧の小さなエネルギーでも、鉄に比べて 5 倍以上強い繊維
実現することができます。高温・高圧の大量エネルギーを消費する 20 世紀型の
産業構造を根本から変える可能性があります。CSR の一つとして、バイオミミ
クリーの研究者を積極的に支援する国内企業も現れています。持続可能な社会の
実現に向けて、自然の素晴らしさを「謙虚」に学び、実践したいものです。
（文／ニュースレター編集部

●ご意見・ご感想宛先●

伊藤 省二）

メール・FAX・郵送でお送りください

（MAIL） newsletter@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
イラスト：かわみん
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生時代、国際協力に関心があり、国
た。
登場直後、子どもが
っンカーＸだ

ていた。お気に入りは、悪役のオンダ

クトがあてみると、すごくインパ並べ
る」
と、劇で環境問題を考えること
の有効性を指摘する。これまで、遺
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に設定
マ伝子組み換え食品などをテー
参加者で勉強し、発見し
してきた。
「講義たことを身体で表現してみる。

うか。就活生の一人として、そのことを強く感じて

ぱなしのことは、必ずしなどで聴きっ

とは、今の時代だからこそ必要なのではないでしょ

表現することも体には落ちてこない。

嬉しく思います。CSR の視点から就活を考えるこ

美奈子／小浜 寛一／島村 吉男

は理解を大きく促してくれる」
と話
す。
今年の夏には、東京・下北沢で
無農薬栽培の野菜を使った料理を出
を期間限定で設置して、食に
ェ
すカフ
プを
ッ て考える座談会やワークショい
つ
開催した。
貫し
一生協の仕事に対する見方にも
て学んでいるい
「食につたものがある。
と、食べ物の確保などに対する多国

康道）

赤木 一弘／伊藤 大輔／稲岡

自 立 し た 生 活スタ イルをつく り たい

際ＮＧＯで働くための語学力などを身
セー
ッ
「メたが、
って逃げたこともあ泣い

京都を離れた今も、ずっと演劇で

籍企業の力が本当に強いと実感した」
い、消費者や他国とつながりながとい
ら、大企業と違う路線で豊かな生活
を送れる手伝いをする可能性を追及
「生協したいと生協に入ったという。
は食と農という観点をはじめ、いろい
ろな問題に取り組める場がある」
と
こと尾上さん。組織の論理とやりたい
の衝突もあるが、理想と考える社会
の実現に向けた強い決意を示した。
ースレター編集部 ュ（文・写真／ニ

飯田

毎日ですが半年経って初めて特集に携われたことを

てやっ ッセージを発信したいと思っ にメ

に着けるために、オーストラリアに留
ジをつめこんだ愛すべきキャラクターで

国際関係学部に所属していた学

学した尾上さん。日本で学んでいたこ
ァイターフ
コ
「エという。た」
っ
大好きだ
た」と、
っしでも洗練したものにしたか

ル化が進展して、食ろから「グローバ
南の世
界から搾
取
する構
造がある。
っーサルをいハ演劇の経験を生かしてリ

ーはシナリオの完成度が高く、少ショ

北の各国の価値観を変えないとダメ

ている。プも開い
ッ
ョてみるワークシ っ
を作

劇に関心のある人を集めて、実際に劇

思いから始めたという。環境問題や演

とのンを取るきっかけにしてほしい」

ョ
ケーシ
ニ
ュ
ミ
コ を見るのに足を止めて、

だんはすれ違うだけの人たちが、劇

「ふ ーを路上で演じたことがある。 ョ
シ

ファイターコ
もに活動した仲間と、エ

のある埼玉県で数回、ＳＫＩＰでとい

住またいという思いは消えていない。

かけづくりをしっ
環境問題を考えるき

たり、演技指導をしたりした。
っぱいや

てみても、北の世界がべ物ひとつ取っ

週間寝

2

ていた。オーっという問題意識を持だ」
ストラリアでは地元の農家に
泊まりして、農作業に従事するボラン
ティアを経験した。
農家の人たちと

「搾取構造を変える話をするうちに、
には、自分が変わらないとダメだ」と
「この構造からいう思いを強くする。
自立できれば、誰も犠牲にならない」
と強調する。
「自分たちの消費生活は
帰国後、
いきすぎた」
と、食を含めたライフ
スタイルのありかたを考えるため、環
境市民で活動を始めた。
特に力を入

つでも好きなものを食「たとえば、い
べられる人と、日々の食事すら十分に
取れない人をひと目で見られるように

宇治野 未菜）

（ニュースレター編集部

います。

立命館大に通っていた 2005 年から 06 年
ごろを中心に、環境共育プロジェクトを実
施する SKIP を中心に活躍し、現在は東京
で日本生活協同組合連合会に勤めている。
演劇をするのが好きで、環境問題を演劇に
絡めた活動にも取り組んでいる。

ー
ョァイターシフ
コ
エ れたのはＳＫＩＰの
コが、それまで取り組んでいただ。エ
つながり、ひとりでも多くの人演劇と

5 月から参加している編集部。学ぶことだらけの

目立たないところでも、お力を貸して
くださった方々に、感謝をこめて̶。

（五十音順）

編集部

編集後記

有川 真理子 久保 友美 森山 明香
伊藤 省二
駒 ゆき香 安江 晃子
飯田 康道
島村 吉男
乾 孝史
角出 貴彦 デザイン
下司 智子
宇治野 未菜 田麦 誠
大槻 達郎
千葉 有紀子
小野 景子
内藤 一樹
風岡 宗人
東 広之
カタンザリッティみどり

（五十音順敬称略）

尾上 夏子さん
no.53

あなたのエコポイントで
あなたのエコポイントで 地域のおまつりのエコ化を応援しよう
地域のおまつりのエコ化を応援しよう ！
！
〜環境市民

エコ地蔵盆プロジェクトへのエコポイント寄付のお願い〜

エコポイント対象家電を買うともらえる
「エコポイント」制
度。
このポイントを環境団体に寄付できる制度がスタートし

環境市民へのエコポイント寄付申請時には、以下の
事業者コードが必要です。【事業者コード】 K138

ました！
環境市民もエコポイント寄付対象団体になっています。

▼環境活動を行っている団体への寄付について

みなさんのお手元にある
「エコポイント」
を、ぜひ環境市

http://eco-points.jp/EP/use/category06/index.html

民に寄付してください！

▼環境市民へのエコポイント寄付方法

いただいたポイントは1ポイント=1円で換算され、
本会が
行っている
「エコ地蔵盆」の活動資金となります。

http://eco-points.jp/EP/use/howto.html

ぜひ皆さんからのご支援とご協力をお願いいたします。

ラジオ番組

エコポイント交換申請方法は以下のページをご参照ください。
ぜひ、みなさんのご支援をお願いいたします！

「環境市民のエコまちライフ」 京都三条ラジオカフェ（79.7MHz）

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/

環境市民に
入会しよう！

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

会費の振込み方法

□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。

111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、
「年会費 + 入会金」をご入金くだ
さい。
（※シニア・学生・助成・特別助成会員は入会金不要）

会費

222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。

種別
個人会員
ペア会員
シニア・学生会員
ファミリー会員
助成会員
特別助成会員
終身会員
営利法人会員※
非営利法人会員※

年会費
入会金
4,000円
1,000円
6,000円
2,000円
3,000円
ー
8,000円
2,000円
10,000円
ー
50,000円
ー
一括 80,000 円
1口 50,000 円
50,000円
1口 10,000 円
2,000円

（発行）特定非営利活動法人

※※年会費は一口以上

環境市民

寄付をする
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：01020-7-76578
加入者名：環境市民

（代表）杦本 育生 （発行人）堀 孝弘

押小路通

●環境市民 滋賀事務所

御池通

御幸町通

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

麩屋町通

●環境市民 東海事務所

寺町通

E-mail：life@kankyoshimin.org URL：http://www.kankyoshimin.org
〒 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）

京都市役所

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
ホテル
オークラ

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 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

河原町通

TEL：075-211-3521 IP 電話：050-3581-7492 FAX：075-211-3531

二条通
呉波ビル
3F

環境市民

