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世界を変えるデザイン展
デザインは発展途上国に何ができるのか
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とれたて！ 環境市民

世界を変えるデザイン展
デザインは発展途上国に
何ができるのか

10-11

おいしいコーヒー苦い現実／環境市民の総会と
講演会 大盛況のうちに終了

ミッドタウンデ ザイ
ンハブ（ 赤 坂 ）と
アクシスギャラリー
（六本木）の2
会 場 で 開 催 され
ていた 「 世 界を変えるデザイン展」 に行ってきました。
発 展 途 上 国に暮らす 人々の様々な課 題を解 決し、 新
たな市 場 や 雇 用を生んだ 「デザイン」 が 紹 介されて
いました。 合 計で約 80 種 類ものデザインやそれを普

りじこらむ no.13

12

及 するプロジェクト内 容 が 展 示されていて、 それぞれ
の機 能 や 価 格、 実 績などがイラストと文 章でわかりや
すく説明されていました。

楽しいから続く市民活動／内田 洋子

私が見て回った中で特におもしろかったのは、 水 問

COP10 がもっとおもしろくなる
今こそ知りたい 生物多様性ワンフレーズ

題に関するデザインです。たとえば、Q-Drum という水

13

連載第 2 回：COP10 で注目される議題その 1
ポスト 2010 年目標（新戦略計画）

を運 ぶためのドーナツ状 のタンク（ 写 真 ） はとても画
期 的でした。これは、 中央の穴にひもを通して引っ張
ると、 子どもの力でも簡 単に 50 リットルの水を運ぶこと
ができるという優れものです。これを使えば 水 汲 みの
労 働 時 間が減るため、 農 業などの本 業により多くの時

読者交流コーナー

みどりのかわらばん

14

間を費やすことができます。またそれにともなって、 家
族のためにやむを得なく働いていた子どもたちが、 学
校に通 い 勉 強 することもできるようになるかもしれませ

1/ 環境市民

15

環境税導入の議論に、一緒に参加しよう！
安藤 たえ子さん

ん。
今 回の展 示は、 私たちが 普 段 意 識 するようなデザ
インに比 べるととても地 味でした。しかし、 確 実に発
展 途 上 国の暮らしを変えつつあるデザインを見て、デ
ザインにとって重 要なのは「 形」を作ることではなく、
「機
能」を作ることだと気づかせられました。そして、そこ
にデザインの持つ大きな可 能 性があると感じました。こ
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特集：実は身近な生物多様性（仮）
いよいよ生物多様性条約第 10 回締約国会議の開催が近づいて
います。でも、私たちが何をしたらよいか、具体的にわからな
いという声をよく聞きます。７月に引き続き、簡単な基礎知識
でわかりやすく説明した後、暮らしや仕事の中で実践している
方の声を紹介します。
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れからは、 地 球 規 模で暮らしの質を高めていけるよう
な機 能を増 やしていくことが 必 要 です。 発 展 途 上 国
の実情を知り、豊かさとは何かをもう一 度 考え、そのう
えでデザインを作り、そして普 及していく。 そういった
それぞれの過 程を大 事にすることが 世 界をよりよい方
向に変えるのではないでしょうか。
（文 ／ニュースレター編 集 部

村田 諒 平）

特集：環境税とは
特 集 ： 環 境 税 とは

日本でも 2011 年の導入に向けて環境税（炭素税）の検討がすすんでいます。環境省からも制度案がだされて
いますが残念ながらほとんどメディアでは議論されていません。そのため、環境税とは何か、どんな効果があるの
か、あらたな負担になるのではないか、といった疑問の声もきかれます。
そこで本特集では、なぜ環境税が必要なのか、環境省から出されている環境税の制度案についてどう捉えたらよ
いのか、環境税の効果についてみていきたいと思います。

持続可能性を高める戦略の中の環境税
（文/環境市民代表理事

杦本 育生）

日本で環境税が多くの人の関心にのぼらない、そ

を除く）だけでなく、中長期の目標でとして2020

の根源的な要因は、この国の将来像があまりにも不

年までに45%、2050年までに80%削減を掲げていま

明確であることでしょう。この7月に行われた参議

す。

院選挙の各党のマニュフェストをみても、あれをし

そして2000年に地球温暖化防止のための国家プロ

ます、これをします、という施策は書いてあって

グラムが決議され、再生可能エネルギー利用の倍

も、中長期的に日本をどのような社会にするべきな

増、コジェネレーションの拡充、エネルギー効率の

のか、その将来像を具体的に示し、それに基づく戦

改善、京都議定書に定められた温室効果ガスの発生

略政策は書かれていませんでした。

抑制の4点が定められました。環境税はこのような

中長期的にみると、将来像を構築する上で日本を

戦略の中の政策です。1999年の導入以来、環境税だ

はじめとして多くの国が最重要課題としなければな

けで2002年で既に700万トンのCO₂が削減されると

らないのが「持続可能な社会の構築」です。持続可

いう効果が上がっています。

能な社会の要素としてトリプルボトムと言われる

持続可能な社会構築する戦略政策という観点は、

「環境」「経済」「社会」の3つの要素があげられ

環境税の使途をみればはっきりします。ドイツでは

ます。「環境」は人類の生存基盤であるそのもので

年金保険料率、英国では国民保険料率の引き下げに

すからこれが良好に保たれなければ持続不可能なの

大きな割合で使われ、社会保障の充実、雇用の促進

はいうまでもありません。ただ、人々の生活を支え

と経済の安定に大きく寄与しています （本ニュー

る経済が安定し雇用が安定して確保されていること

スレター8ページ参照）。また税収は再生エネル

も必須要素です。さらに社会保障、福祉などの社

ギー拡大促進にも使われていていますが、これも温

会制度がきちんとなされ将来に対する漠然たる不安

室効果ガス削減だけではなく、新しい産業の育成、

のないこと、またその地域の特性にあった文化、歴

雇用の促進という目的を併せ持ったものとして考え

史などの多様性も、私たち人類社会の持続可能性に

られています。

とって必要なことです。

ドイツだけではありません。スウェーデン（温室

環境税の議論は、このような持続可能な社会を創

効果ガス08年で90年比約12％減を実現）、イギリス

るひとつの政策手段として考えるべきものなので

（温室効果ガス08年で90年比約18％減を実現）など

す。例えばドイツ政府は、このような大きな戦略の

でも同様に、持続可能な国としての将来像とそれを

中で環境税を実施しています。1994年のドイツ基本

実現する戦略的政策の一つとして環境税（炭素税、

法（憲法）の改正の中で持続可能性の原則が採りい

気候変動税）を実施しています。

れられました。そして2002年に「ドイツの展望」と

このように環境税は、単に環境面から議論する

いう国としての持続可能性戦略を採択しています。

のではなく、持続可能な社会を創る3要素である環

このような大きな戦略の中で気候変動とエネルギー

境、経済、社会をより良くするための戦略の中で位

戦略が形成されています。京都議定書による目標

置づけ、国民的な議論をして、きっちりと導入すべ

（90年比21％減、08年で約22％減を達成（森林吸収

きものです。
参考：
『環境先進国ドイツ』改訂版 大阪神戸ドイツ連邦総領事館
みどりのニュースレター No.207

2010 年 8 月号

3

持続可能な社会をつくるための、日本の環境税のあり方と、
私たち市民が知っておきたいこと
特 集 ： 環 境 税 とは

（文/NPO法人「環境・持続社会」研究センター（JACSES）事務局長

1. 環境省案と、市民が気をつけて見るべき点
環境省案の特色は、欧州の税収中立型とは異な
る、温暖化対策財源型である点です。

こともおおいに心配されます。民主党政権は、国内
で原子力を推進するとともに、海外展開もしようと
しています。この2兆円の内の幾らかは、温暖化対
策の名のもと、国内外の原子力推進に使われる可能

昨年出された環境省案（図1）では、ガソリン税

性は極めて高いと見なければなりません。「環境税

の暫定税率廃止とセットのため、ガソリン税が1

なのだから、温暖化対策予算に充てたほうが良い」

リットル当たり約5円下がることになります。ガソ

との素朴な意見が一般には多く、環境省もそうした

リンに対する課税面では、その価格を引き下げ、自

意見を促してきた側面があり、私たちNGO以外に

動車利用を増大させる可能性が高く、地球温暖化を

こうした懸念に対して異議を唱える勢力がほとんど

促進する「逆環境税」となっています。

いないのが現状かと思います。

税収使途としては、約2兆円にわたる予算を温暖

二点目に、環境税は、低所得者ほど所得に占める

化対策に優先的に充てることにしています。これ

負担割合が大きくなる逆進性のある税ですが、低所

は、気候変動対処のために効果を発揮することが期

得者から環境税をとって、高額所得者のエコカー・

待できますが、二つの点で懸念があります。

大型テレビ購入等を支援する原資に充てられるかも

一点目が、不適当な予算に充てられるかもしれな

しれないという懸念です。欧州では、税収中立と

いという懸念です。現在の日本の温暖化対策予算は

し、環境税の税収を低所得者対策に充てることが当

年間約1兆2,000億円です。そのうち約2,000億円が原

たり前となっていますが、環境省案は、そうした点

子力関連予算です。また、昨年の事業仕分けでは

への配慮が乏しいのです。環境NGOだから、環境

「廃止」「見直し」とされた温暖化対策事業も少な

のことだけ考えればいい、という方もいらっしゃい

からずありました。新たに2兆円もの温暖化対策予

ますが、社会的弱者のことを考えるのが、NGOの

算を増額するとなれば、非効率な予算に使われるこ

存在意義です。こうした問題点を提起せず、環境税

とが懸念されますし、原子力など気候変動以外の環

導入、というだけでは、結局、低所得者が泣きをみ

境負荷の増大が懸念される分野の予算に充てられる

る環境税実現に一役買うだけになりかねません。

図１：民主党政権の環境省案
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出典：「地球温暖化対策税の具体案」（2009 年 11 月）環境省

は、1リットル当たり4～10円上がるだけで、欧州の

た声も省庁関係者からいただきます。しかし、市

炭素税導入国よりガソリンへの課税率は低くなって

民・NGOだからこそ、単純に環境税導入を支援す

います）。また、環境税の税収が年間2～5兆円とな

るだけでなく、その中身をよく見て、声を上げてい

るので、必要な温暖化対策予算には精査をして充て

く必要があります。

ますが（例えば年5,000億円）、残りは、低所得者

なお民主党の環境省案と自民党政権時の環境省案

／雇用対策等として他の税の減税や社会保険料の減

とは、似ている部分もありますが、異なる部分も

額等で還元する案としています。寒冷地域や公共交

あります。自民党政権時の環境省案を図2に示しま

通の未整備地域にも配慮した案です。詳しくは、地

す。

球温暖化対策推進のための「炭素税」の早期導入に

民主党政権の環境省案と自民党政権時の環境省案

向けた制度設計提案Version6（ http://www.jacses.

は、ガソリン以外の部分はほぼ同じです。化石燃料

org/paco/carbon/carbontax_Ver6_070430.pdf）を

に低率で課税して、税収を基本的に温暖化対策に充

参照下さい。

てるというものです。異なるのは、ガソリンに対す
る課税です。民主党政権の環境省案は、ガソリン税
の暫定税率約25円／リットルをなくす代わりに、ガ

3. 日本で環境税導入が進まない、制度設計
が税収中立にならない理由と、打開策

ソリンに対する環境税を約20円／リットルかけると

日本経団連はこれまで環境税の導入に強く反対し

しています。自民党政権時の環境省案と比較し、ガ

てきましたが、経済同友会は前向きに検討してきま

ソリン価格が下がる分、課税効果は減退していま

した。しかし、経済同友会は自民党政権時の2006

す。一方、環境税の税収は、増えています。

年、環境省案に対し、「税収中立でない安易な増

2. 日本で、持続可能な社会をつくるため
の、環境税の制度案

税」「既存エネルギー税改革に踏み込んでいない」
等として反対を表明しました。経済団体の強い反対
もあり、環境省案は、自民党政権で導入に至りませ

私は、気候ネットワーク等の他のNGOメン

んでした。私たち炭素税研究会が、税収中立型の制

バー・専門家等と「炭素税研究会」をつくり、制度

度提案をしてきたのも、このような反対が起こるだ

提案を作成・提示しています。

ろうことを予測し、導入の近道と考えたからでもあ

その制度案の特色の第一は、課税面でのCO₂削減

ります。

効果を発揮するため、環境省案に比べ、課税率を高

環境省にも税収中立型に対し理解を示す人々はい

く設定している点です（それでも、ガソリン価格

るのですが、その制度案が税収中立にならないの

図 2：自民党政権時の環境省案

特 集 ： 環 境 税 とは

市民・NGOはただ導入を支援して欲しい、といっ

出典：「環境税の案」（2008 年 11 月）環境省
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は、環境省の外部要因もあります。税収中立とは減

ソリン価格が安くなるだけとなり、課税効果からは

税とのセットになりますから、財務省との調整が必

全く環境税とは呼べなくなります。

特 集 ： 環 境 税 とは

要となります。財務省は、財政再建が至上命題で、

そして、先日の参議院選挙により、ねじれ国会に

新税を導入してそれを減税に充てることには大きな

なることが確定しました。民主党が数の力で押し切

抵抗があります。環境省にはそれを押し切る力がな

ることは困難な状況となりました。菅首相の消費税

い、ということかと考えられます。

発言が民主党大敗を招いた主因の一つであること

経済同友会は、既存のエネルギー税改革に踏み込

も、環境税導入への足かせとなる可能性がありま

んでいないことも問題視しましたが、環境省にとっ

す。民主党は環境税導入の方針を打ち出しています

ては、それを実施するには既存エネルギー税を所管

が、それを最後までやりきれるかどうかは分から

する国土交通省や経済産業省と調整しなければなら

ず、そう簡単に環境省案が通るとはいえない状況で

ず、そこまでには至りませんでした。結果、既存エ

しょう。

ネルギー税改革に手をつけず、減税にも踏み込ま
ず、薄くとった税を温暖化対策に充てる案を作って

打開策とすると、二つの可能性を想定した対応が
必要、と考えています。

きました。その制度案は、産業界等から、温暖化対

一つ目が、環境省案がすぐに通る可能性もまだあ

策として環境省の予算を増やしたいだけではない

るので、環境税の導入を後押ししつつ、その内容を

か、との反発も招いてしまいました。

改善する、ということです。例えば、環境税の税収

民主党政権になって、環境税導入はガソリン税引

を温暖化対策に充てる場合には、他の環境負荷の懸

き下げという「既存エネルギー税の改革」とセット

念がある分野には充てずに効果的な予算に限定でき

になり、その点では産業界の理解を得やすくなった

るような予算精査の仕組みの構築を求めることが重

とも考えられます。環境には悪くても減税を望む企

要と考えられます。また、2兆円規模の税収の全て

業や市民からは、受け入れやすいものとなりまし

を温暖化対策に充てるのではなく、他の税の減税な

た。自民党政権時の環境省案は、導入が難しいもの

どにも充てるように促すことが重要です。

でしたが、民主党政権の環境省案は、導入可能性が

二つ目に、環境省案が通らない可能性も想定し、

より高くなったといえます。ただし、ガソリン以外

各党・各省庁にあるべき環境税の制度案を提示・推

は増税で、自民党政権時の環境省案とほぼ同じた

進していくことです。環境税は、様々な省庁が関係

め、産業界の理解が簡単に得られるとはなかなか考

します。それを全体としてリードするのが、政党

えられません。ある政治家は、ガソリンに対する課

／政治の役割なのですが、参院選後の現在、政界

税以外は「適用停止・延期」にすれば良いのではな

再編も含めて政党の関心が政局にかなり向いてお

いか、等といっていましたが、もしそうすると、ガ

り、効果的・詳細な環境税の制度構築を政党がリー

図 4：炭素税研究会の制度提案の概要

ドできるか疑わしい状
況にあります。残念な
がら、政党や省庁に持
続可能な社会構築のた
めの、効果的な環境税
の制度構築を期待して
も、当分無理かもしれ
ません。私たちは、政
党や省庁の制度構築を
待ちそれをチェックし
改善を求めるだけでは
なく、自らそうした制
度を構築する気概を持
つことも求められてい
るのです。
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環境省インタビュー
環境省総合環境政策局環境経済課の玉田耕太さんに環境省が考える環境税（炭素税）
についてきいてみました。

Q1
A1

炭素税の税収をどのように使うことを
考えているのでしょうか。
炭素税の税収は温暖化対策にできるだ
け使うことを考えています。これは、

より低い税率の炭素税で大きな削減効果を期待

玉田耕大さん

Q3

温暖化対策に向けた日本にとって理想的
なポリシーミックスとはどのようなもの

何でしょうか。

A3

国内排出量取引制度、地球温暖化対策の
ための税、全量固定価格買取制度の三つ

することができるためです。欧州の一部で実施

を特に重要視しており、これらに加えて、革新

されているように企業の社会保障負担の軽減に

的な技術開発の促進等、あらゆる施策を総動員

使用する考え方もありますが、企業や市民の省

していくことが必要だと考えています。国内排

エネ機器の導入といった環境対策への取り組み

出量取引は、主に産業部門の大規模排出源から

に税収を使うことは、汚染者負担の原則にも沿

の温室効果ガスを削減する役割を担っており、

うことができます。また、本来、温暖化防止の

地球温暖化対策税は小規模排出源である家庭や

ための炭素税の税収を温暖化対策以外のことに

運輸部門を含め低炭素化のインセンティブを与

使うことは、「ただ税収が欲しかっただけなの

えることを期待しています。固定価格買取制度

か」と受け取られてしまう懸念もあります。

については、現在は太陽光発電による余剰分の
買取制度がありますが、再生可能エネルギーに

Q2
A2

これまで炭素税が導入できなかった背

よる発電分の買取方式の制度にするために検討

景には何があるのでしょうか。

が進められています。

炭素税導入の議論が始まった５年前の
ころは「炭素税とは何なのか？」と

いったように認知度が低かったために納税者の
協力を得ることが難しい状況だったということ
が大きいのではないでしょうか。しかし、環境

Q4
A4

炭素税導入に関して、市民一人ひとりに
できることは何なのでしょうか。
炭素税の狙いは、産業構造を変えるとと
もに、人々の「ライフスタイル」を変え

省としても、審議会などで税に関する議論を深

ることで、低炭素社会を実現することです。炭

めてきましたし、何より、マスコミ、テレビ、

素税に関心を持っていただくとともに、何より

NGOなどの力もあって世間への認知度が高まっ

日々の暮らしを「エコ」な観点から少しずつ見

てきました。そのため、今では、平成23年度の

直し、同時に、炭素税収を基にした様々な優遇

炭素税導入に向けて理解は深まりつつあると考

制度ができれば、それを活用いただきながら、

えております。

快適で低炭素なライフスタイルを実現していた
だけると考えています。
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そもそも…
環境税は、環境保全をすすめるだけではなく、その
税収の使い方によっては、雇用や経済成長を促進する
特 集 ： 環 境 税 とは

効果を持っています。環境に取り組む個人、事業者が

暮らしの負担も減って、雇用も促進
持続可能な社会づくりの原動力に！

おトクになる仕組み、ともいえます。

考え方に基づく仕組みになっています。この仕組みで

■エコライフ、エコビジネスを促進

は、税収の増減がないため、「税収中立」型の制度と

環境税は、一般的に、環境保全を目的とし、課税す

よばれています。

る税を指します。今回の特集でとりあげた、温暖化を

たとえば、ドイツでは税収の9割を年金保険料の軽

促進する炭素に課税する炭素税をはじめ、大気汚染を

減に、イギリスでは8割を社会保険の軽減に、残りを

ひきおこす窒素酸化物や硫黄酸化物、農薬やフロン、

再生可能エネルギーなどの促進に使っています。その

産業廃棄物などへの課税があります。

結果、ドイツでは2002年だけでも700万トンのCO₂削
減ができ、また環境税を導入しなかった場合と比べ、

環境税の効果には、

6万人の新規雇用が生まれた、としています。

1 環境負荷をかけるもの対し価格をつけることによって

さらに、2004年の年金保険料率は21.2%に上昇しそ

企業や消費者の行動が環境配慮型になるように誘導する

うだったところを、環境税の税収の投入により19.5%

「価格インセンティブ効果」
2 環境保全のための財源を確保する

ポイントに押さえられた、としています。

「財源効果」

つまり、環境税が、社会保険負担を軽減し、雇用創

3 一人ひとりの環境意識を高める 「アナウンスメント効果」

出、さらには、新たな経済成長産業を生み出す強力な
原動力になっているのです。

の三つがあります。
たとえば、炭素税であれば、省エネルギー型の製品
を企業が率先してつくるようになり、消費者も環境配
慮型の製品の方が安くなるため、優先的に選ぶように

■すでに化石燃料には課税されているのでは？

なる。また、政府から環境配慮型製品・サービスの開

日本では現在も、ガソリンには揮発油税や地方道路

発のための資金が提供され、企業は率先して製造、販

税、自動車には自動車重量税などがありますが、もと

売するようになる。さらには、一人ひとりが暮らしの

もとは、環境負荷軽減を目的とした税制度ではありま

中で、CO₂の排出源を意識するようになり、エコライ

せん。そのため、課税という意味では、軽減効果はあ

フが促進される、といった好循環が生まれます。

ると考えられますが、その使いみちをみると、温暖化
を促進する道路建設や石油開発、さらには原子力発電

これだけでは、「やはり環境税は増税だ。企業の負

の建設支援まであります。使いみちの見直しはもちろ

担にもなる」と思うかもしれません。しかし、必ずし

ん、税率は下げることなく、化石燃料の課税を強化し

もそうではありません。

ていくことが重要です。
すでに導入した国々の例をみると、環境税は温暖化
の防止、雇用促進、経済成長、と持続可能な社会づく

■雇用創出、経済成長を生み出す原動力

りのために大きな役割を果たしていることがわかりま

90年代から環境税の導入がすすんでいるヨーロッパ

す。しかし、残念ながら、省庁の縦割りなどが影響
し、日本ではほとんど的確な議論がなされていませ

諸国の仕組みをみてみましょう。
実は、ヨーロッパ諸国の多くは、環境税による税

ん。

収を社会保険（年金や雇用保険など）の軽減にあて

環境税は、持続可能な社会をつくるために効果的な

ています。つまり、環境負荷をかけるものには課

手段である、という視点を持ち、私たち市民から議論

税（Bads（バッズ）課税）し、雇用促進など社会

をすすめていきましょう。

にとって有益なものに対しては負担を軽減（Goods
（グッズ）減税）することによって、環境負荷の軽減
と経済成長を同時に実現する、「二重の配当」という

参考：大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館ウェブサイト、
『環境税』
足立治郎著 築地書館 2004 年、
『税財政に環境の視点を！』発行
NPO 法人「環境・持続社会」研究センター 2006 年

この特集は飯田 康道、田麦 誠、有川 真理子が担当しました。
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月

京 1Day ボランティアデー
毎月エコな話題をおしゃべりしながら会報誌みどりの
ニュースレター発送作業をしています。どなたでも参加で
きます。お気軽におこしください。

京 環境市民

東 環境市民東海

滋 環境市民滋賀

京 土のうで道普請～使える技術を
必要な地域へ

支援しているつもりなのに、それが自然破壊につながっ
ていたり現地の人たちの生活基盤を壊していたり……。日
本の国際協力のやり方には問題がたくさんありそうです。

＊とき：8 月 30 日（月）午前 11:00 から午後 7:00 頃まで、

本当に必要とされている道直しの技術ってどんなものなの
でしょうか？ 「現地に適したやり方で、そこに住む人々

8 月 31 日（火）午後 2:00 から 7:00 頃まで

自身で解決していく手伝いをする」ことが一番と、「簡単

＊ところ：環境市民京都事務局

な技術で途上国の人々を幸せにする」ことをめざす道普請

＊備考：予定時間を過ぎて来られる場合は、ご連絡ください。

人の活動から、持続可能な国際協力のあり方を皆さんと一

◎次回発送予定日…… 9 月 29 日（水）午前 11:00 から午後

緒に考えてみたいと思います。

7:00 頃まで、9 月 30 日
（木）午後 2:00 から 7:00 頃まで

京 社会運動から政治へ〜ドイツの

環境問題小史から考える「公共」

「環境先進国」として知られるドイツ。その ドイツが「環
境先進国」になったのは社会運動が発端でした。ドイツで
「68 世代」といわれる世代が始めた社会運動は、環境問題
を「公の課題」におしあげ、政治を動かしました。よく知

＊とき：9 月 15 日（水）午後 6:30 から 8:00（受付 午後
6:15 から）
＊ところ：ひとまち交流館 京都（河原町通五条下る東側）
＊参加費：一般 300 円、環境市民会員 200 円
＊講師：木村 亮さん（NPO 法人道普請人 理事長、京都大
学 産官学連携本部教授）
＊定員：40 人

* 要申込、先着順。＊申込み：9 月 10 日

（金）までに、お名前、ご住所、電話番号、メール、FAX、

られる「緑の党」は社会運動が政党にまで昇華したもので

交流会への参加希望の有無をお申し込みください。

す。一方、日本の社会運動は政党にまでもっていくことは

＊備考：終了後、交流会を行う予定です（決まり次第、ご

できていません。この違いは何でしょうか。

連絡します）

日本でも「新しい公共」について議論がなされ、日本社
会そのものを変えていこうという流れが出てきました。公
共とは何か、ドイツの環境問題小史を通して、一緒に考え
てみましょう。

滋 水生生物観察会
大津市坂本の日吉神社を流れる大宮川などで、水生生物

＊とき：8 月 26 日（木）午後 6:30 から 8:00 まで（受付
6:15 から）
＊ところ：ハートピア京都 4F 第 5 会議室
（京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町 375 番地）
＊共催：NPO 法人 環境カウンセラーズ京都、NPO 法人環
境市民、京都府グリーンベンチャー研究交流会
＊後援：京都府グリーン購入ネットワーク
＊講演者：高松 平藏氏（ドイツ在住ジャーナリスト）
＊定員：40 人（先着順）
＊参加費：資料代

＊主催 / 企画：NPO 法人環境市民／ラジオチーム

物を観察することにより、その場所の水質など川の状況が
わかります。
＊とき：8 月 14 日
（土）午前 10:00 から 12:00
＊ところ：京阪電車坂本駅に午前 10:00 集合 ＊講師：お
おつ自然観察の会のスタッフ ＊参加費：100 円 ＊持ち物：
タオル、帽子、お茶など ＊服装：川に入れる服装
（ゴム草履、
半ズボン等） ＊申込み：環境市民滋賀事務所 ＊締切：8 月
10 日
（火） ＊主催：おおつ自然観察の会、環境市民

500 円

＊申込み：京都府グリーンベンチャー研究交流会まで、お
名前、連絡先電話番号、メールアドレスをお知らせ下さ
い。TEL：075-391-0611

の観察会を行います。川底の石などに生息している水生生

FAX：075-391-0603

E-mail：office@rmicon.co.jp

「環境首都コンテスト 近畿地域交流会」
先進事例発表会と、産業のまち宇部市・尼崎市の市長対談

2001 年度から毎年開催し、今年度最終回を迎える「日
本の環境首都コンテスト」。毎年、持続可能な地域社会づ

（高松 平藏氏プロフィール）……ジャーナリスト。ドイツ

くりに向けた優れた取り組みを「先進事例」として、これ

の地方都市エアランゲン市（バイエルン州）在住。取材分

までに 601 事例を選出しています。その中から、今回は

野は環境問題、IT、文化・芸術、経済など多岐にわたるが、

大阪府八尾市、兵庫県加西市、長野県飯田市からゲストを

いずれもエアランゲンおよび周辺地域で取材。日独の生活

お迎えし、取り組みをわかりやすくご紹介いただきます。

習慣や社会システムの比較をベースに地域社会のビジョン

第 2 部では、日本の環境首都コンテストに参加し、毎年上

をさぐるような視点で執筆している。著書に『ドイツの地

位にランクインし続けている山口県宇部市と兵庫県尼崎市

方都市はなぜ元気なのか』（学芸出版

の市長が、産業都市としていかに持続可能な地域社会めざ

2008 年）、他

していくかなどについて対談します。
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＊ と き：8 月 24 日（ 火 ） 午 後 1:00 か ら 4:00（ 受 付
12:30 から） ＊ところ：ホテル「ホップイン」アミング（尼
崎市潮江 1 丁目 4 番 1 号）2 階オークルーム
＊アクセス：JR 神戸線尼崎駅北側デッキと直結
＊参加費：無料 ＊申込み：お申し込みは、お名前、所属
団体、ご住所、電話番号、E-mail を記載の上、尼崎市 環
境政策課にお申し込みください。
＊締切：8 月 20 日（金）
＊定員：150 人（先着順）＊問合せ：尼崎市 環境政策課
TEL：06-6489-6301 FAX：06-6489-6300
E-mail： ama-kankyo-seisaku@city.amagasaki.hyogo.jp
＊主催：環境首都コンテスト全国ネットワーク
＊共催：尼崎市 ＊後援：宇部市、きんき環境館

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
よこやま

（新潟県在住）5月7日入会

《プログラム》

私は新潟県魚沼市役所の環境対策室に所属し、温
暖化や不法投棄などの対策に取り組んでいます。目標
は数年以内に、魚沼市に環境 NPO をつくること。日
本の環境首都コンテスト常連の自治体にも負けないよ
うな、市民が参加できる「自然を守る活動」をスター
トさせたいと考えています。そのために必要な知識を、
環境市民で身につけたいですね。

●第 1 部 先進事例発表会 午後 1:10 から 2:30
○大阪府八尾市「環境総合計画の推進を担う『環境アニメイ
ティッドやお』」 岡本 由美子氏（八尾市環境保全課）
○兵庫県加西市「地域を愛する豊かな心を育む小学生ガイ
ド」 吉川 雅人氏（加西市ふるさと営業課）
○長野県飯田市「環境モデル都市と地場産業の振興をめざ
す共同発注グループによる LED 開発と防犯灯 LED 化」

ミーティング＊（いずれも京都事務所で行います）

熊谷 久幸氏（飯伊地域地場産業振興センター） 木下 幸治
氏（飯田ビジネスネットワーク支援センター オーガナイ
ザー）

＊8月 1日（日）ニュースレター編集部 午前10:00から12:00
＊8月 9日（月）ラジオチーム 午後2:30から4:30
＊8月21日（土）広報3チーム合同ミーティング
		
午後2:00から4:00
＊8月23日（月）ラジオチーム 午後2:30から4:30
＊8月24日（火）ニュースレター編集部校正日
		
午前10:30から午後7:00

●第 2 部 フォーラム 市長対談 午後 2:40 から 4:00
「産業都市の市長が語る〜持続可能な地域社会をめざして」
久保田 后子氏（宇部市長） 白井 文氏（尼崎市長）
コーディネーター：杦本 育生（本会 代表理事）
地域交流会とは：地域交流会とは、日本の環境首都コン
テストで得られた情報の共有化と、今後の自治体におけ
る効果的な施策検討、自治体と市民・NGO/NPO がより
深いパートナーシップを築いていくことを目的として、
毎年全国数か所で開催しています。

環境市民

かつとし

横山 勝敏さん

新入会／寄付＊（6 月 1 日から 6 月 30 日まで）
〈新入会〉桝 温子／松本 直也
〈寄付〉内田 香奈／大西 泰史／瀬島 奈保子／藤岡 美栄
松岡 秀紀／環境市民総会交流会時の寄附

環境市民の今、そしてこれからの活動をお知らせします

環境市民の総会と講演会

大盛況のうちに終了

6月19日、環境市民の第9回通常社員総会が京エコロ

告が行われました。どの議案も賛成多数で承認されま

ジーセンター（京都市伏見区）にて開催されました。

した。すべての文書はウェブサイトにて公開していま

京都の蒸し暑い夏が少し早く感じられた天候でした。

す。ぜひご覧ください。

和やかな雰囲気の中、杦本育生代表理事の挨拶からは

ウェブサイトトップページ＞環境市民とは＞文書公開

じまりました。
＜第2部＞ 講演会 環境先進国ドイツ その答えは
＜第1部＞ 第9回通常社員総会……

10

地域にあった! 〜とっておきの先進事例紹介……

2009年度事業報告書案、収支決算書案、監査報告、

環境先進国ドイツの中でも、地域に焦点をあてた講

役員の定数変更、2010年度事業計画書、収支予算の報

演会が行われました。ドイツの環境まちづくりに詳し
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い内田洋子理事・杦本育生代表理事から、私たちの暮

ミュンスター市では、自転車専用道路や自転車優先

らすまちでも参考になるような先進事例が紹介されま

の信号（交差点では車より先に発進できる）が設置さ

した。会場には約60人が詰め掛けました。

れ、自転車を利用しやすいまちです。また、住宅の省

まず、内田理事がミュンヘンを事例に挙げました。

エネルギー化もすすんでいます。たとえば、住宅を一

ミュンヘンは、1966年にオリンピックの招致が決定し

定温度に保つために必要なエネルギー量を示す「エネ

たことによって、1963年に自動車の乗り入れを制限し

ルギーパス」の表示により、住宅のエネルギー削減へ

て、まち中では歩行道路、自転車道路、地下鉄などの

の関心を高めています。

公共交通を充実させ、利便性のよいまちへと変貌しま

紹介されたまちはいずれも、環境の取り組みがまち

した。8月に3週間「ミニ・ミュンヘン」という子ども

の住みやすさ、魅力になっていました。さらに経済・

の自治運営の仮設都市が開かれ、子どもたちは、市長

福祉・教育と幅広い波及効果を生んでいます。私たち

からお掃除屋さんまで色々な職業に就きながら、社会

ができることは、まちづくりの根本や目的から見直す

で生きていくこと、まちづくりを学びます。

ことであり、自治体には、市民の声を聞いて、実現し

続いて、杦本代表理事が、エッカーン・フェルデ市

ていくことが求められていると感じました。

とミュンスター市を紹介しました。エッカーン・フェ
ルデ市は「住むに値するまち」をめざし、まち中への

＜第3部＞eco交流会……

自動車を制限し、自転車専用道路やコミュニティバス
を充実させた結果、まちの中心部がにぎわい、車いす

フェアトレードのお菓子やお茶などを囲んで、交流

や乳母車の方も快適に通行できるまちになりました。

会をしました。新しい出会いも、久しい再会もあり、

さらには、環境配慮に力を入れているベンチャー企業

会場はずっと談笑に包まれていました。
（文/ニュースレター編集部

約40社を誘致した工房を建てました。それらの企業は

村田 諒平）

生存率が高いそうです。

おいしいコーヒー苦い現実
環境市民ラジオチームは、毎週月曜日の午後1時か

コーヒーが豊作になれば価格は暴落するという現実が

ら京都三条ラジオカフェ（FM79.7MHz）から15分

あります。追い詰められる村人たち。コーヒーの木は

間、「環境市民のエコまちライフ」という番組を放送

切られトウモロコシ畑になり、コーヒーの代わりに木

しています。番組に出演してくださったゲストのお話

を売り始めた結果、森林破壊を招きました。

を直接聞いていただける場を持とうと、セミナーも開
催しています。

価格を違う方法で決めたい。その一つがフェアト
レードだと辻村さんは語ります。

今回は、7月2日（金）

フェアトレードには二つの国際的な基準がありま

に、カフェ「かぜのね」

す。一つ目は生産者に一定の利益が残る水準の輸出価

（京都市左京区）にて、

格を保証すること。二つ目は、販売利益の一部を生産

「おいしいコーヒーの経済

地に還元し、社会開発事業（教育や医療施設）に使う

論『キリマンジャロ』の苦

ことです。フェアトレードによって、生産者の生活が

い現実」と題して、京都大

守られ、品質の向上や環境に配慮した生産が可能とな

学大学院農学研究科准教授

ります。

の辻村英之さんよりお話をうかがいました。

フェアトレード・コーヒーで目覚めの一杯を。大切

舞台はアフリカ・タンザニアのルカニ村。「キリマ

な人への贈り物にフェアトレード・チョコレートを。

ンジャロ」コーヒーの産地です。日本で1杯450円の

お話をうかがい、まずは周りの人にフェアトレードの

コーヒーに対し、生産者の取り分はたった2円という

ことを伝えようと思いました。

（文/十亀 真利子）

非情。背景には「キリマンジャロ」を含むアラビカ種
のコーヒー価格は、最大生産国ブラジルの作柄を基
に、ニューヨーク商品取引所で決まり、ブラジルの

▼ルカニ村産のフェアトレード・コーヒーを販売している
お店はこちら
http://homepage2.nifty.com/tsunji/shop.html
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環境市民の理事を隔月で紹介します。 no.13

楽しいから続く市民活動
内田 洋子
■環境活動に携わるようになった
きっかけ

センターでいくつかの事業を担当
したり、講師活動等をしております。
活動は複数の組織に関わってお

30 年ほど前に生まれた娘のアト

り、自己紹介は大変です。市民活

ピー性皮膚炎がきっかけとなり、市

動の元になった「くらしを見つめ

民活動に関わるようになりました。 る会」ではグリーンコンシューマー
それまではまったく環境問題には関

活動や環境首都コンテストを実施

心がなく、CM に踊らされる消費生

しており、年度末には活動ホリッ

活をしておりましたが、アトピーの

ク状態になります。昨年度は「エ

症状を何とか治したいと勉強会に積

コホテル～地球にやさしいおもて

極的に参加するようになり、消費生

なし～」事業をホテル・旅館組合

活は一変しました。そんな中、参加

の協力で実施しました。歯ブラシ

した高知市主催の消費生活を学ぶ連

の持参や連泊客のシーツやタオル

続講座の修了者と 1987 年に消費者団

の交換の有無、地産地消の農産物

う ち だ・ よ う こ …… 高 知 県 生 ま れ。
YAMAHA 音楽教室講師、ピアノ教室
主宰の傍ら、1987 年、消費者団体「く
らしを見つめる会」を設立。2001 年
～ 2006 年、NPO 高知市民会議の事務
局長に就任。ジャンルは問わず、ピア
ノ曲が聞こえると人の話は聞いてない
のでご注意。大好きなものは布。洋服
や小物を作ること、そしてパンを作る
ことも大好き。体力の衰えを防ぐため、
週 1 度はプールに通う。

■自分の言葉で伝える活動に

体「くらしを見つめる会」を結成し、 利用などのアンケートをとったの
消費生活に関わる様々な問題につい

ですが、興味のある事例が出てく

て勉強し、啓発活動を始めました。

るので、楽しくなってきました。
高知市市民活動サポートセン

■環境市民とのかかわり

タ ー を 管 理 運 営 し て い る NPO 高

「とさっ子タウン」は学生を中心
とした実行委員会を作り、1 年半か
けてコンセプトの共有化を図りまし
た。このような事業はともすれば、

知市民会議では、構想 3 年、昨年 「怪我も無く、多くの人が参加した
しかし、もともと同窓会的な雰囲
気が強く、どこに向かっていくのか

という事業に関わっています。こ

れではこの事業をする意義が失われ

ビジョンもないまま、感性で動いて

の事業は、子どもたちが楽しみな

てしまいます。そのため、様々な意

いたという状態だったので、当然の

がら自らの決定と責任の下にこど

見やアイデアをいつも「この事業の

ように活動は停滞しました。そんな

も の ま ち を つ く っ て い く 事 業 で、 ねらい」に照らし合わせてきました。

時、新聞記事で紹介されていた環境

大人目線で言えば、高校生や大学

決して大人の意見が学生より優先す

市民の「グリーンコンシューマー運

生を育てながら小・中学生の主体

るのではありません。その結果、実

動」に眼が留まり、参加したのが

性を育てる事業です。参加したこ

行委員の誰もが「人がつくった事業」

「環境活動リーダー養成講座」。仕事

どもたちは仕事をし、税金を支払

ではなく、「自分が責任持って動く

の傍ら週末を利用して高知から京都

い、食事をし、遊ぶ。新しいお店

事業」として捉えるようになりまし

に通いました。その後、高知で「買

を開店することもできるし、市長

た。

い物ガイド」の調査・発行をする際

になることもできる。ルールは合

自分の言葉で伝えることができる

にお世話になるなど、グリーンコン

意形成の下、変えることもできる

活動は楽しいものです。自由な発想

シューマー活動から環境首都コンテ

が、守らなければ罰金も取られる。 も生まれます。そんな人の集まりは

ストと、環境市民とのお付き合いは

こんな 2 日間のこどものまちです

15 年ほどになります。

が、 大 人 に と っ て は「 こ ど も 力 」 増です。市民活動は参加も自由だし、

■普段の活動
仕事は、高知女子大学の非常勤講
師や高知県地球温暖化防止活動推進
12

度から始まった「とさっ子タウン」 ら成功」になりかねません。でもそ
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発想の化学反応も起きて楽しさが倍

発見の連続です。大人が嬉々とし

関わり方も自由です。楽しめるかど

て熱中する事業ですが、10 年、い

うかも自分次第。環境市民の活動に

や 20 年間実施するとしていますの

はいろんな関わりができる事業があ

で、スタッフ育成は必須となって

ります。環境市民の活動を自分の言

います。

葉で伝える活動にしてみませんか。

COP10がもっとおもしろくなる

今こそ知りたい

生物多様性ワンフレーズ
連載第2回： COP10で注目される議題その1

ポスト2010年目標（新戦略計画）

今年10月に生物多様性条約第10回締約国会議（CBDCOP10/MOP5:以下COP10）が名古屋で開催されます。こ
の会期中、NGOが毎日発行する『ECO』というフリーペー
パーを翻訳するプロジェクトを立ち上げました。そこで、この
『ECO』に関連した英語のフレーズを紹介しながら、NGOの視
点からCOP10に向けての話題をお届けします。
（文/「ECO」日本語化プロジェクト コーディネーター
原野 知子）

a world of Living in harmony with nature
自然と調和する世界

……これは、生物多様性条約（CBD）COP10で議

みで、NGOはこぞって声明を発表し、野心的な目

論されるポスト2010年目標（新戦略計画）の中の

標を設定するよう要求しました。ミッションは今後

ビジョン（中長期目標）案です。全体の文章は、

10年間の達成目標なので、各国代表団も自国に有利

「この戦略計画のビジョンは、『自然と共生する』

になるように動きます。その結果どのような案に

世界であり、すなわち『2050年までに、生物多様

なったかというと、「［生物多様性の損失［を止め

性 [私たちの自然資本]が評価され、保全され、回復

るための］［の中止に向けて2020年までに］効果的

され、そして賢明に利用され、それによって健全な

かつ緊急な行動を実施すること。］以下、略」（参

地球が維持され、全ての人々に不可欠な恩恵が与え

考：環境省仮訳）

られる』世界である」（環境省仮訳）となっていま

読みにくくて申し訳ないのですが、事務局が提

す。（［ ］の部分は合意されず複数案となってい

出した案に対して各国が意見を出し合い、多くの

ることを表します。これを［スクエアブラケット］

［ ］がつきました。当初、事務局案は［止める］

といいます。）

だったのですが、ブラジルなどいくつかの国が2020

環境省は「自然と共生する」と訳していて、日本

年までに生物多様性の損失を止めるのは不可能だと

が提案した文章だそうですが、“harmony”という

主張。一方、EUは強い意志を表すために残すべき

単語なら「調和」の方がいいかなと勝手に変えてみ

だと主張して互いに譲らず、合意に至らなかったと

ました。自然と調和する40年後の世界とはどのよう

いうことです。さらにこの戦略計画については、資

な世界でしょうか。

金の目途が立たなければ意味がないという理由で、

……「2010年目標」は達成できなかった。

最終的に計画全体に［ ］をかけられました。つま

2002年COP6において決議された2010年までの目
標は、「生物多様性の損失速度を顕著に減少させ

りCOP10の会議の流れ次第で計画全体が不採択に
なってしまう可能性もあります。

る」というものでした。この目標は、具体性がな

この計画がCOP10で採択されると、AICHI—

く、測定不能で、そもそも達成不可能だったと言わ

NAGOYA Target（ターゲット）と呼ばれるらし

れています。それでも190もの国が共通の目標とし

いです。骨抜きにならない実効力のある目標となる

て認めたものであり、そうしなければいけないとい

には、議長国である私たちの政府にがんばってもら

う合意があったということです。しかし、2010年目

わなくてはいけません。

標は達成されなかったという報告が本年5月にあえ

……あるべき世界像＝ビジョンの共有

なく出されてしまいました。※1

合意と言えば、2009年末コペンハーゲンでの

……ポスト2010年目標とは？

気候変動枠組み条約COP15でも京都議定書の次

5月にケニアのナイロビで開催されたCBD/

の枠組みが決まらなかったことを思い出します。

SBSTTA14（第1回参照）の翌週、引き続いて条約

いわゆる総論賛成、各論反対です。CBDでもビ

の実施とレビューに関する作業部会（WIGRI）が

ジョン＝総論はほぼ合意されたものの、ミッショ

開催され、新戦略計画の内容について話し合われま

ン＝各論では異論噴出という状態です。生物多様

した。この計画には、前述した2050年に向けたビ

性は言葉通りに多様で、その地域ごとに特有のも

ジョンと、2020年に向けたミッション（短期目標）

のでもあります。その地域の人々が生物多様性の

があり、ミッションを達成するための5つの戦略目

恩恵を受ける世界を実現するためには、地域ごと

標とその20項目の具体的な行動目標が設定されてい

に取り組む内容も異なるでしょう。それでも 、

ます。これがポスト2010年目標と言われています。

“harmony”をその地域の言葉で表し、「自然と

……10年後の目標＝ミッション

調和する世界」をイメージできることが合意と目

今度こそ達成可能な目標を決めようという意気込

標達成への道だと思います。

※1 地球規模生物多様性概況第3版：GBO3: Global Biodiversity Outlook 3rd edition 日本語版：www.biodic.go.jp/biodiversity/jbo/jbo/
reports/100519gboweb.pdf（参考）ポスト2010年目標仮訳：環境省記者発表http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12568 ポスト2010年目
標原案：外務省地球環境課作成パンフレット案（外務省HP http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/seibutsu_tayosei/post2010_genan.html）
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読者×読者、
読者×環境市民をつなぐ
策を共有し、社会の貧困や不正義の是正、非暴力や
生態系保護のために日々闘っている数多くの活動家
や政治家によって担われています。アジア地域でも
緑の政治と社会の実現をめざし日夜奔走する NPO
多くの国で緑の運動が進められていますが、日本に
エコロ・ジャパン
はまだありません。そこで 5 年前に私は自ら NPO
もともと大学院でドイツ哲学を専攻していた私は、 エコロ・ジャパンを立ち上げ、政治的エコロジー運
研究や講演活動のためにドイツに足を運ぶたびに環
動の必要性を日本の次世代の若者に伝えるため、環
境問題に関する議論についていけず、これは勉強せ
境問題を中心に、持続可能性に関連する政策セミ
ねばと思ったのが、私の環境活動を志すきっかけで
ナーの連続開催、海外の緑の党の政策資料の翻訳や
した。その後「海外にあって日本にない市民活動」 活動家を招いての講演会、海外の緑の党のイベント
の素晴らしさを伝えるため、欧米の政治学を学ぶ傍
へのスタディツアー等、さまざまな啓発活動を実践
らヨーロッパに何度も足を運び取材を重ね、そこで
してきました。現在私は、このグローバルな「緑の
出会った、緑の党が繰り広げる「政治的エコロジー」 運動」の国際連盟の委員補佐およびアジア太平洋地
の運動にすっかり虜になりました。
域のネットワークの常任運営委員のひとりとして、
世界 80 カ国以上で展開されているこの市民運動は、 世界および日本の社会の「グリーン化」を先導して
いずれも「持続可能な社会」実現のための原則や政
いく重責と使命を担っています。
（代表 今本 秀爾）
持続的社会を目ざして活動する
環境 NGO の仲間たちです

インフォ＠エコ

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。

コーヒー学のすすめ
ニーナ・ラティンジャー／グレゴリー・ディカム 著 辻村 英之 監訳
2008 年 8 月 世界思想社（2,300 円＋税）

朝起きて目覚めのコーヒー、食後のコーヒー、また仕事
の休憩に飲むコーヒーというように私たちの日常生活と深
く関わりあいのある一杯のコーヒー。しかし、意外なこと
をたどって一杯のカップまでたどり着くのか、ほとんど知
られていない。コーヒーを取り巻く環境は非常にグローバ
ル化されており、私たちのもとに届くまでのプロセスはより複雑化している。
本書はそんなコーヒーの歴史にはじまり、生産現場での実態、さらに巨大で
複雑化されたコーヒーの国際貿易の下で、生産者の意思とは関係なく決められ
る取引価格の現状を取り上げている。現在、世界中で推計 2000 万の農家が生
産に依存しているのだが、その大多数がアフリカをはじめとする発展途上国で
ある。しかし多くの農家がグローバル化された流通システムに巻き込まれ、満
足な収入を得られていないのが現状である。また、現在の近代化された大規模
農業は環境に負荷を与えない伝統的な栽培方法とは違い、森林破壊をもたらし、
多くの農薬の投入を必要とする。そのことは、健康面・環境面において甚大な
被害をもたらすことは、言うまでもない。しかし近年、環境面、社会面の関心
の高まりにより、フェアトレード（公正な取引）また健康面・環境面から有機、バー
ドフレンドリー（鳥の生態に配慮した）といった「サスティナブル（持続可能な）
・
普段、何気なく口にする一杯のコーヒー、それを取り巻く環境について気づ
（文／ニュースレター編集部

角出 貴彦）

ご意見・ご感想宛先：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
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かわみん

かせてくれる本である。

イラスト

コーヒー」という新たな流れも出てきている。

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︒

にそのコーヒー豆がどのように栽培されてどのような経路

環境税導入の議論に︑
一緒に参加しよう！
人 と﹁ふるさと

■ 国 民として︑いち環 境 市 民とし
てできること︒

物 ﹂ を市 民の方に再 認 識してもら

産 物 など︑ 綾 瀬 市 ならではの﹁ 宝

カルタ﹂ もその一つ︒ 自 然 環 境や農

活発に行われています︒ 写真の﹁宝

が舞 う 街 をめざして︑市 民 活 動が

学 卒 業 後の若 者が子ども達を対 象

高度です︒ たとえばドイツでは︑大

育を行うなど︑その仕組みは非常に

業ごとに合わせたスタイルで環境教

などの環 境 先 進 国では︑ 年 齢や 職

過去に訪問したスウェーデンやドイツ

自民党政権時代よりもずっと国民の

難いかもしれませんが︑今の政府は

意見をしていいと思うのです︒ 信じ

環境税を使ってほしい﹂ と積極的に

﹁こんな地球にしたい﹂﹁このように

見ともなれば︑より重要視されるは

ずと大きくなっていくと予想されま

ず︱︱環境市民の担う役割も︑自

す︒この機会に︑どうか皆さんも受

く自覚し︑行動に移すという理想の
日本でも︑環境への意識を高める

姿が実現しているのです︒
ために︑教育システムの充実は必要

地元にもあるかもしれません︒ ぜひ

探してみてくださいね︒

もう一つ︑今号で勉強できた環境

意 識 改 革は身 近から！ ぜひ読 者

ことでしょう︒ 環境保護は地元から︒

の皆さんも力を貸してください︒

︵文／ニュースレター編集部 中村 桂祐︶
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年 前に友 人

年 後の

環 境 税 を 導 入 す るに は︑ ま ず︑ 税のノウハウを︑身近な人でいいので
とは言 え︑日 本では税 収が有 効
誰 かに話 してみるのも 効 果 的です︒
に 使 われ ないケースも 確 かに あ り︑ 国 民に制 度を理 解してもらう 必 要
きっと︑誤った先入観を払拭できる
があ り ま す︒ そのためには目 先の
ゆ えに﹁ 本 当に環 境 を 守るために

環境市民の会﹂ を立ち上げ︑環境
啓 蒙 活 動 を始めました︒ それから

︑

日本をこんな国にしていきたい︱︱

利 益にとらわれず︑

など︑未来像をハッキリ打ち明ける

使 われるのか？﹂ と不 信 感 を 抱か
らすには︑ 具 体 的に環 境 税 を何に

れることもあります︒この疑いを晴

間もなく︑環境市民主催のシンポジ
緒に活動させていただくようになり

ウムに参加したのをきっかけに︑ご一

なく︑あく まで行 政 と国 民が相 互

ここで重 要なのは︑一方 通 行では

ことが大切です︒

では︑ 最 も 有 効 な 使い道 は何で

うため︑市民の協力のもとで作りま

に情報交換をするべきだということ
しょう？ 私としては︑ぜひ環境学
習・教 育に使ってほしいところです︒ です︒ 国だけが情 報 を発 信 すれば
いいわけではありません︒ 国民だって

した︒この︑ふるさとを大事に思う
気持ちが︑ひいては日本︑そして地
球 全 体 を大 事に思 うことに繋がる
と考えています︒
■環境税の使い道は︑ぜひ教育に！
今号の特集テーマである﹁環境税﹂
ですが︑その導入自体には賛成です︒

不況で﹁税﹂という言葉に敏感になっ

ころホットライン﹂ というものを設け
守ることの大 切さを学んでほしいで
す︒ そういった機会を設けるために︑ て電話・ＦＡＸ・メール等で意見を募っ
ていますが︑同 様のものが皆さんの

境 税はあ く まで環 境に負 荷 をかけ
不 可 欠！ 願 わくば子 ども 達には︑ 身にならず︑行政に向けて想いを発
る企 業 を対 象 とした税であり︑国
外に出て直 接 自 然に触 れてもらい︑ 信してみましょう︒ 綾瀬市では︑市
民の声を市政に活かすために﹁まご
民に直 接デメリットは及ぼしません︒ 座 学のみでなく ﹁ 感 覚 ﹂ で環 境 を

誤解を受けることが多いですが︑環

民一人一人の言葉によって国が動く可
先輩から後輩へ︑環境知識がしっか
りと伝授されています︒これにより︑ 能 性 も 十 分にあるのです︒ 専 門 知
識の豊 富な環 境ＮＧＯ・ＮＰＯの意
国民自身が環境対策の必要性を深

声が届きやすくなっています︒ ゆえ
に屋 外で環 境 保 全に関 する授 業 を
行う ﹁環境バス﹂ という企画があり︑ にブレが生じる面もありますが︑国

綾 瀬 市では今︑カワセミやホタル

■地域から始める地球環境対策を

都コンテスト﹂ などに携わっています︒ あります︒

ました︒ 今は主に﹁日 本の環 境 首

使 うのか︑行 政が明 示 する必 要が

50

5

ている方が多いため︑勘 違いが生じ

環境税を使ってほしいですね︒

下司 智子

デザイン

40

15
ているのかもしれませんね︒

千葉 有紀子
内藤 一樹
中村 桂祐
林 映里
村田 諒平
安江 晃子

有川 真理子
伊藤 省二
飯田 康道
大槻 達郎
風岡 宗人
久保 友美
駒 ゆき香
角出 貴彦
田麦 誠

2006 年に取り上げて以来、2 回目の環境税特集。
今度こそ中身の具体的な議論ができるかな、と
思っていたのですが、前回とほぼ同様の主張をせ
ざるを得ませんでした。なんともいえないやるせ
なさ。これはもう市民から発信するしかない！
あらためて思う今日この頃。
（ニュースレター編集部 有川 真理子）

（五十音順）

編集部

編集後記

安藤 たえ子さん
no.62

横浜市・二俣川駅のカフェで取材に応じてくれ
た、神奈川県綾瀬市議会議員の安藤さん。「環
境を守る」という強い信念がひしひしと伝わって
くる、とても情熱的な方でした。

事務所を探しています！
環境市民・京都事務所では、今の事務所よりも広い事務所をさがしています。みなさんのご支援のお
かげで、活動も活発になり、資料が増え、ボランティアや打ち合わせの方が集うには手狭になってき
ました。そこで、以下の条件にあてはまるような物件を探しておりますので、みなさんのお近くであり
ましたら京都事務局までお知らせください。

●地域：京都市中京区東部

●備考……ボランティアスタッフが集まるので、
京阪、地下鉄、阪急のいずれの駅からも徒歩約

●広さ：30 坪ぐらい（現在 20 坪）
●家賃：できれば 20 万円以下 / 月ぐらい
※お値引きしてくださる方がいれば助かります

10 分圏内、自転車駐輪場が近くにある場所を探
しています。また、できる限り冷暖房の使用を控
えたいので、日当り良好、風通しのいい場所を希
望しています。

京都事務局

ラジオ番組

電話 075-211-3521

FAX 075-211-3531

「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 1:15（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

