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市民の発信で持続可能な社会をつくる

特集：地球に原発はいらない
脱原発＋脱温暖化は可能だ!

～押さえておきたい内部被爆とメディアリテラシー～

¥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/

Twitterやってます！
アカウントは kankyoshimin です。

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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みんなで学びみんなでつくる、
「森林ボランティア」

特集：地球に原発はいらない
脱原発＋脱温暖化は可能だ !
〜押さえておきたい内部被爆と
メディアリテラシー〜
03-09
行事案内
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No.23

みんなで学びみんなでつくる、
「森林ボランティア」

日本の林 業の現場を知りたい。その想いから、私は
「森 林ボランティア」という活 動に 3 年 間 携わっており、
この 3 月にも行ってきました。
本 活 動は、 岡 山 県 新 見 市を舞 台に、 全 国 の 大 学
生 約 30 人が年 2 回 2 週 間 合 宿し、 人 工 林 整 備に取
り組むものです。「 水 辺 のユニオン」という社 団 法 人
が主 催、 地 元 行政・林 業 会 社を共 催とし、 学 生は早
稲田大 学ボランティアセンターを介して参加します。
日本 の 国 土 の 7 割を占める森 林 面 積のうち、 人 工

11

林 は 約 4 割を占め、このほとんどは 高 度 成 長 期に建

子どもとおもちゃの関係から日本の未来を考え
る！

し近 年、 採 算が取れないことや担い手 不 足により放 置

とれたて

環境市民

自然を知る まちづくりにいかす
〜島本町環境基本計画策定のための
植生基礎調査より〜		

動の最 大の目的です。

12

ただ、 私 たち学
生は林 業 の 素 人な
ので、 地 元 森 林 組

地球のなかま
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第 45 回 カンムリウミスズメが暮らす海
—— 国際シンポジウム
「奇跡の海を守ろう」
（第 1 篇）

みどりのかわらばん

1/ 環境市民

され、 水 源 涵 養 機 能や炭 素 吸 収 機 能の低 下といった
問 題を招いています。このような放 置 林の整 備が、 活

第 2 回 見え始めた島本の豊かな植生

読者交流コーナー

材として利 用すべく植えられたスギ・ヒノキです。しか

14
15

気負わず楽しむエコライフ 自転車、ボカシ肥が
キーワード !? ／ペリン・リンデラウフさん

合 のご 指 導 のもと、
チ ェーンソー や 林
内 作 業 車を使って
枝 打 ち・ 間 伐・ 搬
出を行 いました。3

指導員に見守られ、チェーンソーで伐倒中！

月のまだ氷 点 下 の山の中、 早 朝 から夕方 5 時までの
作 業 が 2 週 間。 心 身ともに疲れ 果ててしまいます が、
手 入れによって暗かった山に光が差し込み、明るくきれ
いになっていくときの爽 快 感は絶 大です。
活 動のもう一つの目的 （ 醍 醐 味？）に、 学 生と地 元
の方との 交 流 があります。 地 元 の 方には、 活 動 資 材
の提 供や事 務 的 手 続きでお世 話になるだけでなく、 気
遣って栄 養のある食 事を差し入れしていただくこともあ
り、 何 度も涙 が 出そうになりました。 そこで学 生 からき
ちんと感 謝を示すため、 感 謝 祭を企 画したり地 域イベ
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編集中！

特集：誕生！「日本の環境首都—水俣」
環境首都コンテスト 全 10 回から見る明日の日本（仮）
昨年度、10 年間開催されてきた「日本の環境首都コンテスト」
は最終回を迎えました。そして最終回にして初の「日本の環
境首都」の称号を水俣市が獲得しました。次号では結果概要
とともに、NGO メンバーが紡ぎ出した、持続可能な地域社会
に向けた自治体への提案、メンバーの声などをお伝えします。
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ントに参 加したりして交 流しています。 地 酒を飲み、 語
り明かすこともしばしばです。
ボランティア活 動を通して得られることが毎回たくさん
ありました。 森 林ボランティアは、 多 様な形 態 で全 国
的に展 開されていますので、 ぜひ一 度身近なものを調
べてみてください。日本の森 林 問題を現 場で学び、 解
決のための一歩を踏み出しませんか。
（文 / ニューレター編 集 部

和 氣 未 奈）

特集：地球に原発はいらない 脱原発＋脱温暖化は可能だ！ 〜押さえておきたい内部被爆とメディアリテラシー〜

特集：地球に原発はいらない
脱原発＋脱温暖化は可能だ！
〜押さえておきたい内部被曝とメディアリテラシー〜
福島原発の重大事故を受けて、原発、エネルギー問題への関心が高まっています。原発に頼らない社会をつく
りたい、と多くの人が願う一方で、「そうはいっても原発がないとエネルギーはまかなえないのではないか」
「CO₂削減には原発は必要ではないか」という疑問の声もよく聞きます。原発がなくなると私たちの社会、暮ら
しは成り立たなくなるのでしょうか。
今回の特集では、脱原発＋脱温暖化を実現するために、エネルギーを再考し、今後私たちがどういう社会をつ
くっていく必要があるのかを考えます。
この特集は4月16日（土）に開催した、「緊急セミナー：地球に原発は
いらない

脱温暖化＋脱原発は可能だ！〜ドイツと日本の先進的な事例か

ら〜」（開催場所：ひとまち交流館（京都市下京区））をもとに作成しま
した。当日は約200人が参加。ドイツ在住環境ジャーナリストの村上敦さ
んからのドイツの脱原発政策と地域社会の取り組み、代表理事杦本育生か
ら、日本でも脱温暖化＋脱原発は可能である、という講演の後、会場との
情報交換を行いました。参加者からは「今後の展望がみえた」「原発に頼
らなくても大丈夫ということが分かった」といった声が聞かれました。

原発はなくても、日本のエネルギー供給はできる
講演者：環境市民

原発が担っているエネルギー割合は少ない
※1

代表理事

杦本 育生

停止していた火力発電所は東電管内で10発電所28
機、計1796.1万kWありました。これをすぐに稼働

日本の最終消費エネルギー に占める原発の割合

することができなかったことと、大震災によって

は、わずか約7.5％です。多くの人が思っているほ

止まった火力発電所が6発電所11機、計776.5万kW

ど原発の比率は高くありません。発電量でみると原

（即日復帰を除く東電管内）あったため需要が供給

発は29％（2009年度）ですが、発電設備容量では

を上回ると予測し「計画停電」に踏み切ったので

21.4％です。発電設備容量に比べて発電量が大きい

す。

のは、原発は、稼動中にその発電量を調整するのが

また、2003年4月15日から5月初旬には、虚偽申告

困難なためと、「原発は必要だ」と国民アピールし

問題で東電管内の原発が全て停止していましたが、

たい、という思惑が反映しているからです。

停電にはなっていません。「原発が止まったら電力

※※※発電所や製油所でのエネルギーロスを除外した、工場、
オフィス、運輸、家庭などでのエネルギー消費量。

は足らない」というのは原子力と電力不足を結びつ
ける一種のデマです。

夏のピーク時も原発がなくても大丈夫
原発がとまったら停電は、ウソ

特に電気が必要となる夏季でも、原発以外の発電

今回の大震災の影響で、政府は「計画停電」を実

可能余力量は、原発による発電量を大幅に超えてお

施しましたが、これは原発が止まったからではあり

り、原発がなくても停電することはありません。

ません。火力発電所が止まったことによるもので

（参照 表1）。その夏期の中で瞬間的なピークを迎

す。東電管内で大震災によって止まった原発は2発

えるのは、特に猛暑の数日の午後1から5時の間で

電所8機721.2万kWですが、実は、大震災前から、

す。中小事業所へのピーク時課金、大口事業所との
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法に基づく需給調整の実施、家庭や中小業務ビルと
※2

の契約アンペアの削減など 、組織的な省エネを組
特集：地球に原発はいらない 脱原発＋脱温暖化は可能だ！ 〜押さえておきたい内部被爆とメディアリテラシー〜

み合わせれば十分乗り越えられます。
※※※ISEP「3.11後のエネルギー戦略ペーパー」No1より

表1

かつてない猛暑であった昨年8月の実績

2010年8月

事業者名

東京電力

関西電力

※※※電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措
置法。電気事業者に新エネルギー等から発電される電気
を一定割合以上利用することを義務づけた法律だが、量
が少なく、かえって拡大を阻害している。

世界の自然エネルギーは、すでに大きな潮流に

63.3

40.8

2004年に比べて2008年には、世界の自然エネル

38,190

17,657

ギーの投資額は約6倍に（金額 1200億ドル）、風力

10,427,703

7,776,990

発電設備容量は約2.7倍、太陽光発電のそれは約4倍

59.6

78.5

と急速に増加しています。2008年は、ついにアメリ

17,308

9,768

発電量
（千 kwh）B

7,674,782

5,704,902

カ、EUとも再生可能エネルギーの新設容量が火力

Ａ－Ｂ
（千 kwh）

2,752,921

2,072,088

火力利用率
認可最大出力
（千 KW）
発電可能余力量
（千 kwh）Ａ
原子力利用率
認可最大出力
（千 KW）

資源エネルギー庁 電量調査統計より杦本育生作成

と原子力発電を合わせた新設容量を上回っています
※5

。ISEPやWWFといったNGOでは、省エネの推進

と合わせれば、2050年までに、日本、世界ともその
消費エネルギーをすべて再生可能エネルギーでまか

原発は安い？

なえると試算しています※6。

原発の発電コストは1kWh 5.9円といわれます
が、これは、1999年に原子力に最も有利な条件で計
算したものです。しかし電力会社の設置許可申請書
によると最近の原発の多くは14から19円と火力、水
力等に比べてとても高い計算になっています※3。こ
れには超長期にわたる放射性廃棄物の管理費は含ま

※※※出典 REN21 自然エネルギー世界白書2009
※※※ISEP「3.11後のエネルギー戦略ペーパー」No.1、WWFエ
ネルギー・レポート〜2050年までに再生可能エネルギー
100%

再生可能エネルギーで原発分はまかなえる

れていません。さらに、今回福島原発事故による直

日本に設置可能な風力の発電量を計算すると（社

接的な被害だけでも10兆円以上、経済損失は数十兆

会、自然条件を加味し、実際に設置可能と考えられ

円以上かかることを考えると、原発の発電コストは

るポテンシャル量）、陸上だけでも年間発電量は

他の電力にまったくひきあいません。

2950億kWとなり、原発と同じぐらいになります。

そのため、欧米では原発への投資は割に合わない
と考えられるようになってきました。
※※※例えば福島第二（3号機）14.55円、柏崎刈谷（5号機）
19.71円、大飯（3号機）14.22円

また洋上風力は1,650億kWh、太陽光は2,470億kWh
になります※7。この他にも地熱、小型水力、波力、
バイオマスなどをあわせると、可能性はもっと広が
ります。日本は、原発がなくても十分電力需要をま
かなえる可能性があるのです

世界的にも特異な日本の電力事業
日本では第二次世界大戦以前は、多くの電力会社
がありましたが、戦時体制で電力会社が統合され、
その名残として今のように巨大な電力会社が、発
電、送電・給電を地域独占する状態になりました。
そしてこのような状況に合わせて電気事業法が作ら
れたため、電力会社は例えその発電所が稼働してい
なくても施設や資産が多いほど儲かる仕組みになっ

日本は決してエネルギー資源小国ではありませ
ん。国産かつ無限で、安定したエネルギーを、再生
可能エネルギーをすすめることによって得ることが
できます。これは安全保障上も重要です。
※※※環境省「平成21年度再生可能エネルギー導入ポテンシャ
ル調査」、日本風力発電協会調査及びJREPP「自然エネ
ルギー白書2011」をもとに計算

日本には政策がない

ています。原発は非常に高価なため電力会社にとっ

日本は2004年、一般家庭への太陽光発電の設置助

て、そして原発に巣食う官学民にとって巨大なカネ

成を打ち切りました。また環境税など再生可能エネ

を生むものになっているのです。また送電網が独占

ルギーを促進する社会システムもありません。日本

※4

4

働かせることが必要です。

されており、RPS法 の影響もあり、再生可能エネ

は太陽光発電を世界に先駆けて開発し、2004年以前

ルギーの普及も阻害されています。今後の方向性と

は設置量が世界一でした。しかしその後、各国が再

しては、発電と送電を担う事業者を分け、大電力会

生可能エネルギーの全量買い取り制度、環境税など

社を分割、民営化し新規参入を増やし、競争原理を

を急速に進めたため、ドイツ、中国、アメリカなど
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に次々と追い抜かれました。2004年、シャープは
世界シェアで圧倒的な1位でした。2008年には世界

持続可能な社会づくりを

プのシェアは4位になりました。これは技術ではな

脱原発をすすめていくためには、エネルギー転換

く、社会制度の差です。日本がドイツのような再生

を行うと同時に、交通や住宅問題を含め、持続可能

可能エエネルギー推進政策を打ち出していれば、日

な社会づくりをすすめていく必要があります。その

本の企業はドイツのように雇用を増やし、CO₂も削

ことが、エネルギー問題だけではなく、経済も成り

減できたはずです。再生可能エネルギーの普及は環

立ち、誰もが安心して暮らしやすい、質の高い暮ら

境だけではなく、経済的側面からも促進していく必

しができる社会をつくることにつながります。これ

要があります。

から被災地の復興が本格化しますが、持続可能な地

再生可能エネルギーの普及をがんばってい
る自治体
ドイツのような制度がない中でも、再生可能エネ

特集：地球に原発はいらない 脱原発＋脱温暖化は可能だ！ 〜押さえておきたい内部被爆とメディアリテラシー〜

の太陽光発電の需要は6倍になりましたが、シャー

185%）まできています。

域社会をいかにつくるかを考え、実行していく必要
があります。

生命の問題

ルギーの普及をがんばっている自治体がいくつもあ

エネルギー問題も温暖化の問題もお金で解決で

ります。たとえば、長野県飯田市では、市民出資で

きる問題ではありません。生命の問題です。原発

おひさま発電所を設置しています。20年にわたっ

事故の影響により、私たちの生きる基盤である、

て22円で買い取る契約を結び、2008年までに合計

空気、水、大地、海が放射性物質で汚染されてい

1208kW、約150か所に太陽光発電を設置していま

ます。生命はお金では変えないはずなのに、お金

す。また、人口約7300人の岩手県葛巻町では再生可

を優先した結果が原発です。私たちはこのことを

能エネルギー100％をめざしており、現在、まちの

忘れずに、これからの社会づくりを行っていく必

エネルギー自給率は78％（電気エネルギー自給率は

要があります。

環境先進国ドイツの事例から
ドイツの戦略から学ぶ 脱原発と再生可能エネ、
省エネの推進
講演：ドイツ在住環境ジャーナリスト 村上 敦さん
省エネと再生可能エネルギーの普及
ドイツは2002年に制定された原子力法で、2022
年前後には原発を廃炉にする予定だったのを
2010年秋に、平均12年間延期することになりま
した。これに対し、脱原発を望む7割の国民が30

ドイツが再生可能エネルギーを推進する背景には環
境や経済問題に加え、安全保障問題があります。すで
にピークオイルを迎えた北海油田や、政情が不安定な
中東などの依存度を下げようとしています。

全量買取制度

万人規模のデモを起こしました。延期について

再生可能エネルギーを推進するため、2000年には、

ちょうど野党が法定で争おうとしていたときに福

電力系統事業者が、再生可能エネルギーを20年にわ

島原発の事故が起こり、政府は即刻、1980年以

たって、全量を優先的に買い取らなければならないと

前に建てられた原発を全て緊急停止しました。

いう「全量買取制度」がスタートしています。

ドイツは脱原発をめざしているからといって

同制度によって太陽光発電の普及が進み、その結

CO₂排出量が増えているわけではありません。

果、日本では太陽光パネルの設置に55〜65万円／

2010年秋、メルケル首相が政権をとり、2050年

kWpかかるところ、ドイツでは半額の30万円前後で

にはCO₂を95％削減することを目標に10年単位

できるようになりました。ちなみに、ドイツが2010年

でCO₂を削減する戦略を明示し、すでに28.7％の

1年間で設置した量は、過去20年間に日本で設置した

CO₂を削減しています。ドイツの消費電力中の再

量の2倍にあたります。

生可能エネルギーによる発電は、1990年にはわず
か3.5％でしたが、2010年には17％になりました。
さらに2050年までに60%を目標にしています。

2050年までに50%省エネ
再生可能エネルギーの普及とともに、ドイツは2050
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年までに、エネルギー消費量を2008年比で50%削減す

く、EUにもひろがっており

ることを目標としています（参照 下グラフ）。もち

2020年までには、新築はゼ

ろん、今ある消費エネルギーすべてを再生可能エネル

ロエネルギーとする基準が

ギーで代替するよりも、大幅な省エネを実践したほう

合意されています。

が、コストが低く、環境に優れているのは言うまでも

日本では、こうした住宅

ありません。では、住宅と交通での省エネの取り組み

の省エネ化は大幅に遅れて

をみてみましょう。

います。たとえば、日本
メーカーの販売する窓サッ

一次投入エネルギー量の削減
毎年2.1%のエネルギー利用の高効率化
削減量

シの最高レベルの製品は、

一次エネ

ドイツでは販売を許されない基準です。こうした住宅
は高価だと思われるかもしれませんが、例えば社団法
人クラブ・ヴォーバンが監修し、東京で施工した事例
では、設計時に建設コストの5％程度、工事費を追加
するだけで、暖房85％、冷房25％を削減できるという
結果がでています。このコスト増加分は15年程度でラ
ンニングコストの低下分で償却できます。

出典：2010年9月ドイツ政府発表のエネ
ルギー戦略より村上敦氏が作成

交通分野でもCO₂4割減 目標
交通分野では、エネルギー消費量を2050年までに
40％削減するため、自転車を勢力的に推進していま

住宅の省エネ化も徹底

す。これは、安価でもっとも実現性ある省エネ手段で

ドイツでは1984

す。ドイツでも、日本でも、日常では主に3キロ以内

年以降、住宅の断

の移動がほとんどですが、これを車交通ではなく、自

熱機能の最低ライ

転車交通にシフトすること、あるいはそもそも交通手

ンを法律で義務付

段を必要とせず、歩いて買い物できるまちづくりをす

けるようになり、

すめていくことも都市計画、交通計画の主な目標と

その数値は年々厳

なっています。

しくなっていま
撮影：村上 敦

す。現在では、断

37万人の雇用

熱材の厚みはおよそ20cmが義務化されています。加

省エネや再生可能エネルギーの普及は雇用を生み出

えて、「再生可能エネルギー熱法」も施行され、建物

し、経済を促進します。ドイツでは、再生可能エネル

で消費される熱エネルギーの約20％はその建物で自然

ギーの分野で37万人の雇用が生まれています。とりわ

エネルギーを使って発熱することが義務付けられてい

け設備の取り付けなどの手工業、販売・流通で、太陽

ます。これらの基準は、建築申請の際に検査され、罰

光発電産業全体における60％の雇用が生まれています

則規定のある法律として運用されています。2009年

（ドイツ環境省調べ）。2020年にはこの数字は50万人

以降は、ブラインドやひさしを工夫し（参照右上写

になるといわれ、確実に時代を担う産業になりつつあ

真）、開口部を遮熱することまで義務付けられていま

ります。太陽光発電産業は、経済の弱い旧東ドイツに

す。同時に、熱がベランダを通して建物に伝わった

集積されており、そこでは地元の重要な基幹産業と

り、冷たさが部屋に入るのを防ぐため、ベランダなど

なっています。

と建物躯体を絶縁させる（熱橋対策）も義務化されて
います。

ドイツではこのように、エネルギーだけではなく、
都市計画、まちづくりを含めた、技術だけではないエ

6

また、建物の建築や改築の際、および不動産取引や

ネルギーの削減に取り組んでいますが、これらの事例

賃貸の契約の際には、住宅の燃費性能を示す、エネル

でもお分かりのように法律で社会の枠組みを制定する

ギーパス（参照 ページ右上）の作成が義務付けられ

ことが大切でしょう。その法律を決めるのは市民であ

ています。このような取り組みはドイツだけではな

る皆さんです。
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福島原発から放射性物質が放出され続けています。政府やマスメディアでは軽視されがちですが、特に注意
しなければいけない「内部被曝」について専門家に寄稿していただきました。
特集：地球に原発はいらない 脱原発＋脱温暖化は可能だ！ 〜押さえておきたい内部被爆とメディアリテラシー〜

内部被曝の危険性
文/琉球大学名誉教授

放射線に対する考え方

矢ヶ崎 克馬

核戦略により隠された被曝

放射線は必ず確率的影響を持ち、微量であろうと

内部被曝はアメリカの核戦略で隠された被曝で

がん等の死亡者が増加することが確認されていま

す。アメリカが日本を占領していた期間に原爆デー

す。主権者に対する放射線防護はきちっと「健康第

タを一切秘密管理し、「核兵器は、破壊力は大きい

一」の考え方を反映すべきです。欧州放射線リスク

が放射線で長期にわたり苦しめることはない」と言

委員会（ECRR）の考え方は、健康を基準に置いた

う虚像を作り上げました。また、ウラン濃縮工場の

防護であり、ドイツ等で採用されています。他方、

経常的運転を確保するために、「危険を技術的に制

日本の採用している制度は「功利主義」であり、人

御できない原子力発電」の推進を強行したのです。

間の健康第一ではありません。功利主義は発電等の

そのために内部被曝を隠すことが必要だったので

利益を社会が享受するためには犠牲はやむをえない

す。

と考えます（国際放射線防護委員会、ICRP、第14
要約）。限度値が設定されていますが、限度以下で
の犠牲者が出ても我慢しなさい、と「受忍を強制」
するものです。

内部被曝隠しの「科学的」手法
内部被曝隠蔽の手段は複合的で、3分野の「科
学」操作により行われました。

この考えの違いは「内部被曝の無視」と直結して

第一はヒロシマ・ナガサキの被曝現場から、放射

います。ECRRは戦後の放射線犠牲者数を6500万人

性降下物を消し去りました（1986年の被曝線量評価

と推定しています。しかしICRP基準を元に推定す

体系：DS86）。枕崎台風の後で測定を行い、「か

ると、117万人です。この違いは「現実に立ち」内

ろうじて残存した放射性物質の量を始めから在った

部被曝を認知するか、あるいは「現実を無視」して

量」としました。

内部被曝を否定するかの違いです。X線などは検査

第二に原爆傷害研究所（ABCC、後に方影研）は

される人、一人ひとりが、被曝の危険を承知して医

被爆者をモルモット扱いにし、内部被曝は無かった

療的メリットを受けるものですが、原子力発電は全

という基準で被害をまとめました。初期放射線の被

く違います。この受忍は個人の承諾を得ることのな

害は爆心地より2kmまでとし、それ以遠の被害者を

い「強制」です。個の尊厳を建前とする民主主義に

「非被爆者」としました。

反します。

内部被曝は深刻
内部被曝とは、放射性の埃を吸い込んだり飲み込
んだりして、身体の中の埃から放射線が発射されて
被曝することです。

第三は、上記1,2、を利用して、国際放射線防護
委員会（ICRP）の被曝線量評価体系から内部被曝
を排除しました。

国際放射線防護委員会基準の猛威
ICRP の基準は一切の被曝の具体性を捨象し、大

内部被曝は外部被曝と比較して桁違いに高い吸収

きな受け皿としての臓器当たりの吸収エネルギーで

線量を示します。例えば、沃素131が1000万分の1グ

被曝を評価する「被曝を平均化、単純化」して評価

ラムだけ体内に8日間留まっていた場合を試算しま

する体系です。科学は、「物事のありのままの姿を

すと、1Sv（シーベルト）ほどの被曝線量となりま

具体的に把握し、事物の関連を探ること」ですが、

す。内部被曝の脅威はこの数値が良く物語っていま

具体性を一切捨象したICRPの物差しは、まさに放

す。

射線「科学」から科学の本質を抜き去る効果を発揮
しました。科学論では「平均化・単純化」が科学す
る現場を代表するものではありえないことは明白で
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すが、「放射線科学」陣は単純化・抽象化を政治支

わされてきました。原爆症認定集団訴訟の全判決が

配と共に受け入れて何十年も経過しているのです。

内部被曝を認めて原告側が勝訴しましたが、放射線

「科学的に検討せず、無視するか」、あるいは権力

「科学」陣はこれを受け入れていません。今、政府

的に相手をねじふせて安全神話を作り上げました。

や「専門家」たちは「安全大安売り」をして憚りま

内部被曝隠蔽の歴史から学ぶこと

せん。まやかしの安全宣伝は内部被曝を増幅させる
ばかりです。内部被曝を最大限防護する方法を講じ

今回の原発炉心溶融の事態に、内部被曝を否定さ

ることこそ必要です。生身の人間としての「事実」

れた被爆者の苦しみを再現させてはなりません。被

を背負っている国民は、「個」として尊重されるこ

爆者は原爆にやられ、その上内部被曝を切り捨てた

とを望みます。

「被爆者認定基準」によって、二重の苦しみを味わ
今回の原発事故に際して見えてきたことの一つは、災害時には通常のメディアリテラシーが通用しないこ
と、コミュニティFMやツイッターなどをはじめとするソーシャルメディアの可能性でした。そこで、メディ
アリテラシーや地域に根ざしたメディアを研究していらっしゃる松浦先生に、寄稿していただきました。

脱原発に向けたコミュニケーションをつくる
新しいメディアリテラシー
文/龍谷大学政策学部

准教授 松浦さと子

東日本大震災後、自ら被災しながら地元の放送を

の専門家の見解など危機意識を明確にした「福島原

出し続ける方々、とくに被災者と同じ地域で安否情

発事故による影響について専門家にきく」というタ

報・生活情報を発し続けるコミュニティ放送（FM）

イトルでのインタビュー構成の番組内容はたちまち

がまさに命綱（ライフライン）としての使命を果た

ツイッターやフェイスブック、メーリングリスト、

そうと努力を続けています。東北・関東総合通信局

ブログを通してリレーされ、放送と並行してスタジ

が口頭による申請に対し臨時措置として直ちに許可

オから送り出された17回のUstream総時間約11時間

した各地の臨時災害放送局（FM放送）も含めて、そ

分には延べ85000回（4月19日まで）の視聴があった

のインフラを市民が維持する大切さを、阪神淡路大

そうです。

震災時に立ち上がったFMわぃわぃの日比野純一さん
が現地に赴き実感しました。震災後の私たちの情報

環境市民のウェブサイトには「マスメディアでは

環境は大きく変化しています。とくに原発報道は、

なかなか報道されていない情報や視点を」とその多

事実確認が困難な中、東京発のメディアが政府、原

様性の提示について明言しています。複数の研究者

子力安全・保安院、電力会社の会見中継を中心とし

に専門分野からインタビューしていますが、たとえ

た報道になってしまったために、放送を通じ多角

ば京都大学原子炉実験所助教の小出裕章さんの回は

的な見方を得て判断するいわゆる既存の「リテラ

予防原則に基づく「最悪の事態」を想定したインタ

シー」を働かせることがとても困難になりました。

ビューでしたが、当初から事故の規模をレベル7と

そのようななかで、容易に海外報道を参照し比較で

予想されていました。

きるTwitter、Facebook、mixiなどのソーシャルメ

こうした環境市民の番組に対しメールや電話で15

ディアや、コミュニティ放送の利用によってオルタ

件以上の聴取者からの苦情が寄せられたと聞きまし

ナティブな情報源にたどりつける経路を持ち、議論

た。環境市民のスタッフによると、批判的な意見は

の場が創造できるようになったことは市民社会に新

「根拠は何か」「環境市民が出している情報を受け

しい「メディアリテラシー」を提示しました。

止めた人がパニックになったらどうするのか」「そ
の責任をどうとるのか」の3点に集約されたという

京都コミュニティ放送では3月14日から、環境市

8

ことです。

民が震災特別ラジオ番組を放送し、Ustreamでも視

はたして環境市民のインタビューは混乱を引き起

聴できます。震災報道についての分析や内部被ばく

こしたのでしょうか。かえって東京電力や政府の発
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表に依存した報道の方が、「風評」を恐れて複数の

会に支えられているということです。コミュニティ

角度からの論点を示すことができなかったのではな

放送は株式会社の法人形態でも同様の支えられ方を

いかと考えます。環境市民の番組はむしろ流通する

しているところが少なくありませんが、大手広告主

情報全体に「多様性」を提供し、市民の判断根拠を

が現れると放送内容が歪められるのではないかとの

増やし、それによって議論や検討の可能性を開いた

危惧が生じます。

といえます。
環境市民が3月23日から27日に実施したアンケー
現実に、その後マスメディアでも原子力政策に関

ト550件の回答では、日本政府の福島原発事故に関

してさまざまな論者を登場させるようになりまし

する情報開示について「極めて不十分」だとする回

た。震災直後から現在まで、単一の情報に盲従する

答が69％、東京電力に対して「極めて不十分」だ

ことを危惧する人々にとって、環境市民のインタ

とする回答が85%、信頼している情報収集先はソー

ビューは数少ないセカンドオピニオンとして貴重な

シャルメディア（twitter,Facebook）64％、マスメ

内容を含んでいました。

ディア（新聞、テレビ、ラジオ等）24％と、無作為

インタビュアーの下村委津子さんに「わからな

抽出された回答者ではなく環境市民に共感するゆえ

い」と明確に答えていた科学者の方々を、「想定

の数字であることを折り込んで受け止めたとして

外」を繰り返す人々よりも誠実だとも感じます。政

も、いかに「オルタナティブな」情報源が求められ

府や電力会社に対する出演者のいらだちや怒りを感

ていたかが伺えます。放射性物質が検出された水道

じたことはありましたが、不安を煽ることや絶望を

水や野菜に関する政府の「たちどころに健康に影響

嘆くようなことはなく、パニックを引き起こす要素

はない」とする会見報道だけでは安心できなかった

はなかったと考えます。何より、デマ情報の拡散に

人々が、この番組に判断の根拠として対照できる視

注意が呼びかけられるなか、FacebookやTwitter、

座を求めたとも考えられます。

ブ ロ グ 、 メ ー リングリストなどで、この番組の
Ustreamの在りかが多くの人々に伝播したことは、
一定の「信頼」の評価だといえます。

こんなにもメディアに取り囲まれた現代、何者か
らも操作を受けない思考や判断はほぼ困難とはい
え、官と民、営利と非営利など対称性をもった発信

なぜそうした評価が生まれたのでしょう。今は仮

元の情報を見比べて、複数のものさしを持つことは

説でしかありませんが、ひとつには、環境市民の番

参考になるでしょう。しかし、個人で多くの情報か

組は、誰もがアクセスできる状態で、言い逃れがで

らそれらを探し分析し続けることは、時間的にも能

きない発信をしたことです。事実が検証できないと

力のうえでも至難の業です。それを助けてくれる高

いう点ではマスメディアも同じですが、アーカイブ

い専門性や技術をもったNPO・NGOを寄付やボラ

が公開されないマスメディアと異なり、環境市民の

ンティアで支えることで、私たちはもうひとつの情

ラジオ番組は今でも「再視聴可能」で、伝聞によっ

報の経路を維持することができます。

て歪められることが避けられます。

多様な視点、少数の意見を捉えながら、そのうえ

次に環境市民が震災や原発事故の以前から一貫し

で現実的かつ建設的な対話を進めること、閉塞的な

て、ウェブサイトや出版物、環境首都コンテストな

震災報道のなかで、私たちにはネット時代の新しい

どのプロジェクトを通して持続可能な社会づくりを

メディアリテラシーが必要だと痛感しています。そ

すすめ、理念としての「脱原発」を主張し、その論

れらは講習を受けた個人の身につくスキルではな

拠を示していたという「継続的な情報発信とコミュ

く、市民社会を自ら支えようとする人々が連帯して

ニケーション」が考えられます。

社会で保持する能力なのかもしれません。しかも情

もうひとつは、番組を制作した環境市民も、放送

報の受発信のためだけのリテラシーだけでなく、こ

した京都コミュニティ放送も、その決議や所有が巨

んなときだからこそ、コミュニケーションを創り、

額の広告費や利権とは無縁な非営利・非政府組織

未来を描くために必要なメディアリテラシーを探ら

で、京都という地域を中心に、産業ではなく市民社

なければなりません。

環境市民震災特番：福島原発事故による影響を原発問題専門家にきく（原則毎週金曜日午後 8:30 から 9:00 放送）▶
http://www.kankyoshimin.org/modules/blog/index.php?content_id=66
【結果公開】福島原発大事故にともなう情報公開について（アンケート） ▶
http://www.kankyoshimin.org/modules/blog/index.php?content_id=87
京都コミュニティ放送▶ http://radiocafe.jp/
みどりのニュースレター No.216

2011 年 5 月号

9

5

行事案内

月

京 NPO 法人環境市民

第 10 回通常社員総会

毎年恒例の環境市民の総会を、6 月 18 日（土）に開催し
ます。
2010 年度事業報告および決算報告、2011 年度事業計
画および収支予算、第 6 期役員選任の件について議論しま
す。どなたでも参加できます。
※総会で環境市民の運営等に意思表示をしていただくに

京 環境市民

東 環境市民東海

滋 環境市民滋賀

ミーティング＊（いずれも京都事務所で行います1
＊5月11日（水）午後2:30から4:30 ラジオチーム
＊5月26日（木）午後2:30から4:30 ラジオチーム

新入会／寄付＊（3 月 1 日から 3 月 31 日まで）
〈新入会〉衣川 正和／徳本 英明
〈寄付〉伊藤 緑／井上 和彦／上山 裕継／窪井 千鶴子／
後藤 充伯／坂田 智幸／末石 富太郎／鈴木 紘／角出 貴彦／
瀬島 奈保子／園 昌和／早川 健／前川 遥／増田 武／
安江 晃子

は、「社員」資格が必要です。（社員登録の方法は、本誌裏
面をご参照ください。）

きぬかわ

まさかず

衣川 正和

＊とき：2011 年 6 月 18 日（土）
午後 1:00 から 6:00 まで
＊ところ：京エコロジーセンター（京都市伏見区深草池ノ
内町 13）1F シアター
＊アクセス：京阪電車「藤森駅」下車西へ徒歩 5 分、地下鉄・
近鉄「竹田駅」下車東へ徒歩 13 分
＊定員：100 人（定員になり次第締切）

さん

（京都府在住）3月22日入会

3 月の大震災の後、原発問題についての環境市民の
ラジオ放送を聞きました。東電などが、現実にない安
全性をやたらと PR する中、リアルな原発の危険を訴
える姿勢に「これは信頼できる団体だ」と感じたのが
入会のきっかけです。願わくば、福島原発の事故を教
訓に、反原発・自然エネルギーへの転換の動きが日本
でも盛り上がってほしいですね。

【プログラム】
第 10 回通常社員総会（表決権は社員のみ有）
講演会

※詳細は次回お知らせします

ECO 交流会 （※交流会は参加費 1 人 300 円）

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。ぜひ気軽にご参加ください。
＊とき：5 月 31 日（火）午後 2:00 から午後 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、ご連絡くださ

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作業）
奥村 芙未／窪井 千鶴子／峰松 峻也／山形 七日
（翻訳ボランティア）
Annie MOLINA ／ SION- 久保 成子／三原 和也
（東北に物と心を送る TASUKI プロジェクト）
新井 佳恵／石崎 雄一郎／井出 健人／今井 みさ／
上山 裕継／江川 ミドリ／奥津 登代子／樫本 昌子／
川勝 好美／川本 充／窪井 千鶴子／小浜 寛一／阪本 悠／
高森 美穂／武田 麻里／立藤 慶子／谷口 直子／
田村 由香理／田村 隼太郎／中西 竜也／堀 あとり／
堀 まどか／前川 遥／南村 多津恵／峰松 峻也／
村田 諒平／楊 生波／和気 ふみか／和氣 未奈／
山形 七日 （五十音順敬称略）

い。

環境市民寄付キャンペーン
〜認定NPOをめざして〜
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
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環境市民は、持続可能な社会を地域からつ
くっていくための活動を行っています。この震災、
原発事故に対しても継続的に、活動を展開して
いきます。寄付控除の対象になる認定 NPO の
基準（案）を満たすため、1 口 3000 円以上か
らでお願いいたします。

【郵便振替】口座番号 :01020-7-76578
加入者名：環境市民

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

子どもとおもちゃの関係から日本の未来を考える！
東北地方太平洋沖地震の発生した翌日の3月12日

います。そして、そうしたおもちゃの多くは気づ

（土）の午後2時から、京エコロジーセンター（京

けばアニメのストーリーの展開にそって登場して

都市伏見区）にて地震の被害にあわれた方に思い

は消えています。

を馳せつつ、環境市民主催の講座、野の塾「使い
捨てられるヒーローたち 〜小さな消費者にされる

小さな消費者を生むビジネスモデルとは

子どもたち〜」を開催しました。参加者は18人。
大学生から年配の方まで幅広い年齢の方が参加さ
れました。

堀事務局長は日本のおもちゃとアニメの関係
に疑問を抱き、調査をしました。その結果、現

講師は環境市民の堀孝弘事務局長。日本の子ど

在、約半数のアニメ番組の スポンサーがおもちゃ

も向けアニメ番組やおもちゃをテーマにドイツの

メーカーで、番組制作の現場では、おもちゃメー

おもちゃ屋さんとの比較を紹介しながら、子ども

カーを交えて企画会議がされていることがわかり

とおもちゃの関係、また、大人としておもちゃと

ました。「いかに多くのキャラクター玩具を売る

子どもの関係をどうすべきかについて参加者と一

か」について検討された上で、ストーリーが決ま

緒に考えました。

り、最終的な製作開始のゴーサインを出すのは、
おもちゃメーカーだそうです。また、子どもの人
気を得るために、前作より激しい戦闘シーンを登
場させ、暴力的な部分を補うために「愛や友情、
正義」という言葉が多用されていると説明しまし
た。

親として、消費者として
参加者は、京都以外に大阪や兵庫の遠方からも

最後に、こうした現状に対して、大人として親
として、どのように対応すべきかについて事務局

素敵なおもちゃ屋さん

長の堀から提案がされました。子どもの教育に問
題のありそうな番組があっても、全く見せないわ

堀事務局長は1994年、ドイツの流通企業の環境

けにもいかないかもしれません。その場合は、た

対策を視察しました。その際、訪ねたどのまちの

とえば、他に良い番組や絵本を中和剤として見せ

中心街にも、素敵なおもちゃ屋さんがあることに

たり、スポーツ等に関心を向けさせることも一つ

気づいたそうです。おもちゃ屋さんは、個人経営

の方法です。また、おもちゃを買っても、もっと

が多く、それぞれのお店が異なる商品を扱ってい

いいものにしていくために消費者がおもちゃやア

ました。キャラクター玩具や鉄砲などの戦争おも

ニメを評価して、声をあげることも大切であると

ちゃ、電子ゲームはほとんどなく、家族と一緒に

語りました。参加者からは「宮崎駿の映画は良

遊ぶボードゲームが多く販売されていました。

い」「海外ドラマのフルハウスは良い」「ゲーム
ソフトも過激になっている」「消費者側の発信の

日本は……？

方法、場所が分からない」などたくさんの意見や
質問が寄せられました。一人の大人、消費者とし

日本のおもちゃ屋さんの多くは今や、ショッピン
グモールの中にあり、子ども向けアニメ番組と連
動した、たくさんの武器や変身グッズを販売して

て、社会の宝である子どもの大切な未来を考える
有意義な時間でした。
（まとめ/ニュースレター編集部

上山 裕継）
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〜島本町環境基本計画策定のための
植生基礎調査より〜
島本町の環境基本計画策定に向けて、基礎データとなる植生調査を環境市
民が担っています。このコーナーではその調査の様子をお伝えします。

見え始めた島本の豊かな植生

多様な植物

また、植生確認
調査で採取した標
本の管理、町の環
境審議会での議論

急峻な地形

をもとにした調査

島本町が事業主になって、全町をフィールド調査する

方法の精度アップ

のは今回が初めてとなります。事業開始は8月。まず私

と調査への反映な

たちが取りかかったのは、一定面積の植生を集中的に調

ど、デスクワーク

べ、サンプルを採る定量調査です。この調査を複数個所

にも重点を置きま

実施することにより、町全域でどのような種類の樹木や

した。中でも、先

草が生え、どのような森林や草原などを形作っているの

程述べた定量調査の分析・取りまとめを進めました。

かが見えてきます。調査は、まだ暑さの残る夏の終わり
から、風が冷たくなる晩秋まで集中して行いました。

山野だけでなく、市街地の植生も調査

分析は、これまで調査で集めたデータを、主に植物社
会学（植物を集団としてとらえ、その種類構成・構造は

一年しかないスケジュールの中で、植物の同定が難し

どんなものか、森の変化の様子、つまり遷移がどのよう

くなる冬までにできるだけ調査を進めたい。機材を担い

に進んでいくか、という考え方）と照らし合わせること

で山に入り、植生調査では森の中に四角い囲いを各所で

によって可能になります。こうして調べた森がいくつの

作り、その中に含まれる樹木一本一本の種類・高さ・幹

集団の集まりでどういう状態にあるのかを見極めていく

の周囲の長さ・樹冠（枝の横の広がり）の長さを計って

のです。当然、群落の様相が違うと、その環境も大きく

記録します。始めのうちは慣れない作業に苦戦しまし

違ってきます。

た。慣れてからも多様な植物の同定 や急峻な地形に調

その結果、島本町の植生はおもに三～四つの群落に分

査活動を阻まれ、島本町の山地がなぜ率先して開発され

かれそうだということがわかってきました。その中に

なかったのか、植生が豊かなのかを実感しました。

は、北日本や標高の高いところで成立する群落で、大阪

※

次に取りかかったのは、2003年度に住民が島本町内の

府では珍しいものも含まれていました。島本町の植物種

主な山道などを歩いて確認した植物の現状を確認、標本

の多さがデータでも垣間見ることができるといえます。

を採取する植物確認調査です。この調査により、2003年

現在、調査に関するさまざまな分析の方法を協議、試

度にあった植物がどう遷移しているかを知ることができ

行するなどして、わかりやすく群落の違いをビジュアル

ます。また、同時に絶滅危惧種や外来種の調査も同時に

化しようと頑張っています。

行い、その生息状況把握とすることにしています。
しかし、すでに季節は晩秋。草は枯れ、木々は色づき
葉を落とします。刻一刻と同定が難しくなり、標本もよ
い状態のものがなかなか手に入らず、苦労しました。
※同定…植物の種類を決定すること。

住民との協働をもとに
調査計画は住民の方々と共につくりましたが、調査自
体も多くの住民の協力によって進めています。調査の意
義や以前からの独自調査について共有し、研修や調査へ
の同行、調査内容の協議も共に行っています。また、調

植生図の作成

査地の提供や調査中に周囲の住民に説明をしていただく

調査業務の中でもう一つ、町内全域の植生図作成とい
う重要な作業があります。葉を落とす木々が多い冬は、

面も少なくありません。

地形を見通しやすくなる季節ともいえます。そこで、植

今後、さらに多くの方を巻き込んでいくことにより、

生図を作成するのに役立つデータ収集を行いました。主

島本町の自然環境を広く住民に伝え、住民参画での環境

に町内各所で地形をよく見通すことができる地点での

基本計画策定への流れをつくっていければと思います。

GPSデータ収集、写真撮影などです。これに航空写真か

次回は、見え始めた調査の分析内容をお伝えします。

らの判読を加え、植生図を作っていきます。

12
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（文/島本町植生調査コーディネーター

谷川 毅）

今も福島原発の異常事態が終息しない中、
また、新しい原発が立てられようとしています。
カンムリウミスズメと共に生きる未来を目指して、3 回にわたっ
て伝えます。

第 45 回 カンムリウミスズメが暮らす海

—— 国際シンポジウム「奇跡の海を守ろう」（第 1 篇）

5

13

2011 年 5 月号

みどりのニュースレター No.216

●カンムリウミスズメの暮らす「奇跡の
海」を守ろう
月 日、広島市平和記念公園内の国際
会議場にて、カンムリウミスズメと上関
（瀬戸内海）の生物多様性の国際シンポジ
ウム「奇跡の海を守ろう」が行われました。
５００人弱の参加者が、 人のスピーカー
の話に耳を傾け、最後にはそこに、 人の
パネリストが加わっての質疑応答という内
容の濃いシンポジウムとなりました。まず
は、午前の第一部「世界的な貴少種カンム
リウミスズメについて」の内容をかいつま
んでお伝えします。
10

●海鳥の目から海洋環境を考える

種に選ばれています。カモメやシギ、チド
リに近い仲間で、体長は約 ㎝とツグミく
らいの大きさです。ところが体重は倍くら
いの１６０ｇとかなり小太りで、陸上を歩
いたり、飛ぶことは苦手です。その代わり、
潜水が大の得意で、太く短い翼で海の中を
飛ぶように潜ります。日本特産種で、日本
近海にしか生息しておらず、その数は 千
から 万羽で、そのうち 千羽が宮崎県枇
榔島に生息しているとみられます。
枇榔島では 月ころから 月まで目撃さ
れ、 月には繁殖のために上陸しますが、
巣は岩の割れ目や草の根元の穴などをその
まま利用する簡単なもので、ヒナは孵化し
てすぐに海に降りて泳ぎだします。生活し
ていく上での訓練も、給餌も海の上で行い
ます。（宮崎大学フロンティア科学実験総
合センター 中村豊さんのお話から）
このようなカンムリウミスズメですが、
繁殖期を除いてその姿が確認されることは
まれで、今までどのような生活をしている
のかが謎でした。しかし、最近になって一
年を通して瀬戸内海で生息していることが
わかってきました。上関近くの岩場で繁殖
している可能性もあります。その後、ヒナ
は完全に独り立ちするまでの か月あまり、
親と行動を共にしています。親は餌の取り
方や飛び方を教えながら、海上を泳いで移
動します。時々、頭が見えなくなる時は中
に潜って餌を採っていると思われます。羽
が生え替わる夏の時期は行動が不活発にな
ります。漁師さんたちも、あまりに小さい
カンムリウミスズメを今までそれと気づか
ずに過ごしていたのかもしれません。こう
やって一年を通して生息する場所が他にも
あるどうかの調査はまだまだこれからです。
しかし、このようにカンムリウミスズメに
よって瀬戸内海が豊かな海であることが証
明されたといえます。（鳥類・生態系研究
者 飯田知彦さんのお話から）

1

3
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とどまるのです。
海鳥は高次捕食者であるので、生態系の
変化に敏感で、生態系変化の総合的指標に
もなります。そんな海鳥は絶滅の危機に瀕
しているものも多くいます。世界では実に
％の種がレッドリストに入っています。
日本ではウミスズメ、ウミツバメの仲間の
多くがレッドリストにあげられています。
人間によって一時絶滅寸前にまで追いやら
れたとしてよく知られているアホウドリも
そうです。鳥島に大量に生息していました
が、羽毛採取によって激減し、１９４０年
には絶滅したといわれていました。
現在、マグロハエ縄漁などによる混獲や、
油汚染、ねこ、ねずみによる補食で、多く
の種類が危機に瀕しています。これらの海
鳥を守っていくということは、海を大切な
資源と考えていくときに、その資源を守っ
ていくことに他ならないのです。人間によ
るインパクトを強く受けている瀬戸内海に
あって、上関海域はカンムリウミスズメ、
ウミスズメ、オオミズナギドリといった貴
重な海鳥が生息する重要な海域です。（以
上、北海道大学・准教授 綿貫豊さんのお
話から）

IB
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●カンムリウミスズメ
カンムリウ
ミスズメは、
１９７５年に
は天然記念物
に、１９９８
年には環境省
の レ ッ ド リ
ス ト で 絶 滅
危惧
種に、
２００７年に
は 宮 崎 県 の
レッドリスト
で絶滅危惧
II

4

日本に限らず近海は、人間の影響を大き
く受けるので、私たちは海洋生態系の変化
を知る必要があります。鳥の生活は人間の
生活と密着に結びついているのです。海鳥
はよく目につくので、それを見て海の中の
ことを知る手がかりとすることができます。
魚群探知機などが発達した今でも、漁師さ
んは鳥山をみつけて漁をします。
世界には３３６種（鳥９０００種中）の
海鳥がいます。ペンギンやペリカン、ミズ
ナギドリや、チドリなど つのグループが
含まれます。世界の４大漁場における調査
によれば、海鳥は人間と同じ位の魚を食べ
ている、重要な捕食者です。海鳥たちは、
魚（特に青魚が多い）、オキアミ、動物プ
ランクトンなどを食べています。どれを選
ぶというよりは、たとえば、ウトウの餌を
みると、マイワシが多いときはそれを、温
暖化でカタクチイワシが増えるとそっちを
食べるというように調整しています。です
から海洋環境が変わると餌も大きく変わ
ります。海鳥は広大な海から生物多様性に
富み、生物活動の活発な場所、いわゆる
「ホットスポット」を探しだして、そこに

写真 鳥類・生態系研究者 飯田知彦

10

4

千葉 有紀子
文／ ニュースレター編集部

12

6

読者×読者、
読者×環境市民をつなぐ

持続的社会を目ざして活動する仲間たちです

一般財団法人地域公共人材開発機構
「地域公共人材」ってどんな人？
“地域公共人材”!? ―あまり
聞きなれない言葉かもしれませ
んが実は、みなさんの身近にい
るんですよ。
一般財団法人地域公共人材開
発機構では、
2009 年 11 月から京都府と協働
で「京の公共人材」未来を担う
人づくり推進事業をスタートし
ています。この事業は、未来の
地域公共人材を雇用し、地域公
共人材を育成するためのプログ
ラムを開発することを目的とし
ています。地域公共人材育成プ
ログラムの内容は、大きく分け
て以下の 3 本柱からなっています。
①公共政策系大学・大学院での
資格教育プログラム

インフォ＠エコ

② NPO、企業、地方自治体等で
の実践研修
③地域公共人材インタビュー
この三つの柱は、環境市民と
のかかわりも深いんです。①資
格教育プログラムでは龍谷大学
との共同プログラム「環境自治
体ガバナンス改革能力プログラ
ム」が開講され、機構職員も受
講 し ま し た。 ② 実 践 研 修 で は
2009 年度、2010 年度に一人ずつ
お世話になりました。③インタ
ビューでは環境市民事務局の有
川真理子さんに機構職員がイン
タビューし、地域公共人材図鑑
として機構のウェブサイトにて
公開しています。
地域公共人材とは、「こうした
い」という社会的課題や思いを

胸の内に留めているだけでなく、
" アクションに起こせる人 "、言
葉にできる人 " だと考えています。
となると、このニュースレター
の読者のみなさんも地域公共人
材の一人かもしれないですね。
団 体 の ウ ェ ブ サ イ ト URL
http://www.colpu.org/
（一般財団法人地域公共人材開発
機構 事務局 久保 友美）

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。

高木学校医療被ばく問題研究グループ、2008 年、高木学校、630 円（税込）
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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

イラスト

市民科学者として知られる故高木仁三郎さんの呼びかけで、
1998 年に「高木学校」（http://takasas.main.jp/）がスタート
した。本書は、医療被ばく世界一といわれる日本の医療被ば
くの実態やリスク、被ばくと発ガンの関係、無駄な被ばくを
なくすためになにをなすべきかなどについてわかりやすく解
説している。
福島の原発がまだまだ物議をかもしていて、これだけ大気中やら、水やらが汚
染だ、流出だと言っている時に、医療被ばくなんていいわと言うことなかれ。今、
頭の中にうごめく疑問たちに答えてくれる本だ。同時に今まで当たり前に受けて
いた、健康診断などのもろもろに、改めて怖さを覚える。
私たちはできる限り、被ばくを避けなければならない。それは「少ない線量な
ので問題がない」と言われている X 線だって例外ではない。積み重なれば、十分
影響が出てくる可能性はある。ん？ 今ニュースでよく聞く「X 線と同じ位なの
で心配はない」がいかに怖いか、それもこの本には書かれている。シーベルトと
ベクレルの計算の仕方も書かれている。まずは知ることから始めてみよう、その
上で選ぶのは私たち自身だ。
（文 / ニュースレター編集部 千葉 有紀子）

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︒

高木学校『受ける？受けない？ エックス線
CT 検査 医療被ばくのリスク』

（苦情？）あるいは「ここをもっとこうすれば」といっ

のですが、まだまだ至らないことばかり。記事の感想

デザイン

た提案など、会員の皆様の声をぜひお聞かせください。

（ニュースレター編集部 ／坂部 安希）
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にはいられませんでした。
（文／ニュースレター編集部
坂部 安希）

下司 智子

みどりの英会話では生徒を
募集しています。詳しくは
事務局まで。

良い記事が書けるよう日々精進したいと思ってはいる

!?

前 任のタッド 先 生 とは年 齢こそ 離
れている もののとて も 仲 良 し。 Ecoな 生 活スタイルも 気が合 う
Friendly
ポイントです。ペリン先 生の現 在の住
まいには庭はありませんが、台所で出
た野菜くずなどを使ってボカシ肥料を
作っています。 そのボカシをどう する
のかと尋 ねると、「タッドが庭のある

家に住んでいて、そこで畑を作っている
気負わず楽しむエコライフ
か
ら
持
っ
て
行
っ
てあ げるんだよ。 僕は
なんだ」 との答 え。 ボ
ボカシ maker
自転車︑ボカシ肥がキーワード
カシのお礼はタッド先 生が一生 懸 命 世
話をして育てた野 菜。 友 人 型 循 環シ
■森と泉に囲まれて
風、雪、嵐 どんな時でも 自 転 車です。 ステムといったところでしょうか。
時々、かっこいいオプション自転車パーツ
■英語を使って世界をもっと広げよう
カナディアンロッキーの山 奥、お 隣 やおしゃれな防 寒 用の帽 子などについ
講師を一年担当した感想をきいたと
は５㎞先という大自然の中の家に生ま 必 要 以 上の出 費 をしてし ま うのが悩
ころ、「みどりの英会話は英語を教え
れ、 鹿や 熊（！） とともに幼 少 期 を みなのだとか。
過ごしたペリン先生。 飲用水は家の傍
次にこだわっているのがプラスティッ ると同時に、日本の様々な環境に関す
に湧 き 出る泉の水だったというのです ク製品を避けること。 飲み物はマイボ る情報を得ることもできるのでとても
からまるでおとぎ話の世界のようです。 トル、レジ袋 を 断るなんて、ペリン先 楽しい」 と答えてくださいました。 授
歳でブリティッシュコロンビア州の都 生にとっては当たり前のこと。 服や靴 業では世 界 中の環 境 問 題についてディ
心 部へ引っ越したときには、薬 品 臭の までプラスティックを使っていない製 品 スカッションします。 その中から新しい
ひどい水 道 水にびっくり。 まったく 飲 を選ぶように心がけています。 ケミカ アイデアが見つかったり することもあ
むことができなかったそうです。
ルな素 材 を使っていない日 本の草 履や るそう。「 英 語は環 境について考 えた
りコミュニケーションをとったりするため
雪駄は先生の大のお気に入りです。
■悟空とアトムが待っている？
電 子 書 籍 も 先 生 お 勧 めのツール。 のツールと捉えて」 とペリン先生。
その後 進んだブリティッシュコロンビ 「日 本で英 語の本 は高 価、 中 古 本 も
■東日本大地震に思うこと
ア 大 学では英 文 学 を 専 攻。 フランス あるにはあるけれど流 通 量がとても
語・ラテン語・古 代ギリシャ語・日 本 少なく読みたい本があるとは限らない。 ペリン先 生が育ったバンクーバーも大
語など他 言 語による解 釈 を学ぶうち かといって遠くから本を取り寄せると 地 震 発 生の可 能 性が高いと言 われ続
に、言 語に対 する興 味が深 まり ます。 輸 送に多 くのエネルギーを使 うことに けている地 域です。 しかし 対 策が十
とりわけ日本 語にはドラゴンボールや なる。 そこで電 子 書 籍なんだよ。 紙 分にされているとは感じられず、反対
鉄腕アトムなどのアニメを通じて小さい も 必 要ないから森 林 破 壊 もしなくて に日 本は＂ 備 え万 全 ＂ な国だという
ころから親しんでいたので、「日本で英 す むし、実 際の本より 安 価だし言 う 印象を持っていたそうです。 それゆえ
語教師をすれば楽しいのでは」 と考え ことなしだよ」 と熱く語るペリン先生。 今回のような大惨事になったことに強
ていたところ、日 本の英 会 話スクール ＩＴツールオタクとの噂はこの際 聞か いショックを受けたといいます。
「カナダでは日照 量の問 題で適さな
が教師を募集しているのを見つけ即応 なかったことにしましょう。
い太 陽 光 発 電 も日 本では有 効、地 熱
募。 採 用されて来日 することとなり
発 電や潮 力 発 電ができる場 所もたく
ました。
さんある。 急にすべてを変えるのは難
■ Eco-Friendly
は毎日の生活の中に
し
いけれど、東北が再建されるために
も、今が再生可能エネルギーに変えて
いくよい機 会だと思 う 」 とのメッセー
ジを 下さいました。 先 生の信 頼 を 取
り戻せるような正しい選択を私たち一
人一人がしていかなければ、と思わず
8

みどりの英 会 話は「 環 境に関 する
あらゆるトピックスを英 語で学ぶ」 が
コンセプト。ペリン先 生 も普 段の生 活
の中で様々な環 境 負 荷 を減らす工夫
をしています。 まずは移 動 手 段。 雨、

麻里
有紀子
一樹
俊介
諒平
未奈

武田
千葉
内藤
松尾
村田
和氣

2 月号より、私を含め 4 人の新人がニュースレター

有川 真理子
大槻 達郎
風岡 宗人
久保 友美
駒 ゆき香
坂部 安希
角出 貴彦
鷹野 圭

編集部に加わっています。先輩方の情熱を見習って、

（五十音順）

編集部

編集後記

ペリン・リンデラウフさん
no.71

カナダ出身。環境市民で月 3 回開講してい
る「みどりの英会話」講師。笑いの絶えな
い授業は、先生の明るくてちょっぴりオタ
ク（？）なキャラクターの成せる技。

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 2012 年 3 月 31 日となります。

今年も、6 月 18 日（土）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、2010 年度社員だった方で 2011 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。
ウェブサイトトップページ > 環境市民とは > 組織概要 > 定款

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

2011 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）

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、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
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
植物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

