11
2012
No.234

市民の発信で持続可能な社会をつくる

特集：
容器包装リサイクル法の
2013 年度改正を前に
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Reduce
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Reuse

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/

20周年
20th Anniversary

¥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。
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Recycle

facebookやってます！
https//www.facebook.com/kankyoshimin

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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コンビニでも NO レジ袋を！

No.41

コンビニでも
NO レジ袋を！

コンビニで商品一つ買ってお金を出そうとした時、
既に真新しいレジ袋に商品は入れられていて、
「しまっ

特集：容器包装リサイクル法の 2013
年度改正を前に
03-08

た、袋はいりませんと言うのを忘れた」と思った経験
はありませんか。コンビニのレジでバイトをしている
身としても、一連の流れ作業で袋の束に手を伸ばし、
さっと商品を詰める癖がついていて、「しまった、袋
の必要の有無を聞き忘れた」と思うことがしばしばあ

行事案内
とれたて

09-10
環境市民

11-12

ウチの暮らしから脱・原・発！ 持続可能で豊か
な社会をつくる住まいの連続講座

グリーンウォッシュをなくそう！
モニター募集

ります。
コンビニの前のごみ箱
がいっぱいになったので（写
真右）、新しい袋と交換し
ようとするとき、中身を
取り出しただけのきれい
なレジ袋が捨てられてい

13

るのもよく見かけます。
「こ
の 袋、 必 要 な かった の で
は？」胸が痛みます。

いいね！ 省明スポット全国マップ
いいなと思う明るさの " 省明写真”募集
〜あなたの投稿が原発のない社会への
チカラに！〜
14
読者交流コーナー

みどりのかわらばん

15

コンビニのレジ研修の
際には、お客さんが不便を感じないように袋に入れる
こと、と習いました。「乳母車を引いているお母さん
には、袋を二重にすること」
「生理用品を買ったお客さ
んには茶袋に入れた上でレジ袋に入れること」。気づ
けば、「お客様第一＝レジ袋に入れること」が染み付
いていました。しかし、わずかながら、２割ほどのお
客さんは、エコバックや使用済みの袋を取り出し、
「こ
こに入れてもらえますか」と言ってくれます。その姿
を見て私はそれ以降、レジ袋に入れる必要性を感じな
いときにはお客さんに「シールでよろしいですか」と
積極的に聞くようになりました。
ある時外国のお客さんが、大きな商品を数点持って
レジに来ました。レジを打ち、袋に入れようとしてい
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特集：ファストファッション（仮）

ると、「日本は包装が多いなあ」と苦笑した顔で、袋
は不要だと手を振ってくれました。日本の意識の低さ
を感じ、恥ずかしかったです。
また、上海で日系のコンビニに行った際は、レジ袋
にバーコードがついました。海外店舗でレジ袋有料化

最近では「ファストフード」ならぬ「ファストファッショ

が可能であれば、親元の日本でも可能なはず。有料化

ン」という言葉をよく耳にします。手軽に・安く・どこで

が実現するまで、店員とお客さんが協力して「NO レ

も、洋服を購入できるようになりました。しかしその一方

ジ袋」を進めていかねばと思いながら、今日もレジに立っ

で衣服のもたらす環境負荷も深刻です。今回は私たちの一

ています。

番身近にあり、意外と知られていない衣服の環境問題につ
いて大量生産・大量消費の視点から迫っていきます。
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特集：容器包装リサイクル法の２０１３年度改正を前に

特集：容器包装リサイクル法の
2013 年度改正を前に
1995 年制定された容器包装リサイクル法（以下、容リ法）が、来年にも改定されようとしています。私た
ち市民の日常生活にとても身近な法律ですので、この法律の成果と問題点、次回改定の焦点について、みて
いきましょう。

次回の容器包装リサイクル法改定に向けて
（文/環境市民 事務局長

堀 孝弘）

ンから 42.6 万トンへと増加するなど、ほとんどの資

容リ法制定の背景

源が大きく資源化量を増やしました。
容リ法制定の背景のひとつとして、家庭やオフィス

成果として、埋め立て処分地の延命があげられます

などから出るごみ（一般廃棄物）の増加により、ごみ

最終処分ごみ（埋め立てごみ）の量は、容リ法制定前

の最終処分地の残余量が逼迫したことがあげられます。

の 1991 年度の 9100 万 m3 から、2009 年度は 1400

1991 年度末には、最終処分地の残余量が全国で 1.9

万 m3 へと大きく減少し、最終処分場の残余量も 19.3

年分しかないといった状況になっていました※ 1。

年に延びました※ 4。

また、家庭から排出されるごみのうち、容器包装
は重さでは２割程度ですが、かさ（容積）でみた場合、
約６割を占めます。かさばるごみは収集効率を悪くし、
ごみ処理にかかるコストを押し上げていました。
なにより、1970年代に２度の石油ショックを経験し、
容器や包装の多くに使用されている有限な資源の枯渇
が、強く意識されるようになったこともあります。

容リ法の成果
容リ法は、市民が排出したごみのうち、資源として
活用できる容器包装のリサイクル責任（再商品化義務）

図１

日本の一般廃棄物の推移

を、容器包装や中身商品の生産者、それを販売する小
これまで全面的に行政
（市
売り事業者※2にも課すもので、

容リ法の問題

区町村、以下同じ）が負っていた市民排出ごみ（一般家
庭系廃棄物）の処理責任の一部を事業者に課したこと

ただし、良い面だけではありません。成果がある一

は、画期的であったと言えますし、その後の家電や自

方、問題もあります。それらについて、みていくこと

※3

動車などのリサイクル法の整備に影響を与えました 。
※ ※※※厚生白書 1992 年版
※ ※※※以下、これらをまとめて、事業者と表記
※ ※※※公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 WEB サイト
より

にしましょう（以下の数字は便宜上付けたもの。重要
性等で並べたものではない）。
111材質によって、事業者責任が発生する容器としな
いものがある。

ま た、 再 資 源 化 量 も 大 き く 増 え ま し た。 例 え ば

アルミ缶、スチール缶、牛乳パック（同様の容器で

1997 年と 2011 年の比較では、ガラスは 11.8 万トン

あれば中身が牛乳であるかは問わない）、段ボールな

から 32.8 万トン、PET は 8,400 トンから 15.4 万トン、

どは、どれだけ使用しても、生産者・小売り事業者の

紙製容器包装（牛乳パックを除く）は 1 万トンから 2.6

リサイクル責任は発生しません。売りっぱなしでも良

万トン、PET を除くプラスチック容器包装は 4.4 万ト

いのです。
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222事業者責任が発生するPETボトルやガラス容器も、
事業者負担はとても軽い。
特集：容器包装リサイクル法の２０１３年度改正を前に

PET ボトルやガラス容器などは、容器包装や中味商

に引き取りに来てもらいます。
文字で書けば簡単なことのようですが、何万人とい
う地域住民から、さらには行政区内の隅々まで回収し

品の生産者には、リサイクル（再商品化）義務が発生

てまわるのは、たいへんな労力です。また、集めた「資源」

しますが、委託金を払って、「指定法人」と呼ばれる団

のなかには多くの雑物も含まれています。それらの除

体にリサイクルを委託することができます。その委託

去と処分もたいへんな作業です。

金は、材質ごとに各年度定められます。
PET ボトルの場合、2012 年度の事業者責任は 1kg
あたり 3.4 円※ 5 に設定されていました。1.5 ℓボトル
の重量が 50g 程度ですので、１本あたりに換算する
と 0.17 円。図２をみてもらうと、いずれの容器もわ
ずかな金額であることがわかります。これだけの負担
で、リサイクル義務を果たしたことになります。この
金額は年度によって変わりますが、PET ボトルは、年々
事業者負担が少なくなっています。
また、リサイクル義務が発生する容器包装の量も、
全国のリサイクル関連施設の処理能力や全国の市区
町村の分別収集計画量の範囲内（いずれか少ない方）
までとなっていて、それ以上にワンウェイ容器が流通
しても、リサイクル義務が増やされることはありま
せん。
※ ※※※環境賞資料より 資源・リサイクル促進センター WEB よ
り
※ ※※※日本容器包装リサイクル協会が毎年定め、事業者から徴
収するリサイクル委託金

図３

日独・行政と事業者、それぞれの責任範囲比較

444消費者は、ワンウェイ容器の利用の多寡に関わらず、
リサイクル費用を負担しないといけない。
行政負担とは、税金による負担を意味します。利用
者負担ではなく、住民全体での負担です。ワンウェイ
容器に入った商品を 1 日 3 本利用する人と、3 日に 1
本利用する人では、その差は９倍。多く利用する人は、
ほとんど利用しない人も、同じように負担しなければ
なりません。
例）3 日に 1 本の利用と
1 日に 3 本の差

この差
9倍

図２

ワンウェイ容器のリサイクル委託金（2012）
3 日に 1 本

333行政の負担が相対的に大きい
行政は、地域住民に資源ごみの分別排出を周知し、
定められた曜日・方法で資源ごみを収集します。地域
住民に見えるのはここまでですが、収集後の雑物除去、
さらに 10 トン程度貯まるまで保管するなど、リサイ

4

1 日に 3 本

5 日に１本と１日に 5 本であれば、
その差は 25 倍
図４

３日に１本と１日３本の差

555ワンウェイ容器に対してやさしく、リユース容器
には厳しい。

クルしやすい条件を整えるところまでが容リ法におけ

リユース容器を使って商品を販売した事業者が、使

る行政の役割です。10 トン程度貯まれば、再生業者

用後の容器を自主回収した場合、指定法人へのリサ
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イクル委託金の支払いは免除されます ※ 6。ただし、

維持などの機能を果たしています。ドイツの仕組みは

90％程度回収しないと、「自主回収した」と認められ

リサイクルを円滑にまわすことを目的にしているので

ません 。そのため、自主回収をしていても規定の率

はなく、容器包装の削減を目的として設計されていま

に満たなければ、リサイクル委託金の支払いが免除さ

す。日本の容リ法の場合、「リサイクルの流れを滞り

れず、二重に負担が発生します。

なくまわすこと」が目的化しているため、材質によって、

※ ※※※容器包装リサイクル法第 18 条より
※ ※※※容器包装リサイクル法に関する施行規則第 20 条、「自主
回収の認定に係る回収率は、おおむね 90% とする」

特集：容器包装リサイクル法の２０１３年度改正を前に

※7

事業者責任が発生する容器としないものが生まれてい
ます。ただし、有償で引き取られるからといって、そ
れで市町村が潤うわけではありません。リサイクルで
きる条件を整えるために、各地の市町村は、費用や労

問題を掘り下げると、容リ法はリサイクルを
円滑にまわすことが目的…
なぜ、問題「１」のように、材質によって、事業者責

力など大きな負担を負っています（図 6）。
※ ※※※DSD(Duales System Deutschland) 社。包装材に関連する
業者が共同で設立

任が発生する容器としないものがあるのでしょう。そ
れを考えるのに、問題「２」と「３」を掘り下げてみます。
問題「３」で「10 トン程度貯まれば、再生業者に引き
取りに来てもらいます」と書きましたが、ここで事業
者責任が発生するのは、再生業者が引き取る際、「逆
有償」が発生する材質だけ。引き取り時点で、再生業
者がお金を払って買い取っていく場合（有償引き取り）
は、事業者責任は発生しません。つまり、リサイクル
の輪がとぎれなくまわるなら、リサイクル責任は発生
しないのです。アルミ缶やスチール缶、牛乳パック、

図5

リサイクル委託金日独比較

図６

京都市のリサイクル費用

段ボールは、有償で引き取られます。こういった容器
包装は、事業者へのリサイクル責任は発生しません。
事業者に課せられるリサイクル委託金を、海外と比
べると、考え方の違いがよくわかります。世界に先駆
けて、容器包装リサイクルの負担を、事業者に課す法
律を制定したドイツと日本を比べると、日本のリサイ
クル委託金の少なさが一目瞭然でわかります（図 5）。
ドイツの場合、アルミ缶やスチール缶にも事業者責任
が発生します。ドイツの場合、行政のごみ収集とは別に、
容器包装だけの収集システムを整備しました。その運
営は、容器包装に関わる企業の共同出資で設立された
リサイクル代行企業※ 8 が、容器包装を使用する企業
が徴収する委託金でなされています。行政は回収や選
別など、リサイクルに全く関わっていません。リサイ

容リ法制定後もワンウェイ容器は増え続けた

クル委託金が日本より高いのは、このためです。リサ
イクル費用は商品代に含まれ、利用者が商品代の一部

1980年代はスチール缶、90年代前半まではアルミ缶、

として負担しています。行政負担がないので、問題「4」

それ以降は PET ボトルが増えるなど、容リ法施行以

であげたような「利用しない人までリサイクル費用を

降も、ワンウェイ容器は増え続け、増える消費を追い

負担しないといけない」といった不公平は発生しません。

かけ続ける状況が続いています。大量生産・大量消費

リサイクルを代行する企業への委託金が高いことが、

の流れは変わらず、大量廃棄の一部をリサイクルに置

容器包装の総量抑制、材質の簡素化、リユース容器の

き換えたといえます。容リ法によって、「循環資源」は
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増えたとしても、「持続可能な社会」からはかえって遠

資源が減り、エネルギー消費が減ってもおかしくあり

ざかっているといえます。

ません。ところが日本全体でみた場合、まったくその

特集：容器包装リサイクル法の２０１３年度改正を前に

ようにはなっていません。
図９をみてもらうと、たしかに循環資源量は増え、
廃棄物・最終処分量は減っています。一方、海外から
の資源輸入量とエネルギー消費量は増え続けています。
大きく減っているのは国内資源の利用量。先に述べた
ように、「循環資源は増えたが、持続可能な社会から
遠ざかっている」状況は、身近なリサイクルだけでなく、
国全体でみても同様であることがわかります。
図７

缶飲料と小型 PET の伸び（2002 年まで）

大事なことは３Ｒのうち、２Ｒ
リサイクルそのものを否定することはありませんが、
「リサイクルを円滑にまわす」ことが目的になった場合、
大事なことが見落とされ、おかしな方向に進んでしま
います。よくごみ処理の大事なキーワードとして３つ
のＲが紹介されます。ごみの発生を抑えるリデュース、
使用後の容器等を（元の形のまま）何度も使うリユース、
溶かし潰して資源として活かすリサイクル、この３つ

図８

PET ボトルの生産量と回収率の推移

循環資源は増えたが、持続可能な社会から遠
ざかっている

の文字の頭をとって３Ｒと形容されています。
しかしながら、リデュースやリユースは置き去りにされ、
リサイクルばかりが注目されてきました。これから大
切なのは初めの２つのＲ（リデュースとリユース）。こ
れをしっかり見据えたうえで、来年の容リ法改定を求

少し大きな視点で、「循環型資源」の実態をみてみ

める働きかけが必要です。

ましょう。よくリサイクルの説明で「リサイクルが盛
んになれば、資源の有効利用がはかれ、エネルギー節

次回の容リ法改定に向けた市民の活動

約にもなる」などのことが言われてきました。という
ことは、リサイクルが盛んになれば、海外からの輸入
資源循環は盛んになっても、輸入資源もエネルギー消費も増えている

環境市民も構成団体として加入する市民団体の全
国組織、容器包装の３Ｒを進め
る全国ネットワーク（事務局所在
地・東京都千代田区、以下、３
Ｒ全国ネット）は、2012 年 7 月、
来年の容リ法改定に向けて「市
民案（第一次案）」を作成しまし
た ※ 9。それをたたき台として、
各地の市民から意見を集める地
域政策研究会を、今秋、全国の
市民団体と協力して開催してい
ます。京都でも環境市民が中心
となって、８月２７日の午後、
京都府立大学の山川肇准教授や

6

注）上記の「循環利用量」には、建設廃材など産業廃棄物を含む

京都市ごみ減量推進会議副会長

図９

山内寛氏、ごみ減事務局スタッ

日本の物質フロー
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（（（（３Ｒを推進する仕組みづくりにあたって

いただき、「市民案（第一次案）」に対する意見を出し

は、その仕組みの根底を支える国内のリ

合いました。このような会議が各地で開催され、そこ

ユース産業、リサイクル産業の持続的な

で出された意見を反映させた第２次案を 12 月以降作

発展に寄与するよう配慮する。

特集：容器包装リサイクル法の２０１３年度改正を前に

フ、全国びん商連代表吉川康彦氏ら 10 数人に集って

成し、政府に提出することになっています。
※ ※※※「市民案（第一次案）」は、下記 URL からダウンロードで
きます。大量リサイクルから 2R 優先へ . 役割の見直しと
新しい主体間連携 www.citizens-i.org/gomi0/proposal/
img/20120706shiminan01.pdf

「基本となる考え方」を実現するために
上記の「基本となる考え方」の各項目を、もう少し

容リ法改定に向けた市民案
（第一次案）の「基本となる考え方」

詳しくみていきましょう。
（3）、リサイクル費用を製品価格に内部化すること
を求めています。これにより、購入者が利用量に応じ

３Ｒ全国ネットの容リ法改定に向けた市民案
（第一次案）の中から、「基本となる考え方」を下
記します。

てリサイクル費用を負担することになり（受益者負担）、
公平な負担の仕組みが実現します。
（4）、アルミ缶、スチール缶、段ボール、紙パックは
有償で引き取られるとはいえ、行政が大きな負担を担っ

（（（（すべての容器包装は、３Ｒの優先順位が
配慮されて設計されること。
（（（（廃棄された又は使用済みの容器包装は、
リユースされるかリサイクルされること
を原則とする。

ていることに違いはありません。（３）に記した受益
者負担が実現すれば、リサイクルに係る行政負担を少
なくすることができます。
（5）、リサイクル費用負担だけでなく、労力につい
ても事業者の役割の拡大を求めています。図３を見て

（（（（リサイクルは、分別収集から再商品化に

ください。行政の役割を、左から２つ目の「市民から

至る全ての過程において、事業者が責任

の回収」にとどめ、それより右を事業者の役割にしよ

を負う。事業者は、自ら自主回収するか、

うというものです。

市町村の分別収集費用を負担することで

また、先に「容リ法の問題」の「３」で紹介したよう

責任を果たす。分別収集費用を含めリサ

に、現状、事業者責任は市町村の分別収集計画の総量

イクル費用を製品価格に内部化すること

か、全国のリサイクル施設の処理能力の範囲までしか

で、消費者も事業者とともにリサイクル

設定されませんが、市民案では、各事業者の「販売総量」

費用を負担する。

に基づいてリサイクル義務を設定することを求めてい

（（（（現在再商品化義務を免除されているアル

ます。

ミ缶、スチール缶、段ボール、紙パック

（6）は、2006 年の改定時も焦点となりました。「行

についても事業者が分別収集費用を負担

政負担が大きい」といっても、市町村によって容器包

する。

装リサイクルにかかる費用策定の範囲が大きく違い、

（（（（分別収集後の一次選別と保管を、市町村
から事業者の役割に移管する。
（（（（市町村は分別収集の効率化に努め、廃棄
物会計を公開する。

費用に大きなバラつきが発生していました。そのため、
行政負担の改定について議論を深めることができませ
んでした。市町村に対しては、廃棄物会計に基づく統
一的な算定を求めるともに、リサイクル委託金を市町

（（（（集団回収、店頭回収、特定事業者の自主

村に配分する際には、効率的な回収をしている市町村

回収など、市町村の分別収集以外の回収

をモデルに算定した「標準費用」を基準とします。こ

方法の拡大に務める。

れにより市町村にも、より効率的な回収を実現するよ

（（（
（ リサイクルは「容器to容器」や、プラスチッ
クの素材別選別を優先するなど、リサイ
クルの質を向上させる。

う働きかけます。
（8）、リサイクルといっても、燃やして熱エネルギー
を回収する「サーマルリサイクル」から、元の容器と
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同じものをつくる「水平リサイクル」まで様々あります。
できるだけ、元の容器と同じものを作るならば、容器

他には、小売事業者におけるレジ袋の無料配布の禁
止と、有料化の法制化を求めています。

製造にかかる新資源投入量を抑制できると考えられま
特集：容器包装リサイクル法の２０１３年度改正を前に

す。

持続可能な社会実現のため、単にリサイクルが進展

（9）、リユースの要件の「おおむね90％」を「70％程度」

すれば良いわけでなく、リデュースやリユースが必要

に引き下げることや、行政機関におけるリユース製品

であることは多くの人が気付いています。その気付き

の優先的使用を求めています。また、リユース容器の

を現実のものにするため、次回の改定は大きな意味を

規格統一のためのガイドライン策定などを国に求めて

持ちます。

います。

やってみました！
お弁当からでるごみはどれくらい？
私は平日のお昼ご飯のほとんどは家から持参し

に個別のトレーに入れられている。もし、冷凍食

たお弁当を食べています。出来上がったお弁当を

品を使わなかったら……。野菜が裸売りされてい

ただ食べるだけなので、お弁当から出るごみのこ

るのを買えば……。

とはあまり気にしていませんでした。

その反省を踏ま

普段通りのお弁当のおかずの半分ほどは冷凍食

えて次の日は自分

品で埋め尽くされ、あとは昨日の晩御飯の残りが

でお弁当を作りま

少し。たまに、朝作ったものが入っているという

し た。 私 が 決 め た

のが定番です。

ルール は 冷 凍 食 品

ある日のお弁当から容器包装のごみを見てみる

を使わないという

と、まずコロッケはスーパーで購入した出来合い

こ と で す。 中 身 は

のもののためプラスチック製の容器ごみ、もうひ

昨晩の残り物のも

とつのフライ物は冷凍食品で外袋と個包装された

やし炒めと朝作っ

トレーのごみがでます。さらにたまごパックや野

た白菜の炒めもの

菜がつつまれていた透明のビニール、ふりかけの

と卵焼きです。このときに出た

袋など、たった一つのお弁当を作るというだけで

ごみはもやしの入っていた袋と

出てくるごみの量がこんなに多いとは気にしたこ

卵パックだけです。白菜はスー

とがなかった

パーで購入する際に裸売りされ

Before...

After!

約 40cm

私にとってか

ているものを選びました。ご

なり驚きでし

みの量はスーパーの小さいレジ袋一つ分ほどでした。

た。ごみをま

昨日より少ないのがよくわかります。買い物する

とめてみると

ときにまず、容器包装ごみが少なくなるように選ぶ。

だいたいスー

作るときにもごみが少なくなるように考えて作る。

パーの大きなレジ袋一つ分

この二つでかなり変わるなと私は思いました。忙

ほどになりました。何か無

しい朝に一からおかずをつくり、冷ましてお弁当

駄に出てしまっているごみ

約 50cm

につめるというというのは大変だということも今

はないだろうか。例えば冷

回よくわかりました。まずは、ごみが出にくいよ

凍食品を使えば外袋だけで

うなものを選んで作っていくことを考えたいです。

なく、ひとつひとつが丁寧

（文 / ニュースレター編集部

尾添 麻美）

この特集は、堀 孝弘、高椋 草美、尾添 麻美が担当しました。
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行事案内
京 環境市民「写真コンテスト」を
はじめました！

皆さんの自慢写真をお寄せください。優れた作品は、
ニュースレター等の表紙写真に使わさせていただきます。
いわゆる一般のコンテストではなく、自然の美しさ、
子供たちの笑顔、植物の美しさ、動物の生命力、人々に
感動を与える光景、環境保全へのアピールなど、より多
くの皆様から「自慢の一点」を応募していただくのが趣旨
です。募集要領は次の通りです。
＊応募期間：2014 年 3 月まで
＊応募資格：会員（法人会員の社員様も含む。また、環境
市民のイベントに参加された方や活動、趣旨にご賛同い
ただける方ならどなたでも結構ですが、必ずご本人の撮
影品に限ります）
＊応募作品：デジタルカメラ・フィルムカメラや携帯で撮
影した作品でもＯＫで、カラー・モノクロを問いませんが、
必要以上の加工等はご遠慮ください。
＊提出方法：データ送信、またはプリント品での提出
（プリントの場合は、原則 2 Ｌサイズとし、作品の返却は
応じかねます。尚、採用する場合は、画像データ、フィル
ム等印刷に適したものを再提出をお願いする場合があり
ます）
＊作品の評価：環境市民の会員等で、3 か月毎 ( 予定 ) に
評価会を開催して決めます。（作品の構図等の評価だけで
なく、面白さ、斬新さ、アピール力等も重要視します。評
価会は事前にご案内しますので、ご参加を歓迎します。また、
優秀作品展も検討しています）
＊作品の権利等：撮影者に帰属しますが、ニュースレター
等無料で配布するものについては報酬はありません。営
利目的の出版物等に使用する場合は、応募者と協議させ
ていただきます。
＊問合せ：小出廣行
データ送信等は hiroyukikoide2010@gmail.com へ

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。ぜひお気軽にご参加ください。
＊とき：11 月 29 日（木）午後 2:00 から 7:00 頃まで
＊ところ：環境市民京都事務所

京 上映会『シェーナウの想い』

－自然エネルギー社会を子ど
もたちに－

原発事故から二度目の秋を迎える今、エネルギー、暮
らしについて 一緒に考えてみませんか？ 子どもたちの
未来を守るため、ドイツの小さな町の住民達が立ち上がり、
市民の手により電力会社を設立、エネルギー自立地域が
生まれた物語です。困難に見舞われながらも、子どもた

京 環境市民 東 環境市民東海 滋 環境市民滋賀
ちの未来のためにあきらめなかった市民の力に、勇気や
元気をもらえる素敵な映画です。
＊とき：11 月 4 日（日）午後 2:00 から 4:25
＊ところ：京町家さいりん館（室町二条上ル）
＊開催協力費：600 円 ( お茶お菓子つき。環境市民会員
100 円引） ＊定員：30 人（先着順） ＊申込み：必要
＊問合せ：環境市民事務局またはradio@kankyoshimin.org
＊企画：環境市民 シェーナウの想い上映会チーム

京 ちくちく手仕事♪

ぬいカフェ第 11 回
「めざせ手作り市 出店！」

1 月からここまでいろんな作品を作ってきました。春
には集大成として、手作り市への出店をしましょう！今
回のぬいカフェは、出店のための企画会議＋作品づくり。
これまで作ってきた針山、箸袋、お弁当袋、水筒カバーなど、
どんなものを出したいか相談し、作り始めます。
それ以外の縫い物や編み物をしても OK。初心者にも針
の持ち方から丁寧に指導します。体にうれしい手作りの
おやつつき♪
＊とき：11 月 9 日（金）午後 1:00 から 4:00
＊ところ：環境市民京都事務所 ＊参加費：500 円
＊持ち物：
・裁縫道具
（針、
指ぬき、
はさみ、
チャコペンなど）
。
ない方には一部お貸しできます。・作りたいものや直し
たいものがある人は、その材料と現物。
・これまでの自分
の作品や、作ってみたいものの見本。
（持ってこられる方
だけで OK）
。※足りない材料はご用意できます。事前に
お知らせください。
（材料費別途必要）
＊定員：8 人（申込み先着順）
＊申込み：11 月 6 日（火）までに、名前、電話、FAX、メー
ルアドレスをご連絡ください。
nuicafe@kankyoshimin.org（担当：池田、南村）

京 リデュース、リユース（２Ｒ）
活動実践者養成講座

環境問題といえば、
エネルギーへの注目は高まりましたが、
ごみ減量活動への関心は、
少し薄くなったように感じます。
リサイクルは普及しましたが、
ごみ問題は解決するどころか、
新たな問題も生まれています。
これから本当に必要なのは、ごみをそもそも出さない
リデュース、リユースの２Ｒ！
本講座は、２Ｒの先進事例に学び、受講者がそれぞれ
の地域で実践するプログラム開発をめざす講座です。
◆第 1 回 第一線の実践者・研究者から、ごみ減量をめ
ぐる現状と課題を学ぶ
＊とき：11 月 24 日（土）午前 10:00 から午後 4:45
＊ところ：京都私学会館（京都市下京区）
＊講師：京都市環境学習センター（京エコロジーセンター）
館長 高月 紘氏
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京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 環境科学学科
准教授 山川 肇氏／京都市ごみ減量推進会議事務局ス
タッフ 齋藤 友宣氏／ NPO 法人地域環境デザイン研究所
ecotone 代表理事 太田 航平氏

ルプログラムに取り組んでいるアイルランドから、自治
体や企業との連携のもとエコスクールプログラムを運営
している An Taisce The National Trust for Ireland ＊（ア
イルランド アン・タイス）のコーディネーターをお招きし、
先進事例を含めた国内外の取り組みを紹介します。

◆第2回 グリーンコンシューマーの考えを「買い物ゲーム」
の体験で学ぶ
＊とき：12 月 1 日（土）午前 10:00 から午後 4:45
＊ところ：龍谷大学ともいき荘（京都市上京区）
＊講師：NPO 法人環境市民 代表理事 杦本 育生

＊アイルランド An Taisce（アン・タイス）1948 年にアイルランド人自然学者で
歴史家の Robert Lloyd Praegar 氏により設立。アイルランドの遺産の保護、保全を
目的に活動している非政府組織で、自治体や企業との連携のもとエコスクールプロ
グラムを運営している。＊エコスクールは、日本では 2009 年にスタートしました。

◆第3回 実践プログラムを完成させよう。仲間を広めよう。
＊とき：12 月 8 日（土）午前 10:00 から午後 4:45
＊ところ：京都私学会館（京都市下京区）
＊対象：高校生以上、原則全回参加可能な人、ごみ問題
に関心があり、減量活動を実践している人、実践しよう
としている人、環境 NPO（環境系学生サークルを含む）
、
行政、企業環境担当者など
＊定員：25 人 ＊締切：11 月 16 日（金）
＊参加費：1,000 円（全 3 回通し 配布教材費を含む）
＊主催：独立行政法人 環境保全再生機構 地球環境基金
企画運営：NPO 法人環境市民 ＊申込み：必要 ＊後援：
京都府、京都市、きんき環境館、京エコロジーセンター、
京都市ごみ減量推進会議、グリーン購入ネットワーク、京都
グリーン購入ネットワーク、滋賀グリーン購入ネットワーク

滋 秋の木の実の観察会
皇子山公園内の植物やその近辺の林の植物観察会を行
います。特に、時期的にたくさんの木の実が観察できるので、
木の実について観察を行います。
＊とき：11 月 10 日（土）午前 10:00 から 12:00 ※雨天
中止 ＊集合：午前 10 時に大津市皇子山公園体育館前
＊服装：ハイキングのできる服装、ズック靴など
＊参加費：100 円 ＊申込み：滋賀事務所 ＊締め切り：
11 月 8 日（木） ＊共催：大津自然観察の会

（山口・京都・高知・長崎）

欧州の環境教育〜エコスクールの実践事例から〜

エコスクール先進国 アイルランド
からコーディネーター来日！
デンマークで 1994 年に生まれた環境教育の国際認証
ラベル「グリーンフラッグ」。
日本でもグリーンフラッグをめざす学校が、環境学習プ
ログラム「エコスクール」に取り組んでいます。
エコスクールは、狭い意味での環境学習にとどまらず、
将来のまちづくりを担う人を育み地域力を高めてゆく環
境学習プログラムで、今や世界 54 の国と地域、約 4 万校
で取り組まれています。
子どもたちが主体者となり、自らで決めた目標に向かっ
て活動するプロセスを大切にした内容は、考える力や行
動力を伸ばすとともに、保護者や地域の人たちにも参加
してもらうことで、地域とのコミュニケーション・連携が
はかれます。
本セミナーでは初等、中等教育機関の約88％がエコスクー
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＊対象：学校教育関係者、PTA 関係者、環境学習に関心
のある市民、NPO、教育研究機関、行政のまちづくりや
環境学習の担当者 ＊参加費：無料
＊主催：一般社団法人 FEE Japan、NPO 法人環境市民
＊後援：環境省（申請中）
、文科省（申請中）
、ESD-J（
「持
続可能な開発のための教育の 10 年」推進会議）
＜開催場所＞
○山形県高畠町
＊とき：11 月 29 日（木）午後 3:00 から 5:30
＊ところ：高畠町中央公民館 大会議室
＊定員：150 人 ＊協力・問合先：高畠町生活環境課
環境推進係 0238-52-1215
○京都府京都市
＊とき：12 月 3 日（月）午後 6:30 から 9:00
＊ところ：京エコロジーセンター１F（京都市環境保全活
動センター）
＊定員：60 人 ＊協力：京エコロジーセンター
＊問合先：NPO 法人環境市民 075-211-3521
＊後援：京都市教育委員会（予定）
○高知県高知市
＊とき：12 月 4 日（火）午後 6:30 から 9:00
＊ところ：公立学校共済組合 高知宿泊所 高知会館
＊定員：40 人 ＊協力・問合先：認定特定非営利活動法
人 NPO 高知市民会議 088-820-1540
＊後援：高知市教育委員会
○長崎県長崎市
＊とき：12 月 5 日（水）午後 6:30 から 9:00
＊ところ：長崎歴史文化博物館ホール
＊定員：140 人 ＊協力・問合先：環境カウンセリング
協会長崎 095-818-3305 ＊後援：長崎市教育委員会
＊申込み：お名前、ご所属、電話番号、FAX、ご住所、
参加する会場名を環境市民までご連絡ください。E-mail
でのお申し込みは件名を「エコスクール」として下さい。

栁本 邦子さん
（滋賀県在住）

かつて丹波篠山を訪れた際、木が枯れて森林が荒廃
していることに衝撃を受けたものです。国土の多くを
森に覆われた日本ですが、その管理は不十分。国には、
森林の積極的な管理と、各環境団体がより活動しやす
くなるような取りまとめをしてほしいと願っています。
個人的にはもし間伐のボランティアなどの機会があれ
ば、ぜひ参加したいです。

新入会／寄付
〈新入会〉栁本 邦子／干場 芳子／宮部 諒
〈寄 付〉イズミヤ（株）／大室 悦賀／義之 麻里
田浦 健朗

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

ウチの暮らしから脱・原・発！
持続可能で豊かな社会をつくる住まいの連続講座
すだれ

今年の 9 月から 4 回連続で開催中の「住まいの

そして日本の簾は日差しを避け、風を通す便利

連続講座」。前半が終了したところで途中経過を

な道具です。見た目にも涼しいだけでなく、実際

お知らせいたします。

に遮熱効果もあります。しかし現在では中国製の

3.11 が発生するまで、私たちは暮らしの中で
使われる電気がどこでつくられどのように送られ

安価な製品におされて日本製はかなり減っている
のは残念です。

てくるのか、ということをあまり考えてきません
でした。東日本大震災が私たちに投げかけた大き
な問い、それは「なぜこれほどまでに原発に頼ら
なければならなかったのか、原発に頼らない生活っ
て一体どんなものなのか」ということです。しば
らくの間休止していた自然住宅研究会ですが、今
年から活動を再開しました。新たなメンバーで考
えた当面の活動目的は「地球、地域、人に負荷を
与えない豊かな暮らし方と住まいをみんなで考え、
実践する場づくり」。そのための第一段階として、
仲間集めと「暮らしを、住まいを見直すための決意」
のきっかけを提供する連続講座を開催することに
しました。

サーモグラフィー
直射日光があたる部分は 51℃に上がったが、簾で遮ら
れた部分は 36.2℃だった

第一回
ドイツ・北欧のすまい・くらしをヒントに考える
持続可能で豊かな社会と " わたし " の関係
●講師：内田 洋子さん（認定特定非営利活動法人
NPO 高知市民会議理事長、本会理事）

お次はワークショップ。参加者が記憶を頼りに、
家具や物の配置を頭に思い浮かべながら、自身の
部屋の間取りを書き、ここが片付かない、あそこ
は埃がよくたまる、ここは風通しが悪くてカビが

内田さんの撮りためた欧州の写真の中でも特に

生えそうだと一人でブレストをします。そして、

記憶に残ったのが、スペインは Frigiliana の軒の

それはどうしてだろうと自作の図面とにらめっこ。

ない住宅。こちらの写真のお宅、陶器を白壁に

私たちは、それこそが住まいや暮らしを見直す上

配することで外の人の眼も楽しませてくれます。

での重要なきっかけになると考えました。

フ リ ヒ リ ア ナ

ちょっとした遊び心が暮らしを豊かにします。

第二回
自分で創る 気持ちのいいすまいとくらし
●講師：清水 陽介さん（どっぽ村エコワークスス
代表）、玉崎 洋子さん（主婦、セミセルフビルド
で自宅を建築中）

どっぽ村は自然豊かな滋賀県湖北町にあります。
主な事業は 3 年間で建築と農業の専門家に育て上
げる人材育成。その代表である清水さんは 1976
年から1979年にかけて海外を自転車で放浪され、
世界中の建築物を見てこられた実学派の建築士さ
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んで、お米を自産自消するお百姓さんでもありま

て電気を起こすか、というエネルギーについても

す。その清水さんに自宅の建築を依頼したのが玉

否が応でも考えるきっかけにもなるのです。

崎さん。でもそれは決して丸投げではありません
でした。

どっぽ村の清水さんは、
「買う・選ぶ」に対して「つ
くる」という選択肢を付け加えれば暮らしの多様

印象に残ったのは内装作業に入る前の作業場で

性が広がり、そこから個人の自立、地域の自立、

の玉崎さんの言葉。「運び込まれてくるモノが、

ひいては循環型社会につながる一連の動きが生ま

木と土と石だけなんよ～。ほやから最後に残るのも、

れる、と話します。つまり「つくる」は私たちの

木の切れ端だけ。それも鍋敷きにしたり、お客さ

暮らしや住まいに対して想像以上に大きな影響を

ん来たらこんな風にお盆にしたり……最後はパン

与えるということを気づかせてくれるのです。

焼く薪になるからホンマにごみが出ないんやわぁ」。

講座修了後はスタッフの手づくりお菓子とハン

この言葉以上に自然住宅の魅力を表現するものは

ドドリップのコーヒーを片手にざっくばらんに笑

ありません。その上、自分たちが作業に携わって

顔で言葉を交わす場が生まれ、これは第 3 回以降

いるので、仮に仕上がりの完成度が100％でなかっ

も期待できる講座になりそうだな、という予感が

たとしても、そこに文句や苦情は生まれません。

しました。

これは精神衛生上もとても有意義なことです。
そもそも「住宅」という言葉で多くの人が想像
するのは、モデルハウスを週末に家族で見学に行
き、ローンをどう組むかを夫婦で相談し、その物
件を買うかどうかを決めている場面だったりしま
せんか？

一方、自然住宅をつくるということは、

自らが企画、施工の全行程に関わること。
「選んで、
買う」だけではないのです。だからこそ、家をつ
くりながら、どこから水やガスを引き、どうやっ

だったら
もっとこう に…
いいの

（文／自然住宅研究会メンバー

西田 周平）

ニュースレターヒアリング会

環境市民ニュースレター編集部では「みどりのニュースレター」をもっと面白くするため
に意見を大募集しています。
当日、ヒアリング会にてニュースレター編集部員にぜひお聞かせください。環境市民ニュースレター編集部では
「みどりのニュースレター」をもっと面白くするために意見を大募集しています。
当日、ヒアリング会にてニュースレター編集部員にぜひお聞かせください。

｜とき：12月5日（水）午後7:00から 8:30｜ところ：環境市民京都事務局｜定員：8人（先着順）｜

申込み

お名前、電話番号（FAXあれば）、Eメールアドレス、
ご住所を電話・FAX・Eメールにて、以下
までお申し込みください。お申し込みの際、
タイトルにニュースレターヒアリング会とご記
入ください。
NPO法人環境市民

〒604-0934京都市中京区麩屋町通ニ条下る225第二ふや町ビル405

TEL：075-211-3521
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FAX:075-211-3531

E-mail：life@kankyoshimin.org

自宅でテレビを見ながら、新聞・雑誌を読みながら、
スーパーやコンビニで買い物をしながらできる環境市民活動 !?

グリーンウォッシュをなくそう！
グリーンウォッシュ・ウォッチャー募集
グリーンウォッシュと思われる広告をしらせてください

最近みなさんが見た、環境をアピールする製品
のコマーシャル、広告や表示で「これはほんとか
な?」「これは伝え方がまずいんじゃないかなあ

境配慮をしているかのように見せかける広告、表示
は「グリーンウォッシュ」と呼ばれています。
環境への取り組みを伝えたい、という企業の姿勢
は大事ですが、誇大な伝え方や間違った伝え方 を

?」と思った広告、表示はありませんか。

してしまうと消費者の信頼を失い、結果として環境

「〜を使わないからとってもエコ!」

負荷が少ない商品、サービスを選ぼうという消費者

「CO₂を出さない○○○製品、新発売」

を減らすことにもなりかねません。

「環境にやさしい製品○○」などなど......
そこで、「これはおかいしいな?」と 思った「エ
しかし、「ほんとにエコ?」と疑問に思うもの

コ製品」に 関する製品の広告、パッケー ジ表示、

や、環境の一側面だけのデータで「全ての環境負荷

ウェブサイトでの表示情報を環境市民に知らせてい

が下がる」ような誤解を与える伝え方をしているも

ただく「グリーンウォッシュ・ウォッチャー」を募

のもあります。このように、 不確かな情報や部分

集します。たくさんのご応募を待っております!

的な情報を伝えて、商品全体や企業活動全般を 環
【活動の趣旨と活動内容】…… 本プロジェクトでは、グリーンウォッシュをなくし、グリーン購入を促進、持続
可能な社会をつくるため、適切な環境表示を促すための社会的制度をつくります。また、消費者の、製品情報を見
極める力を高めるための働きかけを行います。

＊応募方法＊
モニターは、趣旨に関心がある方であればどなたでもなれます。
モニターになりたい方は１）お名前 ２）連絡先電話番号 ３）お住まい（都道府県のみ）４）連絡先
メールアドレス を書いてgreen@kankyoshimin.orgまで送ってください。

★グリーンウォッシュと思われる情報募集………………………………………………………………………………
グリーンウォッシュと思われる情報をよせてください。モニターにならない方でも、身の回りで
グリーンウォッシュではないか、と思われる情報がありましたら、以下のフォーマットを活用し、
green@kankyoshimin.orgまたはFAX 075-211-3531に送ってください。【〆切 2013年1月】
▼返信フォーマット
お名前：
1） どこの会社の表示・広告ですか：

参考：記入例
お名前（ペンネームOK）：山海太郎
1） どこの会社の表示・広告ですか：ハナ洗剤株式会社

2） どんな商品の表示・広告ですか：

2） どんな商品の表示・広告ですか：洗剤

3） どの媒体で見ましたか：テレビ / ラジオ / インター
ネット / 街頭の表示 / 製品パッケージ / 雑誌 /
本 / その他（具体的に：）
4） どんな表示・広告ですか（簡単に）：

3） どの媒体で見ましたか：テレビ

5） どこが変だな？と思いましたか？：

5） どこが変だな？と思いましたか？： 植物性のもの
から洗剤をつくったということをPRしているものら
しいのですが、洗剤が流れた後に、花が咲いたり、
生きものが増えたりすることはないと思うのです
が???

6） 連絡先
（お名前
（ペンネームOK）
メールまたは電話）
：
7）（可能であれば）広告や商品パッケージの写真
※ いただいた連絡先は、この件以外に使用することはあり
ません。内容の確認のために連絡をすることがあるかも
しれませんのでできる限り、連絡先をご記入ください。

4） どんな表示・広告ですか（簡単に）：使うと、排水
溝から川までの間にさまざまな花が咲いたり、たく
さんの生きものが表れるテレビ広告。
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へのチカラに！〜

のない社会
〜あなたの投稿が原発

x.php
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him
http://www.kankyos

今年、駅やビル内などさまざまなところで、照明が見直され、消灯されているところが増えました。しか
し、暗いな、と思うどころか、実際にその場を歩いたりしてみると、「これぐらいの明るさの方がいいな」
と思うところが結構あります。
それもそのはず。例えば、日本のオフィスの明るさの基準は750ルクス。一方欧米は200から500ルク
ス。日本は欧米とくらべて約３割も明るいのです※。
そこで、照明を省いた、今ぐらいの明るさがいいな！と思った場所の投稿を募集するウェブサイト「省明
スポット全国マップ」をオープンしました。
節電要請が終わっても、“省明”が続くように。
節電したところで「この明るさでいいな！」と思った場所の写真を送ってください。
みなさんの投稿が原発のない社会へのチカラになります。たくさんの投稿をおまちしています！
※JIS（日本工業規格）による。（参考）東京都 報道発表資料 2011年6月
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/2011/05/70l5r20b.htm

No. 2
投稿者：みかん
投稿日：2012-08-31
品川駅の構内です。行き
先を示すライトだけでも
十分なあかりでした。忙
しいビジネスマンにとっ
ては煌々とした灯りより
も落ち着くのでは？

No. 7
投稿者：ピークキャット
投稿日：2012-09-17
天井灯の蛍光管がところ
どころ抜かれています。
でも、ちっとも暗いとは
感じない。 むしろ落ち着
く感じ。ずっとこれでお
願いします。

。

団体も募集しています

このマップのよびかけ

一緒に省明スポットを増やしませんか？

希望される団体は、団体名、URL、担当者名、電話を問い合

わせ先までご連絡ください。
●呼びかけ団体にお願いすること……メールマガジン、ウェブサイト、Facebook、ツイッターなどでの
広報をお願いします。（テキスト、PRバナーはこちらからおくります）
●受付次第、随時よびかけ団体の名前を掲載します。
●今後について……ある程度まとまったら、メディアに広報を行います。
＜呼びかけ団体申込み&問合せ先＞
NPO法人環境市民 〒604-0934 京都市中京区麩屋町通ニ条下る225 第二ふや町ビル405
TEL：075-211-3521 FAX:075-211-3531
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読者×読者、
読者×環境市民をつなぐ

寄稿

やってみました !
エコ地蔵盆

エコ紙芝居を体験して
（文 / 一級建築士、京都市上京区在住

うちの町内は、子どもの数が少ない超高齢化町内会。地
蔵盆といっても子どものいる世帯は６世帯ほどです。だか
ら皆さん、昔は賑やかだったなどの話はされますが、今は
イマイチ覇気がない。
一日のイベントの数も少なく、子どもたちも家に引きこ
もりがちでした。お地蔵さんの前で一日子どもたちが楽し
く過ごせるように、何かイベントを考えないとつまらない
なと思っていました。かといって、仕事もしながら何かを
一からするっていうのも大変で何かよい案はないかと環境
市民へ問い合わせたら、エコ紙芝居があると聞き、借りに
いきました。
手作りの紙芝居で、エコロジーに関するテーマで物語が
作られています。私の頭には子どもを楽しませることが一
番にあり、人気アニメや童話の紙芝居をイメージしていま
したが、こんな面白いものがあるものだと俄然やる気が出
ました。
さて地蔵盆前夜、書斎にこもって一人でリハーサル。子
どもたちの年齢に合わせて少し修正を加えて話し方を考え
てみました。それでも 5 歳以下の子には難しいかな？なん
て思い、小学校低学年を対象に話し方を設定しました。
さあ地蔵盆当日、午後から紙芝居の始まりです。練習の
成果かリラックスした気分で子どもたちを待ちました。今

冨家 裕久）

までにない出し物なので子ども
も大人もどんなものかとたくさ
ん集まってきてチョット驚きまし
た。あれ！でも肝心の小学生が
いません。なんと少年野球に全員持っていかれました。集まっ
た子は 0 歳から 6 歳まででした。急遽、話し方を練り直し
てわかりやすい話をしようと脂汗をかく。
空き缶ごみの話と水の循環の話の二つの紙芝居をしまし
た。難しい話かなと思いつつも、読んでいると子どもの顔
の輝いていること！
ものすごく集中して聞いています。こんなこと経験した
ら保育士でもやりたいなって思うぐらいやりがいを感じま
す。お話の中でクイズを出したり、結論はなんだったのか
質問を出したりすると、みんな口々に答えてくれます。正
確に理解している子、チョットわかっていない子、兄弟に
教えてもらっている子。まぁこんなやり取りを町内のお年
寄りも頷きながら聞いています。みんな楽しそう、そして
ごみを出してばかりではダメだし、水の無駄遣いもだめっ
てことはみんな分かったようです。
うちの町内は今年の夏から、ごみの量が減るかな？ た
だの娯楽に終わるよりは有意義な時間であったと思います。
紙芝居、ありがとうございました。

みどりのお便り
10 月号のニュースレターで取り上げられていたグリーン
ウォッシュの記事を興味深く拝読しました。私の勤めてい
る会社も微々たる活動ではありますが、社会貢献の一つと
して「環境保全活動」を行っています。
こちらの活動を広報部が中心となって世間の皆様に伝え
ていますが、このイメージが先行してしまえば「エコな企業」

インフォ＠エコ

という認識を消費者に植え付けてしまい今後グリーンウォッ
シュと取られるのだろうか……など、いろいろと考えさせ
られました。
毎月大変勉強させていただいております。東京より応援
しています。
（文 / 本会会員 北野 麻里子）

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。

市民がつくった電力会社 ドイツ・シェーナウの草の根エネルギー革命
田口 理穂（著）、2012 年 8 月発行、大月書店、1,700 円 + 税

いま、ドイツにあるシェーナ
ウという小さな町が再び注目を
集めている。この町には、1986
年のチェルノブイリ原発事故を
きっかけにした反原発運動から
生まれた電力会社がある。1997
年 に 会 社 を つ くった メ ン バー
はみんな素人ばかり。あったのは「すべての原発を停め、
100％再生可能エネルギーにする」というビジョンだけだっ
た。法外な価格で送電線の買い取りを求める大手電力会社

との確執、市民投票での勝利、市民からのファンド集めな
どを経て送電線を買い取り、1700 世帯に電力供給を開始
した。それがいまでは顧客は 13 万人、ドイツで自然エネ
ルギーを供給する大手 4 社に数えられるまでに成長した。
しかしめざすは収益ではなく「人間的で、持続可能で、環
境への負担が少ない」社会的企業。明確なビジョンと粘り
強さ、斬新なアイデアとフットワークの軽さ。シェーナウ
の人たちの思いと試行錯誤、ノウハウは日本でも参考にな
ると思う。巻末に、米国オバマ大統領に手渡した「原子力
に反対する 100 個の十分な理由」
（日本語訳）所収。

●みどりの特派員募集中!● みなさんの近況をお知らせください……（MAIL）newsletter@kankyoshimin.org（FAX）075-211-3531
（郵送）〒604-0934 京都市中京区麩屋町通ニ条下る225第二ふや町ビル405号室NPO法人環境市民 みどりのニュースレター編集部 宛
みどりのニュースレター No.234
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編集後記

編集部

日本では、リサイクルも焼却処分も消費者の見えないところに負担が
課されており、私たちは容器包装ごみをどれだけ出そうと、痛くもか
ゆくもありません。それが２R の意識を阻む壁の一つだと、編集の中
でつくづく実感しました。ごみの行方にまで想像力を至らせる買い物
をしていきたいです。

（文／ニュースレター編集部

会員限定

Facebook ページオープンします

高椋 草美）

（五十音順）

高椋 草美
鷹野 圭
千葉 有紀子
村田 諒平

有川 真理子
石田 浩基
歌丸 愛依子
尾添 麻美
風岡 宗人
坂部 安希
角出 貴彦

デザイン

下司 智子

環境市民 Facebook
https://www.facebook.com/kankyoshimin

会員限定の Facebook ページ（会員のみ公開のグループぺージ）をオープンします。参加を希望する会員のみなさん
は、環境市民 facebook にメッセージを送るか life@kankyoshimin.org までご連絡ください。その際、念のためフルネー
ムを教えてください。facebook をご自身で開設されていない方は参加できませんのでご注意ください。
会員限定 Facebook ページでは、会員同士の情報交流や環境市民から選りすぐりの情報、写真などをお届けしていく
予定です。みなさんのご参加、おまちしています。

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）
インターネットから聴けます→ 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。

1）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

2）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
※ 年会費は一口以上

（発行）特定非営利活動法人

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

二条通

環境市民

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
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
消防局

押小路通
白山神社
京都
御池中

御池通

京都市役所

地下鉄
京都市役所前

環境市民

河原町通

●環境市民 滋賀事務所

旧事務所

京都ホテル
オークラ

TEL&FAX：052-977-7697（IP050-3069-1665）
E-mail：tokai@kankyoshimin.org URL：http://www.kankyoshimin.org /tokai/
〒 462-0818 名古屋市北区彩紅橋通 1-1-5-805

環境市民

寺町通

●環境市民 東海事務所

御幸町通

Twitter：
@kankyoshimin

麩屋町通

E-mail：life@kankyoshimin.org URL：http://www.kankyoshimin.org
〒 604-0934 京都市中京区麩屋町通ニ条下る 第二ふや町ビル 405
（月から金午前 10:00 から午後 6:00）

富小路通

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

