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今月の一枚

民主主義と環境問題のつながりとは報告：

9月21日、JR山陰線二条駅周辺で京都カーフリーデー2014が開催されました（環境市民も実行委員会に参画）。
この行事は自動車に依存しすぎた生活を見直すきっかけにしようと世界の2,000を超える都市が同時に開催する
もので、京都では2回目。当日は親子連れなど4,500人が来場、50人のボランティアが運営支える盛大なものと
なりました。

今月の
一枚

環境市民は地域から持続可能な社会をつくる環境NGOです
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　9月14日（日）、東山いきいき市民活動センター（京
都市内東山区）にて、憲法9条の会事務局長で弁護
士の小笠原伸児さん、アジェン
ダ・プロジェクト編集部、平和
憲法の会・京都事務局の藤井
悦子さんをお招きし、「民主主
義と環境問題」を開催しました。
本会代表理事杦本の「なぜ環境
NPOが民主主義を考えるのだ
ろうか」の問いから始まった本
セミナーでは、秘密保護法と市
民活動の関係性、集団的自衛
権行使や閣議プロセスの問題
点を軸に話が展開されました。
　小笠原さんからは秘密保護
法によって不都合な情報が永
久に隠蔽される可能性、秘匿
性が強化されることによって情
報開示行為を委縮させる恐れ、
また情報アプローチの規制によ
るアクセス行為の委縮が起こ
り得ることが紹介されました。
　藤井さんからは集団的自衛権行使を容認する閣
議決定は憲法の平和主義を根底から揺るがしかね

ないことであること、また決定プロセスは主権者
に考える機会を与えず民主主義に反しているとい

う問題提起がなされました。
　市民活動や環境活動の出
発点は「知る」ことが出発点
となります。知ることがで
きた自由にあるからこそ今
日までの市民活動は展開し、
発展してきました。規制によ
り知ることができず、活動が
監視されれば、活動が委縮し
てしまいます。私たちの暮ら
す国の状況がどうなっている
かわからないまま、私たちの
知らないところで重要な案件
が決まってしまう。本当にこ
れでいいのでしょうか。
　民主主義と環境NPO、そ
して環境問題は、一見別の事
柄のように見えて、実は密接
にかかわりを持っていること
を知ることとなりました。
（文／インターン　横山 愛）

小笠原 伸児さん

藤井 悦子さん
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行 事 ……申込み問合せは 4Pの環境市民事務局まで

誰でも参加できる 1Day ボランティアデー

11/27（木） 午後 1:30 から 5:00 頃まで

●ところ：環境市民京都事務局

　毎月、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♪

ボラン
ティア

　9月20日（土）、リユース瓶を洗っている、吉川洗
瓶工場（京都市内伏見区）の見学会を行い、工場の
経営者である吉川商店社長の吉川康彦さんに、日本
のリユース瓶の現状と課題についてお話していただ
きました。
 リユース瓶は、繰り返
し何度も洗って使う環境
負荷が少ない容器です。
 し か し、 リ ユース 瓶
で あ る 一 升 瓶 の 数 は、
1995年時は700万本でし
たが、2012年には170万
本まで減少しています。
原因は、コンビニやスー
パーが増え、リユース瓶
を扱う酒屋さんが減少し
たことなどがありますが、
もう一つは、リユースを
優先する法整備の欠如が
あげられます。
　日本には容器包装リサ
イクル法という法律があ
ります。この法律では、
本来優先順位の高いリ
ユースではなく、優先順
位の低いリサイクルを推
進しています。
　また、製造事業者はガラス容器やペットボトルの
リサイクル責任があり、リサイクル協会に委託金を
支払う制度になっていますが、ペットボトル１本に
つき0.01円しかかからず、負担額がとても軽くなっ

ています。これでは、リユース容器を作るより、簡
単で費用のあまりかからないペットボトルをリサイ
クルに出す方が、事業者にとっても都合がよく、リ
ユース容器に変えようという動きにはなりません。
　このように、そもそもリユースを促進するような

仕組みができていないこ
と、これがリユース瓶が
普及しない原因でありこ
れからの課題になってい
ます。
　お話を聞いた後は、工
場内を見学しました。と
ても大きな機械で瓶の内
側と外側を洗浄していた
り、機械での確認と３人
の検査係によって瓶に傷
がないか目視チェックを
していました。交流会で
は、リユース瓶に入った
飲み物で吉川さんや参加
者の方々でとても楽しく
意見を交わして盛り上が
りました。
　リユース瓶を再び普及
させるには、法律のさら
なる改定が必要ですが、

消費者である私たち自身もリユース瓶に入った商品
を選ぶなどできることもあるのではと思いました。

（文／ボランティア　角田 侑利恵）

リユース瓶を洗う工場へ——吉川洗瓶工場見学会報告：
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11/14（金）
クトの中から「公式の 10 年プロジェクト」を選定し、取
り組む人たちのモチベーションや新たに参画する人々と組
織にもよい影響を与えました。ドイツの公式の 10 年プロ
ジェクトに選ばれたハンブルク市から、ESD、環境教育な
どを専門とし 10 年以上にわたり関わってきたユルゲン・
フォーケル・シューベルト氏を迎え、取り組みについてお
話をうかがいます。（逐次通訳あり）

〈講演者プロフィール〉
・ハンブルク市都市開発・環境局 持続可能性・温暖化対策
課長代理 兼 ESD 担当係長／国連 ESD の 10 年 選ばれた
ドイツの 21 自治体のスポークスマン／国連 ESD の 10 年 
ドイツ委員会 委員

〈プログラム〉
シューベルト氏の講演（「ハンブルグにおける ESD（持続
可能な開発のための教育）—よい自治、よい教育、よい暮
らし」の他、水山光春氏（京都教育大学教授）との対談

●ところ：京都教育大学藤森キャンパス　教育支援セン
ター未来対応教室（京都市伏見区深草藤森
町 1）

●定　員：50 人
●資料代：500 円（環境市民会員、季刊マガジン　『流

れを変える』の定期購読者、当日マガジン
購入者は資料代の負担なし）

●共　催：認定 NPO 法人環境市民、京都教育大学教
育実践センター機構附属教育支援センター、
環境首都創造 NGO 全国ネットワーク

　この 10 年で 1900 以上ものプロジェクトを国内で実
行し、ESD 先進国であるドイツ。自治体の ESD プロジェ

講 座

午後 6:00 受付開始
午後 6:30 から 8:50 まで

「国連持続可能な開発のための教育の 10 年」最終年記念　教育を考えるシンポジウム
ドイツ・ハンブルグの実践から学ぶ「ESD—持続可能な開発のための教育」

11/9（日）
　そこで花や生き物、風景など身近な自然の美しさや不思
議さを上手く伝える手段として、うまく写真を撮るコツを
学びます。
●こんな人におすすめ

• 自然の美しさ、すばらしさ、大切さを周りの人に写真
を通じて伝えたいと思っている方

• 生物多様性の大切さを写真を通じて伝えたいと思っている方
• 一眼レフカメラをかったけれど AUTO モードやシーン

モード以外であまり撮影したことがない方（絞り優先
モードを使ってみたい方）

• （マクロレンズをお持ちの方で）マクロ撮影の基本的な
ノウハウを知りたい方

※ 一眼レフデジタルカメラの初心者向けの講座です。中級者
以上には向きません。

※ マクロレンズは必須ではありません

●講　師：東家 零子（ネイチャーフォトグラファー）
●ところ：京都府立植物園とひいらぎ眼科フリースペー

ス※詳しい集合場所は申込後にご連絡いた
します

●定　員：20 人
●参加費：環境市民会員 500 円 / 一般 800 円
●主　催：認定 NPO 法人環境市民

　自然の美しい写真、面白い写真は、人々の生き物に対
する関心を高める強い力を持っています。生き物の大切
さや生物多様性を周りの人々に伝えるためにも、自ら撮っ
た写真とその経験を語ることが大きな力になります。

〈申込み〉お名前、連絡先電話番号、FAX 番号、メール、会員 or 一般を環境市民までご連絡ください。

〈申込み〉一般財団法人日本熊森協会
電話：0798-22-4190　FAX：0798-22-4196 メール：contact ＠ kumamori.org

講 座

午後 0:15 受付開始
午後 0:30 から 5:30 まで

野の塾　「生き物と私たちの暮らし」シリーズ

第３回  自然を写す・伝える ～ネイチャーフォトグラファー東家 零子さんと花や自然を撮ろう～

11/16（日） ●共　催：一般財団法人日本熊森協会、認定 NPO 法人環
境市民

●申込み：申込みの際は、お名前、連絡先（電話・FAX・　　
メール）、会員（熊森協会または環境市民）or
一般を熊森協会までご連絡ください。

リニアを走らせる計画が進んでいます。しかし、リニアは
さまざまな環境・健康被害を引き起こし、環境を破壊する
可能性が指摘されています。専門家にお話を聞きながら、
リニアの問題について一緒に考えましょう。（質問タイムも
あります）

●講　師：川村 晃生（全国自然保護連合会代表、慶応
義塾大学名誉教授、リニア・市民ネット代
表）、柴崎 直明（福島大学　共生システム理
工学類 教授）

●ところ：京エコロジーセンター　1F シアター
●定　員：70 人
●参加費：熊森協会・環境市民会員　1000 円／
 一般　1200 円

講 座

午後 1:30 から 4:00 まで

リニアって本当に大丈夫？　リニア中央新幹線環境問題勉強会 in 京都
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life@kankyoshimin.org 

【平日午前 10:00 から午後 6:00】

075-211-3521 075-211-3531

誰もが参加できる
環境 NGO

facebook
Twitter アカウント：
http://www.kankyoshimin.org 

http://www.facebook.com/kankyohsimin
@kankyoshimin

mail
TEL FAX
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「会員になる」「寄付をする」も参加の一つです。

〈会員特典〉月刊会報誌「みどりのニュースレター」マガジン「流れを
変える」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。入会時には記念ポストカードを差し上げます。

〈会員種類〉法人会員の他、個人会員（年会費 4000 円、入会金 
1000 円）、シニア・学生会員（年会費 3000 円）などの種類があ
ります。詳しくは事務局まで。

〈入会申込〉郵便振替振込用紙に、住所・氏名・電話番号・会員の種類・
送金内容をご記入の上、ご入金ください。

〈ご寄付〉住所・氏名・電話番号・寄付金額をご明記の上ご入金く
ださい。環境市民への寄付は税制控除の対象となります。

祇園祭宵山・宵宵山に
初めて導入されたリュース食器

▼インターネットで聴けます
1） http://radiocafe.jp/200304006/

episodes/2014-9-15oa/

2） http://radiocafe.jp/200304006/
episodes/2014-9-22oa

今年、祇園祭ではじめて、洗って何度も使う「リユー
ス食器」が導入されました。 当日用意されたリユース
食器の数は？　
回収率は？
ボランティアの
感想は？
来年の課題は？

〈ゲスト〉
祇園祭ごみゼロ
大作戦実行委員
会事務局　
田口 美紀さん

京都三条ラジオカフェ（79.7MHz）から放送
radiocafe.jp/20034006

環境市民は、ボランティアと会員、
寄付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、ぜひ応援をお願いします。

「環境市民のエコまちライフ」
環境を身近に感じる 15 分♪

はじめまして！―新コーディネーター紹介

今月のありがとう

ON AIR

（マガジンの発送ボランティア）
今井 奈保子さん、久保 浩さん、富久 豊さん

（ニュースレターの作成）
泉 克典さん

お振込先

（ご入会）
角田 侑利恵さん、野村 哲司さん

（ご寄付）
鹿島 美代子さん、高月 紘さん、手塚 智子さん、

平田 勇夫さん、山田 岳さん

（「BOOK 募金」必要なくなった本の寄付）
井戸 顕さん、松田 宏明さん、松村 夏子さん、

向井 征二さん、山本 時子さん、吉田 文子さん

佐藤 寛也さん
　環境市民スタッフ兼大学院生を
半々でやっています。地方を元気で
持続可能な姿にする方法を研究と実
務から考えています。趣味は登山、
自転車、旅行など。最近行ったとこ
で印象的だったのは、瀬戸内芸術祭
の小豆島と豊島、おすすめです。ロッ
クフェスも大好きです。

毎週月曜午後 1:00 から放送 
( 再放送は火曜午前 7:00 から )

【郵便振替 口座番号】
01020-7-76578
加入者名：環境市民


