
2023年 世界中が平和で環境を大切にできる年にしたい… 

 

冬号の表紙 
山形の会員さんから送っていただいた環境市民の名前が入ったりんご。 

エコ農園として極力、農薬、化学肥料を使わずに、りんご、ラ・フランス、お米を栽培

されています。 

 

気候変動の影響は毎年顕著になっているとのことで、今シーズンも色づきが良くな

かったそうです。農作物への影響は、食、経済、暮らしなど多岐に繋がっていきま

す。 

美味しいりんごがいつまでも食べられる世界 「戦争も原発も地球にいらない！」 

そんな思いを強くして今年も活動します。 
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市民目線の中小企業者サステナビリティ 
自主調査推進プロジェクト 
環境市民では今年度より、独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金の助成

を受けて「市民目線の中小企業者サステナビリティ自主調査推進プロジェクト」をス

タートしました。これまで、企業向けの調査としては、消費から持続的な社会をつく

る市民ネットワーク（以下、SSRC）においてエシカル通信簿の調査を行ってきまし

たが、日本に数多くある企業の中のほんの一部しか調査できていないのが現状で

す。今回のプロジェクトは、このエシカル通信簿の調査票をもとに中小企業向けの自

主調査を広げるものです。 

企業は、私たちの生活と切っても切れない関係にあり、製造やサービスなど、様々

な面で私たちを支えています。その企業の多くが中小企業であり、どんな大企業も

中小企業の働きの上に成り立っていることがほとんどです。また中小企業は、地域

と密接にかかわっていることが多く、地域から持続可能な社会を目指すためにも重

要な存在です。 

プロジェクトでは、3年間の到達目標を定めて活動しています。１年目である今年

度は、各分野の専門家メンバーでの検討会議と、いくつかの地域とのパートナーシッ

プによる、試行版の調査とその研修です。この試行版調査は、秋田県と長野県です

でに始まっています。秋田県では、環境市民の活動の一つである環境マイスター研

修に参加した中小企業の代表者の呼びかけで、数社が集まってくださっています。

長野県では、SSRCでも一緒に活動している NPO法人みどりの市民の高木代表

理事、渡辺副代表理事の協力で、一般社団法人長野県環境保全協会が会員企業の

皆さんへ試行版調査への参加を呼びかけてくださいました。調査票では、企業のエ

シカル通信簿と同様、環境だけでなく、サステナビリティ体制、消費者保護、人権と

労働、社会貢献、平和、アニマルウェルフェアの全 7分野について尋ねており、調査

内容も大企業と同レベルとなっています。 

ただし、自主調査ということで、やらされるのではなく必要性を理解して自ら取り組

んでもらうことが必要です。また、地域や企業とパートナーシップで進めていくため

に、単に調査してもらうだけではなく、私

たちが実際に足を運んで話をし、研修も

行っています。研修に参加した企業から

は、「こんなにも重要なことが世界で起こ

っているのに情報が伝わっておらず驚い

た」「初めて聞くような言葉が多く、勉強

するところから始めないといけない」等

の声が聞かれ、中小企業に対しても、世

界基準や事例を伝える重要性を感じると

ころです。 

今後も中小企業が感じている困難や現

状にも耳を傾けながら、中小企業者のサ

ステナビリティ自主調査推進プロジェクト

を、地域の状況に合わせて広めていきま

す。 

文：プロジェクトスタッフ  

安 愛美 
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環境活動パワーアップ講座 2022 

10月から 12月まで、6回の連続講座「環境活動パワーアップ講座 2022」に参加し

ました。講座では、自分が感じている問題点から実現したい社会像（ビジョン）を考え、ビ

ジョンから自分のやりたい活動を企画し、最終日には受講生それぞれが作った活動企画

を発表しました。仲間とともに活動することや、広報、パートナーシップについて学び、

講座を通して環境活動への理解を深め、活動を続けるためのスキルを身につけること

ができました。 

今年度の講座には 20代から 90代まで、幅広い年代の人たちが参加しました。環境

活動をしたいという同じ思いを持ち集まった皆さんの最終発表は、企画内容が重複す

ることなく、各々の想いが企画として形になり、表現されていました。そのタイトルは、

「基本的、網羅的な中小企業向け環境教育」「カラスウリによる緑のカーテンプロジェク

ト」「環境問題を通して、自分について話せる場づくり」「緑の遊び場をつくろう、ちびっ

こ広場から」「火を力に変える 3兄弟（紙芝居）」「住民主体の地域活性化プロジェクト」

「里山ゲストハウスプロジェクト」「食品ロスをローカルに解決！！」と多様で個性的なも

のばかりです。改めて環境問題が様々な問題とつながっていることに気付かされ、いろ

いろなアプローチの仕方があると感じました。 

インターン生として参加した私には、ビジョンを実現するための活動を考えること、共

感してもらえる企画内容にすることが難しく、一人悶々とする時間が多かったのです

が、行き詰まるたびに自分と向き合う時間ができ、やりたい活動は何か、誰に何を伝え

たいのか、自分の持っているスキルや人との繋がりはどのようなものかなどを考えまし

た。さらに、講師やファシリテーターに相談したりアドバイスをもらうことで自分の考え

が整理され、視野が狭まっていたことに気が付かされました。毎回、受講生同士で議論

する時間が設けられ、互いの意見や感想、質問を共有しました。受講生の皆さんからも

「話し合う時間が多く良かった」という声が届いています。 

企画の作成プロセスで、多様な考えに触れたり何度も相談したりして、人と繋がり、協

働して活動することが必要だと感じるとともに、活動を最初に始める人が現れることも

重要だと学びました。環境市民の杦本代表は「社会を変える活動は、はじめに立ち上が

って指を立てる人と、次にその指を握って参加する人がいて始まる」と話されました。 

今回参加された受講生の皆さんを中心に環境活動の輪が広がれば嬉しいです。 

文：インターン生 片島 恵 

 

ドキュメンタリー映画                 
「Wende２ 未来へのアプロ
ーチ」が完成しました。 

 

昨年に続いて、気候変動をテーマにしたドキュメンタリー映

画の企画段階で環境市民も報を提供したり、助言をしたりし

ました。これから順次、映画館で上映されてい

きますので、ご覧になってくださいね。映画の

エンドロールには環境市民の文字が入っており

ます。 

 

インターン 
だより  

トピックス  



 

企業のエシカル通信簿 ただ今調査中！ 
今年度の調査対象は、食品加工 10社 

明治、日本ハム、味の素、山崎製パン、マルハニチロ、伊藤ハム米久、日清製粉、ニッスイ、

雪印メグミルク、森永乳業 

現在、私たちが公開情報から調査した結果を企業とやり取りしながら回答を確定する作

業を行なっています。この調査結果については、3月 17日（金）午後 日比谷図書館大

ホールで結果発表と報告会を開催予定です。詳細が決まりましたらウェブサイトなどで

もお知らせします。是非ご参加ください。 

最近の新聞記事はこちら 東京新聞 https://www.tokyo-np.co.jp/article/224277?rct=living 

 

持続可能な地域創造ネットワーク 2022年度 全国大会 

1.開催日：2023年 2月 8日（水）12：00〜17：50 

2023年 2月 9日（木）10：00〜16：00 

2.会 場： 武蔵野大学 有明キャンパス 3号館・5号館 

（東京都江東区有明三丁目３番３号） 

および Zoom（Youtube ライブ配信を併用） 

3.プログラム：1日目 グループセッション 

A持続可能な地域づくりを実現する 人材と組織 

B日本の地域社会版持続可能性指標 の議論・作成 

Cゼロカーボンシナリオ検討の実践 

2日目 パネルディスカッションと総合討論 

 「“持続可能”なメガネをかけ直そう」 

4.参加費 

 ①現地参加 会員 5,000円、非会員 10,000円 

 ②Zoom参加 会員 3,000円、非会員 5,000円 

 ③Youtube配信（視聴のみ）正会員・非会員 1,000円 

 ※学生団体会員は無料、自治体正会員は１名無料 

 ※専門家・教育関係者の所属校の学生は、Youtube視聴無料 

5.申込方法 専用フォームへの入力（https://forms.gle/TTBKwkBWyfJf3u7S9） 
 

新入会：浦田沙由理  寄付：木村有伸、吉田文子、二木明美、福島由美、濱和宏、藤井信

英、浅利美鈴、長崎純一ﾌｧﾐﾘｰ、 平賀緑、千葉知世、中原秀樹、伴仲加江、安藤多惠子、石

原慎一郎、田崎由子、高橋洋子、 平山義章、秋田仁志、前田裕資、有川真理子、早瀬昇  

切手の寄付：乾聖陽  ボランティア：荒木輝泰、安愛美、奥田一美、久保浩 
 

 
その他報告 

■持続可能な地域創造ネットワーク オンライン研修懇談会 

脱炭素社会に向けて建築物の断熱性能を高める重要性が高ま

っています。そこで、今回の研修懇談会は、公共施設や建築物

の断熱政策にいち早く取り組み制度を整えた長野県庁から、３

人の講師を迎えて具体的な施策や、制度化までのプロセスなど

をうかがいました。 

■第７回全国小水力発電大会 in京都  

2022年 11月 10日〜12日に開催された「第７回全国小水
力発電大会 in京都」は、企業等の出展ブース 80以上と
延べ 1,000人以上の参加者を得て無事に終了しました。
環境市民も運営団体として準備から本番まで参画しまし

た。 

ありがとう！ 
（敬称略） 2022年 7月 26日

〜12月 31日  

 

参加者 
募集中 

 
認定 NPO法人環境市民 
http://www.kankyoshimin.org 

life@kankyoshimin.org 
京都市中京区麸屋町通二条下る第二ふや町ビル 206 

TEL 075-211-3521 FAX 075-211-3531 

 
 
        

持続可能な地域創造ネットワーク  

2 0 2 3  

2 / 8 ［水］・

2 / 9 ［木］ 

2 0 2 2 年度 全国大会 
武蔵野大学有明キャンパス 
（東京都江東区有明三丁目３番３号）  

＆オンライン・ライブ配信 

会場 日程 

プログラム 

1 日目 2 / 8  
12 ：0 0  受付開始 

13 ：3 0  全体会 開会あいさつ 

論点整理 

14 ：4 5  グループセッション（3 テーマ） 

17 ：15  名刺交換会 

２日目 2 / 9  
10 ：0 0  全体会 グループセッションの成果共有  

地域創造ネットの活動成果報告 

13 ：0 0  全体会 各地からの話題提供 

パネルディスカッション 

15 ：5 0  閉会式 

1 日目（2 /8 ）2 0 :0 0～オプショナルセッション（オンラインのみ） 

「ESD と SD G s ツーリズムによる地域活性化」 

グループセッション 

A  
持続可能な地域づく りを実現する

人材と組織 

B  
日本の地域社会版持続可能性指標

の議論・作成 

C  ゼロカーボンシナリオ検討の実践 

 

パネルディスカッション 

～“持続可能”なメガネをかけ直そう～ 

環境×経済×社会の統合的取組、人材育成やコ

ーディネートの実践活動の事例に学びながら、

持続可能な地域づく りに向けて何を大きく 転

換するのか、何を手放すのか、パネリストや参

加者とのディスカッションを行います。 

持続可能な地域創造ネッ ト ワークは、 持続可能な地域を目指す自治体と N G O/N PO、 専門家・ 教育関係者等の、

相互の支え合いを目的とした団体です。各種協働プロジェ クト や情報交換などにより 、持続可能な社会の実現を地域

から目指し、 活動を展開しています。 年１ 回の全国大会では、 会員内外の参加者がフラッ ト な討議を行っています。 

主催 持続可能な地域創造ネットワーク  共催 武蔵野大学 

お問合せ 持続可能な地域創造ネットワーク 事務局 
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/224277?rct=living

