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市民環境研究所という最初はきわめて私的な場を開設
してから２年以上が過ぎ、その間に環境問題を議論でき
るきっちりした組織にしたほうがよいとの助言もいただ
きNPO法人の資格を2003年11月に取得しました。こ
の賃貸マンションの１室が環境問題に取り組んでいる市
民や学生のたまり場になり、ここから新しい考えと新し
い動きが生まれればと願って出発
しました。NPO法人としてはい
ろんな可能性がありますが、そ
れを十分に発現できているとは
まだまだ言えません。しかし、
いくつかの研究会が立ち上が
ったこと、環境塾を始めた
こと、いくつかの団体がこ
こを拠点として活動してい
ることなどを合わせれば、
まずまずの成果をあげて
いるかなと言えます。
とくに、この１年間は

環境塾の５つのシリーズを開催でき、
そこから新たな人々の交流も生まれ、この京都の
地に問題提起をし続ける基盤もできたと思っています。

20年先の2025年は地球上の人口が80億人を越すだ
ろうと予測されており、その当否は別にしても、今の世
界、とくに日本の社会のままでこの難局を乗り越えられ
るとは思えません。環境塾はその2025年を見据えて
議論を深める場となるように願って始めました。「地球
にやさしい暮らしと社会」を議論すると、多くの方が
「ひとりひとりの暮らし方を変えなければ」と答えます。
もちろん、それは重要なことですが、「ひとりひとり」

ではできないことの方が遥かに多いことを認識
していないのが気になります。一人

一人は重要だが、社会
全体を変えなけれ
ばどうしょうもな
い事態に私たちが立
ち至っていることを
抜きにしてはならない
と思います。そのこと
を確認する場として環
境塾も市民環境研究所も
活動を深めたいと思って
いますので、なお一層の支
援と参加をお願いします。
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市民運動をつなぐ接着剤であり
潤滑油でありたい

市民環境研究所 代表理事　石田紀郎

People's Institute of EnvironmentPeople's Institute of Environment
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本研究所の設立に関わるメンバーは、環境・

公害問題をめぐって、研究・啓蒙活動・市民運
動を幅広く展開してきた。これまで、そうした
活動に携わる市民・研究者・学生がネットワー
クを形成し、大学の施設を有効に活用しながら、
情報を共有するとともに、人的・知的・物的資
源を相互に融通しあいながら活動の充実を図っ
てきた。
このネットワークは、同じテーマを共有する

個々人のつながりであると同時に、ここに属す
る者たちが多様な研究会・活動団体を立ち上げ
ることで団体間のネットワークを形成していく
という、動態的・重層的な性格を有してきた。
これまでこのネットワークのなかで生まれたグ
ループには、農薬ゼミ、日本カザフ研究会、現
代中央アジア研究会、琵琶湖淀川汚染総合調査
団、環境問題研究会などがある。
これまでこのネットワークは、特定の大学研

究室を拠点として活動する者たちによる、ゆる
やかなつながりを軸にしていた。しかしながら、
そうした利用が許される大学施設が得にくくな
ってきたこと、またこのネットワークにより多
くの人々が参加できるようにすることで活動の
活発化を促そうとの機運が高まったことから、
2003年３月に、大学外に独立の研究所を設ける

こととなった。
この新研究所では、これまでの活動を継承す

るとともに、次のような活動を事業として行う
ことに決めた。まず、環境・公害問題、および
これに関連する社会問題をめぐり、学術的な調
査・研究を行い、的確な問題把握と解決方法の
模索を追究するとともに、研究成果を積極的に
公表していく。そして、そうした科学的な視座
を背景としながら、啓発・社会教育活動や人材
育成、あるいは政策提言を行い、市民社会にお
ける環境問題の解決に資する。他方で、環境問
題をテーマとして活動する市民や学生を支援す
るとともに、研究所をそうした諸団体にとって
の情報共有とコラボレーションのためのセンタ
ーに育て上げていく。
今日、環境・公害問題に取り組む主体として、

市民セクターはこれまで以上に重要な位置を占
めている。そうしたなかで市民団体には、公共
性と継続性を備えた責任ある主体であることが
求められる。それゆえ私たちは、「特定非営利
法人市民環境研究所」として再スタートし、活
動とネットワークの充実を図ることを決意し
た。
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市民環境研究所 
（石川電器ビル） 

設立趣旨書

【年会費（１口）】
■正会員（１口以上）
個人：5,000円、団体：20,000円
■賛助会員（３口以上）
個人：1,000円、団体：10,000円

NPO法人 市民環境研究所
〒606-8227
京都市左京区田中里ノ前21 石川ビル305
Tel & Fax 075 -711-4832
[E-mail] pie@zpost.plala.or.jp
http://www13.plala.or.jp/npo-pie/index.html
【交通】
● 叡山本線 元田中駅下車　徒歩１分
● 京阪本線 出町柳駅下車　徒歩15分
● 阪急京都線 河原町駅～ 京都市バス ３系統 及び　65系統

田中飛鳥井町下車すぐ
● JR京都駅～ 京都市バス206系統 田中飛鳥井町下車すぐ

2004年5月7日付京都新聞夕刊▲
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BSE、鶏インフルエンザ、輸入
農産物の残留農薬など、農業に関
して、タイムリーなニュースとし
て流れてくる話題には事欠かない。
しかし、それらのニュースは、最
初は盛り上がりを見せ、センセー
ショナルに報じられるものの、し
ばらくすると忘れられ、議論も下
火になっていく。本来、農業の問
題は、もう少し長いスパンで考え
ていかなければならない。そこで
最初の環境塾は、10年先、20年
先を見通しながら、農業や食生活
を考える場として、5回にわたるシ
リーズを組むことにした。

第1回は、土壌学を専門にする久
馬氏を迎え、土壌学の観点から見
た水田稲作についてお話をいただ
いた。水田稲作のメリットとして、
連作障害が問題にならないこと、
窒素固定が大きいことなどが挙げ
られ、陸稲と比べたときに総じて
メリットが大きい。加えて、日本
の土壌の性質を考えたとき、低リ
ン酸のため畑作が困難な土地への
適応として、水田稲作の持つメリ
ットが大きいことが指摘された。

農業にとって必須であり、かつ、
農業を通じて守られもする水につ
いて、農業水利が専門の荻野氏に
お話をお聞きした。農業の災害防
止機能を活かした水管理を行うこ

とで、新たなダム建設の必要が低
下すること、そのためにはデカッ
プリング（農業が果たす生産以外
の役割について評価し、農家に直
接支払われるお金）が有効な方策
の一つになることが、参加者の関
心を集めた。

長年農薬ゼミを通じて省農薬ミ
カン園と関わってきた石田氏と、
農薬と環境、農薬と農業について
考えた。農薬汚染には、農民の健
康被害、作物への残留、環境への化
学物質の拡散という局面がある。
農薬は散布後、すぐに分解してしま
っては効果が薄く、一定の残存性が
求められるが、これは農薬の残留や
蓄積という問題につながる。つま
り、農薬そのものが、効果と悪影響
の双方を備えている、いわば二律背
反的な存在である。「環境保全型農
業」という言葉がよく聞かれるよう
になったが、これら農薬の問題の
解決を農業（農民）にだけ求めるこ
とは困難であり、「農業保全型環境」
を、経済的・社会的・政策的な課題
として模索することが必要になる。

伏見でコメ作りをしている山田
氏を招いて、コメ農家の立場から
稲作や有機農業についてお話をい
ただいた。様々な試みを繰り返し
ながらの有機農業の実践や、そこ
での悩ましさは、参加者が、農家

や農業を捉え直すためのひとつの
きっかけになった。

【参加者の声】
＊山田さんの見識の深さや創意工夫に

は感服しました。農家に対するイメー

ジが変わりました。山田さんの新しい

農業の試みには非常に新鮮な印象を受

けました。

＊有機農業を、機械をいろいろ駆使し

て行っているということで、“鉄腕ア

トム”の世界だなぁと思いました。や

はり量を求められるからそうなってく

るのですね。よくわからないけど複雑

でした。

＊残留抗生物質が糞中にあって……と

はよく聞くが、どれくらい困りものな

のか良くわかった。

消費社会の現在とこれからを見
通しながら、人びとがこれからど
のように農業を受け止めていけそ
うなのか、考えなければならない
問題はどこにあるのかを話し合っ
た。所得や雇用形態が人びとの食
生活をどれだけ制約しているのか。
「食品表示」を制度化し、選択を消
費者に委ねてしまうことで、食べ
物の安全すら人びとの「自己責任」
に帰してしまっている現状。消費
者と生産者が置かれた社会経済的
条件が、実は以前よりも増して厳
しくなっていること。それらを視
野に入れながら、いかにして農業
の未来を描き出せるのかという問
題提起が、この日のテーマだった。

2003年4月、東大路通りに面
した石川ビルの一室の前に、この
ニュースレターの最初のページに
ある、「市民環境研究所」と書かれ
た絵入りの看板が掛けられました。
はたから見たら、おそらくは何を
研究しているのかわからない、な
にやら怪しげな部屋が、突然、ビ
ルの一室を占めたと映ったことで
しょう。
実際に事務所の開設に携わった

面々も、実は、当初は手探りでし
た。イメージしていたものは、こ
の年の3月まで京都大学にあった、
ある研究室でした。大学の内外で
様々な活動をする学生、市民運動
に携わる人びと、一風変わった研
究をしている人が出入りする部屋、
秋から冬にかけてはなぜかミカン
の販売が始まる部屋、そこに出か
けていくとなにがしか新しい情報
が得られ、時には新たな活動が作
られていく部屋。そんな部屋を、

街中に作ってみようというのが、
そもそもの始まりでした。

まずやったのは、この市民環境
研究所のNPO法人化でした。11
月に認可を受けるまでの作業の過
程で、この事務所の運営に携わる
中心メンバーの役割分担が定まり、
会計や事務所の運営に関わる規定
も明確化されました。
NPO法人化を進めながら、市民

環境研究所の活動のあり方も議論
し続けました。学生団体や市民団
体による「溜まり場」としての、
あるいは会議スペースとして事務
所利用は、当初の予想通り、順調
に増えていきました。しかしそれ
だけではなく、市民環境研究所自
らが、新しい流れを作って行く必
要があるとの認識がありました。
そのひとつとして、2004年5

月にスタートしたのが、市民講座
「環境塾」です。昨今、市民講座の
数自体は非常に増えていますが、

その多くは、語り手と聞き手相互
のやりとりが生まれにくく、「講義」
のような形になってしまいます。
少ない人数で、お互いに膝をつき
合わせながら議論をする、そんな
市民講座というスタイルで、環境
塾は構想されました。
もうひとつ、環境塾を始めるに

あたって考えたのは、10年先、
20年先を見据えた議論をしてみよ
うということでした。ある種の閉
塞感が漂うここ最近の風潮におい
ては、流行に振り回されるのでは
なく、すこし長い目でモノを考え
ていくことがむしろ重要なのでは、
との認識がありました。
これまで環境塾は、5シリーズ、

通算17回、延べ271名の参加者
を得て、開催されてきました。こ
の環境塾という場を起点としなが
ら、市民活動の新しい渦を作り出
していければ、と考えています。

市民環境研究所がやっていかね
ばならないことは、まだまだたく
さんあるだろうと思われます。環
境塾のみならず、いくつもの活動
を作りながら、市民環境研究所の、
そして市民活動の新たな可能性を
切り開いていくというのが、この
研究所の大きな課題です。
支えていただいているみなさん

のお知恵とお力をお借りしながら、
より一層の充実を図っていければ
と思います。今後とも、よろしく
おつきあいいただき、そしてこの
研究所を使っていただきたく、お
願い申し上げます。
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市民研のあゆみ
そして

環境塾のスタート

市民環境研究所
誕生！

市民活動の可能性
を切り拓く

NPO法人化と
環境塾の開始

第 1 回

明日を映す農

農を育む日本の土
久馬一剛（京大名誉教授）
5月18日　参加者22名

農と環境、農薬問題
石田紀郎（市民環境研究所代表理事）

6月１日　参加者24名

農と消費社会
原山浩介（龍谷大学非常勤講師）

6月22日　参加者17名

農の現場から
山田豪（米作農民）
6月15日　参加者16名

農を支える水
荻野芳彦（大阪府立大教授）
5月25日　参加者18名

まとめ：原山浩介

NPO法人取得記念講演会における木戸湊氏の講演
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このシリーズでは、医療につい
て、現場で働く人から、現場の実
態と問題点、今後私たちがどのよ
うに医療にかかるべきなのかをお
話いただいた。

まず、「ヒヤリ・ハット事例」
（医療事故につながりそうになった
事例）の統計では、発生場所は病
室がもっとも多く、当事者はほと
んどが看護師で、薬やチューブの
管理に関する事故が多く、発生要
因は確認ミスや従事者の心理的状
態（イライラなど）、勤務状況など
だという。
ただ、医療事故は単独では起こ

ることはなく、スタッフ間のコミ
ュニケーション不足や設備の問題
など、エラーが重なることで事故
につながるとされている。
さらに、患者への医療は看護師

から提供されることが多く、交代
制で注意力や判断力が鈍る勤務を
余儀なくされることや看護師の仕
事をチェックする職種がないこと
など、看護師の仕事のあり方自体
に問題があると考えられる。

日本の医療の問題点として、ま
ず第１に日本の医療には「疫学」
という視点が欠如しており、根拠
に乏しい医療・保健行為が横行し
ている現状であること、２番目に
は、医師の権限が過大である反面、

医師としてふさわしくない医師が
大量生産されていることがあげら
れた。私たちの多くが求めている
「きちんと分かりやすい説明をし、
患者の話を親身になって聞いてく
れる医師」が少ない現状。３番目
には、初期医療のノウハウが家庭
や地域から消失し、「年寄りの知恵」
が生かされない社会になってきて
いることが指摘された。
こうした問題を解決するために

は、まず何よりも疫学を研究でき
る体制を作ることが必要であり、
また医師の教育体制の見直しや、
市民による医療学習活動の普及、
患者や市民が自己防衛をすること
が大事であると指摘された。

日々の食生活において注意すべ
き点として、水棲生物に豊富に含
まれる必須脂肪酸を多く摂取する、
多価不飽和脂肪酸を含むものを適
度に食べる、糖質と飽和脂肪酸を
含むもの（穀物、芋類など）はあ
まり食べない、といったことを提

案された。
この後、高雄病院の江部康二医

師から、上記の食生活を取り入れ
た糖尿病治療食、やせたい人のた
めの食事療法について説明いただ
いた。元々インシュリン分泌能力
の低い日本人は、炭水化物や糖質
の摂りすぎで、常に膵臓に負担が
かかっているため、糖尿病になる
人が非常に多い。このため炭水化
物や糖質の摂取を抑え、膵臓の負
担を軽減しインシュリンの分泌を
なるべく少なくすることが重要で
ある。この食事療法によって、血
糖値は画期的に下がることが証明
されているとのことであった。
この話を私の職場で話したとこ

ろ、かなり反響があり（糖尿病で
はなく、やせたい人に）実行して
いる人もいる。詳しくは以下の著
書を。
■江部 康二　著
『主食を抜けば糖尿病は良くなる!
――糖質制限食のすすめ』
東洋経済新報社（2005）
￥1,575 （税込）

ウズベキスタンの首都タシケン
トのホテルには、日本人観光客を
乗せた大型観光バスがシルクロー
ドの中心都市サマルカンドから
続々と到着する。それほどの人気
があるシルクロードのロマンの旅
であるが、この古の街道が通る地
域のことは日本にはほとんど知ら
れていない。当研究所の代表理事
である石田はシルクロードのロマ
ンに惹かれたわけでなく、そこに
20世紀最大の環境破壊とよばれる
「アラル海環境問題」があり、その
調査に関係してきた。そこで、ア
ラル海環境問題を環境塾で取り上
げる前に、この湖が存在する中央
アジアの地域を紹介しようとこの
シリーズを開講した。

中央アジアという地域がマスメ
ディアで頻繁に登場し出すのは
1991年以降である。この地域を
構成する国々がカザフスタン、ウ
ズベキスタン、トルクメニスタン、
キルギス、タジキスタンの５ヵ国
であることもそのとき以来知るよ
うになった。すなわち、ソ連邦が
崩壊して、連邦を構成していた
国々の独立からである。ユーラシ
ア大陸の内陸にあって、乾燥から
半乾燥気候の沙漠の国であること
も知られるようになった。東には
中国、北にはロシア、西にはイラ
ン、南はアフガンやインドに囲ま
れたこの地域の自然と歴史はソ連

邦時代の70年間、ほとんど世界に
知られることはなかった。広大な
沙漠が国土の大半を占め、古代よ
り遊牧の民の地域であり、ジンギ
スカンのモンゴル帝国による制圧
を代表として、四方の地域勢力に
繰り返し制圧されてきた。それは
シルクロードによる富の移動と無
関係ではない。そして、近代では
ソ連邦内植民地としての1世紀が経
過して、15年前に独立した。西南
方面のイスラム世界とロシア・中
国との間に位置し、東西冷戦後の
世界の新たな政治的境界の地域と
して国際政治舞台に登場した。最
近では石油・天然ガスなどの地下
資源が豊かであることもこの地域
の国際的地位を複雑にしている。
日本との交流は未だ緒についたば
かりであるが、シルクロードのロ
マンの旅をしながらもこれらの
国々と人々を知る必要のある時代
に我々は生きている。

年間降水量は200ミリ前後の沙
漠が大半を占める地域であるが、
中央アジアの南端には天山山脈と
パミール高原という高山帯がある。
5000メートル級の山々には膨大
な水量を有する氷河がある。ここ
からの流出水が沙漠の中をシルダ
リアやアムダリア、あるいはチュ
ー川となって流れ、幾多のオアシ
スを形成した。沙漠・半沙漠では
遊牧を生業とする人々の生活があ
り、オアシスでは農業を営む人々
の生活があった。遊牧は20世紀初
頭にはその姿を消したが、牧畜は
今もこの地域では重要である。長

い夏と冬、短い春と秋ではあるが、
山地も沙漠にも豊かな生物相を見
ることができる。高山帯から山麓
にかけては針葉樹が生育し、高山
性植物の宝庫である。チューリッ
プやネギの野生種が春を告げる。
年間降水量の多寡によって変化す
る植物相と動物達が織りなす生態
系はまだまだ未知な部分を有して
おり、自然科学者にとって魅力の
ある世界が地平線まで広がってい
る。シルダリアなどの大河の流域
は広大な潅漑農地である。沙漠は
不毛の世界ではない。

遊牧の民は数百頭の羊や山羊と
ともに平原を移動して生活してき
た。もっとも重要な食料は家畜か
ら得る乳である。腐りやすい乳を
何段階もの処理をして保存食にま
で仕上げる技術を確立してきた。
みごとな技術開発である。アフリ
カや中東でも同様な技術があるが、
それぞれの独自性があり、人間の
知恵の奥深さを感じさせられた。
羊を追う人々は移動家屋で生活

しながら多くの歌を残してきた。
日本の三味線の起源と思われる弦
楽器がある。カザフのクルマンガ
ジン音楽院でその奏法を習得して
きた高橋直己と三木俊治（京都市
芸術大学）が飛び入りで環境塾に
参加し、カザフの曲を奏でてくれ
た。一言で表現すれば、シルクロ
ードのロマンが伝わってきたとい
うことだろうか。彼らは出張演奏
も引き受けてくれるという。ぜひ
とも鑑賞されることをお勧めする。
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第 2 回 第 3 回

現代日本の医療を考える中央アジアの自然と人

中央アジアに魅せられて
石田紀郎

（市民環境研究所、日本カザフ研究会）

7月11日　参加者16名

氷河を生む高峰の山並みから
乾燥の大砂漠まで

森本幸裕（京大地球環境学研究科）
7月17日　参加者14名

牧畜の国カザフスタン
―その多彩な乳製品文化―
平田昌弘（帯広畜産大学）
7月24日　参加者14名

医療事故は
どこまで減らせるか
嶋森好子（京大病院看護部長）
10月2日　参加者14名

日本医療の問題点
―その解決策を探る―
中谷一郎（高尾病院前事務長）
10月9日　参加者7名

医食同源―人類史・生理学
から食生活を考える―
中谷一郎（高尾病院前事務長）
10月16日　参加者9名

“医療シリーズ”を担当して
中谷一郎
このシリーズで私が伝えたかったことは、次の３点です。
まず、少々遠い所でもいいから、あなたが病気になったら気軽に診てくれる

かかりつけの医師（できれば、自分の話を親身になって聞いてくれるタイプ）
を見つけておくこと。次に、病院は本質的に危険な所であり、病気が治らなか
ったり医療事故に遭う可能性は小さくない場所だという基本認識を持つこと。
最後に、病気を予防して健康を保つ基本は、水辺で獲れるもの（魚・貝・海
藻・卵・虫・木の実など）を中心に食べ、逆に、精製された穀物は極力食べな
いような食生活を心がけること。
今回のように、10名足らずでざっくばらんにディスカッションできる場が持

てることはとても大切だと感じました。これからも、違ったメンバーで再びこ
のようなスタイルでの集まりが持てたらよいと思います。

まとめ：石田紀郎 まとめ：和泉賀津子



ごみをめぐる環境問題は、私た
ちの生活に密着する問題であると
ともに、その対応を誤ると未来に
対して禍根を残す可能性のある深
刻な問題でもある。また、豊島に
端的にみられるように、被害者と
なるのは過疎地であり、途上国で
もあるという、国内外の南北問題
も内包する。
このシリーズでは、ごみをめぐ

る様々な問題を、研究・現場・市
民のそれぞれの立場で活動する３
人の講師の話を聞いた。

ごみシリーズの第1回は、京都府
立大学講師の山川肇氏を迎えて、
「ごみの有料化」について考えた。
ごみ問題の解決に向けては、さま
ざまな観点があるが、有料化もそ
の一つである。一般のごみについ
ては税という形で我々は費用を負
担しているが、なかなか実感しに
くく、ごみに対する関心はどうし
ても低くなってしまう。有料化す
ることによって、関心を持つ契機
となり、分別・資源化、さらには
発生抑制を促すことが期待できる
のだが、一方では税の二重取りで
はないかという議論もある。また
逆に、ごみを多く出す人とごみを
出さない生活をしている人が等し

く負担するというのも不公平だ。
いずれにしても、この議論につ

いては、ごみ問題について考える
契機にもなり、費用負担の公平な
あり方とともに、ごみ減量化を市
民レベルで考えるためにも、深め
ていく必要があると感じた。

【参加者の声】
＊今回の講演では、具体的なデータが

示されたのでよかった。

＊（不法投棄などの）行動の動機とな

る心理に関心があるので、興味深く聞

いた。

＊有料化してもごみは増える要因につ

いてもっと知りたい。

第2回は、西京まち美化事務所職
員である宮澤淳氏から、ごみ収集
の現場の生の声を聞いた。宮澤氏
は毎日新聞への投書がきっかけと
なって、大きな話題となった「ご
みのお兄さん」。一般の市民にとっ
ては、出してしまえばあとはどの
ように集められ、処理されている
か――意識することすらしないご
みの行方について考えさせられる
講演だった。
危険すら伴う過酷な労働、分別

しなくてよい京都市民の無関心、
さらに将来のごみ問題等々につい
て、訥々と、そして誠実に語る宮
澤さんの話には説得力があった。

【参加者の声】
＊ごみを出す側と集める側のコミュニ

ケーションが重要だということを強く

感じた。

＊現場での苦労話、市民への要望、職

業観など、「生の声」で、熱いものが

伝わってきた。

・無関心な市民の方にこそ聞いてほし

い話だった。

中院彰子さんは、元大阪ごみを
考える会の会長で、現在は廃棄物
学会の市民編集学会誌『C&G』の
編集幹事である。最終回は、日本
各地のごみ事情をおさらいすると
ともに、ごみの『南北問題」につ
いても考えた。
よく環境問題では、我々は被害

者であると同時に加害者でもある
という言い方をするが、ごみ問題
の一番大きな特徴は、被害者はご
みを最も多く排出する都市住民で
はなく、過疎地であり、またいわ
ゆる発展途上国など、弱い部分に
集中するということだろう。一度
出してしまえば後のことは知らな
くてもすむ「便利な生活」がこう
いう構造を作っているのだ。
中院さんの話のなかで、「見えな

いものを見ようとする努力」を私
たち市民はするべきだし、そのた
めには「現場に対する想像力」を
枯渇させてはならないということ
を強く感じた。

【参加者の声】
＊我々一人ひとりが今後考えていかな

ければならない多くの問題を提起して

いた。

＊ごみの行き先は不明瞭な点が多く、

意識してみようとしなければ見えてこ

ないことがわかった。

鴨川は京都市民にとって身近に
感じる自然であり、憩いの場とし
て多くの人が捉えている。同時に、
鴨川は多くの問題をはらんでいる。
鴨川が地域の人々に与える影響は
大きい。また、森林や人々が鴨川
に与える影響も大きい。市民団体
による署名請願運動を受けて、京
都府は鴨川保全条例の制定に向け
て動き出した。人と川のあるべき
関係について鴨川を中心にして考
える環境塾を開催した。

鴨川の源流に位置する志明院の
住職である田中真澄氏から、鴨川
保全条例の制定に向けてお話しい
ただいた。河川を考える上で、こ
れまでの治水・利水に、環境とい
う新たな視点が加わった。
河川の個性はそれぞれ違う。河

川を地域共有の財産とし、地域に
属している住民の声をどのように
反映するか。また、どこまでの範
囲を住民とするか、下流の人や、
声をあげない人の声を取り上げる
ためにはどうすればよいか。まず
は行政が住民の声を聞こうとする
努力やプロセスが大切であり、声
を聞くための具体的な手法の開発
が急務である。
歴史、文化を大切にした河川管

理をしなければならない。また、
ごみの不法投棄や林地開発の問題
にどのように取り組んでいくか。
ダムなどに反対する住民運動は起

こりやすいが、作り上げていこう
とする動きはなかなか起こりにく
い。治水・利水・環境・文化・歴
史を含めた多面的な鴨川保全条例
制定に向けて、いろいろな分野の
人とともに声をあげていきたい。

【参加者の声】
＊市民運動はわかりやすく、具体的な

ものでなければならない。

＊自分に関係していることなのに、知

らないことがたくさんある、と再認識

した。

＊反対する市民運動ではなく創造的な

運動という点に心惹かれた。

多種多様な水鳥が生きる場所と
いう視点から鴨川について考えた。
ユリカモメといえば京都の冬の風
物詩である。水鳥のいることを生
かした川や街づくりとはどのよう
なものか。人は河原を公園や散歩
道として利用し、鳥にエサを与え
る姿も見かける。
これからの鴨川の姿について、

歩きにくくなったとしても自然を
生かした形にすべきだという考え
方と、地域の小学生などが安全に
入っていけるような道をつけたり、
公園化するのがよいという考え方
がある。人と鴨川、そ
して、そこに生きる生
物それぞれが関係を持
ち、相互に影響を与え
ていることを確認した。
【参加者の声】

＊効率だけでなく動物と

うまく住み分けるための

整備もあっていいのでは。

これからの鴨川をどのような姿
にしていくべきか。鴨川が育んで
きた歴史と文化を見つめることで、
鴨川のもつ意味について考えた。
長い歴史を持つ京都を流れる鴨

川は、渓流と都市河川の両方の要
素を持つ。渓流としての特徴は、
森林によって涵養された水が流れ
るため魚獲りや遊泳といった川遊
びができる点である。また都市住
民が夕涼みや散歩などに親しめる
都市河川でもある。このような特
色を生かすべきである。さらに、
鴨川にかかる橋や床といった景観
も配慮すべきである。
こうした鴨川の特徴を活かして

いくためには、まずなによりもそ
のためには、美しい水を汚さない
ようにしなければならない。産廃
施設の撤去や下水・汚水排水の流
入の防止、ごみの不法投棄をなく
すべきである。そして、鴨川を暴
れ川にしないため、緑のダムの効
果を再認識し、都市に森林を増や
す努力をすべきである。京都盆地
のすべての受け皿である鴨川は、
京都の顔であり、鑑なのである。
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第 4 回 第 5 回

ごみから考える鴨川の今を考える
まとめ：水口保まとめ：藤本菜保

環境保全条例に向けて
田中真澄（志明院住職）
11月6日　参加者22名

都市河川・鴨川と
水鳥の関係

須川恒（龍谷大学講師）
11月13日　参加者13名

ごみの有料化について
山川　肇（京都府立大学講師）
1月22日　参加者17名

ごみ収集の現場より
宮澤　敦（西京まち美化事務所職員）

1月29日　参加者16名

ごみを考える
中院彰子（枚方市住民）
2月5日　参加者17名

鴨川「楽」ことはじめ
久米直明（聖母女学院短期大学教授）

11月20日　参加者15名
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市民研徹底解剖

ミーティングや勉強会の場として
ご利用ください
1.会議・会合スペースとしての利用について
事前に届け出のうえ、お使いください。
・団体会員の主催する会議・会合：無料
・出席者の過半数が個人会員で構成される会議・会合：無料
・上記以外の会議・会合：出席者一人につき300円

2.メールボックスの利用について
・団体会員：無料
・個人会員が関係する団体：無料
※ 設置に際しては、事務局員に一度ご相談ください

東大路通り（窓の外）：百万遍から
北にしばらく進むと左手に「石川
ビル」があります。ここの3階が
市民環境研究所です。目の前は、
京都市バス3系統のバス停なので
とても便利です。なお、東大路は
駐車禁止なので、お車でおいでの
方はご注意ください。

本棚の谷間：ここは昼寝
スペースになっています。
長時間にわたって仕事が
続く際には、適宜、ここ
で休息をとります。より
年齢が高い者の方が使用
頻度は高く、市民環境研
究所もここだけは「年功
序列」です。

ビデオ：公害や環境をテーマにした貴
重な映像が揃っています。

台所：おいしいコーヒーをはじめ、番
茶、ウーロン茶などがいつも揃ってま
す。カンパ随時募集中。

石川ビル外観

コピー：ビラ・レジュメ
印刷に必須。
コピー代は5円／枚。

石田机：代表理事、石田はいつもこの
机で仕事をしながら、来訪者を待って
います。

環境塾「ゴミシリーズ」：空間
を共有し、講師と参加者が互い
に啓発しあって、濃密な議論が
展開されるのは環境塾ならでは。

本棚：環境・農業に関する本や資料が
1000点以上ずらりと並んでいます。
農薬裁判などの貴重資料もあります。

中央の机：会議や勉強会のときに、みんなでこの
机を囲んで、コーヒー片手に話をします。とりた
ててやることがないときは、市民研を訪れる人の
憩いの場です。この机は、京都大学の旧石田研究
室からやってきた、70年以上の歴史が刻まれた
木の机です。

メールボックス：市民環境研究所を連絡先に
している団体は、このメールボックスを使っ
ています。利用を希望される団体の方は、ご
相談ください。

市民研徹底解剖

▼



国際青年環境NGO SAGEは環境問題とグローバリゼーションにフォーカスし、
国際会議などに現場に実際に足を運んでその問題背景に迫り、カフェやクラブなど
のスペースを利用したイベントなどを実施しながら、啓発活動に取り組んでいる団
体です。設立当初は１999年のシアトルWTO閣僚会議に向けた活動に取り組んで
いました。現在では、「循環型社会」「環境教育」「アジアの開発」「環境と貿易」を
テーマにした４つのプロジェクトに分かれ、立命館大学と京都大学、同志社大学と
いった京都の学生を中心に、さまざまな活動を展開しております。活動の詳細はホ
ームページをご覧ください。（現在リニューアルに取り組んでおります。）
さて、私どもSAGEは市民環境研究所において、郵便ポストを設置し、SAGEあ

ての郵便物を預かっていただいているほか、定例の事務局会議ではSAGEからも代
表者一名が出席し、わずかではありますが運営にも関わらせていただいております。
今後はSAGEの扱っている分野やこれまでの活動を活かして、環境塾の企画など、
積極的にお手伝いをさせていただきたいと考えております。石田先生をはじめ、市
民環境研究所の皆様方には、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお
願い申し上げます。

（SAGEのホームページ　http://www.sage-japan.org/）
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市民運動は発展的に拡がっているのだろうか。環境問題は多くの市民に受け止め
られるように見受けられる中で、運動としての発展はあるのだろうか。そして、現
実は解決に向かって前進し、希望が見えているのだろうか。
そのような自問に自答を見いだせない。地球温暖化と異常気象への関心は大きく

なっているようだ。しかし、何となく浮わ調子のように見えるのはどうしたことだ
ろうか。石油文明とモノ豊かな暮らしに対する「自己否定」的反省が少ないからに
ちがいない。横暴で利己的な自分の現実生活と社会への根源的反省の乏しいままに、
現状持続をサスティナビリティと合理化しつつ、太陽光発電などなどと流されてい
ないかどうか。
わかったような気になってしまうことに落とし穴を思うことが多い。有機農業に

ついても、30年前と比べると昔日の感がある。「良いこと」として世に受け入れら
れるようになった。しかし、その根底的意義は忘れられてしまったのではないか。
有機農産物に高付加価値を期待しての有機JAS法である。高く売れるとの金銭合
理性の時代風潮こそ、有機農業運動が批判的に乗り越えようとしたことであった。
にもかかわらず、輸入有機を受け入れる道を用意しただけに終わろうとしているの
だろうか。
時流に合わすことによって運動が拡大するのであれば悲しいことである。世に受

け入れられなくとも、理想と夢を追いたい、などと思う。手弁当で夢中に行動した
頃を懐かしく思うようでは、私も歳なのだろう。若い人たちに期待するしかない。
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槌田　劭（使い捨て時代を考える会理事長）

くらしの土台がますます見えにくい時代です。私たちが何に取り組んだら良いか、
いろいろと考えてみました。
ぼんやりした思いつきですが、“温暖化”とか“生態系”とか“食物連鎖”とい

った言葉を具現化し、次の世代（小・中学生あたり）にむけて立体的に見えるよう
な事例を伝え、呼びかける書物が発行できたらいいなぁ（シリーズならなおいい）
と考えています。
思いつくままですが、「なぜ里に猿や熊が現れるんだろう？」といった問いから

主人公（市民環境研究所独自のキャラクターの登場か？）を見立て、その背景を追
ってゆく絵本。一つの野菜（魚でもお菓子でもいい）を原産地まで旅する紀行記。
一本の川（海や湖）を源流までさかのぼる（または下る）冒険物語。ゴミとか便所
の歴史を辿って外国の例とも見比べる読み物。自然の不思議や意外性を集めたビッ
クリ読本。あるいは環境辞書やカレンダーなど。
形としてQ＆A、クイズ形式、座談会や個人授業形式、吹き出しやラクガキを入

れたり、いっそ漫画になったり。
指導や説教口調はもってのほか、説明もなるべく最小限に留めて、まず作る側が

おもしろい！　そんな夢のプロジェクトが組めるでしょうか。愉快な共同作業がし
たいものです。

高橋　幸子（はなかみ通信編集）

京大農薬ゼミは、農業と環境をキーワードにして活動する学生＋市民グループで
す。農薬を減らして作るみかんの病害虫調査および販売、毎週金曜日の勉強会、放
棄みかん園を復活させて無農薬でミカンを作る取り組みなどを行っています。
京大農薬ゼミは市民環境研究所（以下、市民研）の団体会員の一つです。団体と

しては、勉強会での部屋使用や、ポスト設置の他、みかん販売の時期は販売作業の
本部として市民研を利用しています。さらに、書籍やパソコン、コピー機から、台
所に至るまで、様々なモノを使わせていただいており、まさに活動の拠点となって
います。
そして、それにも増して私たちにとって大切なのは、交流、憩いの場としての利

用です。メンバーは、それぞれ好きな時間に市民研に遊びに来て、「部屋の主」の
石田さんや、大勢の訪問客の方々、他団体の人達と話をしています。このように、
一つの空間に様々な立場の人達が出入りするので、自分自身にとって視野が広がる
機会になると同時に、私たちの団体の活動を知ってもらうきっかけにもなっていま
す。また、市民研には多くの団体からニュースレターやイベント案内が届くため、
情報が集まる場としても重要です。
市民研の求心力を高めるためにも、私たちの活動をより魅力的なものにしていく

と同時に、環境塾など市民研主体の活動にも企画や広報などの面から積極的に関わ
っていきたいと思っています。

山崎　香織（京大農薬ゼミ）

大南　絢一（国際青年環境NGO SAGE代表）

複雑な思い

市民研とともに
市民研は活動の拠点

夢のプロジェクトX
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。
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市民環境研究所という最初はきわめて私的な場を開設
してから２年以上が過ぎ、その間に環境問題を議論でき
るきっちりした組織にしたほうがよいとの助言もいただ
きNPO法人の資格を2003年11月に取得しました。こ
の賃貸マンションの１室が環境問題に取り組んでいる市
民や学生のたまり場になり、ここから新しい考えと新し
い動きが生まれればと願って出発
しました。NPO法人としてはい
ろんな可能性がありますが、そ
れを十分に発現できているとは
まだまだ言えません。しかし、
いくつかの研究会が立ち上が
ったこと、環境塾を始めた
こと、いくつかの団体がこ
こを拠点として活動してい
ることなどを合わせれば、
まずまずの成果をあげて
いるかなと言えます。
とくに、この１年間は

環境塾の５つのシリーズを開催でき、
そこから新たな人々の交流も生まれ、この京都の
地に問題提起をし続ける基盤もできたと思っています。

20年先の2025年は地球上の人口が80億人を越すだ
ろうと予測されており、その当否は別にしても、今の世
界、とくに日本の社会のままでこの難局を乗り越えられ
るとは思えません。環境塾はその2025年を見据えて
議論を深める場となるように願って始めました。「地球
にやさしい暮らしと社会」を議論すると、多くの方が
「ひとりひとりの暮らし方を変えなければ」と答えます。
もちろん、それは重要なことですが、「ひとりひとり」

ではできないことの方が遥かに多いことを認識
していないのが気になります。一人

一人は重要だが、社会
全体を変えなけれ
ばどうしょうもな
い事態に私たちが立
ち至っていることを
抜きにしてはならない
と思います。そのこと
を確認する場として環
境塾も市民環境研究所も
活動を深めたいと思って
いますので、なお一層の支
援と参加をお願いします。

1
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市民運動をつなぐ接着剤であり
潤滑油でありたい

市民環境研究所 代表理事　石田紀郎

People's Institute of EnvironmentPeople's Institute of Environment

INFORMATION 市民研news1
本研究所の設立に関わるメンバーは、環境・

公害問題をめぐって、研究・啓蒙活動・市民運
動を幅広く展開してきた。これまで、そうした
活動に携わる市民・研究者・学生がネットワー
クを形成し、大学の施設を有効に活用しながら、
情報を共有するとともに、人的・知的・物的資
源を相互に融通しあいながら活動の充実を図っ
てきた。
このネットワークは、同じテーマを共有する

個々人のつながりであると同時に、ここに属す
る者たちが多様な研究会・活動団体を立ち上げ
ることで団体間のネットワークを形成していく
という、動態的・重層的な性格を有してきた。
これまでこのネットワークのなかで生まれたグ
ループには、農薬ゼミ、日本カザフ研究会、現
代中央アジア研究会、琵琶湖淀川汚染総合調査
団、環境問題研究会などがある。
これまでこのネットワークは、特定の大学研

究室を拠点として活動する者たちによる、ゆる
やかなつながりを軸にしていた。しかしながら、
そうした利用が許される大学施設が得にくくな
ってきたこと、またこのネットワークにより多
くの人々が参加できるようにすることで活動の
活発化を促そうとの機運が高まったことから、
2003年３月に、大学外に独立の研究所を設ける

こととなった。
この新研究所では、これまでの活動を継承す

るとともに、次のような活動を事業として行う
ことに決めた。まず、環境・公害問題、および
これに関連する社会問題をめぐり、学術的な調
査・研究を行い、的確な問題把握と解決方法の
模索を追究するとともに、研究成果を積極的に
公表していく。そして、そうした科学的な視座
を背景としながら、啓発・社会教育活動や人材
育成、あるいは政策提言を行い、市民社会にお
ける環境問題の解決に資する。他方で、環境問
題をテーマとして活動する市民や学生を支援す
るとともに、研究所をそうした諸団体にとって
の情報共有とコラボレーションのためのセンタ
ーに育て上げていく。
今日、環境・公害問題に取り組む主体として、

市民セクターはこれまで以上に重要な位置を占
めている。そうしたなかで市民団体には、公共
性と継続性を備えた責任ある主体であることが
求められる。それゆえ私たちは、「特定非営利
法人市民環境研究所」として再スタートし、活
動とネットワークの充実を図ることを決意し
た。

2003年11月
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市民環境研究所 
（石川電器ビル） 

設立趣旨書

【年会費（１口）】
■正会員（１口以上）
個人：5,000円、団体：20,000円
■賛助会員（３口以上）
個人：1,000円、団体：10,000円

NPO法人 市民環境研究所
〒606-8227
京都市左京区田中里ノ前21 石川ビル305
Tel & Fax 075 -711-4832
[E-mail] pie@zpost.plala.or.jp
http://www13.plala.or.jp/npo-pie/index.html
【交通】
● 叡山本線 元田中駅下車　徒歩１分
● 京阪本線 出町柳駅下車　徒歩15分
● 阪急京都線 河原町駅～ 京都市バス ３系統 及び　65系統

田中飛鳥井町下車すぐ
● JR京都駅～ 京都市バス206系統 田中飛鳥井町下車すぐ
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