
 
 
 

 

 
 

公共工事に 
積極的な環境配慮を期待 

南信共同アスコンの取り組み 
 

｢私たちの
仕事の大部
分は、公共
工事の受注
を受けたア
スファルト
製品の生産。
業界でISO 
14001を取
得している
企業はごく

少数。地球温暖化防止が至上の課題
とされている今、公共団体にはぜひ、
環境配慮の取り組みを評価した仕組
みをつくってほしい｣。中澤信二工場
長の発言に思わずうなずく。 

研究会事業所会員、南信共同アス
コン株式会社。地元建設会社8社の
協同出資で 1990年に誕生。吸音性
の透水性舗装、木片チップを含んだ
アスファルトなど、環境に配慮した
製品を開発しています。最近では伊
南バイパス全長 4km で吸音性の材
料が使われています。現在製造して
いるアスファルトコンクリートの大
半も再生材料です。ISO14001 は
2000年6月26日に認証取得。省エ
ネ活動も積極的で、取り組み開始後、
約100万円の削減効果が生まれまし
た。｢環境配慮の材料を作るコストや
手間は大きい。しかし地球温暖化問
題など大きな視野で世の中を観るこ
とが必要。ISOという言葉で全く異
なる業種の人たちが集まる研究会。
今回の改定でも研究会会員だからこ
そいろいろな相談が気軽にできた。
しかしそれ以上に研究会から発信さ
れる情報や事業所見学などを通し、
環境問題の意識が広がっていくこと
が大事｣。研究会の意義や必要を実感
する機会でした。 

愛・地球博 
あっちっちサミットに 

飯田市からも参加 
 
｢水と緑の惑星、地球に暮らすもの
として、温暖化防止対策を積極的に
実施し、『日本一のあつさ』にまけな
いように、熱い心で、その輪を広げ
ていきましょう｣。8月2日(火)愛・
地球博会場で｢あっちっちサミット 
2005 in EXPO｣が行われました。冒
頭はサミットの共同宣言です。 
主催の多治見市は、日本一の高温
を記録することもあるまち。群馬県
館林市、大阪府枚方市など、日本有
数の｢あついまち｣とともに、地球温
暖化防止について考える。サミット
開催の主旨です。地球博に併せて開
催された今回は、遠くは鹿児島県指
宿市、愛媛県松山市など 14 市が参

加。飯田
市からも
藤本水道
環境部長
が参加し
ました。 

雨水や風呂の残り湯など水道水以
外を使って気温を下げる｢打ち水大
作戦2005｣が全国で進められていま
す。龍谷大学の増田啓子さんが、枚
方市の事例から実効性について基調
講演。藤本部長からは温室効果ガス
10％削減に向けて飯田市が作成し
た｢新エネ省エネプラン｣について紹
介。 
サミットの後半は歴代ウルトラマ
ンも登場、熱さを忘れるユニークな企
画となりました。  
三菱電機を会場に 

打ち水大作戦2005in飯田 
 

8/10 三菱電機(株)中津川製作所飯
田工場で｢打ち水大作戦 2005in 飯
田｣が行われました。｢夏休み一研
究！太陽光発電を学ぼう！ソーラー
カー作り｣。県地球温暖化推進員主催
の催しにあわせたものです。 
打ち水大作戦はこの日、全国規模
で行われました。水道水以外を活用
し、地面に水をまくことで日本の気
温を下げる。開催主旨です。 
ソーラーカー作りに参加した伊賀
良小学校の4､5､6年生と三菱電機従

業員の皆さんの共同作業となりまし
た。午後には、飯田市役所でも実施。 
｢たかが水やり、されど水やり｣。地球

温暖化防
止の意識
づくりと
して意義
ある一日
でした。  

もう一つの夏の文化イベント 
アフィニスセミナーのご案内   

 8月18日から26日、第17回アフィニ
スセミナーが行われます。アフィニス
財団と飯田市が共催。クラシックの世
界では、著名な世界のプロ奏者が、日
本の若手プロを養成。その発表成果を
アマチュア市民の演奏家とともに発
表する。練習風景も公開される世界で
もユニークな取り組みです。詳しくは
飯田文化会館HPをご参照ください。 
http://www.city.iida.nagano.jp/bunkakaika
n/index1.htm 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

1988年8月6日深夜の出来事。日本最大
の人形劇の祭典いいだ人形劇フェスタ。前

身の人形劇カーニバル飯田が第 10 回を迎
えることを記念して同時開催された世界人

形劇フェスティバル。8 日間の全日程の折
り返しの日。海外から400人の人形劇団員
を招いた国際的催し。毎夜飯田市公民館を

会場に、盛大な交流会が開かれていました。 
その日の夜突然、ニュージーランドから

来日した一人の女性が発言。｢皆さん、今日

は何の日か知っていますか。今日は 43 年
前、ヒロシマに原爆が落とされた日です。

皆で黙祷をしましょう｣。ソビエト、アメリ

カ、ヨーロッパ、アジア、南アメリカなど

国家レベルでは緊張感を持つ国々からの参

加者一同が手をつないで黙祷。 
フェスティバルのにぎわいの中で日本人

の私自身が忘れていたことの恥ずかしさ。

他方では日本人が過去の歴史として風化さ

せている出来事を、国際的に重い出来事と

して見られている事実を認識。異なる文化

を持つ人たち同士の交流、グローバルな視

野を養う必要を感じた出来事でした。8 月
15日を前に必ず思い出す記憶です。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【ご意見、お問合せ】、【配信解除】 

沢柳俊之(多摩川精機㈱) 研究会事務局 

p05300@tamagawa-seiki.co.jp 

木下巨一(飯田市役所) 研究会事務局 
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事業所代表者全体会 
行われる 

 
8月18日(木)9時、市役所を会場
に地域ぐるみ環境 ISO 研究会事業
所体表者全体会が行われました。2
月に行われた全体会以降、マエダ
(株)、(有)雨宮印刷が加入し 30事業
所に。そのうち 24 事業所の参加が
ありました。 

 
持続的改善活動 

成果の交流 
 

 それぞれ
の事業所の
近況報告で
は、 2004
年 、 ISO 
14001初め
ての規格改

定を受けて、一層レベルアップした
各社の状況が発表されました。 
 通常の企業会計とは別に、企業行
動が環境に与える有益有害な環境影
響を会計的に表す環境会計。八十二
銀行ではすでに、国内の金融機関と
して最初に取り組んでいます。オム
ロン飯田も研究中です。エコトピア
飯田は2006年4月を目標に、南信
州いいむす21から ISO14001へ、
レベルアップの準備中。平和時計製
作所はシチズン関連子会社8社の共
同でゼロエミッションに向けた取り
組みを進めています。木下建設は現
在問題となっているアスベストの対
応のために緊急チームを編成。顧客
への調査に入っています。  
ノーマイカー取組み宣言 

を一斉に 
 
 飯田市役所が事務局となり、域内
6 事業所で取り組むノーマイカー推
進方策研究会。10月に実施するノー
マイカー通勤月間への協力依頼があ

りました。地域ぐるみ環境ISO研究
会の主旨と合致することから、各事
業所ごとに、研究会萩本代表との連
名で、｢ノーマイカー運動取り組み宣
言｣を行うこととなりました。 
 文面は以下の通りです。  
ノーマイカー運動 

取組み宣言 
 
私たちは、人類史上初めてともい
える存続の危機にさらされています。 
本年2月16日には、COP3京
都会議で採決された京都議定書が発
効し、温室効果ガス削減に向け、国
ごとの具体的な数値目標を定めた行
動が始まりました。 
環境省の試算では、１年間で一世
帯から発生する温室効果ガスは 6t
で、そのうち自家用自動車によるも
のが 35%を占めているといわれて
います。自家用車の利用を減らすこ
とは、温室効果ガスの削減のための
有効な手段です。 
私たち地域ぐるみ環境 ISO 研究
会は、｢地域の自然を残し、持続可能
な地域づくりのため、新しい環境改
善の地域文化を創造する｣ことを理
念に掲げ 1997年11月に発足し
ました。 
今回のノーマイカー推進方策研究
会の提案は、研究会の活動理念と合
致するものです。 
この提案に賛同し、10 月に実施
されるノーマイカー通勤月間をきっ
かけとし、各事業所が創意工夫して
ノーマイカー運動に取り組むことを、
ここに宣言します。 
 
 ノーマイカー通勤は、事業所の規
模や立地条件によって取り組むこと
が難しいケースも想定されます。9
月の早い時期に実務者会議を開催し、
取り組み方や結果の集約方法につい
て、研究会としての指針を作ること
になりました。  
南信州いいむす21 
広域連合の支援強化を 

 
 南信州い
いむす 21
は、研究会
が構築し、
実務者によ
る運用支援
や審査を担

っています。そこに一定の権威を保

つため、南信州広域連合が認証を行
うという関係です。 
 多くの事業所に広がった取り組み
が一層の継続的改善につながるため
に、広域連合の支援体制の強化を期
待する意見がありまた。広域連合長
でもある牧野飯田市長からは、行政
として何ができるのか、早急に検討
に入りたいという旨の回答がありま
した。  
南信州いいむす21 
レベルアップの 

仕組みづくりを 
 
 EMS の入り口としては大変有効
な南信州いいむす21。しかし事業所
の取り組みが一定の質を満たしたと
き、それ以上の取り組みにつなげる
仕組みが未完成です。かねてから実
務者に預けれられてる課題ですが、
システムの階層化、他のシステムと
の相互認証など具体的な検討を託さ
れました。 
******************************* 
｢我々の村で毎日たく薪の量は一体どれ
位であろうか。600余戸の家々で毎日一束
ずつたいているとしたら 1 年には実に 22
万束、これは樹齢30年の山にして大体10
町歩分に当る。四面山、山、山の本村が見
渡す限り赤茶けたはげ山となっている現在、
この調子で何らの手段も講ぜずにたき続け
たとしたら？最早や後を語るのは愚であ
る｣。昭和32年12月5日発行、上久堅村(現
飯田市上久堅)公民館報の一節です。 

8/11 発行の雑誌｢たぁくらたぁ｣(川辺書
林)第 7 号では｢公民館報から見た戦後 60
年｣という特集が組まれています。冒頭はそ
の記事からの引用です。手の入らない現代
の里山事情と対照的な悩みです。他の記事
からは、物質的には恵まれていないけれど
も、家族や隣近所との暖かなつながり、巧
みな文章力など、今の時代よりも心の豊か
さを感じます。 
戦後60年の今年、戦争や平和の問題を中
心に様々な催し、多
くの情報発行がさ
れています。地球温
暖化防止が世界の
最重要課題とされ
る今日。むしろ高度
経済成長期前の暮
らしぶりを見直す
機会として戦後60
年を考える意義を
感じることのでき
る一冊です。 

【ご意見、お問合せ】、【配信解除】 

沢柳俊之(多摩川精機㈱) 研究会事務局 

p05300@tamagawa-seiki.co.jp 

木下巨一(飯田市役所) 研究会事務局 

ic1267@city.iida.nagano.jp 
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地球温暖化防止活動の 
推進について 

 
  飯田商工会議所 会頭 伊藤篤 

 
本年２月に
京都議定書が
発効し、わが国
は、温室効果ガ
ス排出量につ
いて、基準年比
マイナス６％
という厳しい
目標を課され

ることになりました。 
政府は「京都議定書目標達成計画」
を策定し、６％削減へ向けた具体的な
対策をとりまとめました。しかし、温
室効果ガス排出量は基準年比で増え
ています。目標達成のためには、ライ
フスタイルの変化など、国民一人ひと
りに大きな変革を求めていく必要が
あります。それは容易なことではあり
ません。 
温室効果ガスの排出抑制は、経済や
国民生活などあらゆる分野に大きな
影響を及ぼす課題です。環境税など経
済統制的な手法に頼るのではなく｢環
境と経済の両立」の原則にたって、国、
自治体、企業、市民などすべての主体
が、それぞれの立場で積極的に取り組
むことが必要です。 
飯田商工会議所では、ISO研究会の
皆様にもご協力頂き、地域中小企業の
自主的な取組みを支援するなど、地球
温暖化防止活動を積極的に推進して
きたいと考えています。 
具体的には今後、以下のような取り
組みを進めていきたいと考えていま
す。 
1.地球温暖化問題に関する周知・広報
の推進 

2.省エネルギー対策実施事例のＰＲ
と奨励 
3.地域における省エネルギーの取り
組みの促進 
1)エコオフィスの実践。 
2)公共交通機関利用の促進。 
3)輸送分野での省エネ対策の推進。 
4)廃棄物の発生抑制、リサイクルの
推進などによる資源循環型社会
形成への寄与。 

4.電力の生産地と消費地の相互理解
の増進 

エスコ説明会のお知らせ 
 

8月25日(木) 午後2時から3時
30分、エスコ説明会が行われます。
主催はおひさま進歩エネルギー(有)。
後援は飯田商工会議所です。 
 エスコはまず、工場や店舗などに
省エネルギーのための総合診断を実
施。その結果から、省エネ設備の設
置や機器の交換、断熱工事を行うこ
とで、水光熱費を削減する事業です。
例えば、従来のハロゲン球の消費電
力 85W に対し、直流低圧型ハロゲ
ン球に代えれば1個で3万円のラン
ニングコスト削減につながります。
また効率的な空気循環の仕組みを導
入すれば、温度ムラがなくなり、少
ないエネルギーで快適な環境を整え
られます。そんな事業に取り組んで、
地域ぐるみの「省エネ」活動に参加
してみませんか。  
ナショナルトラスト 
全国大会inいいだのお知らせ 
 
 自然環境や歴史的建造物や文化な
ど次代伝え、残す市民運動、ナショ
ナル・トラスト。飯田から木曽に抜
ける大平街道の中間。標高1200ｍの
高地にある大平宿。かつては宿場と

して栄
え 、

1970
年集団
移住で
村の歴
史の幕

は閉村。江戸中期の貴重な建造物も
あるこの町並みを使うことで保存す
る。現在は、市民団体｢大平宿を残す
会｣が運営管理しています。｢いろり
の里 大平宿 生活原体験の場｣、春か
ら秋にかけて多くの利用者でにぎわ
っています。その取り組みが認めら
れ、第 23 回ナショナル・トラスト
全国大会が飯田で開催されます。10
月8日(土)9日(日)の2日間、飯田市
公民館と大平宿が主会場。 
 基調講演は全国ナショナル・トラ
スト保全部長のピーター・ニクソン
さんによる｢英国ナショナル・トラス
トの活動について｣。記念講演は松川
町出身のジャーナリスト、本多勝一
さんによる｢わが伊那谷の今昔｣など、
魅力的な内容です。飯田の秋を満喫
できる催しです。多くの皆さまの参
加、お待ちしています。 
http://www.ntrust.or.jp/action/asse
mbly05/taikai2005_tannai.html 

保育園で大人気 
打ち水大作戦 

 

 水道水以外の水を使い、地面に打ち
水をし、地球の温度を下げよう。８月
10日(水)全国一斉に取り組まれた
｢打ち水大作戦｣。座光寺保育園から便
りと写真が送られました。座光寺保育
園は本年度６月新築。太陽光発電、ペ
レットボイラーなどさまざまな環境
配慮の設備がつくられています。散水
用の雨水タンクもその一つ。今回の打
ち水大作戦では、雨水とプール水を使
って園児全員が取り組みました。 
 ｢『水まき大作戦』と言いながら水
をまいている子どもたち。喜びつつ遊
び感覚で、気分は涼しくとてもいいで
す｣。実際に園庭の温度も34℃から
32℃に下がったそうです。保育園で
はこの取り組みを８月いっぱい続け
るそうです。 
 子どもたちや保護者へ環境意識を
広める効果も大きな取り組みとなっ
ています。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 ｢重点は環境・福

祉・教育。あの事故

を通して危機感を共

有した村民の総意で、

循環型の地域社会に

していきたい｣。
1999年９月30日、国
内初の臨界事故に巻

き込まれた東海村。村上達也東海村村長への

インタビューをまとめた｢見えない恐怖をこ

えて(那河書房)｣。東海村は5月25日から3日

間行われた環境自治体会議の開催地となり

ました。水俣市を目標に、負の遺産をバネに

まちづくりに力を入れたい。村長自身の21
世紀文明のあり方にまで及んだ内容。村長の

決意が強く表れた一冊です。 

【ご意見、お問合せ】、【配信解除】 

沢柳俊之(多摩川精機㈱) 研究会事務局 
p05300@tamagawa-seiki.co.jp 
木下巨一(飯田市役所) 研究会事務局 

ic1267@city.iida.nagano.jp 
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パチンコダイエー 
若杉社長から飯田市長へ 
ノーマイカー運動 

推進宣言を提出 
 

9 月 6 日(火)、研究会事業所を代
表し、パチンコダイエーグループ若
杉渉社長から牧野飯田市長に、｢ノー
マイカー運動取り組み宣言｣が手渡
されました。これは、10月のノーマ
イカー推進月間に向けた研究会参加
事業所の意思表明です。 

パチンコダイエーグループは、
2001年 2月 ISO14001を業界で初
めて取得。9000も2004年に取得し
ています。若杉社長も業界内の環境
審査などで多忙な時間をぬっての来
訪です。 
｢地球温暖化防止に向けてまった
なしの時代。ノーマイカーの取組は
CO2削減の有効な手段。事業所によ
ってむずかしいところもあるが、創
意工夫して取り組みたい｣。若杉社長
の発言主旨です。 
牧野市長からは、｢研究会参加事業
所あげての取り組みの意義は大きい。
ノーマイカーの取り組みをきっかけ
に、地域ぐるみの環境改善運動が一
層の広がることを期待している｣、と
いうエールが送られました。 
パチンコダイエーグループの

EMS の取り組みは、各支店ごとに
進められ、若手従業員が環境リーダ
ー・サブリーダに指名されています。
ノーマイカーの取り組みも、現在検
討中。交替勤務で夜 12 時退社の社
員もいることから、取り組むには難
しいテーマです。乗り合わせによる
出社、昼間勤務者は公共交通機関利
用などのアイデアが出され、具体化
に向けてまとめているところです。 
地球温暖化防止に向けて、無理をせず長

続きする取り組みとなることが大事です。

今回の宣言をきっかけに、各事業所の創意

工夫した取り組みが期待されます。 

JR利用でリフレッシュ 
塚平賢志さんの 

ノーマイカー通勤 
 

10 月に行われるノーマイカー通
勤推進月間を前にノーマイカーの取
り組みをすでに実践している、研究
会事業所の職員にインタビューしま
した。 
｢毎日続けること、けれども無理を
しなこと、それがこつです｣。市役所
合併対策室に勤務する塚平賢志さん。
昨年3月、自宅のある時又から市役
所まで、JR の通勤に変更。終電は
22時42分。合併直前の今はたいて
い21時25分飯田駅発を利用。残業
がなければ17時44分発で帰路につ
けます。 
自家用車通勤に比べ、気持ちは楽
になりました。車中で音楽を聴いた
り本を読むこともできます。毎日の
歩く距離も約3km、少し体も締まっ
てきたそうです。環境に対する意識
も高くなり、家族全体に歩く習慣が
生まれました。家族旅行もできるだ
け公共交通機関を利用しています。 
出勤時は高校生たちと一緒。｢最初
は乗りにくかったけれど、慣れてく
れば苦にならなくなりました。とき
どき利用するよりは、毎日の習慣に

してしまったほ
うが楽。けれど
もやらなくては、
というような無
理は禁物。気楽
に取り組むこと
が長続きの秘訣
です｣。  

環境カウンセラー日本一 
めざしてみませんか 

 
市民活動や事業活動の中で環境に
ついての指導助言を与える資格｢環
境カウンセラー｣。環境省が現在公募
中です。 
市民活動、事業所などで3年から

10年、環境に関する活動に従事する
ことが資格取得の条件。9 月中に小
論文を提出、審査が通ればH18年2
月頃東京・大阪で面接審査。3 月に
合否が決まります。 
研究会実務者が行っている南信州
いいむす 21 の構築支援の活動も、
環境カウンセラーの主旨に一致して
います。現在環境カウンセラーは全
国で3,894人。このうち飯田市が17
人。環境首都コンテスト、上位 10

の自治体では広島市(人口 115万人)
が57人で最多。熊本市27人、飯田
市と続きます。人口比では田原市、
水俣市、飯田市。 
研究会の実務者経験など十分に資
格要件を満たします。日本で一番環
境カウンセラーの多い地域、人口比
で一番を目指して挑戦してみません
か。 

http://www.eic.or.jp/counselor/  
利用の促進へ 
林務課に間伐材利用の机 

 
飯田市
役所林務
課長の机
が、間伐
材利用の
木製品に
なりまし

た。製作は後藤製材建設株式会社。
南信州いいむす 21 の取り組み宣言
事業所です。材料となる間伐材は持
ち込みで、組立は後藤製材建設。組
立費用だけで比較すると、市販のス
チール製事務用机とほぼ同額。木の
感触や香りが職場に安らぎを与えて
くれそうです。 
林務課では間伐材で職員証も実費
であっせんしています。間伐材の利
用促進の取り組みとしてぜひ参考に
してみませんか。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 9月27日、北九州で開催された社会教育研
究全国集会の分科会｢豊かな人と自然との関
わりを求めて｣に参加してきました。北九州
はかつての公害のまち。地域婦人会が行政を
動かし、現在は日本の環境首都を目指して
様々な取り組みをすすめています。会場の環
境ミュージアムは自然と環境の総合的な博
物館。インタープリターという職員が常駐。
大人から子どもまで施設を訪れる人たちに
積極的な環境学習を提供します。環境問題の
解決も、人を育てることから。そういう姿勢
を持った施設です。 

分科会の途中、
竹で有名な合馬
地区の竹林公園
でフィールドワ
ーク。150種類の
竹が植えられて
いるほか、竹製風

力発電装置も。｢グラウンドワーク福岡｣｢NPO
法人里山を考える会｣などの発表｡熱い気持
ちと先進的な活動から、大きな刺激をいただ
きました。 
【ご意見、お問合せ】、【配信解除】 
沢柳俊之(多摩川精機㈱) 研究会事務局 
p05300@tamagawa-seiki.co.jp 
木下巨一(飯田市役所) 研究会事務局 

ic1267@city.iida.nagano.jp 
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環境負荷低減からの 
前進を目指して 

       神稲建設株式会社 
 代表取締役 原 弘也 

 神稲建設㈱がISO14001を認証取
得したのは 2002 年のこと。「建設
会社」にもたれがちな環境負荷のイ

メージを払拭すべく、社会の環境意

識の高まりとともに、遅ればせなが

らも環境への取り組みに参戦しまし

た。取り組みの第一歩は、やはり紙・

電気使用量の削減、産業廃棄物の排

出抑制から。これらは自分の業務の

中ですぐに行える環境保全への取り

組みというころもあり、従業員一人

一人の環境への意識向上に大変効果

的でした。認証取得から丸３年経ち

定着した取り組みとはいえ、従業員

誰もが行えるこうした活動は今も重

要な取組の一つです。しかし環境負

荷を低減していくことは今や企業に

とって重要な社会的責務。当社環境

方針に掲げているように「積極的に

環境保全活動に取組」むべく、近年

から環境に有益な活動を環境目標に

取り上げています。県の産廃減量

化・適正処理実践協定の締結。産廃

を資源としてリサイクルするよう具

体的な数値目標が掲げられました。

土壌汚染処理工法の施工、アスファ

ルト工場と提携した木質チップ使用

の舗装工事、木炭を利用した断熱塗

料の採用、既存給水管の殺菌洗浄工

法の施工など。環境に配慮した設

計・工法を多く採用すべく、皆様に

ご提案させていただいています。神

稲建設㈱として環境を重視した地域

づくりにいかに貢献できるか、環境

ISOの取り組みとともにこれからも
模索していきたいと思います。 

社名の由来となった豊丘村神稲の田園 

ノーマイカー運動推進 
に向けて 

実務者会開催 
 
 9 月 7 日(水)実務者会が行われま
した。8月18日の代表者全体会で、
各事業所ごと、ノーマイカー運動取
り組み宣言を行うことが決まりまし
た。ノーマイカー月間にむけた、具
体的な取り組み方を中心に話し合い
が行われました。 

 研究会に参加している事業所の多
くが郊外に立地しています。また現
場に直接出勤するケースも多いこと
から、実施するには難しい課題。多
くの事業所で共通しています。徒歩
や公共交通機関利用の他、自転車の
貸与、相乗り通勤、バイク利用への
切り替えなど、事業所ごとに進めて
いる検討の状況を交換しました。JR
の駅から会社まで、近隣の事業所と
合同で通勤バスを走らせる研究を進
めている事業所もあります。 
 ノーマイカー運動の目的は、地球
温暖化を防止するための CO2削減。
結果が数値で表れるような取り組み
を進めるために、参加者ごとにノー
マイカー通勤の距離を積み上げるこ
とのできる集計表を作成することに
なりました。ノーマイカー通勤は難
しい。そういう事業所、従業員でも、
仕事や家庭で自家用車を使わない取
り組みを進めることも含め、月間に
参加できるしかけも考えました。  
生活と環境まつりに参加 

里山作業と木の実とり 
 

11月5日(土)、6日(日)鼎文化セン
ターを中心に｢生活と環境まつり｣が
行われます。今年も研究会として参
加します。企画の中心は間伐材や木
の実を使ったクラフト細工。そのた
めの間伐作業を10月29日(土)に行
います。山仕事は大変ですが、森の
中は心が安まる空間。汗した後の○
○も格別。多くの皆さんの参加、お
待ちしています。どんぐりなどの木
の実も使います。木の実集めもぜひ
ご協力ください。 

南信州いいむす21 

レベルアップのPJを 
 
長年の懸案、南信州いいむす 21
のレベルアップ。プロジェクト体制
で研究を始めることになりました。
現在メンバーは選考中。地域独自の
EMS、南信州いいむす21の新たな
展開が期待されます。  
地球温暖化防止セミナー 
｢エネルギー資源争奪時代 

の省エネルギー｣ 
のお知らせ  

 アメリカを襲ったハリケーンの追
い打ちで、原油価格が一層高騰の兆
し。化石燃料依存社会の限界が近づ
いています。エネルギーの大量消費
は、地球温暖化をすすめる原因。省
エネルギーという視点から、先進国
に住む私たちが取るべき道を考える。
9 月 16 日(金)｢エネルギー資源争奪
時代の省エネルギー｣をテーマに、地
球温暖化セミナーが行われます。時
間は18時30分。 
会場はりんご庁舎3階会議室。参
加費無料。講師は東北大学教授、環
境保全センター長の三浦隆利さんで
す。申し込み、お問い合わせは主催
の2団体へ。 
 NPO 法人南信州おひさま進歩 
(0265-24-4821) 
NPO法人同グリーンクラブいいだ 
(0265-56-8311) 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 ｢時空戦隊コセキッコ｣(戸
籍事務の指南書、五輪書とな

るマニュアルづくり：大庄支

所市民課)。｢分別戦隊ゴミワ

ケルンジャー｣(保育所だけで

ない、家庭をまきこんだ｢エコ

ライフ｣活動)。｢ゲッツＪＯＢ(生活相談者への求職

支援)｣。兵庫県尼崎市の職場改善運動発表大会｢Ｙ

ＡＡるぞカップ｣。受賞グループのネーミングです。

9月2日(金)愛知大学豊橋校舎で｢日本の環境首都コ

ンテスト中部地区交流会｣が行われました。冒頭は

ゲスト参加、尼崎市職員、吉田淳史さんによる報告

の抜粋。 

 環境首都コンテストは、環境に関わる政策だけで

なく、自治体の組織や意識改革、市民参加の進み具

合など、ＮＰＯが多面的に自治体を評価するしくみ

です。環境を入り口に自治体を改革する。そういう

きっかけとして環境首都コンテストを活かす。今年

もエントリーの時期となりました。 

【ご意見、お問合せ】、【配信解除】 

沢柳俊之(多摩川精機㈱) 研究会事務局 
p05300@tamagawa-seiki.co.jp 
木下巨一(飯田市役所) 研究会事務局 

ic1267@city.iida.nagano.jp 
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企業視点を持った参画も 
第5次基本構想 

職員WGスタート 
 
 平成 19 年度を初年度とする、第
５次基本構想策定に向けた、職員ワ
ーキンググループの作業がスタート
しました。メンバーは20代から40
代の若手中堅職員23人。10月には
市民検討会議も立ち上げ、市民参画
による検討が始まります。 
 8月31日は牧野市長による、｢市

長の地域観、
歴史観及び
価値観｣を
テーマとし
た講演会が
行われまし
た。   

牧野市長の講演から 
ドイツに近い飯田 

 
 牧野市長は日本政策投資銀行在職
中、4年2ヶ月ドイツに駐在。小さ
くても、市民一人ひとりが誇りを持
ち、誇りを守るための努力をしてい
るドイツの地方都市。飯田はそうい
うドイツに近い風土がある。他の地
域の企業人から、飯田に企業立地す
る経済的メリットを問われた。その
問いに対し、地域に住むことを大事
にした産業人となることが必要と答
えた。マーケットの中でしか人は行
動しないという、マーケット至上主
義とは異なる価値観を作っていきた
い。それが持続可能な地域社会づく
り。飯田は日本で最初に実現するこ
とが可能な地域である。 
 

特徴的な地域、飯田の強み 
 
 飯田の特長と強みは3点。一つは
多様性に支えられた進取の気質。山
里とまちという暮らしの多様性。作
物の南限北限が交錯する植物の多様
性。多様性が共存することで異なる
考え方を受け入れる風土が育つ。米
の単作地帯である富山。考え方も画
一的になりやすく、画一的な固い殻
を打ち破るためのバイタリティが求
められる地域。富山から世界に発信
する光岡自動車の社長は、火の玉の
ような人。飯田はしなやかな進取性
を持つ人たちが多く存在する。 

 2点目は災害と貧困を繰り返して
きた歴史。多摩川精機創業者の故萩
本博市氏は、｢創業者はこの地域の貧
困｣であるという。水引や製糸業も殖
産業として育ってきた。自分たちの
地域は自分たちでつくる、自主自立
の風土を官民一丸となって育んでき
た。 
 3点目は地域の一体性。中央アル
プスと南アルプスに囲まれた南信州。
広域連合が最も機能しているのは北
海道と南信州、という総務省課長の
発言もある。 
 

自立のストックを形に 
 
 ケフィアという企業を誘致できた
のは、住む場所としての飯田に魅力
を感じてくれたことが大きい。21
世紀産業といわれるITや環境。中央
でなくても仕事はできる時代。住む
場所の選んで仕事ができる。飯田は
隠された桃源郷。住みたい人を増や
しながら経済自立度を高めていきた
い。 

 飯田市役所には｢でもしか｣ではな
い、問いに対して付加価値をつけて
返すことのできる職員が多い。飯田
には自立に向けたストックはある。
地方分権がいわれる時代は、我々に
とって陽のあたる時代。職員一人ひ
とりも外に向けて発信するセールス
マンとしての自覚と行動を期待して
いる。 
 

地域を次世代に渡す 
 
 先人たちの血と汗で培われてきた
この地域。企業、市民、行政が協働
することのできる国内希有の地域。
この地域のDNAを子ども世代に受
け継いでいく。｢我々の身近な地域を
よくすることが、社会全体をよくす
ることである｣。ドイツで学んだ考え
方。これからの基本構想というシナ
リオをづくりに期待している。  

 基本構想の策定に向けた市民会議は10月
に発足予定です。経済自立度を高めるための

官民の共同も大きなテーマ。企業視点を持っ

た市民参加が求められます。研究会参加事業

所からもぜひ参画してみませんか。  
日独の実践例に学ぶ 
｢文化経済自立都市｣ 
日独国際化サミット開催 

 
 ドイツの環境首都フライブルクを
目指そう。環境市民などNPOが主
催する環境首都コンテスト。飯田市
は2001年第1回から継続的に参加
しています。飯田と同じ規模の地方
都市が文化的にも経済的にも自立し
ているドイツ。持続可能な地域社会
づくりの先進国です。 

10月 6日(木)、7日(金)、飯田市
公民館などを会場に、日独地域国際
化サミットが開催されます。｢地域へ
の誇り｣｢魅力ある地域づくり｣｢地域
経済活性化｣｢地域経営｣テーマです。
既に各地区単位で事前学習会も進め
られています。 
詳しくは飯田市工業課HPをご参
照ください。 
http://www.city.iida.nagano.jp/koug
you/ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

｢定年前に退職し、仕
事としました。経済的に
は厳しいが、やりがいが
あります。｣NPO法人、グ
ラウンドワーク福岡理
事、大谷妙人さんの発言
です。グラウンドワーク

活動はイギリスで始まった環境改善活動で
す。環境を出発点に福祉、国際交流など幅広
い分野で、住民・企業・行政をつないでいく。
グラウンドワーク福岡の活動主旨です。日本
では静岡のグラウンドワーク三島も知られ
ています。 
福岡県職員の有志が中心となって出発。大
谷さんも3月まで県職員でした。｢音の出るせ
せらぎづくり｣｢成長する木製作ワークショ
ップ｣｢中庭づくりワークショップ｣｢秘密基
地作り｣｢宇宙から見た地球は笑顔ですか｣な
ど学校や子どもたちも巻き込んだ魅力ある
とりくみがいっぱい。第2の人生で皆の役に
立つ活動を歩みたい。私たちに対する熱いメ
ッセージを感じました。 
 
【ご意見、お問合せ】、【配信解除】 
沢柳俊之(多摩川精機㈱) 研究会事務局 
p05300@tamagawa-seiki.co.jp 
木下巨一(飯田市役所) 研究会事務局 

ic1267@city.iida.nagano.jp 
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建設業界を 
ISO14001の牽引役に 
木下建設の取り組みから 
 
 9月20日(火)木下建設株式会社の
環境管理室長を務める総務部長、松
村勝弘さんにお話を伺いました。 

 木下建設は
大正2年創業。
今年で 92 年
目を迎える総
合建設業です。
ISO14001は
2001 年 4 月
に認証取得。
2004 年の規
格改正にあわ

せて環境マニュアルも3月に改正し
ました。松村さんはシステム構築時
からの関わりです。 
 今回のマニュアル改正で特に留意
したのは｢リスクマネジメント｣。
ISO14001でも緊急事態への準備及
び対応は最も大事な要求事項です。
｢汚染の予防のような環境側面は当
然。しかし企業にとっては経営上の
リスクマネジメントの一環として捉
えることも重要｣。松村さんのことば
です。 
地球温暖化が異常気象に結びつき、
災害が企業活動に直接影響を及ぼす
時代。市民の環境意識の高まりは、
一つの事故が会社の信用、引いては
経営にまで影響するケースも想定さ
れます。ISO14001の運用を通し、
様々なリスクに対応できるように企
業の体質を強める。ISO14001が企
業経営に不可欠なものになることで
経営改善に結びつける、という狙い
を持っています。 
｢機械による騒音、振動、排気ガス。
建設業界の環境にかかわるイメージ
はマイナス。その分建設業界は環境
改善に苦心している。建設業界こそ
が環境問題の牽引役｣。このことばが
印象的でした。 

昔の暮らしに戻す時代 
環境会議所東北 
三浦隆利さんの講演から 

 
 ｢地球温暖
化を防止する
根本的な解決
は、暮らし方
を昔に戻すこ
と｣。9 月 16
日(金)、りん
ご庁舎を会場

に、地球温暖化セミナー｢エネルギー
資源争奪時代の省エネルギー｣が開
催されました。冒頭は講師の三浦隆
利さんのことばです。三浦さんは現
在東北大学教授、環境保全センター
長。NPO 法人環境会議所東北の代
表理事も務めています。環境会議所
東北は、独自の環境マネジメントシ
ステム｢みちのく EMS｣、高校生た
ちの環境問題への取り組みを表彰す
る｢環境甲子園｣などユニークで先進
的な活動を進める日本初、環境専門
の商工会議所です。現在105の企業
が参加。三浦さんはこれまでも何度
か飯田を訪れ、講演もされています。 
 ｢“成長”を続ける世界。成長に併
せてエネルギーの使用は増え続け、
CO2などの地球温暖化ガスも増え続
ける。一方化石燃料の枯渇は目前に
迫り、新エネルギーが既存のエネル
ギーに代替する見通しは見えない。
まずは一人ひとりが自分たちの暮ら
しの中で、省エネルギーを進めるこ
と。そしてそういう暮らし方を進め
るための教育にもっと力を入れるこ
と。高度経済成長期前のかつての暮
らしに立ち返ることを目指す｣。今回
の講演主旨です。 
 京都議定書が発効しましたが、実
態は基準年比8%の増。これからの7
年間で14%の削減が必要です。 
 京都メカニズムといわれ、第３世
界の温室効果ガス削減を積極的に支
援することで自国の数字にカウント

する排出権取引。しかしいつ

かは第3世界も温室効果ガス
の削減は義務づけられます。 
 一方 2050年には石油の枯
渇が予想され、代替手段とし
て期待される新エネルギー。
しかし世界の経済成長率は中
国を筆頭に伸び続け、エネル
ギーの使用量はこれからも増
え続けます。 
 これからの時代、最も大事
な課題は省エネルギー。市民
生活では省エネルギーのライ
フスタイルを広め、企業では
環境に重点を置いたマネジメ
ントシステムを広げる。それ

らの活動を通して省エネルギーを進
めることが一番大事。 
 交通手段を比較。1人を1km運ぶ
ためのエネルギーは鉄道を
100(209kj)とするとバスが 321、飛
行機950、海運1,061、乗用車1,181。
公共交通機関を利用することは省エ
ネ効果もがとても大きい。 
 現在はエネルギーの争奪時代。一
人ひとりの暮らし方、生き方が問わ
れる時代。環境問題に対する市民や
企業、個々人の継続的改善の輪を広
げる。そのことが、社会全体の意識
やしくみを変えていき、省エネルギ
ーの暮らし方を当たり前にする。 
一人ひとりが持続可能な地域社会づくり
に向けて新たな一歩を踏み出す必要を、考
える機会となりました。  
イクレイ日本 

浜中理事長来飯 
 
 イクレイ(ICLEI)は、持続可能性
をめざす国際的な自治体のネットワ
ークです。地域発で持続可能な開発。
そのための支援を進める組織です。
1990 に発足し、現在世界中で 460
を越える自治体で構成されています。
国内では滋賀県、京都市、板橋区な
ど22の県市区が加入。 
 9 月 6 日(火)、イクレイ日本の浜
中裕徳理事長と小川内浩文主任研究
員が飯田市を訪れました。飯田市の

環境政策
現場の視
察のあと、
牧野市長
と懇談。
地域ぐる
み 環 境
ISO研究
会の活動、

南信州いいむす 21 の取り組みにつ
いても説明の機会をいただきました。 
 地域が先導役となることが、国や
世界全体の持続可能な社会の実現の
ためにもっとも有効な方法。イクレ
イの基本的な考え方です。持続可能
な社会づくりに向けた国内外のネッ
トワークが一層広がることが期待さ
れます。以下はイクレイ日本ＨＰ。 
http://www.iclei.org/index.php?id=875 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 毎日片道2.5kmの自転車通勤。車の通らな
い路地を選び、気分次第でコースを変更。田
んぼや畑、花や昆虫など季節の移り変わりを
肌で感じています。10月のノーマイカー通勤
推進月間。楽しみながら無理をせず、次につ
ながる活動となること祈念します。 
【ご意見、お問合せ】、【配信解除】 
沢柳俊之(多摩川精機㈱) 研究会事務局 
p05300@tamagawa-seiki.co.jp 
木下巨一(飯田市役所) 研究会事務局 
ic1267@city.iida.nagano.jp 
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輸送手段別エネルギー排出量の比較：講演資料より 



 
 
 

 

 
 

道路美化功労賞を受賞 
吉川建設の取り組み 

吉川建設株式会社   
 代表取締役 吉川光國 

りんご並木の清掃、空き缶・ごみ
拾い。当社の奉仕活動が、8 月 10
日道路の日に、(社)日本道路協会か
ら道路美化功労の表彰をいただきま
した。 

この取り組みは、飯田市のシンボ
ルである街路を清掃することで、地
域の美化に貢献しようと、1994年4
月、社員の発案で始まりました。作
業を通じて社員一人一人の意識の中
に「道路をもっと大切に」｢ゴミのポ
イ捨ては止めよう｣という気持ちが
根付き、道路施設保全や環境への関
心が高まることを期待しています。 
また、通勤者や近隣の皆さんにも
見知って頂くことで、清掃作業を始
めた頃に比べ年々ごみの量も減って
きています。 
この他、天竜川環境ピクニックや
天竜川水系健康診断などにも参加し
ています。原点は伊那谷が育んでき
た豊かな自然を守りたいという思い。
企業として住人として環境への関心
を高めてもらうため、自主的な参加
を募って取り組んでいます。 
環境ISOは、2001年に認証取得、
維持と改善に努めています。電気、
用紙の節約は、社員全員がすぐ取り
組むことのできる目標とし、統計を
とり、その結果を掲示して、社員意
識の向上を図ってきました。また、
建設廃棄物の削減とリサイクル率向
上の方法を各工事ごとに検討し、計
画的に実行しています。 
認証取得4年、これからは土木・
建築構築物の提供会社として、工事
毎に重要な環境側面を特定し、環境
目標をクリアする活動に重点を置き、
真に地域やお客様に安心していただ
けるようさらに環境活動を推進して
いきたいと考えています。 
住宅・店舗等の建築設計について、
省エネ・省資源の提案を用意してい
ます。また、現在社会的問題となっ
ている石綿(アスベスト)対策や土壌
汚染の調査なども、相談をお受けし
ています。どうぞお気軽にお声がけ
ください。 

新飯田市発足 
南信濃、上２村を迎えて 

 
 ｢遠山郷(とおやまごう)。この豊か
な山の響きそのままに、ここには自
然と共にある生活が息づいている。
幾重にも重なり合う山々、そして青
く澄んだ空。南アルプスから流れ出
ずる水がつくり出す美しい渓谷。こ
の地に残る手つかずの自然は、人び
との営みを静かに、そしてやさしく
見守っている。この地を訪れ、愛し
た人も数多い。遠山郷の自然やひと
の営みは、訪れる人暖かく包み込ん
でくれる｣(広報いいだ2005年10月
1日、合併特集号より) 

    
10月1日、かねてから準備が進め
られていた南信濃村、上村を加え、
新しい飯田市が発足しました。新飯
田市は人口108,324人、面積658.76
㎞２。人口で2,878人、面積で336.41
㎞２の増。都道県面積最少の香川県
の面積 1862.01㎞２の 1/3強。静岡
県浜松市と境を接することになりま
した。 
 南信濃、上両村は南アルプスと伊
那山脈にはさまれた遠山谷にありま
す。毎年 12月から 1月にかけて、
両村内各地で霜月まつりが行われま
す。国の重要無形文化財にも指定さ
れたこの祭。｢千と千尋の神隠し｣の
宮崎駿監督は、千尋の発想の原点と
して、この祭から強い影響を受けた
といわれます。 
 豊かな緑と民俗文化に恵まれた 2
村との合併は、飯田に新たな財産を
与えてくれました。これらの財産を
活かした新たなまちづくりがはじま
ります 

 

文化のかおりを体感 
合併記念式典   
アトラクション  

 
10月1日、飯田文化会館を会場に

3市村関係者約700人が集い、合併
記念式典とアトラクションが行われ
ました。 
式典では、両村の小学生たちから、
村や学校活動が紹介されました。上
村小学校では、遠い子どもで 8km
のスクールバス通学をしています。
運動会は地区運動会と合同、一年で
最大の行事です。南信濃村は日本の
お茶の北限。子どもたちも事業の一
環で茶摘み体験をしています。学校
をあげてディサービスセンターのお
年寄りたちとの交流も進めています。
可愛らしい子どもたちによる村の紹
介で、会場も和やかな雰囲気となり
ました。 
式典のオープニングは、飯田市上郷
黒田に伝わる伝統人形芝居、黒田人形
の三番叟。式典終了後に行われたアト
ラクションでは、南信濃和田小学校の
子どもたちや、上村と小山霜月まつり
保存会による霜月まつりの実演と、飯
田市駄科の鈴岡太鼓の演奏。この地域
の歴史と伝統に裏付けられた文化の
かおりを思いきり感じることができ
ました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
｢不要なアイドリングをやめよう｣｢タイヤ
の空気圧をチェックしよう｣｢不要な荷物を
降ろそう｣｢暖気運転は適切に｣｢急発進急加
速はやめよう｣｢車間距離は余裕をもって｣
｢エンジンブレーキを積極的に使おう｣｢駐車
場所はよく考えて｣｢夏のカーエアコンの設
定は一度高めに｣｢計画的にドライブをしよ
う｣。ＪＡＦホームページに｢誰にでもできる
エコドライブ｣が紹介されています。 
いよいよ10月はノーマイカー推進月間。各
事業所の創意工夫した取り組みが期待され
ます。通勤の取り組みがむずかしくても、仕
事や家庭で自動車を使うときの工夫も大切。
家庭で排出する温室効果ガスの35％は自家
用車から。この月間をきっかけにエコドライ
ブにも挑戦してみませんか。 
 
【ご意見、お問合せ】、【配信解除】 
沢柳俊之(多摩川精機㈱) 研究会事務局 
p05300@tamagawa-seiki.co.jp 
木下巨一(飯田市役所) 研究会事務局 
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日本のチロル上村下栗の里 

遠山渓谷と遠山川 

和田小児童による霜月まつり｢ふみならしの舞｣ 



電車通勤の様子 

ウルグ市副市長 

さんぽちゃん 

 
 
 

 

 
 

環境新聞で意識づくり 
ノーマイカー通勤 

夏目光学の取り組み 
 
｢ノーマイカー通勤を進めるとき

に大事なことは、社員一人ひとりの
自主的な参加意識。地球温暖化防止
に向けた一人ひとりの意識や行動の
変化をねらい、‘環境新聞’を発行し
ています｣。 
夏目光学(株)は、レンズの分野で

世界的にもトップを走る企業です。
研究会には今年1月に加入しました。 
昨年 11 月からノーマイカー通勤

を推進してきました。マイカーで通
勤する社員の全車から排出される
CO２を６％削減することが目標で
す。 

ISO14001 のシステムでノーマイ
カーを目標に掲げるばかりでなく、
社内規定に｢交通費の実費支給｣｢２
㎞未満自家用車通勤不可｣を盛り込
み、会社をあげて積極的な取組みを
進めています。 

環境新聞は2004年12月の創刊以
来5号発行されています。地球温暖
化のメカニズム、私たちの暮らしに
対する影響、温暖化防止のために自
分たちができることなど、環境にか
かわる様々な情報が全社員に伝えら
れます。 
環境新聞を通した意識づくりの成

果か、積極的に取り組む社員も徐々
に増えています。ノーマイカー通勤
者の増加による駐車スペース削減を
経費の削減につなげながら、周辺緑
化を進めることもねらいです。 
研究会として取り組むこととした10
月のノーマイカー通勤推進月間には、
従来の取組み強化に加えて｢家庭での
ノーマイカー｣｢家庭での地球温暖化
ミーティング｣を展開します。ノーマ
イカー通勤に参加する社員が更に増
えることで、環境改善に取り組むこと
が当たり前の企業風土をつくってい
く。継続的な改善は続いています。 

市民なしでは進まない 
ドイツのまちづくり 

日独地域国際化サミット 
 

｢ゴール直
前に出された
市民からの異
議。その意見
を受け容れた
ことで、より
よい計画とな
り、誰も反対
する人がいな

くなりまし
た｣。 10 月

6 日(木)7 日(金)、飯田市で日独地域
国際化サミットが開かれました。冒
頭はドイツから訪れた、ウルム市副
市長、アレキサンダー･ヴェツィヒさ
んのことばです。ウルム市はライン
川のほとり、人口 11 万 5 千人の地
方都市です。 
 文化的にも経済的にも自立した、
持続可能な地域社会を創る。そのた
めに必要なことは何かを学ぶ。この
サミットの目的です。 
 ドイツウルグ市からは都市計画専
門家のマックス･シュテムスホーン
さんが学生とともに来日。｢私たちは
ヨーロッパ流の考え方を押しつけに
きたのではありません。地域の魅力
や可能性を引き出すお手伝いにきた
のです｣。学生とともに 3 日間、中
心市街地の課題を歩きながらのワー
クショップ方式で調査・分析しまし
た。前述のシュテムスホーンさんの
ことばが印象的です。 
 国内からも先進的なまちづくりで
知られる後藤国利臼杵市長(大分県)、
富塚陽一鶴岡市長(山形県)らが参加。
｢市役所に求められる自覚、行動、響
働｣｢ブレイクスルーで先例踏襲と決
別｣｢地域おこしのキーワードは『発
見』『残す』『感動』『循環』｣など後
藤市長の発言が心に残りました。 
 市内 18 地域すべてで行った事前
学習会。高校生を対象とした｢地域へ
の誇り｣｢ドイツの食文化を味わう交
流会｣｢地域経済の活性化｣など多様
で一味違う企画の数々。通訳までも
こなしてしまう実行委員。市民主体
の実行委員会の底力を実感しました。 
 まちは市民が創るもの。自治体や自治体職

員はその支え役。市民･企業と自治体が同じ

課題に共同で取り組む。そのためには、特に

自治体や自治体職員の意識や行動の大きな

変化が必要。そんなメッセージを感じとるこ

とのできる機会でした。 

おひさま発電所 
オープニング 

記念セレモニー開催 
 
 志にたいして投資する。趣旨に賛同
する人たちから出資を募り直接に資
金を集める方式、市民ファンド。 
 飯田市内38の保育園や公民館など
の公共施設の屋根を借りた市民ファ
ンドによる太陽光発電所。その完成を
祝い、日本全国から出資者が集うオー
プニング記念セレモニーが行われま
す。 
 市民出資による太
陽光発電所は、日本初
の取り組みです。畳千
畳分、208kwの出力量
です。 
 10月29日(土)午後
１時から３時まで、会
場は飯田市公民館で
す。明星保育園児による太鼓演奏、完
成記念碑の見学のほか、ゲストとして
ＷＷＢ/ジャパン代表の奥谷京子さん
をお迎えしたミニ講演も行われます。 
ＷＷＢ/ジャパンは、女性の社会的

経済的な自立を支援する組織として
1990年に誕生、現在は地域や社会の
中で役に立つことを仕事とする、コミ
ュニティビジネスのさきがけとして
注目されています。学生たちの起業な
ど、全国で魅力的なビジネスづくりの
支え役として活躍しています。 
セレモニーは参加自由。いっしょに

参加してみませんか。 
http://www.ohisama-energy.co.jp/ 
セレモニー終了後、３時から４時30分まで、

飯田市公民館で行われる、奥谷京子さんの講

演会のテーマは｢コミュニティビジネス最前

線～新しい仕事づくりの現場から｣。参加費

500円。申込み不要。託児付き(要事前申込み)。

こ ち ら の 照 会 は NPO 法 人 和 楽

(0265-22-0912)まで。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 昨日の帰り道、自転車に乗っていると、通
りすがりの人がお連れ合いに｢このごろ自転
車に乗る人が多いわね。なんでかしら｣の一
言。ノーマイカー通勤推進月間が少しずつ浸
透しているのかな、と少しうれしい気持ちに
なりました。 
 過日出張で京都に行ったときも、会場と宿
の間、５kmくらいの距離を歩きました。無理
せず楽しく健康的に、通勤以外でも実行して
みました。 
【ご意見、お問合せ】、【配信解除】 
沢柳俊之(多摩川精機㈱) 研究会事務局 
p05300@tamagawa-seiki.co.jp 
木下巨一(飯田市役所) 研究会事務局 

ic1267@city.iida.nagano.jp 
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日本ﾅｼｮﾅﾙﾄﾗｽﾄ協会 
愛知和男会長 

英国ﾅｼｮﾅﾙﾄﾗｽﾄ 
ﾋﾟｰﾀｰﾆｸｿﾝ保全部長

生ゴミ処理機 

 

 
 
 

 

 
 

循環社会を求めて 
 

株式会社 原鉄 環境事業部 
リサイクルシステム営業部 

専務 原 利尋 
 
 今を去ること 11 年前、当時 2 名
のスタッフで発足した当社リサイク
ル事業部の変遷をお話しながら現状
取り組んでいる食育の問題を皆さん
と一緒に考えていきたいと思います。 

 当初は
家庭用生
ごみ処理
機の販売
をメイン
に行って

いましたが、
やがて学校等の施設対応で大型の処
理機を開発するに従い、機械処理さ
れた生ごみを農地・花壇等の土に堆
肥として還元する為の処理施設を造
るに至りました。 
 現在、松川で稼動している施設で
製造している堆肥は年間約320㎥。 
 販売もしておりますが、その多く
は業務用処理機を使用して頂いてい
る多くの保育園・小中学校・又各種
老人施設へ戻させて頂いています。 
 花壇
コンク
ールで
受賞さ
れたり、
子ども
達ある
いはお
年寄りが自分達の食べる野菜を畑で
作ったりしている話もよく耳にしま
す。 
 土にまみれ、虫に驚かされながら
も自分達が口にするものの本当の姿
を知ることでしょう。 
 健全な精神は健全な肉体に宿ると
言われますね。 
 体を作るもととなる食べ物が少し
でも安全なものである為にはどうし
たらいいのでしょう？ 
 当社から提案できることは今はそ
の一部にしか過ぎませんが、多くの
人の知恵を集めて将来に備えなけれ
ばいけない。 
 もう、そんな時が来ているような
気がします。 
 今年も当社の堆肥を使った「はら
ぺこ米」が出来ました。 
  ※食味80 ※たん白5.2 
 天候にも恵まれ、上々の出来とな
りました。お米に取り組んでようや
く２年目の秋です。 
＊株式会社原鉄は、ISO9000を建設機械レ
ンタル業界では日本で初めて取得。建設・
環境・リサイクルの分野で活躍している総
合商社です。 

持続可能な地域を 
支援する制度を考える 

ナショナルトラスト 
全国大会in 飯田 

 
｢仕事が終

わると皆で集
まり家を修復。
そして一杯飲
んで語らって

朝帰り。文化
遺産を残そう
という気持ち以上に、仕事にはない
充実感がありました｣。大平宿を残す
会初代会長、勝野順が取り組み初期
のことをこう話してくれました。 
大平宿は飯田から木曽に抜ける途

中、1,100m の高地にあります。昭
和 45 年集団離村で無住に。古くは
江戸時代中期の建物 10 数戸が今も
残っています。大平宿を残す会は、
この集落を使って残そうと｢大平方
式｣といわれる方法で保存活動を進
めています。 

10月8(土)9(日)、大平宿の残る南
信州飯田の地で、第 18 回ナショナ
ルトラスト全国大会が行われました。 
ナショナルトラストは、歴史的な遺
産や自然を市民の力で保存しようと
いう運動です。飯田大会は、ナショ
ナルトラスト発祥の地、イギリスか
らもゲストを迎え、全国から100名
を越える活動家の参加で行われまし
た。 

イギリスか
らは英国ナシ
ョナルトラス
ト協会保全部
長、ピータ・
ニクソンさん

を迎え、｢英国ナ
ショナル・トラ

ストの活動について｣をテーマに基
調講演が行われました。 
イギリスのナショナル・トラスト

運動は19世紀に誕生、現在では340
万人の賛助会員と、5,000 人の有給
スタッフ、4 万 3,000 人のボランテ
ィアが関わり、国内の文化遺産や自
然環境の保全に取り組んでいます。 
イギリスではトラスト運動の寄付

を行うと、寄付の倍額の金額が行政
から交付されるなど、トラスト運動
の広がりを政府が積極的に支援して
います。 
飯田大会の主要テーマは｢いろり

の里で考える税制と法制度｣。夜は大
平宿での懇親、翌日の記念講演は地
元出身のジャーナリスト本多勝一さ
んの講演。 
市民主体で運営された、非常に中

味の濃い大会でした。 

新たに３社に登録証 
南信州いいむす21 

 
10 月 14 日(金)、牧野光朗南信州

広域連合長から松島産業株式会社、
株式会社丸中中根園、株式会社ダイ
マルの３社に、南信州いいむす 21
の登録証が交付されました。 

松島産業は新たな登録事業所。主
な仕事はプラスチック包装材料の製
造販売です。廃プラスチックの減量
化やリサイクルなどに取り組んでい
ます。丸中中根園とダイマルは2002
年9月に登録、今回は継続登録です。
丸中中根園の主な業務はお茶の小売
り。葬儀返礼品などの簡易包装に積
極的に取り組んでいます。ダイマル
の主な業務はカラオケなど音響機器
のリースレンタル・販売、補聴器の
販売修理。節電によるCO2の削減、
営業車両のエコドライブなどに積極
的に取り組んでいます。 
｢南信州いいむす21は、できると

ころから始めて、段々にレベルアッ
プしていくことを目指しています。
新規登録の方はもちろん、継続登録
の皆さんもぜひ新鮮な気持ちで取り
組みを続けてください。そして 10
月はノーマイカー通勤月間。この運
動にもぜひ協力してください｣牧野
連合長のことばです。 
 南信州いいむす 21 は現在、取り
組み宣言198 事業所、登録48 事業
所となりました。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
ゴトウムシ(カミキリムシの幼虫)、ヒビ(蚕のサ
ナギ)、アシナガ(蜂の子)、
かつての南信州では貴重な
営業源、子どもたちの大好
物として食べられてきまし
た。 
｢本多勝一はこんなもの

を食べてきた(七つ森書館)｣
は週刊金曜日に連載された
堀田あきお、堀田佳代氏による連載をまとめたも
のです。ナショナルトラスト全国大会記念講演講
師の本多さんは、地元松川町出身のジャーナリス
ト。自宅で大事に飼っていたウサギも、お祭りご
との際には食卓に。自分たちの食べているものの
姿や、生態が見えていた時代。食べた生き物に生
かされている、私たちの忘れてしまっていること
を改めて気づかせてくれる一冊です。 
【ご意見、お問合せ】、【配信解除】 
沢柳俊之(多摩川精機㈱) 研究会事務局 
p05300@tamagawa-seiki.co.jp 
木下巨一(飯田市役所) 研究会事務局 

ic1267@city.iida.nagano.jp 
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里山作業、好評！ 
につき再び 

 
10 月 29 日(土)午前、竜丘桐林、

臼井原の里山で間伐材の切り出しを
行います。7 月に続いて2 度目とな
るこの作業は、11 月5(土)、6(日)に
行われる｢生活と環境まつり 2005｣
の準備もかねています。 
生活と環境まつりでは、今年も間

伐材やドングリなどの木の実を使っ
たクラフト工作教室を行います。間
伐材の切り出し作業は、クラフト細
工の材料調達が目的です。 

森のかおりは私たちの気持ちを落
ち着かせる効果があるといわれます。
夏の大平宿、子どもたちのキャンプ
で｢夜は友だち｣というネイチャーゲ
ームを行ったことがあります。深夜
の森の中に子どもたちを 10m 間隔
でひとりぼっちにさせました。最初
は怖がっていた子どもたちが 10 分
ほどするとほとんど寝てしまいまし
た。｢森に抱かれる｣というのはこの
ことをいうのでしょうか。 
森の作業でリフレッシュしたあと

は、焼き肉会も計画しています。 
8 時 30 分 JR 時又駅発、8 時 40

分ドライブイン開善路経由、マイク
ロバスで現地に向かいます。作業は
9 時から 11 時頃まで、焼き肉会は
14時終了予定です。 
家族や友だちと誘い合って、心地

よい汗をかいてみませんか。 
申し込みおよび照会は各事業所研

究会実務担当者まで。多くの皆さん
の参加、お待ちしています。 
クラフト細工に利用するドングリ

などの木の実も集めています。市役所
１階には募‘ど
んぐり’箱を用
意してお待ち
しています。皆
さんのご協力、
お待ちしてい
ます。  

すべての施策に 
環境配慮を 

環境自治体(エコシティ)の 
実現に向けて 

 
｢日本では今、

廃棄物に関する
法律が乱立して
いる。すべての
‘ごみ’を事業

者が有料で回収
しなければなら

ない‘資源回収法’に法律を一本化
することを提案したい｣。徳島県上勝
町、笠松和市町長の発言です。 

10 月 11 日(火)12(水)京都市で｢第
6 回環境自治体(ｴｺｼﾃｨ)を創る、市区
町村長と環境 NGO の戦略会議｣が
おこなわれました。 
当日は18自治体、11の環境NPO、

3大学・研究機関から70人が参加、
市町村長も 11 人が参加し、熱心な
議論が交わされました。 
｢人口減少、

高齢化などの
続く現代は、
自治体もダウ
ンサイジング
の時代。一方

地球温暖化は待ったなしの状況。環
境問題を大きな柱におきながら、自
治体の総合計画を考えていきたい｣。
市民参画で優れた政策を次々と打ち
出している岐阜県多治見市、西寺雅
也多治見市長の発言です。 
多治見市では翌年以降の施策立案

段階に、一般的には財政、企画部門
が行うヒアリングに環境課も加わっ
ています。ISO14001、2004改定で、
いわゆる｢紙・ゴミ・電気｣から適用
範囲は広がっています。従来の縦割
り行政の弊害を変え、総合的に施策
を評価する。そしてそこに環境配慮
を加える｢環境政策の総合化｣。多治
見市の取り組みは環境 ISO の先進
的な取り組みといえそうです。 
特区制度を有効に使い、経済自立

や観光誘致に成功している内子町。
環境分野でもエコロジータウンをテ
ーマにさまざまな仕掛けを作ってい
ます。 
共通する成功の秘訣は市民主体。

日本の環境首都に向けて、市民・事
業者。行政が一体となって取り組む、
そんな気持ちを新たにすることので
きる機会でした。  

飯田市環境協議会 
新エネ省エネ企画を募集中  
 ｢環境と経済の好循環のまちモデル
事業｣(通称まほろば事業)。飯田市は
昨年度から3年間、環境省の指定を受
けました。すでに南信州おひさま進歩
有限会社による市民出資を募った｢市
民共同発電｣｢エスコ｣事業の取り組み
などが始まっています。 
 9月20日｢省エネ、新エネ地域計画
の推進や、ゴミの減量など｣幅広い環
境活動を進めるための、市民、事業者、
行政などのパートナーシップ会議で
ある、飯田市環境協議会が発足(仮称e
地域協議会改め)しました。 
これからのまほろば事業の実施に

あたり、市民・事業者提案による新エ
ネ省エネモデル事業を公募すること
になりました。公募の中から事業を選
び環境省に提案、国からの交付金を活
用して事業を進めます。 
 事業所の新増改にあわせた木質バ
イオマスの活用など、新たな試みに
挑戦してみませんか。詳しくは以下
HPhttp://www.city.iida.nagano.jp/c
gi-bin/kankyo/c-board/c-board.cgi?
cmd=one;no=140;id参照。  
信州省エネパトロール隊 
講習会への参加者募集中  
｢省エネルギー活動推進のポイン

ト｣｢照明器具・建物・空調設備・生
産設備・ファンポンプ・コンプレッ
サ・ボイラー・受変電設備などの省
エネ改善事例｣｢エネルギー供給設
備｣など。地球温暖化防止に向けた各
事業所でできる省エネの取り組みに
ついて考えます。 

10 月 24 日(月)午後 2 時から
4 時。さんとぴあ飯田。講師は信
州省エネパトロール隊隊長、竹村
雅志さん(セイコーエプソン)です。 
主催は(社)長野県経営者協会、(社)

長野県環境保全協会。予約が原則で
すが、当日参加も受け付けています。 
連絡先 tel 026-237-6625 
e-mail nccca@dia.janis.or.jp 
10月はノーマイカー通勤月間。公

共交通機関の利用をおすすめします。
行き帰りの交通手段は飯田駅前
13:30発(市民バス循環線右回り)、帰
りはさんとぴあ飯田 16:35 発(同左
回り)、16:44飯田駅着です。 
【ご意見、お問合せ】、【配信解除】 
沢柳俊之(多摩川精機㈱) 研究会事務局 
p05300@tamagawa-seiki.co.jp 
木下巨一(飯田市役所) 研究会事務局 

ic1267@city.iida.nagano.jp 
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作業を行う竜丘臼井の里山 

笠松上勝町長 

西寺多治見市長 



 
 
 

 

 
 

家族みんなで地球環境 
について考えませんか 

生活と環境まつり開催 
 
 11月5日(土)、6日(日)鼎文化セン
ター、鼎体育館で‘合併記念 生活と
環境まつり2005’が開催されます。 
 今年も研究会では、どんぐりや間
伐材を使った‘工作体験’コーナー
を開きます。研究会参加事業所の皆
さんのご協力で、工作に使うドング
リや木の実も続々集まっています。 
 5 日
(土)午後
1 時 30
分からは、
スローラ
イフジャ
ーナリス
トの豊田
素行さんを迎えた講演会＆シンポジ
ウム｢スローDE いいだシンポジウ
ム｣が行われます。 
 6 日(日)午前 11 時と午後 1 時 30
分からはダムダムダンの｢お笑い環
境スクール｣が行われます。景品付き
のクイズもおりまぜ、楽しみながら
環境について学ぶ時間です。10時か
らは講演会｢アスベストについて知
ろう学ぼう｣も行われます。 
 他にも｢ガーデニング講座｣｢新エ
ネルギーのパネル展示｣｢犬のしつけ
方教室｣など環境や健康を体験しな
がら学ぶ企画が満載。合併を記念し
て南信濃村の物産展、食べ物バザー
やフリーマーケットも。 
 環境を学びながら家族とふれあう
機会。皆で参加してみませんか。 
http://www.city.iida.nagano.jp/  
アマゾンのジャングルから 

熱いメッセージ 
講演会のお知らせ 
 
 地球最大の酸素供給と二酸化炭素
吸収の地アマゾン。 11月12日(土)
午後6時から、松尾公民館を会場に
講演会｢アマゾンのジャングルから
熱いメッセージ｣が行われます。講師
は長坂優さん。俗称‘アマゾンの長’、
自称‘アマゾンの百姓’、アマゾニア
森林保護植林協会会長です。大学卒
業と同時に、アマゾンに移住。アマ
ゾンの熱帯雨林を再生する運動の中
心人物です。地球規模で緑が失われ、
地球温暖化が進んでいる今日。肩の
こらない、わくわくする講演です。
ジャングルの話を聞きながら、環境
問題を考えてみませんか。 
 問い合わせは飯田市環境アドバイ
ザー福島紀雄さんまで。 (tel 
52-0759)  

省エネは有効な企業益 
省エネルギー講習会報告 
 

 ｢省エネ効果
50万円は、営業
の利益率を 5%
と 考 え る と
1,000 万円に該
当。これは大き
な企業益です｣。 
 10 月 24 日

(月)飯田勤労者福祉センターを会場
に、省エネルギー講習会が行われま
した。冒頭は信州省エネパトロール
隊長、竹村雅志さんのことばです。 
 省エネパトロール隊は諏訪地方の
事業所を母胎に2000 年11 月発足。
加入事業所は現在45。希望する事業
所に対して省エネルギーの提案を行
うボランタリーな組織です。各事業
所のエネルギー管理士、電気主任技
術者などの資格者を中心にチームを
組み、事業所を訪問。現場の調査を
進めながら、さまざまな改善提案を
行っています。 
この活動が認められ、今年7月長

野県から信州省エネパトロール隊と
して委嘱。活動エリアを拡大し、県
下各地で省エネ点検やアドバイスを
始めています。 
今回の講習会も新しい活動の一環。

目的は省エネ診断を希望する事業所
のとりまとめと、省エネパトロール
隊員の募集です。 
写真を交えて、具体的な改善事例

を次々と紹介。身の回りに心当たり
のある事例の数々。改善のための費
用や、投資費用の回収年度なども提
示、すぐにでも始めてみたくなる話
がいっぱいでした。 
｢1.飛躍的な推進は生産革新｣｢2.

室温、照明などの日常的な管理業務
は全員参加の意識づくりの基本｣｢3.
まだある、基礎設備の運転管理｣｢4.
チャンスは新築、リニューアルのタ
イミング｣｢5.省エネパトロールは、
発見と大きな成果の鍵｣省エネ推進
のポイントです。 

ISO14001、2004年改定でいわゆ
る｢紙｣｢ごみ｣｢電気｣の省エネから、
＋αの取り組みに力を入れる傾向が
あります。｢されど省エネ｣を実感で
きる機会でした。 
省エネ診断受診企業募集中。詳し

くは社団法人 長野県環境保全協会
(026-237-6625 
 e-mail nccca@dia.janis.or.jp )まで 
 

無暖房の家づくり 
外断熱セミナー開催 

 
 北欧の地スウェーデンに、‘無暖
房住宅’が建てられました。冬場は
そこに住む人、電気製品、照明など
の熱を有効利用し、外断熱で寒気を
遮断。夏は室内の暖気を排出し、外
断熱で暖気を遮断。｢外断熱｣と｢熱交
換換気｣がポイントです。 
 11 月 14 日(月)、午後 1 時から茅
野市公民館を会場に外断熱セミナー
in 中部・東海｢地球環境と無暖房住
宅～エネルギーを使わない暮らし｣
が行われます。 
 講師は‘無暖房住
宅’の設計者、ハン
ス・エーク氏と、
NPO 法人外断熱推
進会議の堀内正純氏。 
 地球温暖化防止の
ために、省エネの運
動が進められていますが、無暖房は
究極の省エネです。 
 参加希望者は fax または e-mail
で｢住所｣｢氏名｣｢電話｣｢e-mail｣など
を外断熱推進会議まで。人数がまと
まれば、飯田からの送迎バスも用意
されるそうです。 
 講演会についての申込み、照会は
下記へ 
fax 03-3436-0678 tel 03-3436-4755 
e-mail info@sotodan-npo.org 
HP http://:www.sotodan-npo.org  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 ｢もしも天白川が話せた
ら｣｢今昔環境ものがたり｣
｢母の味を大切に。食べるこ
とはどこかで環境全体につ
ながっている｣ふんだんな写
真、読んでみたくなる見出し
や文章が満載。巻末には環境
をテーマとしたクロスワー
ドクイズまで掲載されてい
ます。写真は愛知県日進市が
発行した｢環境基本計画やわ

らか版ゆの｣です。日進市では2004年2月、市の環境
基本計画がつくられました。本来の基本計画書とは
別に市民にこの計画のことをよく知ってもらいた
い。計画づくりに関わった市民の発意でつくられた
のが‘ゆの’です。日進市の環境基本計画づくりは
2001年に始まりました。市民参加で3年間、のべ400
回を超える会議のはじまりは、市民と職員の戦いで
あったそうです。ぶつかり合いながら次第に互いの
考えを理解し合い、参加者一同が納得する計画がで
きあがりました。市民と職員の協働ということばが
よく使われるようになってきました。協働の意味を
改めて考えるときに参考にしたい事例です。 

【ご意見、お問合せ】、【配信解除】 
沢柳俊之(多摩川精機㈱) 研究会事務局 
p05300@tamagawa-seiki.co.jp 
木下巨一(飯田市役所) 研究会事務局 

ic1267@city.iida.nagano.jp 
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貴重な力になりました 
里山作業、無事に終了 

 
 ｢研究会の皆さんは、予想以上に働
いてくれました。今は木材の価値が低
迷し、山の管理を仕事とするのはむず
かしい時代。日頃山に関わりのない方
たちが時々山の管理に参加して、山を
守っていく時代かもしれません｣。今
回の作業をコーディネートしてくれ
た、市役所竜丘支所伊藤支所長のこと
ばです。 

 10月29日(土)、竜丘地区財産区の
管理する、臼井原の里山で、間伐作業
を行いました。あいにく天気は雨でし
たが、予定通り作業を決行しました。
研究会からの参加者は 15 人。地元か
らは財産区役員の他ボランティアも
参加、全体で 30 人ほどの作業となり
ました。 
 前回は、信州環境フェアで行ったク
ラフト細工の材料づくりが目的でし
たが、今回は間伐作業が中心となりま
した。研究会の15人だけでも70～80
本を伐採、全体でも150本近い実績で
す。 
 緑豊かな信州といわれますが、一歩
山に入ってみると、やせた針葉樹と暗
い森、動植物にとって大切な雑木の生
育も遅れています。間伐だけでなく枝
打ち、下草刈りなど山を守る仕事には
きりがありません。 
 日頃の仕事と
違う力を使った
ことで、筋肉痛
になった参加者
も多かったよう
です。それでも
間伐作業の達成
感。慰労会のお酒の味も格別です。 
竜丘地区財産区の管理する山林に

限らず、ほとんどの山の手入れは不十
分です。研究会として、これからも何
かの形で山とのつきあいが続くこと
を祈念します。 
11月5日(土)、6日(日)、鼎文化セ

ンター・体育館で行われる｢合併記念 
生活と環境まつり 2005｣。間伐作業で
分けていただいた木片と、事業所の皆
さんのご協力で集まったドングリな
ど木の実を使った工作体験コーナー
のほかにも盛りだくさんの催し。ご家
族そろっての参加、お待ちしています。 
 

奥谷京子さんを迎えて 
新しい仕事づくりを 

考える 
 
｢今新しいことが起

きている現場は、お金
のないところ。お金が
ない、困っているとこ
ろの方が知恵を出す。

そして財政に苦しむ国や地方公共団
体も、がんばろうとしているところに
は何とかお金を捻出しようとしてく
れます｣。 
10月29日(土)、市民出資による｢お

ひさま共同発電所｣のオープニングセ
レモニーが行われました。北は北海道、
東は岡山から全国の出資者 40 人が参
加。イベントにあわせ、日本全国で新
しい仕事づくりを支援している WWB/
ジャパン事務局長の奥谷京子さんを
招待。おひさま共同発電の取り組みを
きっかけに、南信州から魅力的な仕事
づくりが始まることをねらった企画
です。 
冒頭はセレモニーの終了後、行われ

た講演会の奥谷さんの発言です。 
 WWB(Women’s World Banking：女性
のための世界銀行)/ジャパンは、女性
が社会的経済的に自立していくため
の支援組織。第三世界の経済自立のた
めにフェアトレードをすすめる第三
世界ショップ。志を担保に融資を行う
市民バンクなど、片岡勝さんを代表と
するプレスオルタナティブグループ
の一員で、地方発の新しい仕事づくり
を続々発信しています。 
 ｢今までと同じではだめ。新しいこ
とを考えて実行しながら、情報を発信
する。そして外の人からここには何か
がある、と思わせることがポイント。
無から有を作り出す。当然失敗もあり
ます。けれども失敗をおそれずに次か
ら次へとアイデアを生み出すことが
大事｣。熱い志をもって発進した NPO
の多くが厳しい懐具合である、という
参加者の悩みにたいする奥谷さんの
答えです。 

 今、奥谷さんたちが力を入れている
のは若者たちによる起業。｢若者は世
間知らず。はらはらすることは多い。
けれども任せることで彼らは成長し、
大人以上の力を発揮します。一般的な
組織は、上位の人による指示によって
動きます。指示待ち人間になってしま
う。今の若者たちはそういう組織に反

発しています。大人たちは彼らの後ろ
からついていく。若者たちの発意を待
ち、彼らに任せれば、下手でも何とか
やりとげる。そして若者たちを育てる
リーダーは、汗をかいて、一番格好の
悪いところをやるのが役目。そういう
関係が生まれることが、事業が続く秘
訣です｣。 
 ｢まず新しいことを起こす。そして
新しいことに対し外からオファーが
来る。そしてやってきたオファーを自
分たちで選ぶことができるようにな
ったときに仕事となります｣。 
 

魅力的なしくみ 
オークション 

 
WWB/ジャパンが力を入れているの

はオークション。｢人｣｢もの｣｢金｣など
何か援助の意志を持つ人をオークシ
ョン会場に集め、起業を志す人が面前
でプレゼンテーションを行います。た
とえばレストランを起こそうという
人に、お店での食事券１万円相当を買
ってくれる人を○○人。提案者にとっ
て少し高めのハードルを主催者がも
うけます。提案に対し、会場から挙が
った人の数が、ハードルを超えれば、
手を挙げた人が責任を持って支援す
る。そういうしくみです。 
 統合失調症の障害者の自立支援を
行う人の事例。統合失調症を持つ人は、
過食による糖尿病など、複合的な症状
に至ることが多い。そこで、そういう
人たちに向けた配食サービスを提案。 
 9 月には東京で留学生によるオーク
ションを開催。留学生は卒業後、就職
しないと本国に戻される。意に添わな
い雇われ方ではなく、中国茶のカフェ
を開きたい。そういう提案に対し、60
人の人たちが支援に手を挙げてくれ
ました。オークションで受け入れられ
る秘訣は｢元気｣｢やる気｣｢熱意｣。とに
かく前向きであること。 
 オークションの大事なもう一つの
目的。それは提案する人たちのマーケ
ッティングの場。独りよがりなアイデ
アではなく、会場にいる普通の人から、
生活者の感覚を実感する場でもあり
ます。 
お金のある人と志を持つ人をつな

げる仕組みがこのオークション。オー
クションを通してお金を社会に有効
に還元していく。そして利益を必要と
する人に分配していく。オークション
にはたくさんの可能性があります 
 奥谷さんの具体的な経験に基づく話は説得力

があります。これからも‘環境’をキーワードに、

よい形で飯田とつながることを期待しています。 
【ご意見、お問合せ】、【配信解除】 
沢柳俊之(多摩川精機㈱) 研究会事務局 
p05300@tamagawa-seiki.co.jp 
木下巨一(飯田市役所) 研究会事務局 

ic1267@city.iida.nagano.jp 
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生活と環境まつり 
大盛況の工作体験 

 
11月5日(土)6日(日)、鼎体育館、鼎

文化センターを会場に、｢合併記念 生
活と環境まつり2005｣が行われまし
た。 

6日昼頃から降りはじめた雨の影響
か、参加者数は5日2,500人にたいし6
日は800人と伸び悩みましたが、研究
会のブースは親子連れで終日にぎわ
いました。 
今回のぐるみ通信は趣向を変えて、

研究会の取り組みに参加していただ
いた皆さんの様子を写真でご紹介し
ます。 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 大成功に終わった今回の催し。ドン
グリや木の実あつめ、10月29日(土)
竜丘財産区有林で行った間伐作業、前
日準備、2日間のフェアの運営など、
研究会事業所から多くの皆さんの参
加があってのことです。 
‘地域の自然を残し、持続可能な地域
づくりのため、新しい環境文化を創造
する’という研究会の目的実現のため、
これからも活動の広がりと深まりが
期待されます。 
 

工作体験に挑戦しませんか 
 
‘まつり’で使った‘木の実’‘間伐
材’残りがあります。事業所の福利厚
生活動、地域の公民館、育成会、PTA
活動などで使いませんか。グルーガン
(電熱接着装置)などの工作用具も貸
し出します。希望の方は研究会事務局、
木下(飯田市役所)までご連絡くださ
い。 

【ご意見、お問合せ】、【配信解除】 
沢柳俊之(多摩川精機㈱) 研究会事務局 
p05300@tamagawa-seiki.co.jp 
木下巨一(飯田市役所) 研究会事務局 

ic1267@city.iida.nagano.jp 

南信州いいむす21                                             地域ぐるみ環境ISO研究会 №134 05.11,10

                         http://www.city.iida.nagano.jp/kankyo/iso/index.html 

会場は大盛況 

仲良し3 人組 

お母さんが夢中 

未来の職人たち 

宮下一郎代議士も視察に 

牧野市長も参加 

家族サービスにもなりました 
研究会メンバー 

大作の数  々

大人も楽しみました 



 
 
 

 

 
 

牧野飯田市長が 
研究会の取り組みを紹介 

国連大学ゼロエミッション 
シンポジウム 

 
10月26日(水)、

27日(木)東京渋谷
区｢UN ハウス
ウ・タント国際会
議場｣で国連大学
ゼロエミッション

シンポジウムが行われました。 
 国連大学は、人類の平和と発展と
いう国連の目的にたいし、学術的に
貢献するために1975年、活動開始。
通常の大学とは違い、各国の研究機
関と連携し、世界各地でシンポジウ
ムやフォーラムを開催しています。 
今回のシンポジウムはイクレイ日

本との共催です。イクレイ日本は、
持続可能な地域社会づくりを目指す
自治体の国際的なネットワークです。 
 シンポジウムのテーマは｢気候変
動とゼロエミッション｣。牧野市長の
講演テーマは｢地域ぐるみで新エネ
省エネ～太陽光発電の現状｣。点から
面へ、地域ぐるみの環境改善運動を
進める地域ぐるみ環境 ISO 研究会
の活動や、南信州いいむす 21 の取
り組み、飯田市役所の自己適合宣言
と相互内部監査についても紹介。 
 地域ぐるみの環境改善活動は着実
に成果を上げており、そういう活動
と地域経済を結びつけ、新たな環境
産業の創造により地域経済の活性化
をめざす。そういう展望を示し、講
演はまとめられました。 
 地球規模に拡大した環境問題。このシン

ポジウムをきっかけとして、国際的なネッ

トワークへのつながりが期待されます。  
飯田商工会議所 
2 つの環境経営セミナー 

のご案内  
飯田商工会議所が主催する、環境

経営セミナーが行われます。  
利益の出る5S 実践講座 
～捨てること、から始まる 

5S の徹底～  
5S は当たり前のことをきちんと

実行すること。すべての仕事の原点
です。基本であり大事なことではあ
るけれど、継続することが難しい。
利益を出すための 5S の秘訣。実践
的なお話です。講師は棚田譲二さん。
5Sアジア事務局、IRCA品質マネジ

メント主任審査員、中小企業診断で
す。 

11 月 25 日(金)午後 6 時から、会
場は地場産業振興センター。会員事
業所は無料(未会員は1,000円)です。  
環境問題とアスベスト被害 

～アスベストの危険性と対策  
大きな社会問題にもなっているア

スベスト。具体的な知識や健康問題
などとの関わりについて考えます。
講師は安藤眞さん。エコビジネスネ
ットワーク代表。環境ビジネスの第
一人者で、経済産業省の新エネルギ
ービジョン検討会委員などを務めて
います。 

11 月 22 日(火)午後 2 時から、松
尾公民館。無料。 
それぞれの講座に参加を希望され

る方は、｢住所｣｢tel&fax｣｢事業所名｣
｢参加者名｣を記入の上 21 日までに
商工会議所へ(fax24-1142)   
まずは 
小さなまちづくりから 

基本構想、講演会より  
｢ガーデニング

の取り組みを広げ
るために、花いっ
ぱい運動をやめま
した。花いっぱい
運動のよくあるパ
ターンは、行政が

同じような花の鉢を配るもの。その
花は誰がどこでつくったかわからな
い。それはまちで花が育たない運動。
まずはそこに住む人同士でどんな色
のどんな花を飾るのかを考えること
からはじめましょう｣。 

11月5日、平成19年度にスター
トする第5次基本構想づくりのため
の市民検討会議が行われました。冒
頭は検討会議参加者を対象にした講
演会講師、高田昇さんのことばです。
高田さんは都市計画プランナーで立
命館大学教授。全国各地のまちづく
りの現場で実践的な取り組みを支援
しています。 
コミュニティガーデンが世界中に

広がっています。人と自然とのつな
がりを取り戻す。人と人とのつなが
りをつくる。そしてそういう関係を
人と地域とのつながりに発展させる。
花を植える苗を育ててくれる農家と
結ぶ。その花を街中の商店に飾り付
ける。花という人の心を和ませてく
れる道具を通して、一つことにとど

まらず、次々と取り組みを広げるこ
とで一人ひとりが元気になっていく。
コミュニティガーデンはまちづくり
の有効な手段です。 
コミュニティガーデンに象徴され

る｢小さなまちづくりプロジェクト｣
を地域の中にたくさん生み出し広げ
ていく。そのことがそこに住む人や
経済に活気を生み出す。 
｢点から面へ、地域ぐるみの環境改

善活動｣を目指す、私たち地域ぐるみ
環境 ISO 研究会の思いと大いに通
じる話です。 
研究会の思いにつながる、環境の時代に

ふさわしい、新しい豊かさをめざした基本

構想がつくられることが期待されます。  
脱温暖化社会を築く 
シンポジウムのお知らせ  
11 月 27 日(日)13 時 30 分から、

長野県勤労者福祉センターで、脱温
暖化シンポジウムが行われます。 
長野県は06年2月の県議会に｢長

野県地球温暖化防止対策条例(仮
称)｣を提出するための準備を進めて
います。今回のシンポジウムは県内
の環境系NGOが共同で主催。市民
の立場から条例のあり方について考
えます。 
｢地球温暖化防止をめぐる国の最

新の動き｣(小林光、環境省地球環境
局長)。｢全国の地球温暖化対策条例
はどうなっているか｣(気候ネットワ
ーク、平岡俊一さん)。｢県地球温暖
化対策条例の現状｣(高木直樹県、地
球温暖化対策検討委員会委員長)。こ
れらの課題提起を受けて、自由討論
が行われます。参加費500円。連絡
先は、信州大学の渡辺隆一研究室ま
で(026-238-4146)。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

10月に行われた、ノーマイカー通勤月間の
集計がようやくまとまりました。結果は改め
てご報告しますが、各事業所の創意工夫した
取り組みに改めて敬服。 
南信州いいむす21、現在9つの事業所を一

斉に審査中です。ISO14001、2004年改定に
あわせた更新審査と重なった事業所も多く、
忙しい時間をやりくりして審査に赴いた実
務担当者の皆さんも多かったようです。 
今月末からは、南信州いいむす21のレベル

アップに向けたプロジェクトもスタートし
ます。研究会の活動も、今が盛りです。快く
担当者を送り出していただくそれぞれの事
業所の理解に感謝です。 
【ご意見、お問合せ】、【配信解除】 
沢柳俊之(多摩川精機㈱) 研究会事務局 
p05300@tamagawa-seiki.co.jp 
木下巨一(飯田市役所) 研究会事務局 

ic1267@city.iida.nagano.jp 
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1426人が参加しました 
ﾉｰﾏｲｶｰ通勤推進月間 

 
 2004年、飯田市内8
事業所によって発足
したノーマイカー方
策研究会。ノーマイカ
ー方策研究会の呼び
かけで、10月に地域
としてははじめてのノーマイカー推
進月間が取り組まれました。 
 8月18日に行われた事業所代表者
会。研究会として積極的に参加しよう
と、すべての事業所でノーマイカー運
動取り組み宣言を行い、10月の取り
組みに参加することになりました。 
 ノーマイカー通勤推進月間に参加
した事業所は38事業所、このうち30
の事業所が研究会メンバーです。また
研究会からの参加者は1426人でした。  
延べ距離80,429km 

CO2の削減効果は18.7t 
 
 月間中、通勤
に自家用車を使
わなかった距離
は、研究会事業
所が80,429 km、
取り組み全体で
86,763kmとなりました。CO2に換算
すると18.7t(全体で約20t)の削減効果
です。 
 取り組みの方法は｢徒歩21.2%｣｢自
転車8%｣｢バス7.7%｣｢電車12.5%｣｢バ
イク7.1%｣｢相乗り43.2%｣で、事業所
の立地条件などから、相乗りの割合の
高さが大きな特徴でした。  
アイドリングストップや 

安全運転に心がけました 
 

 ノーマイカー通勤の取
り組みにあわせてアン
ケート調査を行いまし
た。アンケートではまず、
ノーマイカーの取り組
みについて、勤務中や家
庭など、通勤以外で心が
けていることについて調査しました。 
 燃料の消費を押さえたエコドライ
ブとして、安全運転を心がけている人
が最も多く勤務中が911人、家庭で
792人。停車時などのアイドリングス
トップは勤務中が432人、家庭で375
人。 
 移動にできるだけ自家用車を使わ
ないために、徒歩が勤務中に161人、
家庭で202人。自転車利用が勤務中35
人、家庭で85人。バイク利用が勤務

中49人、家庭で47人。 
 他にも軽自動車の利用やハイブリ
ッド車の購入など、アンケートの結果
から、通勤以外でも自家用車から排出
するCO2の削減に向けて、通勤時以外
にも取り組んでいることがわかりま
す。  
地球温暖化防止のために、 
地域をあげて取り組みたい 
 
 アンケートの自
由記述からも、たく
さんの意見が寄せ
られました。 
 ｢地球温暖化防止
のために一人ひとり
の行動が大事｣｢子どもの未来のため
にも温暖化防止に取り組みたい｣｢今
回の取り組みによって改めて地球環
境問題を考えるようになった｣｢家族
で地球環境問題について話し合う機
会を持った｣など、ノーマイカー通勤
推進月間の取り組みを、地球温暖化防
止のための取り組みとして意識した
意見が多く寄せられました。 
 また｢もっと多くの事業所で取り組
むことが必要｣｢地域をあげた取り組
みにすることが必要｣｢今回をきっか
けにずっと続ける活動にしていくこ
とが必要｣など、取り組みの広がりや
継続を期待する意見もありました。 
事業所として日常的にEMSに取り

組んでいることが、取り組みにたいす
る共感につながっているようです。  
公共交通の充実を 
 
 一方、ノーマイカ
ー通勤をすすめるた
めの条件として、公
共交通機関の充実を
希望する声も多く寄
せられました。 
 今回の取り組みでも自家用車の相
乗りが43.2%と、群を抜いていました。
それぞれの事業所の立地条件による
ことが大きな要因ですが、公共交通機
関の整備も課題です。 
｢ノーマイカー通勤の日を決めて、

事業所毎に勤務の時間を合わせ、事業
所が独自に、あるいは公共交通機関が
その日に限りバスなどを走らせるこ
とはできないか｣という意見もありま
した。 
公共交通機関を充実させるために

は、公共交通機関を利用しようという
利用者側の意識向上、定時間勤務など
事業所側の工夫、損益などの経済コス
トからCO2の削減など環境コストを
重視した公共施策など、総合的な取り
組みが求められます。 

安全なまちづくりを 
 
 徒歩や自転車通
勤に取り組んだ参
加者からは｢歩行
者にとって歩きに
くい歩道や、歩道
の整備されている道路が多く、危険を
感じた｣｢自転車通勤用のレーンをつ
くるなど、自転車に配慮した道路整備
をしてほしい｣｢暗くなってから歩い
て帰るとき、不安を感じる｣などの声
も寄せられました。 
 道路や街路の整備などのインフラ
整備とともに、まちに住む人同士の人
間関係・信頼関係も必要です。ノーマ
イカーの取り組みを通して、広くまち
づくりの課題も見えてきました。 
 

次につながる取り組みに 
 
 八十二銀行では、すでにエコライフ
活動によるCO2削減運動に取り組み、
自家用車だけでなく、リビング、キッ
チン、浴室、洗面所などの項目に分け
た取り組みです。ノーマイカー通勤の
取り組みから、広く家庭や社会生活で
のCO2削減の取り組みにつなげてい
くことも大切です。 
 今回のノーマイカー通勤月間は、あ
くまできっかけです。1996年のCOP3
を受けて1997年、我が国では地球温
暖化対策推進法がつくられました。こ
の法律では各地方自治体にCO2削減
のための地域計画の策定が義務づけ
られています。飯田市ではこの法律を
受けて、2004年8月｢飯田市省エネル
ギービジョン｣がつくられました。 

1990年飯田市で排出された地球温
暖化ガスは73万5千t、削減目標は
10%。このうち｢環境に優しい交通体
系への転換｣による削減目標は
6,121t、今回の取り組み成果20tは目
標の0.32%です。今回のような取り組
みを1年通して進めたとしても約3万
8千人の参加が必要となります。 
この取り組みをつなげ、広げていく

ために一層の研究と実践が求められ
ます。 
 なお、取り組みのまとめと、これか
らの方向付けを行うための実務者会
を12月19日(月)に行います。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 8月の代表者会で決定し、9月に全事業所で
ノーマイカー運動推進宣言、そして実務者会。
短い期間の中でしたが、事業所代表者の皆さ
んのご理解、従業員の皆さんのご協力、実務
担当者の皆さんの調整など、関わったすべて
の皆さんに感謝です。 
【ご意見、お問合せ】、【配信解除】 
沢柳俊之(多摩川精機㈱) 研究会事務局 
p05300@tamagawa-seiki.co.jp 
木下巨一(飯田市役所) 研究会事務局 

ic1267@city.iida.nagano.jp 
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塩尻市から視察 
南信州いいむす21 の 

現場を訪ねて 
 

11 月 21 日(月)塩尻市省エネルギ
ービジョン策定委員会が南信州いい
むす21の視察に訪れました。 

1997 年、COP3 を受けて地球温
暖化対策推進法がつくられました。
この法律で地方自治体は、地球温暖
化ガス削減のための地域計画を策定
することが義務づけられました。 
飯田市はすでに昨年 8 月に策定。

塩尻市では、地域でCO2削減に具体
的に取り組むための有効な方法とし
て、南信州いいむす 21 のような地
域版EMS に注目。今回の視察の目
的です。 
今回は3つの組織の現場をご案内

しました。  
ただいま審査中 

飯田クリーン(有) 

 
最初の訪問先は、飯田市の一般廃

棄物の収集運搬を受託している事業
所、飯田クリーン(有)です。塵芥収
集車のバケット内の清掃時間を5分
以内として節水につとめており、そ
のことが作業能率のアップにも結び
ついているそうです。事務所内のご
み分別もきめ細かく行われています。
同業者と共同で、イタチが沢最終処
分場に持ち込まれた廃棄物のうち、
使えそうなものを選び、8 月に行わ
れた、いいだ人形劇フェスタで無料
頒布会も行いました。 

2005年6月23日に行われた取り
組み宣言を受けて、従業員一人ひと
りの取り組み宣言も行いました。 

次世代の担い手として 
飯田工業高校 
 
 次の訪問先は飯田工業高校です。
生徒会が中心となって取り組んでい
ることが特徴です。生徒会にISO委
員会という組織があり、この委員会
が中心となって取り組みを進めてい
ます。 
 OIDE 清掃という、JR の駅舎や
公園など、学校外の清掃を月 1 回、
当番を決めて行っています。毎月
ISO新聞を発行することで環境改善
の意識づくりにつとめており、毎年
交代する生徒会による継続的な取り
組みの底辺づくりを心がけています。 
 昼休みにあわせて訪問しましたが、
ちょうど毎日のゴミの分別作業中。
徹底した分別と、生徒たちの取り組
む姿勢に一同感心。 

 
継続的改善のしかけは 
一日一善,信南サービス(株) 
 
 最後は、研究会参加事業でもある
信南サービス(株)。サイトの一つ、
駒ヶ岳SA で昼食も兼ねた視察です。
とうもろこしでつくった楊枝を、使
い終わったものを堆肥にして周辺緑
化に活用。仕入れ用につくった通い
箱、リターナブルな道具を使い段ボ
ールの発生を抑制。 
 環境改善のアイデアは、従業員一
人ひとりの業務報告を兼ねて作成す
る提案書。採用された提案は、採用
前と採用後の写真をつけてファイル
にストック。日々の活動の積み重ね
が目に見えるしくみを一日一善とし、
継続的改善のしかけとしています。 
 三者三様の現場でしたが、環境改善
にたいする熱い思いは共通。南信州い
いむす
21の広
がりを
実感す
る機会
でした。      

環境意識を伝えたい 
広報いいだで 
研究会が紹介されました 

 
広報いいだ 11/1

号で、地域ぐるみ環
境 ISO 研究会が紹
介されました。筆者
はオムロン飯田(株)
の原瞳さんです。 

地域ぐるみ環境
ISO 研 究 会 は 、
1997 年に市役所を含めた地元 6
事業所で発足し、8 年経った現在で
は30もの事業所が研究会に参画し
ています。環境問題は、点でなく面
でやる地域活動。1 つの事業所で取
り組むのではなく、事業所や自治体
の枠を超えて｢地域ぐるみ｣で行う事
が大切。研究会はそんな想いを持っ
て活動を行っています。 

研究会の活動の1 つとして、今年
も 11 月 5,6 日に開催される｢生活
と環境まつり｣への出展があります。
おまつりでは、研究会の活動を知っ
てもらう為の展示と、親子で自然と
触れ合う｢どんぐり・間伐材工作コー
ナー｣が恒例になっています。このコ
ーナーは毎年大盛況！おまつりの期
間中は常に工作を楽しむ親子連れで
にぎわっています。 
私はこの活動で工作のお手伝いをし
ていますが、自然の恵み、自然と触れ
合う楽しさ、自然を大切にする心を子
供たちに伝えたいと思っています。そ
の心が、子から親へ、親から子へ、人
から人へ、そして地域へ、浸透してい
ったら素晴らしいなと思います。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
11月28日、

南信州いい
むす21のレ
ベルアップ
プロジェク
ト会議が行
われました。地域版EMSとして構築されて4
年目、継続審査を迎える事業所も生まれてき
ました。継続的改善を進めるためにも南信州
いいむす21自身のレベルアップは課題とさ
れてきました。初回の今回は南信州いいむす
21の課題について話し合いました。次回まで
にレベルアップに必要な要求事項について、
各自の宿題としました。ISO14001自己宣言
レベルをめざした挑戦です。 
【ご意見、お問合せ】、【配信解除】 
沢柳俊之(多摩川精機㈱) 研究会事務局 
p05300@tamagawa-seiki.co.jp 
木下巨一(飯田市役所) 研究会事務局 

ic1267@city.iida.nagano.jp 
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他地域の 
追随を許さないしくみ 

研究会の取り組みが 
ブログで紹介されました  
11 月 28 日(月)、

神奈川県小田原市か
ら加藤憲一さんが飯
田に訪れました。｢環
境再生と日本経済
(岩波新書：三橋規宏
著)｣に紹介された、
飯田の取り組みを読まれたことがき
っかけです。 
視察目的は地域ぐるみ環境 ISO

研究会と南信州いいむす 21 の取り
組み。市役所で概要を説明したあと、
研究会メンバーでもある井坪設備工
業へ。井坪正さんから事業所として
の活動と、研究会のメンバーとして
の思いについてお話を伺いました。 
加藤憲一さんは昨年5月に行われ

た小田原市長選に 39 歳で立候補、
現職に惜敗し、現在は地域づくりの
シンクタンクを起業、精力的な活動
を進めている方です。 
加藤さんのブログで研究会のこと

が以下のように紹介されました。  
飯田市は、地域で取り組むことの

出来る環境対策への取り組みとして、
「地域版環境ISO」に積極的に取り
組んでいます。民間企業が先導し、
行政がバックアップする形です。
「地域ぐるみISO 研究会」というの
が、平成9 年ごろから民主導で発足
し、現在地域内で環境ISOを取得し
ているのが約40 社。もちろん、飯
田市役所も取得済みです。環境ISO
の取得には数百万の費用がかかるの
で、地域版の独自の環境適合規格を
立ち上げ、こちらもどんどん取得を
推進しています。 
 このテーマにおける飯田の取り組
みは、他地域の追随を許さず、国内
随一といってよいでしょう。飯田を
愛し、飯田に根を張って生きていく
覚悟を持った企業群の存在が、この
活動のエンジンです。仕組みだけを
まねしても、ここまで展開すること
はきっと難しいでしょう。 
 
心強いエールをいだきました。評価を励

みとして、一層の活動の広がりが期待され
ます。加藤さんのブログアドレスは以下の
通り。 
http://katoken-power.cocolog-nifty.com/blo

g/ 

12 月は 
地球温暖化防止月間 
アイドリング・ストップ 

を進めませんか  
1997 年COP3 京都会議が開催さ

れました。翌 1998 年 12 月、第 1
回目の地球温暖化防止月間が始まり
ました。今年もいたるところで、温
暖化防止に向けた取り組みが進めら
れています。 
また 12 月は大気汚染防止推進月

間でもあります。冬場は地球温暖化
ガスの一つ、窒素酸化物が増える季
節です。家庭や自家用車の暖房使用
も大きな原因となります。 
社団法人長野県環境保全協会から、

アイドリング・ストップ運動への協
力依頼をいただきました。 

10 月に
行われたノ
ーマイカー
推進月間に
あわせて、
研究会に参
加する多く
の事業所が、アイドリング・ストッ
プにも取り組みました。 
普通自動車が一日 10 分間アイド

リング・ストップを行うと、一年で
167l の CO2が削減されます。県内
すべての自動車が一日 10 分間取り
組むと、21万6千 t、長野県で一年
間に排出するCO2の 1.5%の削減に
つながります。｢買い物などで車をは
なれるとき｣｢車内での人待ち｣｢荷物
の積みおろし｣｢駐車中のエアコン使
用や暖機運転を控える｣などの方法
があります。 
節約カリスマ主婦、和田由貴さん

によると、アイドリングストップな
どのエコドライブを行うことで、燃
費が50%変わるそうです。 
環境と家計のために、できることから取

り組んでみませんか。  
不要ｶﾚﾝﾀﾞｰ・手帳の活用も  

環境保全協会飯
田支部では、恒
例となった不要
カレンダー・手
帳の募集とプレ
ゼント会を行い
ます。 
募集期間は12月22日(木)から28

日(水)。持ち込み場所は八十二銀行
飯田支店、及び飯田信用金庫本店で
す。 
プレゼント会は12 月29 日(木)、

30日(金)上記事業所を会場に行われ
ます。多くの皆さんのご協力、お待
ちしています。  

第 21 回は竜丘自由学校 
ムトス飯田賞   
 ｢ムトス｣とは、｢愛する地域を想い、
自分ができることからやっていこ
う｣という飯田市の地域づくりの合
い言葉です。｢地域の自然を残し、持
続可能な地域づくりのため、新しい
環境文化を創造する｣、地域ぐるみ環
境 ISO 研究会の主旨にも共通する
ことばです。 
 12 月 4 日(日)、
さんとぴあ飯田で、
第 21 回ムトス飯
田賞表彰式が行わ
れました。今年の
飯田賞を受賞した
のは｢竜丘自由学
校｣。竜丘公民館の
役員を退任した方たちが中心となり、
2002年に結成されました。公民館役
員時代の貴重な経験を活かし、農作
業などの体験を通して、学校の先生
も巻き込みながら、子どもたちの育
成活動を進めています。 
 大正デモクラシーといわれた時代、
竜丘小学校で木下紫水という美術教
師が自由画教育を広めました。自由
画教育は、それまでお手本の模写だ
った絵画教育を、子ども自身の発想
を活かすようにすることを通し、自
由な心を養う教育運動です。 
竜丘は日本の中でもこの教育活動

が最も広がった地域といわれ、そこ
から多くの人材が育っていきました。
そういう人材や地域風土が、戦後の
公民館活動などに引き継がれ、現在
に至っています。 
 自由画教育の心を引き継ごうとい
う会員の意志により、竜丘自由学校
と名付けられました。 
 ムトス飯田賞授賞式にあわせて、
まちづくり団体交流会や、市民活動
フェスティバルも同時開催。まちづ
くり団体交流会では16団体が発表。
市民活動フェスティバルでは 35 団
体が展示やステージ発表に参加。｢グ
リーンクラブいいだ｣｢人と環境に優
しい農産物生産者ネットワーク｣｢住
まい情報支援センターヒス｣｢南信州
おひさま進歩｣｢グリーンウッド自然
体験教育センター｣など、環境問題に
取り組むたくさんの市民団体も参加
しました。 
 ムトスの心の広がりとともに、環境改善の
活動と結びつき、面の取り組みが一層活発に
なることが期待されます。 
【ご意見、お問合せ】、【配信解除】 
沢柳俊之(多摩川精機㈱) 研究会事務局 
p05300@tamagawa-seiki.co.jp 
木下巨一(飯田市役所) 研究会事務局 

ic1267@city.iida.nagano.jp 
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竜丘自由学校代表
林正直さん 
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21世紀は歴史の峠 
神野直彦さん、 

阿智村で講演 
 
    

｢…私たちは、あまりに簡単に幸福
になりすぎた。…工場を建設し、…
農民の子どもが働きに行った。…農
業社会は解体され、…新しい国にな
ったが、…本当に我が家にいるとい
う感覚をもてたかどうか確かでない。
…1950年から60年に至る10年間
に、毎日300戸の小農家が閉業…農
業国スウェーデンは終焉した。人々
は大きな単位、大きな市町村を信じ、
都市には遠い将来にわたって労働が
存在すると信じた。私たちは…物質
的には豊かになったが、…平安…を
使い果たした。小農民が消滅…小職
人や小商店が…病気のおばあさんが
よこになっていたあの小さな部屋…
なども姿を消した。小さいものは何
であれ、もうけが少ないというのが
理由だった。なぜなら、幸福への呪
文は、『もうかる社会』だったから
だ｣。 
 12月16日(金)、阿智村合併50周
年を記念し、東京大学経済学部教授、
神野直彦さんの講演会が行われまし
た。冒頭は、講演会の始めに神野さ
んが引用したスウェーデンの子ども
たちが学習する環境教育の教科書の
一節です。 
 神野さんは長野県の中長期構想の
策定委員として｢未来への提言～コ
モンズから始まる信州ルネッサンス
革命｣の作成に関わりました。｢人間
回復の経済学｣｢二兎を得る経済学｣
などの著書もあります。 
 私たちは、地球の限界が明らかに
なった時代に生きています。次世代
にバトンタッチする前に、これまで
とは違う生き方を選ばなければなり
ません。神野さんは今の時代は｢歴史
の峠｣といいます。この講演会では、
これからの地域社会や私たちのあり
ようについて、いくつもの鍵を与え
ていただきました。 

地産地消 
～キューバをモデルに  

 持続可能な社会づくりに向けて、
ヨーロッパ、特に北欧が先進的な取
り組みを進めています。その北欧が
手本にしようとしている国がキュー
バです。1989年、ベルリンの壁が崩
壊。国際的に社会主義政権が崩れる
とともに輸入量が 1/5に。キューバ
は自立の道を余儀なくされました。 
食糧自給のためにあらゆる場所を
緑にし、食糧を作る。医療費を抑え
るために徹底的な予防の学習活動を
広げる。地域で自立した暮らしを送
ることで、ラテン音楽などに象徴さ
れる独自の文化が復活。世界有数の
観光立国になりました。地産地消が
復興の鍵でした。  
重工業から 

知識集約産業へ  
 一つの製品
を作るために
莫大な知識を
投資する。ど
うしたら自然
に負荷を与え
ずにものづく
りができるか、これも大事な知識で
す。18世紀の産業革命で発達した軽
工業。19世紀には重化学工業が発達。
農業中心の時代、人は生きた自然と
の関わりの中で、自然とつきあう知
識を蓄えました。死んだ自然を相手
にする工業の発達にともない、人は
自然とのつきあい方を見失ってきま
した。知識を集約し、改めて自然と
のつきあい方を蓄えるのが知識集約
産業です。  
人々の絆を強める時代  
 アメリカの大手薬剤会社に働く多
くの研究者たちが、新薬の研究のた
めにアマゾンのシャーマンの知識を
さずかろうと、南米を訪れています。
シャーマンは、人の病に効く数千種
類に及ぶ薬草についての知識をたく
わえています。彼らシャーマンは無
償で知識を与えてくれます。シャー
マンにとって知識とは、すべての人
たちに与えるものと言い伝えられて
います。一人ひとりの知識を市場の
取引とせず、皆で共有する。知識を

発展させるために、人々は協力しあ
い、与えあいながら人と人の絆を強
めあう。人類存亡の危機を乗り切る
大事な条件です。  
コモンズ 

～未来社会の行方  
 ｢人と人、人と自然との関係をつむ
ぎなおす｣｢所有要求から存在要求
へ｣「観客社会から参加社会へ」｢蓄
えることから与えることへ｣｢予言の
自己成就：そうなるのだと確信し、
そうする意欲が強ければ、そうなる
可能性が高まる｣新しい時代の可能
性を考えるときに鍵となる、大事な
ことば。それらの鍵となる言葉をお
互いの顔の見えるコモンズ(地域社
会)から積み上げ直すことで21世紀
の可能性が見えてくる。これからの
時代のあり方を考えるヒントをたく
さんいただいた講演会でした。  
講演の最後に、皇太子殿下が45歳の記者会
見で、愛子様の教育方針について引用した、
アメリカの教育者、ドロシー・ロー・ノルト
さんの詩を紹介していただきました。 
 

子ども 
 
批判ばかりされた 子どもは 

 避難することを おぼえる 
殴られて大きくなった 子どもは 

 力にたよることを おぼえる 
笑いものにされた 子どもは 
ものを言わずにいることを おぼえ
る 
皮肉にさらされた 子どもは 

 鈍い良心の もちぬしとなる 
 
しかし 激励を受けた 子どもは  

自信を おぼえる 
寛容にであった 子どもは 

 忍耐を おぼえる 
賞賛を受けた 子どもは 

 評価することを おぼえる 
フェアプレーを経験した 子どもは 

 公正を おぼえる 
友情を知る 子どもは 

 親切を おぼえる 
安心を経験した 子どもは 

 信頼を おぼえる 
可愛がられ 抱きしめられた 子ど
もは 
世界中の愛情を 感じることを お
ぼえる 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【ご意見、お問合せ】、【配信解除】 
沢柳俊之(多摩川精機㈱) 研究会事務局 
p05300@tamagawa-seiki.co.jp 
木下巨一(飯田市役所) 研究会事務局 

ic1267@city.iida.nagano.jp 
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自治体環境グランプリで 
萩本代表が講演 
 
 ｢環境経営と自治
体・NPO との協働
～地域戦略としての
環境マネジメント｣。
1月25日(水)、早稲
田大学を会場に｢自
治体環境グランプリ
表彰式｣にあわせたシンポジウムが
行われます。 
 シンポジウムでは、研究会の萩本
範文代表が講師として招待され、前
述のテーマで講演します。 
 自治体環境グランプリは財団法人
社会経済性本部が主催。環境問題の
解決に向けて、民間やNPO と協働
し、優れた取り組みを進めている自
治体を表彰することが目的です。 
 飯田市は第4回の昨年、環境大臣
賞とグランプリを同時に受賞しまし
た。受賞のテーマは｢地域戦略として
地域ぐるみでの『環境文化都市』へ
の挑戦｣です。 
 萩本代表は、受賞自治体を代表し
て招待されました。午後1 時から5
時半まで、早稲田大学小野記念講堂
で行われます。 
 自治体ではなく、研究会が招待い
ただいたことにも価値があります。
皆で参加してみませんか。  
 (株)マエダとイタチガ沢 
事業所見学会、 

今回は静脈産業 
 
 4,713t(H12)から 2,955t(H16)へ
37%の減少。これはイタチガ沢最終
処分場に埋め立てられる一般廃棄物
の量です。 
 12 月 19 日(月)研究会実務担当者
会に先立ち、恒例の事業所見学を行
いました。視察先は、今年5月に仲
間入りした(株)マエダと、飯田市が
運営するイタチガ沢最終処分場です。 
 ものをつくる業種を｢動脈産業｣、
廃棄物を扱う業種を｢静脈産業｣とい
うこともあります。実務担当者は仕
事がら、廃棄物についても関心を持

っています。しかし廃棄物の分別処
理の現場を見学する機会はなかなか
ありません。今回の見学会も、異業
種による研究会であるからこそ実現
できました。 
 イタチが沢最終処分場では、家庭
から出る廃棄物の実際と、ガラスビ
ンやペットボトルのリサイクルの分
別現場を見学。埋め立てゴミが減少
した大きな理由は、平成 12 年に始
まったプラ資源の回収によるもの。
家庭での分別も次第に徹底してきま
したが、そこに積まれた膨大なガラ
スビンやペットボトルの量を見なが
ら、リデュース、リユースの必要を
改めて実感しました。 
 (株)マエダは主に産業廃棄物の中
間処理を仕事としています。扱い量
は鉄 25,000t、紙 7,500t、非鉄金属
1,400t、廃プラスチック1,000t(H1 
6)。鉄のプレスや
紙の圧縮梱包の実
際を見学させてい
ただきました。  
会社案内の表紙

のことば｢未来の
子どもたちに、豊
かな環境を残した
い｣が印象的でし
た。  
ノーマイカー通勤と、 
南信州いいむす21 

グレードアップ 
 
 続いて飯田市役所で実務者会が行
われました。ノーマイカー通勤の取
り組みについては、ぐるみ通信 136
号ノーマイカー特集号のまとめを確
認しました。 
南信州いいむす 21 については、

ISO14001 の要求事項に基づき、初
級、中級、上級の 3 段階に分けて、
自己宣言レベルに近づけるような階
層化を計ること。要求事項を、誰に
でもわかるようなことばにすること
で、取り組みやすくすること。など
プロジェクトの進捗状況を確認しま
した。  

京都議定書発効 
一周年を記念して 

 
 2月16日、京都議定書が発効して
1 年目を迎えることを記念した、研
究会合同の取り組みについて話し合
いました。昨年、議定書が発効した
当日は、研究会として宣言文を作成。
事業所ごとに朝昼夕礼や、回覧など
で宣言文を確認しました。今年は、
イラストなどを盛り込みながら、地
球温暖化の危機的な状況や、温暖化
防止対策についてわかりやすい資料
をつくろう、という意見が出されま
した。  
これからも続けたい、 
里山保全と 
クラフトづくり 
 
 11月5日(土)6日(日)に行われた生
活と環境まつりに向けて、竜丘地区
の財産区有林で間伐作業を行い、当
日は間伐材やドングリ区のみを使っ
た工作体験を行いました。7 月に行
われた信州環境フェアに続く企画で
す。当日は宮下一郎代議士や、牧野
飯田市長も参加。人気のブースでし
た。工作体験ではけがをする子ども
もいますが、けがをすることも大事
な体験。親子で参加する機会として
も大切。里山の間伐作業も楽しく、
ぜひこれからも続けていきたいとい
う意見が出されました。  
グリーン電力を学ぶ 
 
 おひさま進歩エネルギー(有)から
は、グリーン電力証書の購入につい
て、説明を受けました。グリーン電
力は、太陽光や風力、バイオマスな
ど化石燃料によらずに供給される電
力のことです。グリーン電力証書は、
クリーン電力の取り組みに対する投
資や支援の制度です。会員事業所の
中部電力もグリーン電力の取り組み
を進めています。グリーン電力証書
については、事業所単位で改めて、
おひさま進歩エネルギー(有)からセ
ールスいただく予定です。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
事業所見学会当日は、寒冷前線が日本列島を覆

う極寒の日。作業を行う皆さんのご苦労を改めて

感じるとともに、見学会を受け入れていただいた

皆さんに感謝です。 
【ご意見、お問合せ】、【配信解除】 
沢柳俊之(多摩川精機㈱) 研究会事務局 
p05300@tamagawa-seiki.co.jp 
木下巨一(飯田市役所) 研究会事務局 

ic1267@city.iida.nagano.jp 
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