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団体・組織の概要 
 

団体/会社名 農事組合法人 畦畔緑化ぶんすい 
代表者 代表理事 小林修二 担当者 事務局 鈴木光英 

所在地（連絡先）

〒959-0112 
新潟県 燕市 熊森 7120 
  越後中央農協 分水営農センター内 
TEL：0256-97-2251 FAX：0256-98-3090 
E-mail：bunsui-ec＠e-jp.or.jp 

設立の経緯   

／沿 革 

平成 20 年 1 月にＪＡ越後中央分水営農センター管内の有志農家

10 名により、「ヒメイワダレソウ」の生産販売を手がける任意組織

（畦畔緑化ぶんすい）を設立した。同年 5 月にＪＡ所有施設と遊休

地を借り受けヒメイワダレソウの増殖圃を創設し、同年 10 月に水

稲育苗箱 5,300 枚を播き全てを販売した。 
平成 21 年 2 月に農事組合法人とし、現在、県内外から農地水環

境保全向上対策事業に有効であるとして問い合わせが殺到してい

る。 

団体の目的   

／事業概要 

 農業従事者の高齢化と後継者不足にあえぐ日本農業にあって、畦

畔や農道などの除草作業は大きな負担となっている。安易に茎葉除

草剤を散布し雑草を枯らせることは簡単であるが、景観を損ね、植

物の持つ二酸化炭素吸収能力をも廃棄していることになる。 
 そこで、世の中に広くグランドカバープランツ（ヒメイワダレソ

ウ）を普及し、畦畔や農道の緑化管理を実践するとともに二酸化炭

素の排出量も抑制しようとするものである。 
 当組合では、ヒメイワダレソウの直接販売以外にも専用培土や茎

播機の開発を手がけ、育成マニュアルを以って全国にヒメイワダレ

ソウの普及を目指すものである。 

活動・事業実績  

（企業の場合は環

境に関する実績を

記入） 

1） 20 年 10 月：ヒメイワダレソウを 5,300 箱播種 
2） 20 年 11 月：管内外の農地水環境保全向上対策保全会や個人に

全てを販売 
3） 20 年 12 月：長岡地域振興局によるヒメイワダレソウの視察研

修を受け入れ 
4） 21 年 3 月：三条地域振興局による環境保全型農業推進研修会に

おいて事例発表 
5） 21 年 3 月：前年秋期に播種をしたヒメイワダレソウを供給 
6） 21 年 5 月：新たにヒメイワダレソウ 10,000 箱播種予定 
 

ホームページ 平成 21 年 5 月に作成予定 

設立年月 21 年 2 月  ※認証年月日（法人団体のみ）21 年 2 月 24 日 

資本金/基本財産 150 万円 活動事業費 1,462 万円 

スタッフ／職員数 14 名（内 専従 1 名） 
組 織 

個人会員 名 法人会員 10 名 その他会員 4 名 
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提 言 
 

政策のテーマ  ヒメイワダレソウによる二酸化炭素排出量の抑制と農村

環境の保全、緑の雇用創出 
 
■ 政策の分野 

・ 地球温暖化の防止 
・ 自然環境の保全 

■ 政策の手段 
・ ヒメイワダレソウによる二酸化炭素の吸収量

を調査 
・ ヒメイワダレソウ栽培技術の普及 

 

団体名：農事組合法人 
    畦畔緑化ぶんすい 
担当者名：鈴木 光英 

 
■キーワード ヒメイワダレソウ栽培技術 緑のあぜ作り 畦畔緑化 

 
① 政策の目的 

・ 畦畔や農道、用排水道法面にヒメイワダレソウを植栽し、「緑のあぜ作り運動」

を進める 
・ ヒメイワダレソウによる二酸化炭素吸収量を計測し、環境保全に有益であること

を立証する 
・ 全国への普及を図るべくヒメイワダレソウの生産者を募り、雇用を創出する 

② 背景および現状の問題点 
・ わが国の農業は、作業従事者の高齢化や後継者不足が深刻な問題となっている 

・ 加えて、効率的な農業生産を目的に農業の担い手育成や組織化が進んでいるが、

このことは一方で農村社会の崩壊を招きかねず、従来から行われてきた農村集落

の共同作業の存続が危ぶまれている 

・ そのため、国では農業者のみならず地域住民全体が一体となって農地の保全活動

を行うべく「農地水環境保全向上対策事業」を平成 19 年から 5ケ年事業でスタ

ートさせた 

・ しかし、この事業により集落共有地における草花等の植栽事業などは進んでいる

ものの、畦畔や用排水路などは農家個人管理にゆだねるところが多く、茎葉除草

剤を散布し枯死状態となっているケースが少なくない 

③ 政策の概要 
・ ヒメイワダレソウの直接販売と植栽の指導を行い、地域における普及定着を図る

・ ヒメイワダレソウによる二酸化炭素の吸収量がどれだけのものか、大学もしくは

研究機関に委託し、二酸化炭素排出量の削減効果を探る 
・ すでに当方で開発済みのヒメイワダレソウ茎播機と専用培土を用い、新たに地域

におけるヒメイワダレソウの普及を図るべくヒメイワダレソウを生産（販売）を

手がけようとする生産者、生産組合にノウハウを伝授する 
・ そして、そこに新たな雇用機会が創出されることを期待する 
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④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いる） 
1） すでに昨年の秋期に注文をいただいたヒメイワダレソウ植栽の取組者（地域協議

会や個人）に対して植栽マニュアルを配布し、また必要に応じて植栽指導にあた

りながら優良事例を増やす 

2） 新たな顧客を獲得すべくインターネットにホームページを立ち上げ、宣伝効果を

図る 

3） 新潟県下においては、ＪＡ全農主催の各単協部課長会議において説明会を開催

し、各ＪＡ直営または所轄の生産組織等によるヒメイワダレソウの生産者を募る

4） 他の都道府県においても同様にヒメイワダレソウの生産者を募り、全国的な普及

を図る 

5） 新潟大学農学部またはＪＡ全農研究センター等に依頼し、ヒメイワダレソウの二

酸化炭素吸収量を計測し、地域における植栽の効果をシュミレーションする（研

究機関への依頼は未定） 

6） すでに開発済みのヒメイワダレソウ専用培土や茎播機以外に、生分解性の防草シ

ート（メッシュ構造の物）やモグラ忌避剤等の研究開発を手がけ、より確実なヒ

メイワダレソウ植栽の技術を確立する 

 

 

⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 
1） 事組合法人 畦畔緑化ぶんすい 

ヒメイワダレソウの生産販売 
生産技術指導 
植栽指導 
ヒメイワダレソウ生産資材の研究開発 

2） ＪＡ全農にいがた（協力） 
ヒメイワダレソウ専用培土、茎播機の流通 
各単位ＪＡ部課長会議におけるヒメイワダレソウ説明会の開催 

3） ＪＡ越後中央など各単位農協（協力） 
  ヒメイワダレソウ専用培土、茎播機の供給、決済 
4） 株式会社ホーネンアグルリ（提携） 

ヒメイワダレソウ専用培土の製造 
5） 株式会社 熊谷農機（提携） 

ヒメイワダレソウ茎播機の共同開発、製造 
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⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 
1） 農業における労働力不足の一部を解決 

・ ヒメイワダレソウを畦畔や農道、用排水路法面などに植栽することによって雑草

の発生を抑制できるため、畦畔管理作業が軽減される 

2） 景観の保全 

・ ヒメイワダレソウに覆われた畦畔等は春期～終期にかけて緑に覆われ、白く小さ

な花も付けるため、景観的にも優れる 

3） 環境負荷の軽減 

・ ヒメイワダレソウの植栽により畦畔等への茎葉除草剤の散布機会は極端に少な

くなるため、環境に与える負荷が軽減される 

・ また、ヒメイワダレソウによる二酸化炭素吸収により、地球温暖化が抑制できる

・ これらのことは、消費者から支持をされる日本農業の構築にもつながり、国民の

理解を得ながら農業者に対する所得補償制度の導入が可能になるものと期待す

る 

・ 現実、欧州の各国で農業保護政策の転換が図られてきたことも農業が持つ環境保

全機能が国民に広く理解されていることに起因する 

4） 緑の雇用創出 

・ 全国各地でヒメイワダレソウの植栽が行われ、これを生産する農業組織や担い手

農家が現れれば、農業経営体にとって新たな所得確保の手段が生まれ、同時に新

たな雇用創出の機会も生まれる 

 
⑦ その他・特記事項 

外来生物法が制定され、日本国内における外来種の駆除が各地で行われているが、

「ヒメイワダレソウ」は 環境省が定める特定外来生物や要注意外来生物のリストに

は掲載されていない。 
また、当組合では、水稲育苗箱を用いて育生したヒメイワダレソウを 1 箱￥500（税

込み）で販売している（平成 21 年販売価格）。 
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団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 NPO 法人環境カウンセラー全国連合会 

代表者 上田 隆一 担当者 土 田 茂 通 

所在地 

〒 167-0051 東京都杉並区荻窪 5-15-7 白鳳ビル２F-202 

TEL: 03－3392－0325 FAX:03－3392－0325  

Ｅ-mail: ecu-rengokai@firm.email.ne.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

平成 8 年の環境カウンセラー制度発足以来、環境カウンセラーは地域社会の環境

保全の実践活動に取り組んできた。平成１３年９月に全国の環境カウンセラー協

（議）会の連合会として設立し、「専門家集団の輪」を全国規模に広げ、能力を有

機的に発揮して各種事業に取組み、特に環境教育・環境学習の人材教育について

着実な成果を上げてきた。平成１５年１０月に NPO 法人となり、市民部門におい

ては環境教育の推進、事業者部門においては環境経営及び企業の社会的責任の推

進に向けた相談・指導の活動を展開している。 

団体の目的 
／事業概要 

 

目的は、環境カウンセラーを中心とした団体を連合し、次世代を担うこどもたち

並びに多くに市民及び事業所等に対し、環境保全思想の普及活動を行うこと。そ

の結果として多くの主体が環境保全活動に積極的に参加することにより、自然と

人間が豊かに共生し、持続ある発展を目指す社会の構築に寄与することにある。

事業内容は以下の通りである。 
①環境教育推進に関する事業 ②自然環境保全並びに緑化推進に関する事業 
③事業者の環境経営支援に関する事業 ④地球温暖化防止に関する事業 
⑤循環型社会構築に関する事業 ⑥環境保全に関する雑誌及び書籍の出版 
⑦環境保全に資する物品の販売の開発、販売及び斡旋 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

上記事業に対応した主な活動・事業実績は以下のとおりである。 
①環境教育推進に関する事業 
環境大臣登録人材認定事業である「環境教育指導者養成」の実施および、これ

に関連するセミナーを全国で開催した。各年度の開催実績は、平成１４年度５

箇所、平成１５年度５箇所、平成１６年度５箇所、平成１７年度２箇所、平成

１８年度９箇所、平成１９年度５箇所である。 
②自然環境保全並びに緑化推進に関する事業（⑥環境保全に関する雑誌及び書籍

の出版）東京商工会議所との連携事業として、エコピープルスキルアップセミ

ナー公式テキスト「緑化エコリーダーになろう」の執筆。 
③事業者の環境経営支援に関する事業 

全国で、エコアクション 21 コンサルティングおよび内部監査員養成講座開催。

④地球温暖化防止に関する事業 
全国34会員を網羅した、低炭素社会構築のための方策（緩和策、適応策）策定

セミナーの全国開催と成果報告書の作成・公表。 

 
ホームページ http://www.npogunma.net/ecu/ 

設立年月 平成１３年９月   ＊認証年月日（法人団体のみ）平成１５年１０月１６日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）                円 

活動事業費／

売上高（H17）
28,787,740円 

スタッフ／職員数 ３０名 （内 専従   ０ 名） 
組 織 

個人会員  ０ 名 法人会員  ３４名 その他会員（賛助会員等）  ７ 名 
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提 言  

政策のテーマ 
国民の誰でもが使える『低炭素活動の見える化事例集』の作成と 

その『評価システム』の活用 

 
■政策の分野 

・低炭素社会構築に向けての活動の見える化と評価 

・明確な行動指針構築による個人と行政の一体化                       

■政策の手段 

・ノウハウの開示と提供，活動評価技術の開発 

・統一した切り口，国民の参加促進， 

 

■キーワード 活動の見える

化 

誰もが判る判

り易さ 

国内共通の物

指し 

低炭素係数 自分でアクシ

ョン 

 

① 政策の目的 

本当に今のような活動を、お互いが実行していきさえすれば、又自分達で考え、自分達が出来るこ

とを実行していきさえすれば、それだけで“地球環境の危機”が救えるのだろうか…。 

日毎に増幅していく不気味な気候変動を肌で感じながら、私達１人１人が長い間ずっと持ち続けて

きた大きな疑問である。 

この疑問を払拭する手段として、又国や地域の行政活動と私達１人１人の活動とのベクトルを合わ

せる手段として「活動の見える化事例集」を作成し、同時に活動の評価基準制定とその実績評価を

行うことにより、国民全員の環境保全活動の飛躍的高揚を図ることを目的とする。 

②背景および現状の問題点 

(a) 現在の地球環境活動においては、市民と地域行政や地域行政と国政における活動の関連付けが曖

昧であり、不明確である。 

(b) 地域行政や国政単位で実行し達成しようとする施策目標と、私達が会社や地域・家庭で実行し 

達成しようとする施策目標とが、完全に一元化されていないところに問題がある。 

(c) 小学生や家庭の主婦などを含む国民１人１人が、自分がやっている環境活動が、どのような形で

低炭素活動に貢献できているのかが、容易に理解できるような仕組みが存在していない。 

(d) 環境活動の内容や目標値とその成果について、国政から各家庭に至るまで、同じ考え方や同じ物

指しで対話ができない。 

        
 

団体名： ＮＰＯ法人環境カウンセラー 
全国連合会 

担当者名： 土 田 茂 通 
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③ 政策の概要 

（a）地球環境問題こそ国民1人1人が全力で取り組むべき“全体最適”の最大テーマといえる。 

非常に多岐にわたり、かつ専門的深さも要求されるこの環境問題を広く世に認知させ、定着させ

る為には“誰もが判る判り易さ”が必要である。 

この“判り易さ”を実現する手段として、又地域行政や国政の施策目標と国民１人1人との“目

線”を合わせる方策として「活動の見える化」手法を駆使し、見え難い環境問題を１人１人が認

識でき、家庭内で会話できるレベルにまで易しくする為の活動体系を構築する。 

⇒Ｐ３の「活動の見える化」を参照 

  (b)統一した評価基準に基づく「評価・表彰制度」を確立し、その継続的運営を図る。 

(ｱ)日本⇒都道府県⇒市区町村⇒企業・市民・家庭⇒個人～この座標軸の上にいる国民1人1人が 

思いを同じくし、かつ向かうべき目標を共有して活動相互の関連付けを明確にできるように

その活動目標と活動体系を一元化し、一本化する仕組みを構築する。 

(ｲ)活動内容の妥当性と活動進捗が一目で判るような、納得性の高い「活動評価技術」の開発と 

統一した評価基準を設定することにより、国内共通の物指しを構築する。また同時に，活動

推進上生じる様々な考え方や言葉の定義・方法・算出式などを統一し、標準化していく。 

(c)全国の環境活動家（各地域にいる環境カウンセラーetc）が持っている知識・経験などの貴重

なノウハウを余すところ無く提供し、「ＰＳＲ（Personal Social Responsibility：個人の

社会的責任）」を積極的かつ確実に果たすことにより、地球環境保全活動を全面的かつ強力

に支援・推進していく。 

④政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

政策の実施方法と全体の仕組みとしては、「見える化体系」／「推進・実践体系」／「評価・運

営体系」をその推進３本柱とする。⇒ Ｐ３を参照 

(a)「見える化体系」とは ⇒“環境問題”を理解し易くするために、各種事例を判り易く可視化し

数値化する活動体系。 

(b)「推進・実践体系」とは ⇒ 関わりのある環境事例を体系的にまとめ、誰もが判るように具体的

に実施展開する活動体系。 

(c)「評価・運営体系」とは ⇒“活動の最適化”と“継続的改善”が常に図られるように、評価と 

運営の両面からスパイラルアップする活動体系。 

⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

(a)「３つの環境改革」（意識改革＋知識改革＋行動改革）の理念のもとに、全国の環境活動家（各

地域にいる環境カウンセラーetc）と連携を図り、「活動の見える化プロジェクト」を立ち上げ

、低炭素社会の実現に向けて国民１人１人のレベルにまで、より具体的にブレークダウンでき

る体系化作りと一元化した活動推進を実行する。 

(b)都道府県別／市区町村別／業種別／規模別etc～の正確な責任数字の明確化については、環境省

や各都道府県行政及び各研究機関などと，連携やプロジェクト化を図りながら推進していく。

⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 

(a)この施策の実施により、低炭素活動の明確な行動指針が構築できるため、国や地域の行政活動と

の連動や、国民1人1人の飛躍的なボトムアップ活動が図られる。 

(b)「個人の排出枠」という観点からも、個人の環境活動の位置付けや活動レベル，更には，社会的

貢献度が認識でき、かつＰＳＲ（個人の社会的責任）の立場からも，自己実現欲求を満たす満足

度の高い環境活動が推進できるため、今後の環境活動活性化の極めて大きな起爆剤となる。 

(c)日本全国の各家庭やボランティア活動で実行している活動事例を含めて、広く公開することに 

より、環境活動の手がかりを模索している人への強い動機付けとなり、自分でアクションを起

こし、活動全体の大きな底上げが図れる。 

⑦その他・特記事項 

この事例集は，従来からある単発的な事例集とは大きく異なり、「低炭素係数」という統一した切り

口を持っている。すなわち， 

(ｱ) “地球環境全体の活動の見える化事例集”であり， 

(ｲ)その活動を一元化し、“国と地域の行政目標と国民1人1人のベクトルを合わせ、目線を合わ

せるための国内共通の物指しになる評価・連動システム”である。 

また、この事例集は、国民１人１人が自分で判断し自分でアクションを起こすことが可能となり、今

後、国や地域との大きな連帯感が醸成できる「５つ星評価制度」のような仕組み作りにも連動するも

のであり，いま最も求められている緊急のテーマと考える。 
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                       ①緑のカ-テン＝Σ(家庭展開効果＋地域展開効果＋国政展開効果) 
                            ②廃棄物削減 ＝Σ(家庭展開効果＋地域展開効果＋国政展開効果)  

           
 ①国・地域の行政目標と個人活動の一体化 

②国民１人1人の活動モチべーションの高揚 

③国内環境活動家のＰＳＲの遂行 

 

 

「活動の見える化」 
総合効果 

顕在効果

潜在効果

不認知効果
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 団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 
  

ＮＰＯ法人 青森県環境パートナーシップセンター 
 

代表者 代表理事 有谷 昭男 担当者 事務局長 有谷 元子 

所在地 

〒 031-0073 青森県八戸市売市 1-10-19 

TEL：0178-22-1507 FAX：0178-45-8230 

Ｅ-mail:info@eco-aomori.jp http://www.eco-aomori.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

 

環境問題には問題の発生やその解決法をめぐって、他の社会問題ないし課題 (地域

振興、産業振興、まちづくり、健康づくり、地域の情報化、教育等々) との密接な

関連性を持つという特徴があります。 

 廃棄物（ゴミ）の増大、大気汚染、水質汚濁、環境ホルモン問題、自然の減少と

いった身近な環境の悪化から、地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨、熱帯林の減

少といった地球規模の環境破壊まで、環境問題はその深刻さを増しつつあります。

こうした問題を克服し、持続可能な循環型社会の実現をめざすためには、日常生活

や社会活動のすべての過程に、環境問題の解決に結びつく具体的な行動・活動を組

み込んでいく必要があります。 

私たちは、青森県を主な活動地域とし、住民・市民活動団体・事業者・行政などに

対し、各活動主体が対等な立場で役割を分担し、相互に協力・連携しながら、環境

を保全・再生・創造する活動を実践してゆく関係（以下「環境パートナーシップ」

という）の構築に関する事業を行い、環境問題の解決と持続可能な循環型社会の形

成に寄与することを目的として、特定非営利活動法人「青森環境パートナーシップ

センター」を設立しています。個別の主体が単独では入手しにくい資源や機会を提

供して、パートナーシップを担う各主体の力量を向上させる中間支援の役割を果た

していきます。 

 

設  立 平成 14 年 8 月 18 日 

認  証 平成 15 年 1 月 30 日 

事業年度 7 月 1 日～6月 30 日 

 

 

団体の目的 
／事業概要 

 

 
1.情報の収集及び提供事業 
様々な広報誌，雑誌，ホームページなどから環境問題に関わる記事を取り上げ県民

の皆様に情報提供していきます。 
 
2.研修及び相談事業 
青森県地球温暖化防止活動推進員の皆様をはじめとして地域に密着した環境教育

を進めるべく努力していきます。 
 
3.普及啓発事業 
キャンドルナイト 省エネゲーム 買い物ゲームなどを使って楽しく地球環境に

ついて関心を持っていただこうと思っています。 
 
4.コーディネイト事業 
産官学民の枠を超えたセミナーやシンポジウムのコーディネートを進めていきま

す。 
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5.調査研究及び政策の評価・提言事業 
北国の抱える地球温暖化問題としてエコドライブによるアイドリングストップ，

warmbiz による暖房費の節約などを訴えていきます。 
 

活動・事業実

績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

 
省エネ住宅フェア（青森市・八戸市） 
EST 事業（主体間連携事業）マイバスツアー、オープンカフェ等 
省エネゲーム、買い物ゲーム講習会 
環境家計簿普及事業 
一村一品知恵の環づくり事業 
青森県地球温暖化防止活動推進員研修事業 
キャンドルナイト（青森 野辺地 八戸他県内各地） 
環境ラベルシンポジウム 
学校、保育園等での環境学習 
ショッピングセンター等での普及啓発イベント 
ストップおんだん館 in はちのへ開館 

ホームページ http://www.eco-aomori.jp 

設立年月 14 年   8 月   ＊認証年月日（法人団体のみ）  平成 15 年  1 月  30 日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）              0円 

活動事業費／売上高

（H17） 

       14,000,000（委託費

） 

スタッフ／職員数       3 名 （内 専従    3 名） 
組 織 

個人会員    名 法人会員    名
そ の 他 会 員 （ 賛 助 会 員 等 ）

名 
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提 言  

政策のテーマ ＣＯ2固定債と雇用創出            

 
■政策の分野 

・地球温暖化の防止 

・循環型社会の構築                       

■政策の手段 

・地域活性化と雇用 

・制度整備及び改正 

■キーワード ＣＯ2の削減 木質燃焼抑制 循環型社会 地球環境保全 雇用の創出 

① 政策の目的 

地球温暖化の原因となっている温室効果ガス、とりわけその大部分を占める二酸化炭素（ＣＯ2

）の削減を、木材化と炭化と植林により実現を図る。二酸化炭素（ＣＯ2）固定手段としては、

より早く、的確に、しかも安価に、誰にでもできて、 も効率よく進められると考えられる。こ

れを国の事業として進める。これにより、新たなる雇用が生まれることを目的とする 

② 背景および現状の問題点 

1.食と工業を取り巻く生活環境と交通網は、世界規模で拡大している。ここでは大きなエネルギ

ーが消費され、膨大なＣＯ2 が排出されている。この地球温暖化の原因となっているＣＯ2 を減

らすための多くの対応がとられ、対策が練られている。しかし、２０５０年までに１９９０年対

比で５０％削減することは大変難しい。さらに、現状のＣＯ2 濃度は３８０PPM 以上となり生物

全体でみた場合、これは大きな問題であり、人類にとっても限界に達している 
2.常に、今日の水準を保つことのできるカーボンニュートラルシステムを構築する必要がある 
③ 政策の概要 

1.国は炭素固定債としての国債を発行し一般公募する。国はこの固定債をもとに事業を行う 

2.炭素固定債 １ｋｇあたり１円（２００９年の日本の総排出量１５０，０００万トン推定） 

3.債権単価  国債１株を 二酸化炭素１トン当たり １０００円とする 

       他の温室効果ガスは、その割合で案分した数値とする 

4.配当   固定・吸収・削減１トン当たり１０００円とし、持ち株数で案分し配当する 

      申込スタート年の総排出量を上回った場合は配当無し。下回った場合のみ配当。 

5.炭素固定化事業内容 

 炭素固定化事業は、炭化、吸収、減量を対象とし、炭焼きを主とする。業務内容は、炭化作業

、販売、研究、教育、自然学習支援、ボランティア支援、山林維持管理など 

6.社屋建設 社屋は公共の施設で売却予定のかんぽの宿などを買い受けて事業する  

6.事業体は、特別法人もしくは財団法人とし、国と地方行政（県）が管理し、民間が運営する。

7.国と地方行政（県）は、年間の二酸化炭素削減量を計画し、併せて雇用対策も計画する 

8.民間は、上の計画をもとに事業計画を立て、実施する。 

9.事業体の就労者は、終身雇用を基本とし、臨時雇用、アルバイト、高齢者、研修者とする 

10.事業体は各都道府県に一社を設置。各市町村で支社を設置 

11.経営陣のトップと役員は行政の推薦よるものとし、任期は各４年とし、再任は２期まで 

12.雇用面では、全国で１０万人（一人年間４００万円）とし、年間総事業費は６０００億円。

13.年間商取引額は、８０００億～１兆２０００億円前後。 

 （電気、水道などそのエネルギーの種類によるＣＯ2／Ｋｇ係数１単位当たり１円の固定税）

14.国は、農林水産、工業、商業に対し、炭化物の利活用を推し量る 

15.農林水産、工業、商業は排出取引権と併せて、炭化物・生成物の応用を図る 

16.事業は、当初の山里から随時、畑作分野、畜産分野、水産分野へと事業拡大していく。この

事業の利点は、伐採と新規植林によりＣＯ2吸収はより以上に加速される効果が大きいこと 

17.現存の同様の事業体には、その生産量・出荷量に見合った助成を行う 

団体名： 
ＮＰＯ法人 
 青森県環境パートナーシップセンター 

担当者名：久保田勝二 
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④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

 

1.この事業の格子は、①二酸化炭素の固定のための運用資金として公債の公募、②排出取引権として

の固定税の義務付け、または、エネルギー使用量に応じたカーボンオフセット（相殺）としての相殺

税（固定税）との２つの資金で運用する。③合わせて雇用の創出をもつ。 

2.国及び県は、木質炭化生成物とその作業を二酸化炭素削減のためにＣＯ2固定税として徴収する 

3.国及び県は、事業を運営する団体（法人の種別は問わない）を県単位で設立し、民間事業とする 

4.団体の執行部は選挙で選任され、賃金は公費とし。団体の執行部の任期は4年。再任は妨げない。 

5.国の委託事業とし、地方自治体が管理し、団体が運用する。就労者は終身雇用で月給制とする。 

 失業対策としての一時雇用と、高齢者を含む臨時の雇用、体験学習およびアルバイトを含む 

6.団体業務は、雇用、森林保護、植林、管理、間伐、炭化、販売、教育、研究、指導、支援など 

7.国は年間の二酸化炭素固定化計画を国際的バランスを調整して提示する 

8.地方行政は、地域別ＣＯ2固定計画を策定し、伐採と植樹の両立計画を立て、雇用対策を提示する 

9.団体は、行政の計画から、管理区域ごとに炭化物製造計画を作成し、事業計画をまとめる 

11.事業計画は、民間事業であるが、常用雇用と国の失業対策としての雇用とを図る 

11.官と民は、炭化物の利活用の研究・開発を自ら行うとともに、他団体及び個人に支援・援助する 

12.団体はＣＯ2固定としての取引権を有し、その権限を乱用することなく、国内外で販路拡大に努め

、ＣＯ2削減のため、発生源の調査、発生の要因、その削減方法などの指導にあたる 

13.団体はその利益を事業体の管理・運営費に充て、かつ地域の農産物の振興に充てると同時に、地

域教育、まちづくり、環境保全、植生、畜産、水産事業への支援をおこなうものとする 

14.一連の事業は、有機農業の振興を図るとともに、酸性土壌改良、水質保全を第１ステップとする 

15.第２ステップは、 

 間引きと伐採→運搬→現地炭化→運搬→市場へ販売→新規植林→間引きと伐採の維持管理。この炭

素固定業務サイクルを維持・確立する 

16.第３ステップ 

 大型の重機を要せず、区域ごとに炭化作業場を設け、生態系・水系を破壊することなく一定の区画

で管理道路を設け、森林を整備し保護・再生を図る.大半を人力によることを勧める 

17.第４ステップ 

 自然保護・緑の保全、山から里、海までのものの流れを再生あるいは創生し、回生を図る 

18.炭素固定はＣＯ2発生を抑制し、同時に植林作業をすることによりＣＯ2の吸収が行われ、ＣＯ2削

減効果は大きい。さらに、炭素の土中埋設と散布は酸性雨対策としても寄与できること。人間によ

る自然生態系の再生はより早く進むことでしょう 

19.この事業展開により、カーボンニュートラルを完結すると同時に、新たなる植林による二酸化炭

素の新規吸収が生じる。また、炭化物の土中埋設により、更なる二酸化炭素の固定が可能となるこ

と 

 

 

 

 

⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

 

実施主体 国の業務とし民間が運用する。これを県、地方自治体が支援する 

 

政策援助 国とりわけ環境省、農林水産省、厚生労働省。地方自治体 

 

提携   各地の環境パートナーシップセンター 

      

協力主体 全国の炭焼き愛好団体及び炭焼き業者 

ＮＰＯ法人 青森県環境パートナーシップセンター  
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⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 

 

１.内需拡大事業としての第一歩となる 

２.国民全員が地球温暖化対策に取り組む意識がうまれ、協働体制ができこととなる 

３.世界で焼畑農業を主とする地域の農家を炭化物製造の指導をすることにより、燃焼によるＣ

Ｏ2の量を低減できる。かつ炭化物による土壌改良が進み、高品質の農産物が可能とする 

４.世界で炭化物製造が計画的に行われることにより、世界の森林地帯が整備されることとなる

５.炭化物の利活用により、砂漠地帯の植生再生も可能となる 

６.土壌改良により、水質は良くなり、生態系の回生となり、動物・植物の再生を可能とする 

７.さらには、感染症の拡大予防にも大きく寄与できると考えられる 

８.よりナチュラルな生産活動に近づくことにより、地中及び水中の汚染物質の低減が可能 

９.炭化物生成作業はよりグローバルなリサイクルを可能とならしめることにより、そこに新た

なる雇用が生み出される。ナチュラルな、かつグローバルなニューデール政策の実現となるでし

ょう。しかも地球がある限り永続的である。 

10.毎年、総排出量の１０％の削減を目標とする 

 

 

 

⑦ その他・特記事項 

 

1.燃焼によって発生した排気ガスから二酸化炭素そのものを吸収および固定する作業については、今

後の世界の技術の成果を見守ることとし、ここでは、自然体での吸収と固定の原理を率直に受け止め

ることから進める。 

2.森林火災や火山火災から生まれる木質体の炭化物に学ぶべきと考える。有史以前は、森林の火災と

再生との繰り返しの地球環境の中で人類は住めるようになった 

3.木質の炭化物のメリットは誰もが知っていること。温度差によってできる木炭と活性炭ができる。

4.炭化生成途中の発生ガスは配合を調整すればガスエンジンの燃料となり得る、すなわちバイオガス

燃料となる。木酢液は防菌剤として、また苗木及び野菜成長促進剤、さらにはガソリン代替え燃料（

旧日本陸軍が開発）あるいは防腐剤ともなる。 

5.高温炭化物としてのセラミックスは電磁波遮蔽板、電熱保持材、融雪関連部材、 

6.とりわけ木質セラミックスはウッドセラミックとして今後の建設材料、電化製品の部材、家具・什

器の類として期待できること。さらには衣類への応用も可能。その活用範囲は数多くある。木質の炭

化物の応用範囲は広く、今後の産業としての期待は大きい。 

7.私たちが今実施しなければならないことは、直接二酸化炭素の吸収も行わなければならないが、そ

の成果の現れるのは相当の時間がかかる。 

8.二酸化炭素は燃焼によって発生することから、大昔からの技法としての炭（スミ）化を取り入れる

のがより 善と考える。 

10.炭（スミ）化という方法による固定化を実行し、二酸化炭素増加抑制の固定材として木材を積み

上げることと、炭化物の土中埋設、植林の繰り返しを行うことによって、どんな技法よりも早く、的

確に、いつでも可能となり得る技法となりえよう。 

11.植林は、新生児一人に付き杉木換算で200本から300本を植え、管理する。途中死亡時はその固定

権を他人に売り買いできる。その他の植林は、ＣＯ2吸収、エネルギー使用量に対応するものとする 

12. 人は生まれながれにして、炭素固定権（樹木共生権）と炭素固定税（炭化・吸収税）を負う。 

また、植物と動物との共存・共生権を有する。 

13.これらのシステムを雇用に発展。企業の利益優先もあろうが、人類の存続を 優先すること  

14.戦後盛んに行われた炭鉱跡地、石炭抗、亜炭坑などの埋め戻し材としても利用できること  

15. 後に、炭化物製造過程で生じる様々の発生ガスの処置は必要。とりわけ、一酸化炭素の発生を

小量にとどめるなどの考慮する必要はあるでしょう 
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 団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 群馬県富岡市 

代表者 富岡市長 岩井 賢太郎 担当者 環境政策課 上 原 健 司 

所在地 

〒３７０-２３９２ 

 群馬県富岡市富岡１４６０－１ 

TEL:０２７４－６２－１５１１   FAX:０２７４－６２－０３５７  

Ｅ-mail kankyo@city.tomioka.lg.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

富岡市は、群馬県の西南部に位置し、二つの河川が市域を東流し、河川を中心

に形成された河岸段丘と里山に囲まれた、人口 54,000 人の地方自治体である。 

気候は、年間を通じ温暖で、地盤も安定しており、災害の少ない住居に適した

環境である。 

日本近代化の礎を築いた「旧官営富岡製糸場」及び「絹産業遺産群」は、２０

０７年１月、ユネスコ世界遺産暫定リストに登載され、現在、世界遺産の登録に

取り組んでいる。 

また、本地域を東流する「鏑川」は、利根川水系の一級河川で、長野県境を源

流とする清らかな水の恵みは、美しい水を満々とたたえた三つの湖をはじめ、野

鳥や魚、水生動物たちの貴重な生育地域となっている。 

団体の目的 
／事業概要 

 

 地方自治体の業務は様々である。申請に関する環境分野を記述する。 
① 環境政策に関すること 
② 公害に関すること 
③ 廃棄物処理計画の策定及び調整に関すること 
④ 環境美化及び環境衛生に関すること 
⑤ ごみの減量化に関すること 
⑥ ごみの分別収集及び処理に関すること 
⑦ ごみの焼却及び埋立処分に関すること 
⑧ ごみ処理施設に関すること 
⑨ ごみの資源化及び再利用に関すること 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

 当自治体の平成１９年度のゴミ処理状況は以下のとおりである。 
可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 埋立処分 
14,778t 1,685t 2,119t 2,461t 

また、可燃ごみの組成は 
紙類・布類 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 木質類 塵芥(生ゴミ) 不燃物類 その他 

47.6% 26.3% 2.2% 17.2% 2.6% 4.1% 
である。また、有価物(2,611t)として 
アルミインゴット：66t、アルミフレーク：10t、鉄インゴット：83t 
鉄フレーク：266t、ペットボトル：160t、 古紙等：1.292t 
瓶類：344t、 混合金属：127t、その他ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ：263t の分別を実施し、有

価物として売却を行っている。 
ホームページ http://www.city.tomioka.lg.jp 

設立年月 年 月  日  ＊認証年月日（法人団体のみ）  年  月  日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）                円 

活動事業費／

売上高（H17）
千円 

スタッフ／職員数        名 （内 専従     名） 
組 織 

個人会員    名 法人会員    名 その他会員（賛助会員等）    名 
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提 言  

政策のテーマ 
地 低炭素社会の実現を目指し家庭系ごみを活かした持続可能な社会に 

 向けたシステムの構築      

 
■政策の分野 

②地球温暖化の防止⑨持続可能な地域づくり 

                       

■政策の手段 

⑨組織活動⑬国民の参加促進 

 

① 政策の目的 

 地球温暖化防止や廃棄物の削減が求められるなか、一般廃棄物の収集運搬やごみの焼却による

二酸化炭素発生を低減するため、家庭や産業部門から搬出されるごみのうち「生ごみ」について

は地域や事業所内で、その他の再生可能なごみはリサイクルにより、収集運搬回数や、焼却施設

内へのごみ投入量を削減するとともに、資源の再利用による循環型社会の構築を図り、現在の二

酸化炭素排出量１０％の削減を目指す。 

② 背景および現状の問題点 

1） 一般廃棄物の収集運搬、焼却の問題点 

一般廃棄物処理にかかる経費は、焼却施設の建設、維持管理、収集運搬費用、及び廃棄物の

焼却費用など、歳出の比率は高く、環境省の発表によれば、ごみ処理事業経費は人口１人当

たり１万５千円となっており、自治体にとっていかに経費をおさえるか重要な課題である。

2) 社会的な低炭素社会への取組の中で、自治体として、一般廃棄物の焼却に伴う二酸化炭素排

出量の削減をどのように行うか課題である。 

3）家庭から排出されるごみは、多くの物が資源として再利用可能であるが、本市のリサイクル

率は２０％程度にとどまっている。 

今後、循環型社会への取組を推進するため、リサイクルシステムの構築が課題である。 

③ 政策の概要 

1) 二酸化炭素排出量の削減と、一般廃棄物処理に伴う費用の削減を行うため、家庭内や企業か

ら搬出される一般廃棄物の「生ごみ」を、焼却処分することなく地域内や事業所内で処理す

るシステムの構築を図る。 

2）可燃ごみのうち、本来有価物として再利用可能なプラスチック類について、油化への還元を

図り、公共施設での活用を図る。 

3）家庭から排出される廃食油は、年間約7,000リットルが見込まれる。この廃食油と重油、また

は灯油と水を混合しエマルジョン燃料として公共施設や市内ハウス農家でのボイラー燃料と

して活用を図る。 

4）地球温暖化の防止と持続可能な地域づくりを目指した処理システムの構築を図るため、市民

  と行政が一体となり、ごみ０に向けたビジョンを策定するための会を設立する。 

④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

 

【生ごみを地域内で処理するシステム】 

可燃ごみとして処理している「生ごみ」を、各家庭で分別し、地域や家庭の状況により次のような

方法を用いて処理を行う。①生ごみ処理機による地域でのごみの減量・資源化、②コンポスター等の

活用による生ごみの堆肥化  

 

  家庭系生ごみ                     ①生ごみ処理機         堆肥として 

 （市民の役割                           家庭菜園等 

 生ごみの分別）          ② コンポスト         で利用 

 

 

 

団体名 ：群馬県富岡市 

 
担当者名：環境政策課 
     上 原 健 司 
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＊生ごみ処理機については、微生物による消滅型を導入する。 

 導入にあたっては、地域の特性を考慮し、残渣の出ない湿式方式や残渣を肥料として活用可能な方

式いずれかの装置を検討する。 

コンポストは一世帯２基を限度として、市で無償貸与を実施済み。 

 

【廃プラを油化処理するシステム】 

家庭から排出されるプラスチックのうち一部は容器包装リサイクル法により処理をしている

が、ほとんどは可燃ごみとして処理され、その割合は可燃ごみの２６％を占めている。 

 これら廃プラスチックをＡ重油相当の油化へ還元し、公共施設等で燃料として活用を図る。 

 

 家庭から排出される       油化還元装置により                公共施設等 

廃プラスチック    収 集  Ａ重油相当の油へ変換       で活用 

 

 

【廃食油を活用したエマルジョン燃料化のシステム】 

 家庭からの廃食油は、現在可燃ごみとして処理されているが、この廃食油と重油や灯油、水、

を界面活性剤により混合し、エマルジョン燃料化し、公共施設を始め、市内ハウス農家への利活

用を図る。            

             エマルジョン燃料                     活用先 

 家庭からの        重油（灯油）            ・公共施設 

 廃食油    収 集   廃食油       利活用の推進   ・ハウス農家    

              水                 ・市内事業所等 

              界面活性剤 

 

 

【市民と行政が一体となった取組みを進めるためのシステムづくり】 

 ごみの減量化と資源化による、地球温暖化の防止と持続可能な社会を構築するため、その目標

となるビジョン策定にむけた協議会を設立する。 

 

           市    長 

 

                提 言 

                   

     (仮称）富岡市ごみ減量化市民会議    関連計画  第１次富岡市総合計画 

       組織 ・市民、有識者、事業者、行政       富岡市環境基本計画 

                              富岡市一般廃棄物基本計画 

 

 

⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

  実施主体は地方自治体である。 

  実行性のある施策とするため、市民と行政が目標を共有化し、連携の下事業の実施を図る。

   

   市民の役割                 行政の役割         

  ・市民連携による主体的取組    連携体制   ・市民のモチベーションを 

   によるごみ分別                高める施策（市民意識の高揚） 

                         ・収集 

 

 

                           地球温暖化の防止・循環型社会の構築 
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⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 

(1) 可燃ごみに含まれる厨芥類（生ごみ）の割合は約１７％であり、重量では約２，５００トン

が年間排出されるが、生ごみは水分量が多く、焼却に向かないごみである。 

  また、集積場における、カラスや猫等の被害も多く、衛生面や景観上からもその対応に苦慮

している状況にある。 

  このため生ごみを地域内で処理することにより次のような効果が期待される。 

(Ａ) 生ごみを焼却せず、地域内で処理することによりＣＯ２の排出量の削減に繋がる。 

(Ｂ) 収集回数の削減、焼却コストの削減に繋がる。 

(Ｃ) 生ごみを集積場へ出さないことにより、ごみの散乱を防ぎ、衛生面や景観を保全する。 

(Ｄ) 生ごみを地域内で処理することにより、地域コミュニティの形成を図る。 

 

(2) 容器包装リサイクル法により処理できるプラスチックは、汚れが無いなどの条件があり、汚

れているもの、包装プラなどは可燃ごみとして処理され、その割合は可燃ごみの２６％、重

量では約３，８００トンが排出されている。 

これを油化に還元することにより、次のような効果が期待できる。 

(Ａ)焼却コストの削減と、ＣＯ２の削減を図る。 

(Ｂ)廃プラを還元した油化を公共施設等の燃料として活用することによるコストの削減を図る。

(Ｃ)新たな事業による雇用の創出を図る。 

 

(3) 廃食油を活用しエマルジョン燃料化を図る事により次のような効果が期待される。 

(Ａ)エマルジョン燃料の活用によりＮＯxやＰＭの発生を抑えることから環境負荷を低減させる 

  効果がある。 

(Ｂ)エマルジョン燃料を公共施設等で活用することにより、コスト削減を図る。 

 

(4)市民と行政が一体となり推進を図ることにより、３Ｒに対する市民意識の向上と減量化、循

環型社会の構築、地球温暖化防止向けて、住民自らが主体となった取組が図れる。 

⑦  その他・特記事項 

  ごみの処理費用は、自治体の予算に占める割合が年々増加し、予算の硬直化の一つの要因に

繋がっており、ごみの減量化とコスト削減は喫緊の課題となっている。 

  さらに京都議定書に定められた温室効果ガスの削減への取組みに対し、自治体自らが先頭に

立ち取組む姿勢が重要であるが、実行性のある取組みを進めるためには、市民と行政がパー

トナーシップのもと、目標を定め取組むことが重要であると考えている。 

  今後、市では目標を定めたビジョンを作成し、行動計画等に基づき、様々な手法を検討する

必要があるが、今回提言については、実行可能なものとして位置付けをしており、市民との

共同作業により、地球温暖化の防止と、循環型社会の構築に向けた取組を図っていく。 
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 団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 スローウェーブすんく村 

代表者 坂本 芳美 担当者 吉田 英美 

所在地 

〒080-0014 

 北海道帯広市西４条南 15 丁目 4  カノウビル 3F DGC 内  すんく村事務局 

TEL：0155-28-3220  FAX：0155-28-3218 

Ｅ-mail: sunkunomado12@gmail.com 

設立の経緯 
／沿 革 

（2001 年～2004 年）任意団体おびひろ地球村として、地球環境セミナーや講演会を主

催。キャンドルナイト呼びかけなど、生活に密着した活動や啓蒙活動を行った。 

（2005 年～現在）現在の名称に変更。電気を使わないスローライフ体験ツアーや安心

安全の食の講習会、縄文人体験会などを開催、BDF の普及活動、地産地消の推進活動、

安心安全食材の紹介活動、十勝内の販売所マップ作成、ガイアナイトｉｎとかち主催、

帯広市環境交流会とかちｅｃｏまつり参加など、生活に密着する活動をベースに、行

政や企業とも協力・協賛する活動へと展開してきた。現在、NPO 法人申請中。 

団体の目的 
／事業概要 

 

（目的）私たちは、あらゆる問題解決を、「思いやり」を基本とした話し合いや行動に

よって行い、たくさんのいのちのつながりの中で、共に安心して暮らし、生きていく

ことのできる「永続可能な社会」を創造することを目指し、国内外の協力を得ながら

、十勝地域において、環境に優しい暮らし方や食の安心安全などを提案実践すると共

に、それらにともなう経済の活発化を図ることで、人と人とが支え合い、豊かに暮ら

すまちづくりに寄与することを目的とする。 
（事業概要）①CO2 削減を推進する事業②地産地消を推進する事業③エネルギー

問題解決を推進する事業④帯広市環境モデル都市を推進する事業⑤もっとエコ

なとかちづくりを推進する事業⑥その他目的を達成するために必要な事業 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

2001 年 地球環境セミナー 小浜由美子氏 講演会主催 

2002 年 地球環境関連公開質問状作成 帯広市長選挙全候補者が回答。 

2002 年 ＮＰＯネットワーク地球村 高木善之氏講演会主催。 参加者 170 名。 

2003 年 エコクッキング開催（講師 吉田久恵氏）。参加者 10 名。 

2003 年 夏至のキャンドルナイト呼びかけ開始。（以後毎年継続） 

2003 年 12 月 環境紙芝居「南極ぺんちゃんの地球があっちっち」制作。 

2004 年 ＮＰＯネットワーク地球村 高木善之氏講演会主催。参加者 300 名。 

2004 年６月 ザンビアの子供達へ市民提供の古着を贈呈。 

2005 年 電気を使わないスローライフ体験ツアー開催。参加者 35 名。 

2005 年 BDF の普及活動を開始。 

2006 年 安心安全の食の講習会を開催 （吉田久恵氏 講師）参加者 20 名。 

2006 年 縄文人体験会開催。参加者 10 名。 

2007 年 ひまわりプロジェクト実施。栽培から油になるまでを体験。参加者 20 名。

2007 年 地産地消の推進活動、とかち晴れプロジェクト開始。 

2007 年 安心安全食材の紹介活動。十勝内の販売所マップ作成。 

2008 年３月 ガイアナイトｉｎとかち主催。参加者 300 名。 

2008 年 11 月 帯広市環境モデル都市認定記念 枝広淳子氏講演会、協賛。帯広市環

境交流会とかちｅｃｏまつり参加。 
2009 年 3 月 赤峰勝人講演会＆赤峰流料理体験会開催。参加者 300 名。 

ホームページ http://www.clione.ne.jp/~peace/ 

設立年月 ２００１年   ６月   ＊認証年月日（法人団体のみ）  年  月  日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）                円 

活動事業費／

売上高（H17）
円 

スタッフ／職員数        ５名 （内 専従     名） 
組 織 

個人会員  １５名 法人会員    名 その他会員（賛助会員等）    ８０名 
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提 言  

政策のテーマ エコな地域通貨を用いた CO2 削減と経済活性化のシステム構築    

 
■政策の分野 

・①循環型社会の構築 

・②地球温暖化の防止                       

■政策の手段 

・持続可能な循環型の社会経済制度、地域社会の構築 

・温暖化防止対策に関するしくみ 

 

■キーワード 地球温暖化防止 地産地消 地域通貨 経済活性化 循環型社会 

 

① 政策の目的 

地球温暖化の防止のため、CO2削減や地産地消など持続可能な循環型社会に寄与する活動をし

たときに、目に見える形で成果がわかり、喜びがもたらされるしくみを地域通貨を用いて導入し

、地球温暖化を防止すると共に地域経済が活性化し、持続可能な地球環境と持続可能な経済シス

テムが構築されることを目的とする。 

② 背景および現状の問題点 

 人類は、豊かな自然や恵まれた環境の下に、その生命を育み、活力有る今日の社会を築いてきまし

た。しかしながら、便利さや物質的な豊かさを求め様々な資源やエネルギーを大量に消費する経済活

動は、自然の再生能力や浄化能力を超え、全ての生物の生存基盤である地球環境をも脅かすまでにな

ってきています。また、現在の社会経済制度は、豊かな暮らしを築いてきましたが、同時に地球上で

80％の経済的弱者を生み出しました。特に地球温暖化と今回の経済危機は、世界中が共に緊急かつ迅

速に対処しなければならない大きな問題となっています。また、帯広市は「環境モデル都市」に選定

され、バイオマス関連などの取り組みは、比較的素早く行われています。しかしその一方で、 も重

要な市民の参加やライフスタイルの変換が置き去りにされているのが現状です。 
③ 政策の概要 

エコロジーとエコノミーのエコの語源は同じです。語源のギリシャ語では、エコは家族や領土を表

し、エコロジーは基底となる原理を、エコノミーは領土を運営する規則を表します。エコロジー(環

境)に基づいた原理があり、それを運営するためにエコノミー(経済)というルールがあるというのが

、元々の意味です。この元々の意味をそのままシステムとして具現化しました。 

より多くの人々、特に経済的弱者の人々が、その生活を犠牲にすることなく、自らのライフスタイ

ルとして地域の活性化と地球的な問題の解決に容易に参加できる「しくみ」です。また、「しくみ」

と「生き方」の両方が噛み合うことで、本当の持続性も実現します。一見経済的な負担となりそうな

環境問題の解決と、地域からの経済活性化の両方を達成する一つの「しくみ」として、「地域通貨」

のシステムを構築します。 

 市民が環境に優しい行動(労働)をしたとき、その成果を示す目安として、地域通貨を受け取ります

。その地域通貨は、地域の商店などで商品やサービスと交換することができます。それを受け取った

商店なども、また他の商品やサービスと交換することができます。こうして地域通貨は循環します。

 この地域通貨は、利子はつきません。貯めても利子で増えることはなく、１ヶ月に１％の割合で自

動的に減っていきます。貯めていても減っていくため、早く使おうという気持ちになります。また、

たくさんあれば、持っていても減るので、他の人に貸したくなります。そのため、貸し借りも盛んに

なり、地域通貨が循環する流れが早くなります。 

発行された地域通貨は、随時集計されます。参加している人全体でどのくらい環境に優しい行動をし

たかが数値で表されます。このため、一人一人の行為は小さくても、全体の集計結果により、その成

果がわかり、より環境に優しい行動をしようとする動機につながります。また、カーボンクレジット

の計算を取り込み、市民活動におけるCO2削減量を把握することも可能です。 

このシステムを実現するためには、電子的な道具が必要となります。今なら、携帯電話やインター

ネットを利用した電子マネーやポイントなどの技術を活用して、実現することが可能です。 

団体名：スローウェーブすんく村 

 
担当者名：坂本 芳美  吉田 英美 
     齊藤 健一  普久原 涼太 
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④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

＜地域通貨発行の基準＞ 

 市民が、現在のところボランティアが行動基盤となっているような持続可能な社会のための活動(

労働)をしたとき、一定の基準に従って地域通貨を発行します。たとえば、役場が主体となって行っ

ているゴミ拾いの活動や生ゴミの堆肥化、植林作業など、今まで市民の協力によりボランティアで行

ってきたことに、地域通貨を発行します。また、環境省が提案しているようなCO2削減の行動に対し

ても、マイバッグを持って行くなどの気軽に参加できることからはじめて、フードマイレージを利用

した基準を設けたりすることにより、それに見合った地域通貨を発行します。基本的に地域通貨が発

行されるときに 初に受け取る人は、市民であり消費者です。すべての人は市民の一人であり消費者

の一人なので、すべての人が平等に地域通貨に参加する権利を有します。特定の団体や企業が発行の

際に優遇されることはありません。地域通貨の発行は、市民が気軽に参加できるよう、日常の生活に

密着した内容を中心としてスタートします。 

＜地域通貨を使うには＞ 

 地域通貨は地元の協力店で商品やサービスと交換してもらったり、割引をしてもらうことができる

よう、協力店を募ります。さらに一部自治体ですでに行っているように、住民税を地域通貨で支払う

ことができれば、役場に地域通貨が集まり、市民が役場に協力したときの報酬を地域通貨で渡すこと

により、循環することができます。地域通貨の使途も、例えば公共交通の料金、地元産の食材の購入

、自然エネルギーの利用等に厳選することにより、より目的が明確化します。 

受取った店舗や企業の経営者も、自分たちの従業員に対する報酬として何らかの形で支払うことに

なります。現在の現金での給与支払の代替とするのではなく、何らかの社会的な貢献や地球のために

なった活動に対する報酬として支払われる方が望ましいと考えます。そして地域通貨を受け取った従

業員が消費者として、実際に使うことによって次第に循環していきます。 

＜地域通貨は人間が地球とともに存在する限り、持続する＞ 

 この地域通貨の特徴は、貯めておいても減っていくところにあります。１ヶ月ごとに残高の１％が

自動的に減るとすると、たとえば100万単位を貯めておいたら、１ヶ月後には、99万単位になり、１

年後には88万単位に減ります。５年半後には半減し50万単位になり、81年後には0単位になります。

貯めておくよりも使った方が得になります。 

自然の法則と同じように、この地域通貨は地球と共に生きようとする限り、どんどん生み出され、

生まれたものは随時自然に消滅していくことになります。しかし、人間が環境に優しい行動をしよう

とする限り、生み出され続けるので、結果的に地域通貨が無くなることはありません。また、限りあ

る命だからこそ、それが循環するスピードは早く、経済が活性化されます。 

⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

 スローウェーブすんく村は、十勝地域において、この地域通貨の運営を覚悟しています。しかしな

がら、私たちの力だけではとても現実化することはできないことも承知しています。この構想を持っ

て、企業や行政、諸団体に協力を仰ぎ、また各種専門家の技術協力があってこそ、初めて実現する政

策であると認識しています。 

まずは北海道十勝地域において、十勝支庁、帯広市役所をはじめとする各市町村役場、環境問題に

関心のある企業や商店の協力をいただくことが 初の一歩になります。また、同様の計画を考案中の

他の地域団体、商工会議所等の地域経済団体などとの協力を緊密に行い、それぞれのネットワークや

専門性を発揮していただきたいと思っています。 

運営に関しては、信用される重みを持った通貨価値を維持するためには、地球に優しい活動に対し

て一定の公正な価値判断のもとに発行が行われるよう価値基準のガイドラインをつくる必要があり

ます。当初の実践としては、スローウェーブすんく村が企画運営する活動や連携団体の活動に対する

報酬として供給し、より安心安全な運営ができるよう改良を重ねながら、ガイドラインの構築をめざ

していきます。より多くの地球に優しい活動と地域経済活性化が支援される縦横無尽の賛同、協力に

よって普及と持続の力とするためには、誰にでも簡単に理解できる複雑すぎない「しくみ」と通貨の

信頼性を維持するためのガイドラインの構築が必須であると考えます。 

 

現在すでに協力をお願いしている団体は、十勝支庁 生活環境課、帯広市役所 環境課、（財）北

海道環境財団、十勝グランドデザインLLC、デジタルグラフィックス(株)、(株)満寿屋商店などがあ

ります。これから、帯広畜産大学などの協力も得ながら、行政や有識者なども交え実施までの調査を

開始する予定です。 



 74

⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 

これまで、大事だという認識はあっても、なかなか行動へと結びつかなかった地球温暖化防止

の取り組みに、地域通貨という触媒が入ることで、市民の関心が高まり、具体的な行動に結びつ

くことが期待されます。食糧自給率1100％を誇る十勝でさえ、春になれば「はね（見た目がよく

ない農作物）」がさばききれないほどのアスパラガスが採れるのにもかかわらず、スーパーには

メキシコ産のアスパラガスがならんでいるという現実があります。フードマイレージと併用した

地域通貨の導入で地産地消が進み、この矛盾が解消されることも期待できます。 

また、発行した地域通貨を集計し、リアルタイムで公表することにより、市民の努力がどれだ

け地球に貢献しているかを具体的な数値で見ることができます。一人一人の数値は小さくても、

参加する人が多くなればなるほど、全体の数値の大きさは、私たちに驚きと喜びを与えてくれる

ことでしょう。 

ボランティアで行われてきた数々の行為に対しても、地域通貨を発行することで、無報酬だっ

た労働が、地域通貨という価値を得て、新たな収入の手段となることが期待されます。地域通貨

が定着していけば、利子がつかない貸し借りができるようになり、長いスパンでなくては成果が

現れない農業をはじめとする第一次産業にとって、強い味方になることも期待されます。 

消費者が手軽に参加でき、消費者に還元される地域通貨は、市民の市民による市民のためのエ

コノミー（経済）として、世界経済の変動に左右されず、地域経済の安定につながるでしょう。

⑦ その他・特記事項 

私たちの地域で実施したい地域通貨の名称は「エコぷっち」と言い、単位は「ぷっち」です。

「エコ」は、エコロジー・エコノミーのエコです。「ぷっち」は、十勝を表す元々の言葉でアイ

ヌ語の「トカプッチ」から来ています。「エコぷっち」は、「エコ」と「トカプッチ」を合わせ

た造語です。「エコ」の語源が「家族」の意味を持つことを考えると、「エコぷっち」は「十勝

家族」という意味合いも持つことになります。 

アイヌ民族は、すべてのものに神が宿ると考え、ものを大切にしてきました。その気持ちを受

け継ぎ、十勝の人々をエコでつなぐ地域通貨をつくっていきたいと考えています。 

また、この仕組みが十勝地域だけの試みにとどまらず、道州制の導入も鑑みて、北海道全体へ

の何らかの形での拡大、またはモデルケースとして他地域への波及に発展することも視野に入れ

ております。 

 

 現在世界中で使われている通貨は、元々は「金」を基準とした通貨でした。 初は金を担保と

して通貨を発行していました。その金がアメリカに集まることによって、たくさん金を保有して

いる「ドル」が基準となる通貨となりました。その後、アメリカの金保有率が低下するとともに

、変動為替制に移行し、ドルなら大丈夫という「信用」が世界通貨の基準となりました。そして

今、そのドルの信用が役割を終えようとしています。物質的な価値である金から、精神的価値で

ある信用へと、すでに価値の基準は目に見えないものへと移行しています。次に基準が移行する

とすれば、大事なことは方向性。私たちは、どこへ向かいたいのか。それが次の基準を決める重

要なポイントになると思います。 

 私たちは、その基準を「持続可能な社会のための活動」に定め、地球に優しい・人に優しい行動

を基準としたいと考えています。日本人が も得意とする「思いやりの精神」を地域通貨という形で

表していきたいと思います。 
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 団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 特定非営利活動法人 大阪環境カウンセラー協会 

代表者 理事長 高井 茂 担当者 占部 徹 

所在地 

〒552-0021 大阪市港区築港 2-8-24 piaNPO 411 号 

TEL:06－6599－0600   FAX:06－6599－0607  

Ｅ-mail:info@osaka-eco.org 

設立の経緯 
／沿 革 

平成 10 年 11 月に現理事長が発起人となり設立総会を開催。 

大阪に在住、在勤する環境庁（現環境省）登録の環境カウンセラー35 名により設

立。 

平成 11 年 4 月第 1回定時総会、平成 12 年 12 月 4 日ＮＰＯ法人登録、現在に至る

。 

 

 

 

団体の目的 
／事業概要 

 

当協会定款第３条（目的）抜粋 
この法人は、社会を構成する全ての人が環境保全に参加し、自然と共生した社会

を作るために、公正な立場を保持しつつ市民・企業・行政・国際社会との連携を

強固にし、環境保全活動を推進することを目的とする。 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

19 年度活動実績 

・省エネ移動実験教室とセミナー 

 省エネ実験教室 小中高学校向け 6回、市民向け 3 回、その他 6 回 

・大阪市 19 年度「環境経営推進協議会」の事務所開設及び「市民環境調査隊」受

託事業の実施 

・「エコアクション 21」認証・登録制度への取組 

 認証・登録事業者数 204 件、19 年度「自治体イニシャティブ・プログラム」の

実施（5 自治体）、19 年度「関係企業グリーン化・プログラム」の実施（3 事業

者）、ＥＡ２１普及セミナー及び説明会を計 10 箇所で実施 

・環境省近畿地方環境事務所との連携 

 19 年度環境カウンセラー研修業務を受託 

・環境教育 

 ＥＣＵとの連携で「地球温暖化対策専門家養成講座」を実施、「地球温暖化防止

活動推進セミナー2007」を PiaNPO で実施 

ホームページ http://www.osaka-eca.org/ 

設立年月 1998 年 11 月   ＊認証年月日（法人団体のみ）2000 年 12 月 4 日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）          ---    円 

活動事業費／

売上高（H17）
2000万 円 

スタッフ／職員数  5 名 （内 専従  0 名） 
組 織 

個人会員 130 名 法人会員 -- 名 その他会員（賛助会員等） -- 名 

提 言  
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政策のテーマ 

エコアクション２１認証・登録制度を活用した、自主行動非参加企業 

（中小企業等）の CO2 排出量取引の推進 

                 

 
■政策の分野 

②地球温暖化の防止 

⑧社会経済のグリーン化                       

■政策の手段 

②制度整備及び改正 

④予算・資金措置 

⑨組織・活動 

⑩人材育成・交流 

 

■キーワード CO2排出量取

引 

自主行動計画

非参加企業（中

小企業等）が主

な対象 

エコアクショ

ン２１審査人

資格（CO2排出

量検証） 

国内クレジッ

トとしての認

定 

CO2排出量検証

費用の補助 

 

① 政策の目的 

日本経団連傘下の個別業種や日本経団連に加盟していない個別業種が温室効果ガス削減計画

を策定（自主行動計画）している。これらは産業・エネルギー転換部門の排出量の約８割、全

部門の約５割に相当する。 

残る産業・エネルギー転換部門の排出量の約２割、全部門の約５割（中小企業等）に対し、「

21世紀環境立国戦略」（平成19年6月1日閣議決定）で「エコアクション21を活用し中小企業に

おける環境管理を促進する」と位置付けられた現行のエコアクション２１認証・登録制度にCO

2排出量の検証、登録のシステムを追加し、登録したCO2排出量を国内クレジットとして取引で

きるようにすることにより、中小企業等のCO2排出量削減を推進する。 

② 背景および現状の問題点 

1)中小企業等のCO2排出量削減に対する動機付け 

上記の産業・エネルギー転換部門の残り約２割、全部門の残り５割に関し、CO2排出量削減に

対する動機付けが薄い。 

2) 中小企業等のCO2排出量削減に対する受け皿 

中小企業等が単独でCO2排出量削減を行ったとしても、削減量の検証、登録及び取引のため 

の受け皿（制度）がない。 

3)エコアクション２１のCO2排出量検証制度 

エコアクション２１認証・登録制度をその受け皿とする場合、現行の制度では、国内クレジッ

トとして取引可能な厳格さを備えたCO2削減量の検証制度が設けられていない。 

4)審査人の養成及び資格認定 

国内クレジットとして取引可能な厳格さを備えた検証・登録制度を維持運用するために必要な

CO2排出量検証を実施するための専門性をもった審査人の養成及び資格認定制度がない。 

5)検証費用 

また、国内クレジットとして取引可能な厳格さを持つ検証・登録制度とするためには、現在、

環境省の自主参加型国内排出量取引制度（J-VETS）や経済産業省で試行的に実施されている検

証制度と同程度の厳格さが求められることになる。ということは、検証に相当な時間と労力が

必要となる。即ち、検証には相当な費用が必要ということになる。もともと、中小企業等では

、CO2排出量の削減量は少量と考えられ、CO2削減によって得ることのできる対価が検証に要す

る費用を下回ることが予想される。そうした場合、CO2排出量を削減し取引を行うことにより

利益が得られるというインセンティブが失われることになる。 

 

 

 

 

 

団体名：特定非営利活動法人 大阪環境カウ

ンセラー協会 

 
担当者名：占部 徹 
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③ 政策の概要 

背景で述べた問題点を解決するため、 

1)中小企業等にCO2削減に対する動機付けを与える 

2)中小企業等のCO2排出量削減に対する受け皿（制度）を用意する 

3)エコアクション２１の認証・登録制度にCO2排出量検証制度を加える 

4)CO2排出量検証を実施する審査員を養成し、資格認定する 

5)検証に要する費用を補助する 

④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

・中小企業等のCO2削減量に応じて利益が得られる仕組みを構築することによりCO2削減に対する

動機付けを与える。 

・中小企業等が単独でCO2排出量削減を行った場合、エコアクション２１認証・登録制度を活用

しCO2排出量検証を実施する。 

・そのため、現行の認証・登録制度に加え、検証を実施するための専門性をもった審査人を養成

、資格認定すると共に、検証システムを構築する。 

・中小企業等の企業は削減量が少ないため、個々の企業単独で取引を行うことは難しい。従って

、検証により認められたそれぞれの企業の削減量をエコアクション２１中央事務局が取りまと

め、国内クレジットとして取引を行う。 

・中小企業等の削減量は少ないため、取引によって得られる対価が検証に要する費用を下回るこ

とも予想される。従って、検証費用を補助する制度を設ける。 

⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

各スキーム参加主体の役割及びスキーム参加によるメリットは以下のとおり。 

1)CO2排出量を削減するグループ（中小企業等） 

【求められる役割】 

・CO2排出量を削減しエコアクション21審査にてCO2削減量の検証を受ける 

・検証され認められたCO2削減量をエコアクション21中央事務局に登録する 

【スキームに参加するメリット】 

・CO2排出量の削減量に応じてエコアクション21中央事務局から利益を受け取る 

2)エコアクション21地域事務局 

【求められる役割】 

・CO2排出量検証を実施するための専門性を保有した審査人の提供 

・CO2排出量検証の実施及び結果の検証 

【スキームに参加するメリット】 

・新規審査及びCO2排出量検証の増加によりエコアクション21事業運営費が拡大する。これらの

拡大した事業運営費により、エコアクション21普及活動の充実や本提言の調査・研究、システ

ムの開発を推進できる 

3)エコアクション21中央事務局 

【求められる役割】 

・CO2排出量検証の制度づくり（検証、登録、取引、審査人の資格認定基準等） 

・CO2排出量検証の審査人の資格認定及び登録 

・CO2排出量の取りまとめ 

・CO2排出量の取引及び参加グループへ利益を配分する 

【スキームに参加するメリット】 

・新規審査及びCO2排出量検証の増加によりエコアクション21事業運営費が拡大する。これらの

拡大した事業運営費により、エコアクション21普及活動の充実や本提言の調査・研究、システ

ムの開発を推進できる 

・中小企業等のCO2排出量の削減 
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4)国・地方行政機関 

【求められる役割】 

・エコアクション21による中小企業等のCO2排出量取引の広報 

・参加可能性グループ数、CO2排出量の予想削減量、予想取引金額等の調査 

・CO2排出量検証費用の補助 

【スキームに参加するメリット】 

・中小企業等のCO2排出量の削減 

・CO2排出量削減のより精度の高いデータの把握 

⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 

・中小企業等にCO2排出量削減の動機付けがなされることにより、CO2排出量取引に取り組むグル

ープ（企業に限らずイベント、家庭、地域等）が爆発的に拡がっていく。その結果、産業・エ

ネルギー転換部門の排出量の約２割、全部門の約５割のCO2排出量削減につながる。 

・直接、CO2排出量取引に取り組まなくとも、現行のエコアクション21の認証・登録に取り組む

グループも増えるため、結果的にCO2削減につながる。 

・自主行動計画に参加している企業のCO2排出量及び削減量は管理されているので数値データと

して把握できるが、自主行動計画非参加の産業・エネルギー転換部門の排出量の約２割、全部

門の約５割についてはデータの把握が困難だったが、当提言が実施されればより精度の高いデ

ータが把握できる。 

⑦ その他・特記事項 

・CO2排出量の検証システムをどの程度の厳格さにするか、が一番の問題となると思われる。他のク

レジット（例えば京都クレジット）と同価値のクレジットにしようとすれば、検証に要する費用、

審査人の専門性のレベル、検証に要する期間などそれなりの手間暇が必要となる。検証に要する手

間暇を出来る限り簡便にし、かつ、いかに価値あるクレジットを創出する制度作りができるかが工

夫のしどころである。 

・現在、エコアクション21では自治体イニシャティブ・プログラムやグリーン化・プログラムを補助

制度として実施している。これらの制度を活用し、自治体やグリーン化・プログラムの中核企業が

CO2排出量の取りまとめや取引の中継機能を担う方法も考えられる。 
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 団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 
神奈川県地球温暖化防止活動推進センター 

アジェンダ２１神奈川環境情報相談コーナー 
代表者 （取りまとめ役） 黒川 克彦 担当者 石丸 博司 

所在地 

〒 221 -0835 

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 2-42-2 かながわ県民センター３階  

TEL:０４５ －３２１－ ７４５３    FAX: ０４５－３２１－７４５４  

Ｅ-mail:admin@kccca.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

 

  ２００４年に神奈川県の要請を受け、県民の環境に対する取り組みや活動を

支援してゆくため、神奈川県内の環境に関する活動組織の中の代表的組織の中か

ら人材を求め、「環境情報相談コーナー」として設立された。 

 

 

団体の目的 
／事業概要 

 

 
１） 県民の皆様の環境に対する取り組みの方法や疑問、相談に答えてゆくことで

環境活動、地球温暖化防止活動を支援し意識の普及を図る。 
２） 環境、地球温暖化防止に関するチラシなどの配架。図書、ＤＶＤの貸し出し

や環境に関する各種測定のための器具の貸し出し。 
３） 当相談コーナーのホームページの更新によるイベント等、環境情報の発信。

４） 県の「もったいない活動」や「クール、ルネッサンス」の活動の支援、他。

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

 
毎年の県民の皆様の相談への対応、普及活動他（２００４年～） 
 例）2007 年度、2008 年度の主な実績（2008 年度 3 月分は未集計） 
 
                  （2007 年度） （2008 年度） 
＊ 相談件数             ２５０件    ３４１件 
＊ チラシ、書籍閲覧数        １６３３件  １２４９件 
＊ ホームページ、イベント等掲載数  ７３５件   １１５８件 
＊ 環境講演講、授業等、師等派遣数    ５件     １４件 

ホームページ http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kankyokeikaku/ecobox/ 

設立年月 ２００４年  ４ 月   ＊認証年月日（法人団体のみ）  年  月  日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）                円 

活動事業費／

売上高（H17）
円 

スタッフ／職員数        １０名 （内 専従     名） 
組 織 個人会員    

 １０名 法人会員    名 その他会員（賛助会員等）    名 
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提 言 

政策のテーマ 
 神奈川から発信する 
地球温暖化防止活動推進員等による「低炭素地域社会(家庭･業務部門)の推進」

■政策の分野 

・低炭素・持続可能な社会を目指して   

■政策の手段 

・低炭素地域社会形成推進に向けた能力の開発 
・推進活動のための環境整備 

■キーワード 低炭素地域社

会の形成 

革新型学習の促

進―クールルネ

ッサンスの推進

トリプルボトム

ラインを繋ぐ 

バックキャステ

ングで地域のビ

ジョン策定 

変革の手がか

り―力の場の

分析 

 

① 政策の目的 

１）低炭素社会に向けたエネルギー利用の効果性・資源生産性の高い将来の望ましい姿(中期の)を
設定し、家庭、業務部門が、省エネ活動、自然の活用、新エネルギーの導入等、個々の取り

組み、近隣での連携、面的活用など様々な選択肢から対策を選び、出来ることから実践する。

２）上記の展開は目の粗い普及啓発では影響力が弱い。生活様式が似ている比較的狭い地域(学
校区や自治会組織など)で密度の濃い活動を展開する。―順次拡大する。 

３）国の動きに任せることなく、地域社会から内発的・自主的な取り組みを促進する。 
温暖化防止活動推進員等は低炭素社会の構築に向け技術や人材等の資源の開発（Development・
顕在化・引き起こし・相乗効果）を促進する。市民、事業者、行政との連携の結節点として推進

する。合わせて県内の他地域との相乗効果を高め、低炭素社会への機運を高める。 
② 背景および現状の問題点 

１）IPCC 第 4 次報告、緊急メッセージで「温暖化は私たち市民の予想を遥かに超えるスピード

で進行しつつある。その影響も顕在化しつつある･･･CO2 の大幅な削減、直ちに」と呼びかけ。

２）日本が低炭素社会を実現するには CO2 の排出が増えている「業務部門」「家庭部門」の取り

組みが課題です。まさに国民が生活している地域社会の変革が急務です。 
３）低炭素社会は、わかっているがなにをやれば良いのか分からない、だから行動しない、2050

年 80％削減は出来るかどうかわからない。 
４）「環境」「経済」「人間・社会」を繋ぐトリプルボトムラインの観点から (資料１参照) 
◎企業・業務部門の取り組は、それなりに省エネ活動に取り組んでいるが。資源利用の生産性

や高効率機器への転換、面的活用や CSR の活動も含め課題が山積している。 
・ 企業や下記行政の中心的ステークホルダーである社員・職員（地域社会で生活をしている企

業市民・公務員市民）に家庭の温暖化防止の取り組みを指示している組織は極少数である。

◎行政は自らの活動を通し環境に与える負荷を低減する環境対策は取り組んでいるものの、地

球温暖化等の環境負荷を低減し社会的効果を高める施策・事業への取り組みは弱い。（東京都

は都民の命に関わる問題として施策を掲げている。） 
◎家庭部門でのエコライフ普及活動から、高齢者対象の講座では“もったいない”の観点から

省エネにはそれなりに取り組んでいる。しかし子育てしている現役の世帯は温暖化に対する関

心は高いが、実践活動ははなはだお粗末である。更に低炭素社会に向けた住宅や機器のエネル

ギーの効率化に向けた関心(機器の性能や経済性)も薄い。 
５）地域の「環境カウンセラー」「温暖化防止活動推進員」「省エネルギー普及指導員」などの活

動は限定的である。その活動の把握と公表がない、このままでは低炭素時代の政策の転換に結

びつく力にはなりえない。 
・ 推進センターの研修参加は熱心、地区の会合に出席する人の顔ぶれも大体同じである。 

団体名：アジェンダ２１かながわ環境情報 
          相談コーナー 有志 

神奈川県地球温暖化防止活動推進員 有志 
担当者名：       石丸 博司 
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③ 政策の概要 

（１） 市区町村単位で講演会やイベント等を開催。低炭素社会 2050 年の 60％～８０％、進行し

ている制度や活動を紹介、今後の地域活動等案内、低炭素社会の推進への機運を高める。

（２） 生活様式が似ている比較的狭い地区で密度の濃い活動を展開する（④のモデル例示参照）

（３）各地域の展開と流れは下記のステップ展開する。 （資料２参照） 

１）地区の主体が参加し(家庭部門、業務部門等のセクターから複数名)低炭素社会の実現に向

けバックキャスティングで将来の望ましい姿を描く。変革の手がかりを得る「力の場の分析」

を実施し、家庭・業務部門で規制力の減少、推進力の活用に向けた代替案を案出し、エネル

ギー・資源生産性、効率化の判断基準で優先順位をつけ活動目標の方向付けを行う。 
◎各セクター毎、シナリオ毎の２～3 回の会合を通し→統合する。 

 ２）地域で実践に向けた対策の講座を夏季、冬季に数回開催する 
・オプション：希望者には家電製品の省エネ性能の相談や、点検のためにワットアワーメー

ター、住まいの省エネ性能診断に向け温度測定器（温度とり）など貸し出す。買い替え、

リホーム等のペイアウトイヤーを含めアドバイスを行う。 
  ・業務部門、業種別の勉強会を開いたり、個別訪問を行い相談にのる。ESCO 事業を含めた

エネルギー診断等の実施を提案する。  （資料４参照） 
（4）推進員は随所で、家庭・業務部門の各主体に対してアドバイザーとして、エネルギーの効率化

等に向けたアクションリサーチ（診断／データ FB／てこ入れ）の観点で診断を実施し、支援

をしながら有効な解決策を提案する。 
（５）家庭、業務部門の各主体毎に、計画を立て出来る事から実践する。事務局に報告する。 
（６）推進員は隔月に一度程度、全体会合で進行状況の報告と情報交換、及び課題毎の横断的な

討議を行い、問題解決しながら展開する。 

（７）各地区での活動は 3 年を目処に、3 人程度の推進員で協力しながら展開し、個々の地区で

自主的な活動が展開できるような規範を醸成する 

（８）上記の活動を推進する人材の募集と「低炭素地域社会推進能力の開発研修」を実施する。

   ※30 名程度 7 日～10 日間（週 1～2回）実施 講義 実習 シュミレーション 演習等。

※上記の展開を「フェーズ-１」として 3年間(3 回)実施し取り上げる地域を拡大・展開し５～６

年で県全体に広がっていく規範を醸成する。その後「フェーズ‐２」で新たな展開を行う。 

 

④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください）地区展開

１．神奈川県 → 推進員の募集と｢低炭素地域社会形成推進員の養成」 
  連携：市町村  事務局：かながわアジェンダ推進センター 

２．市区町単位で講演会やイベント等「20050 年低炭素社会の姿、 
進行している対策等。今後の地区での活動案内 

３．モデル地域設定 ※下記モデル参照 密度の濃い展開（3 年間） 
地区の主なセクターが集い 将来(中期)の目標と活動の方向付け 
バックキャステング 力の場の分析 変革の手がかり 優先順位 

４．実践(家庭・業務部門)に向け夏季・冬季の講座展開→オプション 
  ※実施計画作成 実践活動  報告 
５．推進員：隔月に集い各地区の進行状況と、課題毎の横断的な 

検討と解決促進する。 
 

◎地区のモデル 

 生活圏の近い狭い地区（特徴的なモデルパターン）(学校区・公民館・自治会地域連合会組織等)を

行政や関係者と協議し設定する。 

モデルⅠ．都市部 鉄道駅を中心とした商業施設が多く、高層・中層住宅で構成。移動が多く、

都市部特有の熱対策、エネルギーの効率化、ヒートアイランド対策等が必要。・技術、構造

物中心のアプローチでより便利で快適な社会を目指す。 
モデル２．住宅地域 業務・商業施設、学校を中核とした、中層・低層・戸建住宅で構成。通勤、通

左記：フェーズ－１とし。

１～５ま同地区を3年間実

施。2 年目以降、同じ流れ

で 3 年目まで実施する。 
全体で５～6 年間の進展を

見て 
フェーズ－２の展開を考

える。 
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学、買物、子育て、医療と生活を中心とした地産地消、移動･交通。所有からレンタル･リース、EST
の可能性、新エネ・バイオマスの導入等。自然を取り入れた住まい方、日本のコタツ文化の考えで

資源生産性の向上、リフォームを推進、文化的価値を尊ぶ社会を目指す。 
モデル３．農・林との関連の高い地域（他に魚業や工業も） 
 人口密度場が少ない生活圏に近い農地、森林の整備・保全の推進、経営規模の拡大やエネルギ

ーの効率化、地域に関係する事業者との連携で廃棄物系バイオマス等の活用、また自然の豊か

な地域に居住しながら就業が可能。エコビレッジなど低炭素社会づくりを推進する。   

⑤ 策の政実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

・神奈川県 環境計画課と関連課 

クールルネッサンス推進への方針等の確立。低炭素地域社会推進を目的とした人材の募集と

育成。同時に推進員の活用に向けた環境整備。市区町村との役割分担や連携の確立。 
・ (NPO 法人)かながわアジェンダー推進センター 
 低炭素地域社会推進員（仮称）の募集と育成、活動を支える事務局機能。 

・（財）省エネルギーセンター  

業務部門における業界毎のエネルギーの効率化、資源生産性の向上に向けた研修時の指導や

実践段階でのアドバイス、ESCO 事業の指導など。 

・（株）ビジネスコンサルタント   

低炭素社会推進に向けた能力開発プログの開発と実施、変革に活用するモデルとスキル（･診

断と介入、パラダイムシフト・力の場の分析・対人関係のスキルの啓発等）ノウハウの提供。
 
⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください。 

・地域でのスタート段階から、実施計画や実践内容の報告から進行状況が把握出来る。 

・地域によっては展開後早い時期（半年～1年後位）に低炭素社会に向けた実践や協働（共同）

活動が期待できる。 

・２～３年後には、地域で取り組んでいる活動や連携について会話が頻繁に出てくる 

・日常生活の中にある無駄や新しいエネルギーの導入のアイデアが出てくる。 

・各主体単独では出来そうにない規模の導入実施可能性の検討（地産地消、EST、地域のバイオ

マス、ヒートアイランド対策等）が進み、計量的な二酸化炭素の削減が見えてきている。 

・関係して活動をしている地域のNPOや推進員等との連携や活性化が進んでいる 

・活動状況などマスメデアが取り上げ。取り組んでいない他の地域に関心度が高まっている。 

・他地域での活動状況、や進展の共有化、横断的な取り組みによる問題解決が行われている。合

わせて、補完の原則に基づく発信と必要な対応が早くなっている。 

・中期的な成果、省エネ活動から低炭素社会に向けた｢パラダイムシフト｣が進み｢環境｣「経済」「人

間・社会」の調和に向けたトリプルボトムラインが近くなっている。 

⑦ その他・特記事項 

・ 推進員の教育や活動を促進を担保する費用の予算化が必要。 

・市区町単位で地区の選定は関係者の意見や、根回し等慎重に行い設定する 

 

検討過程でまとめた資料(１～６)と神奈川県、民間会社の資料を別便でお送りしますご参照下さい。

資料１．低炭素社会形成推進員の育成。 

資料２．学習する地域社会をマネジメントする。 

資料３．ビジョン策定に向けて・バックキャステングの実践。 

資料４．省エネルギー国民運動（家庭部門、業務部門のポント）の強化と改正温対法 

資料５．新エネルギー導入に向けたリストとガイダンス。 

資料６．低炭素社会に向けた推進員に求められる能力。 

資料７．神奈川県「クールルネッサンス宣言」 

資料８．株式会社ビジネスコンサルタント ご参考（弊社案内） 
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≪気候変動危機に対応・脱炭素社会へ（エネルギーシフト）   資料１ 

低炭素地域社会形成推進員の育成     2009.01.24 

        ≪学習する地域社会の複雑性をマネジメントする≫ 

  地球温暖化の防止に向けた節目の年 

  低炭素社会を追い求めて・今、私たちにできること 

            『低炭素社会の構築にむけた推進員の育成』  

Ⅰ．はじめに              文中《カッコ》内は詳細別紙参照 末尾にリスト 

 １．低炭素社会の実現が必至（IPCC 第４次報告に関連して）。 
2007 年 2 月発表された IPCC 第 4 次評価報告書の政策決定者向け要約（SPM）で、SPM

によれば、上記報告書は、気候システムに温暖化が起こっていると断定するとともに、人為

起源の温室効果ガスの増加が温暖化の原因とほぼ断定している。（第 3 次報告書の「可能性が

高い」より踏み込んだ表現）中略 
緊急メッセージ これを受けて、鈴木基之・中央環境審議会会長を始めとする 15 名の環境

科学者たち（8 名の IPCC 第 1～3 作業部会メンバーを含む）が、即日緊急メッセージを発表

した。「温暖化は、私たち市民の予想を遙かに超えるスピードで進行しつつある。その影響も

顕在化しつつある。もはや根拠なく科学的な知見の不十分さを口実に対応を躊躇する時ではな

い。温室効果ガスの大幅な削減という大きな課題に向けて、直ちに行動を開始する必要がある」

として、「私たち国民ひとりひとりが、自分の生活を見直し、温室効果ガスの低減のために何

ができるか考え行動すること」を呼びかけ、「今、行動を開始すれば、子どもたちと人類の未

来を守ることができる」と結んでいる。 
 
２．その後「低炭素社会の実現に向け」下記のような提案や報告が行われた（別添） 

※「美しい星５０」2006 年 5 月、サミット(ドイツ)に向けて発表 
※数年前から始まっていた低炭素社会に対する 2 つの報告   
☆「低炭素社会づくりに向けて」 中央環境審議会地球環境部 平成 20 年 4 月 3日  

 ☆「低炭素社会に向けた１２の方策」「2050 日本低炭素社会」シナリオチーム 
（独）国立環境研究所・京都大学・立命館大学・みずほ情報総研    2008 年 5 月   

３．低炭素社会の基本的理念（上記「低炭素社会づくりに向けて」の中の基本理念として） 

「世界全体の排出量を現状に比して2050年までに半減する」という低炭素社会の実現。に向け

ては、世界が一丸となって最大限の努力を行う必要がある。このような社会は、現在のトレン

ドの延長線上には存在しないと考えられ、以下のような基本的理念のもとに、あらゆる主体が

取組を進めていくことが必要。 

（1） カーボン・ミニマムの実現 

 低炭素社会とは、究極的には、温室効果ガスの排出を自然が吸収できる量以内にとどめる(カ

ーボン・ニュートラル)社会を目指すものである。そのためには、産業、行政、国民など社会

のあらゆるセクターが、地球の有限性を認識し、大量生産・大量消費・大量廃棄社会から脱す

るとの意識を持ち、選択や意志決定の際に、省エネルギー・低炭素エネルギーの推進や３Ｒの

推進による資源生産性の向上等によつて二酸化炭素の排出を最小化(「カーボンミニマム」) す
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るための配慮が徹底される社会システムの形成が必要。 

(2) 豊かさを実感できる簡素な暮らしの実現 

大量消費に生活の豊かさを求める画一的な社会が先進国を中心に形成されてきたが、この社

会から脱却し、家族やコミュニティとの絆、健康、自然との触れ合い、もったいないの心、未

来世代への思いやりなどの価値を重要視することに対して人々は理解を深め、そのことが生活

の質の向上につながるとの方向性を社会全体として追求することが必要。このような人々の選

択や、心の豊かさを求める価値観の変化が社会システムの変革をもたらし、低炭素で豊かな社

会を実現する。また、生産者も消費者の志向にあわせて、自らを変革していくことが必要。 

(3) 自然との共生の実現 

低炭素で豊かな社会の実現のためには、人間とその社会は地球生態系の一部であり、自然は

人間とその文化の基盤であるという認識の下、自然の恵みを享受し、さらに、その恩恵によっ

て人類の生存基盤が維持されるような、自然と調和・共生した社会づくりを進めることが必要。

このためには、CO2吸収源の確保や、今後避けられない温暖化への適応のために森林や海洋を

はじめとする豊かで多様な自然環境を保全再生し、また地域社会におけるバイオマス利用を含

めた「自然調和型技術」を推進し、さらに、自然とのふれあいの場や機会の確保等を推進して

いくことが必要。 

 

４．われわれの取り組みの経過 

①《神奈川から発信する政策提言「２１世紀に向けた低炭素・低資源社会の構築」》（2008/3/7）

に向け呼びかけるなかで、上記の取り組みは国レベル（国際）、研究所、産業界の役割が主で

進むものと思います。しかし我々はその大きな流れにまかせることなく市民社会の受ける影響

や変化を予想し、取り組みを考える必要があるのではないか。でエコ BOX 有志メンバーで勉強

会と検討を始めた。 

②5月から《低炭素社会に向けた地域社会の構築》検討会を始めた、検討は１年位かけようとは

じめたが、予想したよりも動きが早く、掴みたいものが提示されてきたので、検討の前倒をし、

会議室から出て、地域社会のなかで具体的な姿にしていくための検討に入った。 
③9月検討会で、Ⅰ．はじめにの２項で触れた２つの意欲的な提案「低炭素社会づくりに向けて」

（中央環境審議会）の中の具体的なイメージ１．まち ２．移動 ３．居住区間･就業空間 ７．

消費者選択。及び「低炭素低炭素社会に向けた１２の方策」の生活圏の中から 11.「みえる化」

で賢い選択 12．低炭素社会の担い手づくり、に的をあて検討をした結果 

※「低炭素地域社会形成推進員の養成」に絞った。 
  県内それぞれの地域で、めざす低炭素社会に向けた声と芽を拾い出し、地域のそれぞれの主 
 体が出来ることから取り組み、その環を広げ、地域社会の形成を促進する「低炭素社会形成推

進員の養成」を具体化する。 
④われわれは今住んでいる地域社会をフイルドとし、次世代の問題として論議するのでなく、今

の課題として20年先を目安（中期目標・若い人も70歳の人も現世）として行動を起こす必要性

があると判断し提案します。 
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Ⅱ．低炭素社会実現に向けて押さえる要点 

 「世界全体の排出量を現状に比して2050年までに半減する」また「日本は60％～80％の削減」

という低炭素社会の実現に向けた目標は、今のままでの取り組みでは不十分であると同時に、

今までのトレンドの延長線上には存在しない。既成概念に捉われない、あらゆる主体の取り組

みが必要である。 

※低炭素社会を目指し現実的な取り組みをすすめるにあたって、その前提や枠組み、基本的

な考え方を以下に掲げます。 

 

１． 炭素社会のサスティナビリティ《トリプル・ボトムラインを繋ぐ》 

※３つの側面の統合     （環境会計シンポジウムにて 2000 年 3 月 日経ホール） 

（サスティナビリティ時代の環境経営のあり方と企業革新 2004年7月 東京厚生年金会館） 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

  

２．３つの側面の主なできごとと焦点 

①「環境」に関連して（Eco・Environmental Soundness ） 
・ 沈黙の春―レイチェル･カーソン        1962 年 

・ 成長の限界―ローマクラブーメドウス    1972 年 

・ 環境と開発に関する国連会議「地球サミット」1992 年 

・ 地球温暖化防止京都会議―京都議定書 1997 年 日本－６％→－15.2％(2007 年) 

・ IPCC 第４次報告書 温暖化の原因は人為起源である ほぼ断定 2007 年 

・ 洞爺湖サミット 世界で 50％削減共有 日本 60～80％削減 2008 年 

②「経済」に関連して（Ｅｃｏｎｏｍｉａｌ Ｖａｌｕｅ ） 
・ 高度経済成長 

・ オイルショック 

・ バブル崩壊 

環境 

経済 社会  
 

 

Triple Bottom Line を繋ぐ 

企業の環境会計 自治体の環境会計 
 2001 年 11 月（ＩＧＥＳ） 

地球市民 

Environmental
Soundness 

Ｅｃｏｎｏｍｉａｌ 
Ｖａｌｕｅ 

Social 
Responsibility 

企業市民 公務員市民  

生活者市民 
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・ 企業の経済価値 → 企業価値の創造へ 

・ ISO1400 環境報告書(CSR報告含む)  環境会計  

・ ＣＳＲの重視（ステイクホルダーへの応答責任） 

③「人間・社会」に関連して（Social Responsibility ） 

・ 欧米型生活スタイルを求めて 

・ モノの豊かさ 大量消費 大量廃棄社会  

・ 民生部門の CO2の増加（家庭部門 37.2％ 業務部門 41.7％） 

・ 豊かさの見直し―ライフスタイルの変革 

 

３．地域社会の関係主体の役割とトリプル・ボトムラインを繋ぐ  

① 地域住民の役割  ………… 生活者市民         

      家庭で出来る地球温暖化対策を智恵と工夫で実践する。地域の担い手である消費 

者として、低炭素社会にむけて、身近な主体（町内会・自治会、事業者、行政等 

に積極的に提言・参加促進する。 

② 企業・団体の役割 ……… 企業市民･･･（グローバルコーポレートシチズンンシップ）     

 自らの事業活動を通じて環境に与えている環境負荷を低減すると同時に、低炭素 

社会に向けて可能な努力をする。中心的ステイクホルダー（顧客・消費者、従業 

員、株主・投資家等）だけではなく、外延的ステイクホルダー（地域社会、地球 

市民など）に積極的な提案者として働きかけ、実践する。 また他地域の主体と連 

携したり、専門的組織の設立や強化を支援する。 

③ 地方自治体の役割  ……… 公務員市民       

       住民や事業者の環境に影響を与える負荷を低減するための「環境政策」と、自らの事 

業活動を通じて環境に与えている環境負荷を低減する「環境対策」を実施する。 

低炭素社会に向けた政策の立案と実行に向けた努力をする。地域の取り組みの 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰとして、また推進者としての役割を果たす。必要な情報の開発、収集、 

整理分析、保存、公表など情報の中核として活動する。 

 

※地球市民として…（→低炭素地域社会推進員） 

難問に挑戦出来る高い心ざしを持った地域社会に貢献する市民。トリプル・ボトムライン

を繋ぐ役割を発揮する。企業･団体・自治体のステイクホルダーとしてエンゲージメントの役

割を果たす。 

 

４．環境会計の観点から企業と行政の取り組みと特徴  

（ＩＧＥＳ主催 2001 年 11 月 ランドマークタワー） 

                     

 

※ 「環境対策」→自らの活動を通じて環境に与えている負荷を低減するために実施する対策 

・行政においてゴミ焼却や下水道処理など環境への負荷を伴う事業があり、その事業におい

て講じている公害防止対策など、また事務事業において発生する廃棄用紙の回収、再利用も

※企業の環境会計 

（１） 環境対策が主(本業)で＋環境政策  

※行政の環境会計 
環境政策が主(本業)で ＋環境対策   
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環境対策である。 

※「環境施策」→市民や地域社会の環境に影響を与える負荷を低減するために、実施する施

策、事業。 

・大気・水・水質の調査や工場・事業場の規制指導、ゴミ減量化推進事業、緑化推進事業、

公園整備事業、河川改修事業などである。（行政の場合） 

※企業の環境会計           ※行政の環境会計  

（２）私的効果が主で ＋社会的効果    社会的効果が主で ＋私的効果 

※「私的効果」→環境対策によって結果的に回避・低減された、実際の取引を通じて 

発生する費用。 

  ・ゴミの焼却余熱を利用した発電により低減された電力使用量や燃料消費で削減さ 

れた燃料費など。 

※「社会的効果」→環境対策や環境政策によって結果的に回避・低減された、環境汚 

染による健康や生命、財産などへの被害。 

  ・大気汚染対策や水質汚濁対策(地球温暖化対策)によって回避・低減された健康被害など。 

 

５．低炭素社会の実現に向けバックキャスティングでビジョンを描く。  
○目指すべき低炭素社会を想定し、将来から現在の対策を考える。 

現在支配的な現状から考えられる方法の延長で将来を考える（フォアキャステング･アプ

ローチ）とは異なり。バックキャステァリング・アプローチは地球温暖化のような長期

にわたる問題分野では、将来の到達点の“望ましい姿”を想定し、それを実現するため

に必要な改革的処置の選択肢や道筋を分析する方法である。   
※ 資料３《ビジョン策定に向けて・バックキャスティングの実践》 参照 

 

６．持続可能な循環型社会に向けた 2 つアプローチ（地域レベルの取り組みに向け）    
Ａ．広域で技術と規模の経済のアプローチ（国レベル） 

  ・日本の環境政策は技術で問題を解決しようとする姿勢が強かった。廃棄物処理も 
    焼却主義と呼ばれ、焼却炉技術を核にした処理システム。今後は 社会経済システム 
    の選択と技術の活用がポイント。 
  ・国の取り組みと法の整備、中央省庁の対応、分断型社会を循環の視点で、社会経済 

 システムの総合調整する機能をどう強化するか。 
  ・循環を可能にする技術的基礎づくりが進みつつある。多様な技術オプションの選択 

 と、どういうシステムの下で活用するかによってその効果は異なる。 
Ｂ．狭域で住民参加による環境保全を前提のアプローチ(地域レベル) 

・ 上記広域での取り組みと相俟って個々の地域（どのような単位が活動しやすいか） 
で自治体を含め、目的や目標、関係者の知識・技術レベル・問題意識、活動の主体、 
地域社会の成熟度など前提として取り組む。 

  ・地域の実状にあわせて取り組むことが能率もよい、地域のあらゆる主体が参加する 
 システムを構築すると、地域資源の掘り起こしにつながり、地域が活性化する。 
 循環には適正規模がある、その規模は物によって異なる。 
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・ 技術の進歩や市場規模の変化に伴って変わる。 
※ 広域と狭域の循環システムを重層的・構造的に結びつける論理＜補完性の原則＞を前提に、

地域社会からの内発的・自主的な取り組みを計画し整備することが必須となる。 
   以上の主な論点は ・京都大学  植田 和弘教授 ・東京大学 月尾 嘉男教授 ・慶応義塾大学

大学院  茅   陽一教授 ・バルセロナ自治大学  Ｊ・マルティネス・アリエ教授・日本経済新

聞  元論説委員  三橋 規宏氏の方々の論文や日本経済新聞等を参考にまとめました。   
※《資料 持続可能な社会に向けて》(H11 年) 文責  石丸 博司               

 

Ⅲ．低炭素社会の構築に向けた推進員育成のねらい 

※提案の基本的な前提として、上記「Ｂ」の中にはいろいなタイプの地域が存在する狭域な地

域を前提に地域社会の形成を進めたい。 

※県内それぞれの地域で、めざす低炭素社会に向けた啓発活動と、その芽を拾い出し、地域の

各主体が出来ることから取り組み、その環を広げ、地域社会単位での形成を促進する。県内

の他地域との相乗効果を高める。 
 

１．省エネ・低炭素社会に向けた地域社会の多様な主体の活動促進と連携。 

  ※資料２《学習する地域社会の複雑性をマネジメントする》 参照 

①温暖化防止に向けた普及啓発から具体的な成果に向けて活動する。 

②幅広い省エネ・低炭素社会の構築に向けた取り組みの技術や人材などの資源の開発

（Development・顕在化・引き起こし・相乗効果・底力）を促進する。 

③設定された域内での市民、事業者、地方行政との連携の結節点として推進する。 

 

２．省エネ・低炭素(省 CO2)に向けた 3つの視点と努力の優先順位。 

「プロダクト・イノベーション」 

①省エネ活動（狭義の削減・節約、無駄排除） 
 ②ローテクの採用・智恵と工夫・自然の活用（太陽・風・緑など） 
 ③新エネルギーの導入、地域の連携・新体制(面) 供給･需要の連携 

※資料５《新エネルギー導入に向けたリストとガイダンス》 参照 
 

※省エネ・低炭素(省 CO2)の実効性のある取り組み（分母を優先した取り組み） 

     分子↑② 更なる自然 ③新エネルギー導入 ④地域の･連携、新体制 
効率化＝                       

分母↓①省エネ(節約・無駄排除)←②自然(太陽･風等)の活用 
  ※効率化は（人間のニーズを満たすための資源利用の効率性・二酸化炭素排出を基準） 
 

３．省エネ・低炭素(省 CO2)社会に向けたパラダイムシフトの必要性 

※温暖化対策に向けた大きな時の流れ 3つの局面（○補足１、補足２参照末尾） 

 ①京都議定書  参加国 日本 CO2－６％ 京都メカニズム 
   参加国(米を除く先進国) 日本(1990 比 6.2％増)－12.2％目標 
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 ②洞爺湖サミット(7 月) 拡大会合  2050 年 50％削減 参加国共有 
 ③ポスト京都議定書 低炭素社会の実現に向け 日本 60％～80％CO2削減 
 

Ⅳ．地域社会の深耕と形成に向けた役割 
１．省エネ・低炭素(省 CO2)社会づくりと取り組みの促進と協議の場づくり 
  「プロセス・イノベーション」 

①行政と連携し地域の主体に働きかける普及啓発活動や講習会、イベント等を開催し低炭

素社会の機運を高める。 
②地域・ブロック(どのような単位が活動し易いか)で自治体と連携し設置する。 
（地域の実状にあわせて取り組むことが能率もよい、地域のあらゆる主体が参加するシス

テムを構築すると、地域資源(人的資源も含めて)の掘り起こしにつながり、地域が活性

化する） 
 ※Ⅶ．地域の低炭素社会の地域設定の単位として予想されること 参照 
③地域の各主体やセクターが参加した協議会等を通じて、公共団体、経済団体、消費者等

との情報共有・連携を図り、地域特性を踏まえ、目的・目標の設定・進め方・役割分担

等明示し、取り組みを促進する。 
    
２．「省エネルギー国民運動の強化」「改正温対法」具体的な促進を支援する。 

※現状認識の必要性 
低炭素地域社会形成の鍵は、参加する各主体（家庭部門、業務部門）が真にエネルギー

消費の実態を把握し効率化に向けた取り組みにかかっています。二酸化炭素削減に向け

た 3つに視点（省エネ活動･無駄排除、自然の活用の度合い、新エネルギーの活用等によ

る効率化）への取り組みです。地域の各主体の取り組み状況については診断をアクショ

ンリサーリ（診断／データーF/B／てこ入れの観点で）実施し、取り組みの実効性を高め

ていくことが必要です。 
① 平成 19 年 11 月 29 日 家庭部門省エネの実践、省エネ機器の選択促進 
② 平成 20 年 3 月 31 日 業務部門における業界向け省エネルギー実施要領に基づくエネ

ルギー管理の徹底（飲食小売業、一般飲食、各種商品小売業、病院、宿泊業、社会福祉･

介護事業、学校、ビル等）。エネルギーの効率化、ESCO 事業の活用を含め、省エネル

ギー診断を促進する 
③ 平成 20 年 6 月 13 日「地球温暖化対策推進に関する法律」（温対法）の改正、公布。算

定・報告・公表制度を事業所単位から企業単位・フランチャイズチェーン単位に拡大し、

業務部門のカバー率 13％から 50％に押し上げる。他 
※資料４《省エネルギー国民運動の強化と改正温対法》 参照 

 
Ⅴ．低炭素地域社会形成推進員(仮称)の育成（研修）目標 

① 地域社会の形成と期待される役割の発揮  
※ 趣旨「21 世紀に向けた低炭素低資源社会に向けた地域社会の構築」 
※ 低炭素社会に向けた地域社会の構築（Ｂ） 



 8

②二酸化炭素削減 3 つの視点の診断と効率化の支援と促進 

※ 低炭素社会実現に向けた業界毎のポイント 
③改革を推進する要件の啓発とエンパワーメン 

※資料２《学習する地域社会の複雑性をマネジメントする》 参照 
 
※低炭素地域社会形成推進員(仮称)の養成（研修）プログラム（別途作成） 

   上記の研修目標をプログラムする。7 日～10 日、学習の進め方 体験方式 
 
Ⅵ．低炭素地域社会形成推進員の活動を支える制度と連携組織 
  ○推進員の募集・認定 
   地球温暖化防止活動推進員、環境カウンセラー、省エネルギー普及指導員等に呼びかけ。 

県内での低炭素社会を推進する多様な機関や事業者とのコンタクト、市町村との連携や支援

をより効果的なものにする制度や位置づけを行う。 
   
※地域展開のガイドラインと行程表 
Ⅶ．低炭素社会の地域設定の単位として予想されること 

それぞれの市町村の中で、まちの中の特性を勘案して設定することが望ましい。 

より展開し易い設定（Ⅲ．1．省エネ・低炭素(省 CO2)社会づくりと取り組みの促進と協議の

場づくり）に向けた判断が必要と思われます。 

地域でいろいろな機会を通じて低炭素社会に向けた普及啓発活動を展開し、地域での機運

を高めると同時に、キーマンとのコンタクトが必修となります。 

 

１．判断材料として 

  ☆住宅・建築物  高層住宅、中層住宅･建築物（木造比）低層住宅（木造比） 

  ☆生活･移動・交通 通勤、通学、買物、徒歩・自転車・自動車（モーター駆動、バイオ燃

料）バス、鉄道 

  ☆エネルギー 太陽光・熱・風力・バイオエネルギー供給、熱融通 
 
２．低炭素地域社会の特徴を単位として 

☆都市部 鉄道駅を中心とした商業施設が多く、高層住宅、中層住宅で構成。移 
   動が多い、都市部特有の熱対策、エネルギーの効率化、ヒートアイランド対策等が必要。 

☆住宅地域 業務・商業施設、学校を中核とした中層住宅、低層住宅で構成。通勤、通学、

買物、子育て、医療と生活を中心とした移動･交通。食生活は地 
産地消や３Ｒの推進、所有からレンタル･リースの推進、地域でのバイオマスエネルギー

の導入や自然を取り入れた住まい方など、地域社会でのライフスタイルを共有しやすい。 
☆農・林・魚・工業と関連の高い地域 

      生活圏に近い農地、森林の整備・保全の推進、経営規模の拡大やエネルギーの効率化 
地域に関係する事業者との連携で廃棄物系バイオマス等を総合的な活用が容易。また自 
然の豊かな地域に居住しながら就業が可能など。 
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      地域の特性・特産を生かした低炭素社会づくりを推進する。   
 

３．各地域社会に共通する取り組み 
      現在実施されている「家庭で出来る温暖化防止活動」（エコライフ）をベースに、更に炭 

素社会に向けた内容に力点を置いて実施する。地域のＮＰＯ等の団体と連携し、公民館や 
自治会組織を通しての普及啓発や目標設定と実践活動を推進する。  

 
 

※《学習する地域社会の複雑性をマネジメントする》（2008.10.01） 
≪今日の地球環境問題に直面する課題（クール・ルネッサンスに向けて）≫ 

Ⅰ．革新的学習の促進 「限界なき学習」（ロマークラブ第６レポートより） 
Ⅱ．パラダイム変革の必要性 
Ⅲ．変革に向けて活用するモデル 
 １．チェンジ（変化･変革･変容）のモデル 
２．変換過程（The Change Process） 
３．アクション・リサーチ 

 ４．力の場の分析（現状から将来の望ましい姿に向かって） 
 ５．パーソナルスキルの啓発（LIFO 等） 
 ６．コミユニケーションスキルの啓発 

 変化(CHANGE)について ・変化に対する抵抗の諸要因 
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 団体・組織の概要  ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 愛知中小企業家同友会 

代表者 会長  山本 栄男 担当者 副会長 平沼 辰雄(地球環境部会･代表)

所在地 

 

〒460-0003 

愛知県名古屋市中区錦三丁目 5-18 京枝屋ビル４Ｆ 

TEL: 052－971－2671  FAX: 052－971-5406 

Ｅ-mail: aichi@douyukai.or.jp   URL： http://www.douyukai.or.jp 
 

創立の経緯 
／沿 革 

「中小企業の自主的な努力と団結の力で、中小企業を守り、日本経済の自主的

で平和的な発展をめざそう」と、1957 年（昭和 32 年）に日本中小企業家同友会（

現東京同友会）が東京に誕生した。愛知中小企業家同友会はその５年後、“中小企

業家の手づくりの会”“お互いに智恵や経験を交流しあい学び合い”“ともに手を

携えて”を合言葉に 1962 年（昭和 37 年）34 名の経営者が呼びかけ合い設立した

。現在、愛知県下 46 地区で 3,000 名の経営者が参加し、「経営体質の強化」「経営

者の能力向上」「経営環境の改善」を目指し活動している。 

団体の目的 
／事業概要 

 

【同友会三つの目的】 
１．「よい会社をつくろう」 
ひろく会員の経験と知識を交流して企業の自主的近代化と強靭な経営体質をつ

くることを目指す。 
２．「よい経営者になろう」 
中小企業家が自主的な努力によって、相互に資質を高め、知識を吸収し、これ

からの経営者に要求される総合的な能力を身につけることを目指す｡ 
３．「よい経営環境をつくろう」 
他の中小企業団体とも提携して、中小企業をとりまく、社会・経済・政治的な

環境を改善し、中小企業の経営を守り安定させ、日本経済の自主的・平和的な繁

栄を目指す。 
 
【中小企業は日本経済の真の担い手】 
どのように情勢が変化しても、日本経済の、真のまともな担い手は、中小企業

である。したがって、国民生活の安定と向上は、中小企業の安定、繁栄と密接に

結び付いている。 
 
【中小企業同士は共存的競争関係】 
 中小企業はお互い同士を敵対的競争関係としてとらえるのではなく、国民の要

求にともにこたえ、中小企業の地位向上をともにはかる共存的競争関係としてみ

ることが大切だと考える。 
 
【人間尊重を基本に社員と共に育つ】 

経営者が人間尊重を深く自覚する同友会に固く結集して相互に学び合い、確固

とした方針をもって経営にあたるならば、従業員は最も信頼し合える頼もしいパ

ートナーとなり得ると考える。 
 
【民主的な見方・考え方は経営者のゆるぎない哲学】 

会運営を民主的に行うことの大切さを通じて、民主的運営は企業の運営におい

ても不可欠な要素の一つであることが分かる。それを単なる経営上のテクニック

でなく、経営者自身のゆるぎない哲学として身につけることが、強く求められて

いる。 
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【同友会がめざす企業像 － 21 世紀型企業づくり－】 
企業の理念（自社の存在意義）が明確であり、社会的使命感に燃えて事業活動

を行い、国民と地域社会からの信頼や期待に高い水準でこたえられる企業を目指

す。社員の創意や自主性が十分に発揮できる社風と理念が確立され、労使が共に

育ちあい、高まりあいの意欲に燃え、活力に満ちた豊かな人間集団としての企業

を目指す。 
 
【同友会の性格】 
あらゆる業種の経営者の団体である。“手づくりの会”として、活動は常に自主

的でその運営は民主的に行われている。会員の要求を始めとして中小企業をめぐ

るあらゆる問題の解決を目指す。同友会は特定の政党を支持したりせず、どの政

党とも同じようにお付き合いいただいている。 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

 
中小企業家同友会は、中小企業家を会員とする任意団体で、都道府県ごとに組織

されている。その全国の協議体が中小企業家同友会全国協議会であり、全国に約

42000 社の中小企業家が会員となっている。環境問題においては、地球温暖化に

対処すべく温室効果ガス排出削減に寄与する自主的な取り組みを進めている。 
 
【担おう環境の世紀･小さな企業の大きな役割～環境保全型社会を地域とともに】

2001 年 11 月に世界湖沼博と共催で滋賀県にて開催した環境問題交流会を契機

に、中小企業家同友会全国協議会政策委員会に地球環境部会を設立。隔年で環境

問題交流会を兵庫・愛知（愛知万博）・福岡と開催してきた。各地同友会では農業

部会も含めた環境問題の取り組みを展開して、全国的には総会・経営研究集会な

どの分科会が 10 年以上も中小企業の環境問題に取り組んできた。また、毎年提出

している国への政策提言の中に環境問題に関する提言を行ってきた。 
 中小企業家同友会全国協議会では、政策委員会・地球環境部会内に「中小企業

の自主的温暖化ガス削減作業部会」を設置し、全国的な削減行動を推進していく

ための仕組みづくりの検討を 2008 年度に開始。地域単位でモデルを形成した後、

全国的に普及させていく手段等を検討している。 
ホームページ http://www.douyukai.or.jp（中小企業家同友会全国協議会のホームページ：http://www.doyu.jp） 

設立年月 年   月   ＊認証年月日（法人団体のみ）    年  月  日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）            ０  円 

活動事業費／

売上高（H17）
183,870,000円 

スタッフ／職員数        15 名 （内 専従     15 名） 
組 織 

中小企業家(個人会員)       3,000 名 その他会員（賛助会員等）    なし 
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提 言  

政策のテーマ 中小零細企業の自主的なＣＯ２削減サポートスキーム      

■政策の分野 

②地球温暖化の防止 ⑧社会経済のグリーン化 
⑩環境パートナーシップ 
■政策の手段 
⑤施設等整備 ⑨組織・活動 ⑪地域活性化と雇用 
⑫情報管理、情報開示と提供（④予算・資金措置） 
■キーワード 中小零細企業

自主的CO2削減 
J-VER制度 官民協働での制

度推進 
グリーンニュー
ディール 

地域経済の活性
化 

 
① 政策の目的 

持続可能性というテーマが地球規模で重要課題となっている中、社会経済構造を変革し、低炭

素社会への移行が急がれる。国際社会においては2008年度より京都議定書の約束期間に入り、国

内では温暖化対策推進法、国内排出権取引市場など多様な枠組みが整備されている。低炭素社会

を実現すべく環境配慮型の経済活動を生み出すには、制度の本質的且つ効果的な運用が不可欠と

なる。 

 本提言では、国内民間従業者の8割を占める中小零細企業の環境対策活動を広範に促すべく、

温室効果ガスの排出削減・吸収量に関する制度（本件では、主にJ-VER制度等を対象とする）運

用の促進を目的とする。 

大手製造業を中心とする川上側企業が制度を運用するだけではなく、家計や流通との距離にお

いても環境優位な立場でもあり、国内企業の大多数を占める地域密着型の中小零細企業の参加を

大きく促すことができれば、環境対策が広範に普及し、国民運動に影響を及ぼし、さらには環境

配慮型の経済活動を生み出すこととなる。ひいては、地域経済を支える中小零細企業の体質を理

解した抜本的対策が重要視される。 

しかしながら、いくつもの制度があるがゆえ、制度に関する情報窓口や専門的知見、導入する

際の労力などが必要となる為、既存の制度運用体制では活用し辛い課題がある。 

また、昨今の厳しい経済環境の下では、イニシャルで発生する人的・金銭的コストは、長期的

にはエネルギーコストの低減や各種制度の活用による事業継続性（販売促進など利益の確保）に

より回収されるというものの、新たにコストを投入する余裕が無い実情である。 

そういった状況の中、中小企業の環境対策活動及び環境経営（グリーンビジネス）を促進させ

るべく、行政機関、金融機関、地域の中小企業組織ら多様な主体の連携による地域の事務局設け

、抜本的な温室効果ガスの排出削減を目指す。 

② 背景および現状の問題点 

（１）中小零細企業は、規模・業種が様々である。 

①環境対策への追加コスト負担できない企業が多数ある。 

②CO2排出削減がコスト削減につながるといった付加価値が必要である。 

③業種ごとに、CO2排出削減に取り組む段階的なステージの設定が必要である。 

（２）JVETS、J-VER等あらゆる枠組みが急ピッチで整備されており全体を把握しづらい、理解し

にくい。 

（３）制度全体を理解し、取り組むメリットを見出す為には、ある程度の専門的なノウハウや知

識が必要であり、そうでなければ活用できない。 

（４）１社あたりのCO2排出削減量が小さく、各種制度を利用できない場合が多い。 

①イニシャルコスト（金銭面）の負担軽減となる簡易的取り組みへのサポートやCO2排出削減

・吸収事業に取り組む際の原資サポート、信用担保が必要である。 

②中小零細企業では環境部など専門セクションを置くことが難しい。 

③ 政策の概要 

環境省が実行しているJ-VER制度等を、中小零細企業が活用できる様、地域の中小零細企業の

様々な課題に即すべく各々の地域に有した事務局機能を設置する。事務局構成団体については、

地域単位で多くの中小零細企業との関係性を持つ中小零細企業のネットワーク組織と、各地方単

位の温暖化対策推進拠点である都道府県地球温暖化防止活動推進センターが連携して運営する。

また推進に際し、各地方環境事務所が支援を行う。機能は次の5つとする。 

団 体 名：愛知中小企業家同友会 
 
担当者名：副会長 平沼 辰雄 
     （地球環境部会・代表） 
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（１）相談窓口の設置 

情報収集段階にある企業に対し、ニーズに応じた適切な情報提供及び制度活用を促し、簡便

な相談機能をもつ。 

（２）各種セミナー（啓発活動）の実施 

積極的な活用を促すべく、広範囲な啓発活動を地域ニーズに応じて実施する。 

（３）CO2排出量の簡易算定ツールの提供 

自主的に簡便にCO2排出量の算定を促すべく、簡易算定ツールの提供を行う。 

（４）専門パートナー（オフセットプロバイダー、省エネ診断実施企業等）の紹介 

具体的な取り組み段階にある企業に対し、ニーズに応じてプロバイダーや専門企業への橋渡

しを行う。 

（５）金融機関の紹介 

先行投資や金銭価値化（クレジット化）するまでのつなぎ資金に対する、地域の金融機関の

融資（金利優遇）等の紹介。（＊J-VER認証事業や地域事務局が認証するCO2排出削減・吸収

事業に限る） 

④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 
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⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

本事業のスキーム実施主体の役割及びスキーム実施によるメリットは以下の通りである。 
主体 求められる役割 スキームに実施するメリット

中小零細企業のネッ
トワーク組織 *1 

・ネットワークに所属する中小零細企業
への周知及びサポート 
・J-VER制度を始め各種制度の専門知識
及びCO2排出量算定等の技術を有した企
業の派遣 

・環境対策による負荷低減 
・環境ビジネス市場・雇用の
拡大 
・ネットワーク組織の活性化

都道府県地球温暖化
防止活動推進センタ
ー 

・受付窓口、事務的作業等事務局機能 
・派遣者等のコーディネート 
・セミナー等の啓発事業の開催 

・地域ニーズに対応した環境
施策の展開 
・CO2排出量の大幅削減に寄与
・機関機能の活用 

地方環境事務所/地
方環境パートナーシ
ップオフィス 

・国の施策情報の支援 
・事業スキームのコーディネート、支援

・施策の推進強化 
・出先機関の役割強化 

金融機関 *2 
・利便性のある融資機能 
・CO2排出削減・吸収事業の誘致 

・投融資者の拡大 
・信用保証の強化 
・地域経済の活性化 
・金利収入の獲得 
・環境対策による負荷低減 

環境省/関係省庁 

・地域事務局の運営構築の為の調査・検
討支援 
・J-VER制度を始め各種制度の情報提供
・本事業の広報 
・事務局運営費及び派遣専門員の人件費
の予算化 

・施策運用の促進 

 
地方の中小零細企業がJ-VER制度等へのアクセス並びにその円滑な活用を求める中で、各地域

の機関が役割に応じて連携し主体になることで、J-VER制度等のスキーム自体によりメリットを

生み出すことになる。また、地域内の資金・人材・環境情報などをベストミックスさせ地域単位

で取り組むことにより、地域の環境市場・雇用の創出及び地域経済の活性化に貢献する。 
 
※東海地域であれば以下の主体を想定する。 

*1:愛知中小企業家同友会、岐阜県中小企業家同友会、三重県中小企業家同友会 

*2:株式会社愛知コミュニティ資源バンク 

⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 

（１）想定以上の削減効果が得られる 

   地域に事務局を設置することにより、中小零細企業が各種制度を活用しやすくなり、活用

件数が大きく増えると予想される。そのことによって、各制度毎に想定されているCO2排出

量以上の、積み上げによる削減効果が生じる。 

（２）地域グリーン経済の活性化と雇用の創出 

   地域の中小零細企業のネットワーク組織と地方の環境省の関連機関が連携して施策を担

うこと、地域の中小零細企業を対象とすること、また、地域の金融機関と連携することなど

により、多様な相乗効果が生まれ、地域のグリーン経済の活性化、それに伴う雇用の確保が

期待できる。 

（３）民間従業者数の8割を占める中小企業従業員の環境意識が向上し、民生部門への波及が期

待できる。 

⑦ その他・特記事項 

【必要支援施策】 

（１）中小零細企業のネットワーク組織については、協力を得られる他のネットワーク組織とも

積極的に連携して展開を図る。 

（２）事務局機能の必要性に応じて、CO2排出量算定・集計簡易ツール及び情報の構築などのシ

ステム開発を行うこととする。 
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