
■090317「緑の経済と社会の変革」■090317「緑の経済と社会の変革」

環境と経済の好循環をめざして環境 経済 好循環を ざし

崎田裕子

ジャーナリスト・環境カウンセラージャーナリスト・環境カウンセラー

ＮＰＯ法人「持続可能な社会をつくる元気ネット」理事長

有限責任中間法人「環境ビジネスウィメン」代表理事

NPO法人「新宿環境活動ネット」代表理事NPO法人「新宿環境活動ネット」代表理事
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地域から実現する持続可能な未来

活力ある「人づくり・地域づくり・国づくり」
のつなぎ手としてのつなぎ手として

連携・協働
国際貢献

①低炭素社会づくり

国際貢献

②循環型社会づくり ③生物多様性

☆国民運動☆国民運動
（パートナーシップ）☆環境技術推進



人づくり人 くり

地域参画型運営で、快適環境のまちづくり
NPO法人新宿環境活動ネットNPO法人新宿環境活動ネット

「新宿区立環境学習情報センター 」指定管理者

“新宿力”でつくる持続可能な「環境都市・新宿」

人づくりから地域づくりが始まる■人づくりから地域づくりが始まる

■区民・事業者の参画型企画運営で、地域へ広げる

■連携・協働の広がりで、学びから実践行動定着へ

■都市・農山村の交流で環境負荷削減 3■都市 農山村の交流で環境負荷削減 3



全国の地域環境活動支援
地域づくり

全国の地域環境活動支援
NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット

「市民がつくる環境のまち“元気大賞”」表彰「市民がつくる環境のまち“元気大賞”」表彰

■2009年夏第9回募集

■2009年7月17・18日
全国の地域環境活動全国の地域環境活動

相互交流学び合い

「ローカルサミットin銀座」「ロ カルサミットin銀座」
■連携：

「eco japan cup 2009」「eco japan cup 2009」



環境ビジネス ■環境と経済の好循環を発信

ビ「環境ビジネスウィメン」

■女性起業家ネットワーク

■次世代起業家支援事業

「eco japan cup 2009」「eco japan cup 2009」

■情報発信事業



【日本版グリーン・ニューディール】
景気・雇用対策から

持続可能な未来づくりへつなぐ持続可能な未来づくりへつなぐ
■提案提案
①消費市場のグリーン化

3R協議会から３Rエコポイント
②も た な 精神を活かす

⑥共に描くわがまちの将来
「2050年の地域ビジョン」づくり

②もったいない精神を活かす
リユース容器＆デポジット

③バイオマス資源徹底活用の

⑦体験共有エコツアーで
都市と農山村交流

⑧NPOと行政の協働で広げる③バイオマス資源徹底活用の
地域循環圏づくり

④未利用資源活用で

⑧NPOと行政の協働で広げる
環境学習人材育成強化

⑨環境ビジネス支援する④未利用資源活用
地域エネルギーづくり

⑤自治体間排出量取引で
活力ある都市と農山村づくり

⑨環境ビジネス支援する
投資の場づくり・評価の多様化
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活力ある都市と農山村づくり



消費市場のグリーン化
提案①
くらし 消費市場 グリ ン化

地域３R協議会から3Rエコポイントづくり
くらし

地域事例 新宿区

住民、小売店等、行政が連携して３Ｒ（ﾘﾃﾞｭｰｽ・ﾘﾕｰｽ・ﾘｻｲｸﾙ）を推進

地域事例：新宿区
３Ｒ推進協議会

事業者区民

情報交換・
相互理解・
３R策の検討

スーパー・
百貨店・

実現可能な

具体策実施
環境・清掃・
消費者団体等

策 検討 百貨店
コンビ二等 ３者がそれぞれ

の立場で取り組
みを実施、協力

支援

区
消費者団体等

清掃・環境 、支援清掃・環境
関係部署

「新宿３R推進協議会」資料



もったいない精神を活かす
提案②

もったいない精神を活かす
リユース容器＆デポジット回収

くらし
リ 容器 デポジッ 回収



提案③
地域

バイオマス資源徹底活用の
地域循環圏づくり

食資源循環の地域づくり
地域

飲食店 旅館 給食 タ

地域循環圏づくり

・飲食店・旅館・給食センター・

一般家庭の生ごみの回収

まず飼料化・まず飼料化

・堆肥化 ネットワーク構築

・農家で土づくり・農家で土づくり

・環境保全型農業

・生産食材の地域市場生産食材の地域市場

・休耕地で菜の花を植え

菜種油づくり菜種油づくり

・廃食油は回収

・バイオディーゼル燃料
【関連ホームページ：伊万里はちがめプラン http://hachigame‐plan.org/ ■元気大賞 http://www.genki‐net.jp/taisho.html】
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バイオディ ゼル燃料



提案④
地域

未利用資源活用で
地域エネルギ づくり

ミニ水力発電で仕事おこし

地域 地域エネルギーづくり
ミニ水力発電で仕事おこし

•
豊富な地域資源の活用
ミニ水力発電所
地域通貨で商店街活性化

「エ ツア 受入れ• 「エコツアー受入れ」
地域の環境活動をつないで
地域おこし地域おこし

• 太陽光

• 風力• 風力

• 地熱

【関連ホームページ:大町地域づくり工房 http://npo.omachi.org/
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岩手県葛巻町地域資源活用でエネルギー自給100％
環境と経済の好循環する活力ある地域づくり

地域事例
環境と経済の好循環する活力ある地域づくり

ふん尿 木製メタン発酵槽

バイオガス
牛舎、公共施設熱利用

液肥＝圃場散布

産業 雇用創出で

木搾液

産業・雇用創出で

環境と経済の好循環する
まちづくり

（岩手県葛巻町HPより）

間伐材、林地残材 炭化プラント
木炭

（岩手県葛巻町HPより）
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【関連ホームページ:葛巻町 http://www.town.kuzumaki.iwate.jp/w/index.html



未利用資源の徹底活用と地域活性化で
持続可能な循環型地域づくり持続可能な循環型地域づくり

（エネルギーの地産地消）

【事業者･専門研究機関】
森林･畜糞・植物･食品･下水汚泥等

バイオマス含め
地域資源の徹底活用への挑戦

【国】
【自治体】

省庁など既成の
壁を越えた

【国】
エネルギー自立への
明確な国家戦略と、
地域エネルギー技術

地域･事業者･行政
の連携･協働で実現する
環境と経済 好循環地域からの積極提案

地域エネルギ 技術
＆起業家支援

【地域住民 環境団体】

環境と経済の好循環

【地域住民･環境団体】
誇れるまちへ

活力ある地域おこしへの熱意
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自治体間排出量取引で
活力ある都市と地域づくり

提案⑤
つなぐ仕組み

グリーンエネルギー

活力ある都市と地域づくりつなぐ仕組み

＜エネルギ 地域間連携＞

お金

＜エネルギー地域間連携＞
豊かな自然エネルギー 膨大な消費需要

公共施設暖房 廃食油
バス燃料

林業

地方 都市需要 需要供給 供給

¥

地域の資源エネルギー有効活用
方

出典：東京都



ギ が大都市と自然のエネルギーが豊かな地域と
の再生可能エネルギー需給連携の再生可能 ネルギ 需給連携

都外の自然のエネルギーが豊かな地域CO２

グリーンエネルギー

CO２

東 京

グリ ン ネルギ

エネルギー大量消費
グリーンエネルギー代金

グリーンエネルギー利益都市へ
グリ ネ ギ 利益地域グリーンエネルギー利益地域へ

出典：東京都



都市と自然エネルギー豊かな地域と都市 自然 ギ 豊 な地域
バランスよい発展

出典：東京都



共に描く わがまちの将来提案⑥
展望 「2050年の地域ビジョン」づくり展望

2009 YUKO SAKITA 16出典：国土交通省・環境省

「第4次国土利用計画（全国計画）の概要」



2050年CO2を80%削減する
持続可能な地域めざして

• 農・林・漁業（森・川・海）いのちをつなぐ地域づくり• 農・林・漁業（森・川・海）いのちをつなぐ地域づくり

• 未利用資源活用で自立した地域エネルギー確保
（ 農 バ ）（食品・林業・農業・畜糞・下水汚泥等バイオマスなど）

• 緑・水・公共交通で、快適なまちづくり・都市再生緑 通 、快 り 都市再

（社会基盤としての再生可能エネルギー・原子力）

↓↓
• 環境課題を解決する活力ある地域コミュニティー

（「コミュニティー･ビジネス」おこしで地域活性化）

• 人間力・地域力で 環境と経済の好循環づくり人間力 地域力で、環境と経済の好循環づくり

• 国内排出量取引など、経済的しくみとの連携 172009 YUKO SAKITA



体験共有エコツアーで提案⑦ 体験共有エコツア で
都市・農山村交流人づくり

森林間伐・里山保全・地域の食・伝統文化の交流
それぞれのライフスタイル の誇りと敬意醸成それぞれのライフスタイルへの誇りと敬意醸成

コミュニティビジネス興しにつながる

■みどりのカーテンを育てよう ■伊那・新宿カーボンオフセット支援



NPOと行政の協働で広げる提案⑧
人づくり

地域の「環境学習センタ 」運営への民間活用で

環境学習人材育成強化人づくり

・地域の「環境学習センター」運営への民間活用で
地域と学校の環境学習支援推進

地域 ビジネ 支援 なぐ

2009

・地域NPOのコミュニティービジネス支援につなぐ
（例：指定管理者制度導入の場合）

9
Ｙ
Ｕ
Ｋ
Ｏ

Ｓ
Ａ

・単年度競争入札からNPOの質評価する複数年企画競争

Ａ
Ｋ
ＩＴ

■NPO 新宿環境活動ネットが実施する「新宿の環境学習応援団“まちの先生見本市”環 動 実 環 援 見

19



環境ビジネス支援する
投資の場づくり 評価の多様化

提案⑨
投資 投資の場づくり・評価の多様化

低炭素 循環型 生物多様性社会づくりに貢献する

投資

・低炭素・循環型・生物多様性社会づくりに貢献する

環境ビジネス起業家を支援する、投資の場づくり

・金融の評価を高める、数だけではない質の評価軸

環境ビジネスウィメン企画官民協働事業 「eco japan cup」

“日本発！

世界の経済を
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世界の経済を

エコ化する”



夢が持てる明日へ夢が持てる明日へ
地域を活かす

日本版「グリ デ日本版「グリーンニューディール」で
足元から実現する持続可能な未来足元から実現する持続可能な未来

洞爺湖：
環境省ＨＰより
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