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　この度の「みどりーむ」第 10 号の発行に伴いご挨拶申し上げます。
　北杜市地球温暖化対策・クリーンエネルギー推進協議会 ( グリーン北杜 ) は、昨年 10 月に 10 周年記念誌を発行いたしました。
10 年の歩みを 1 冊の限られたページに書きとめることに会員一同苦心しました。会員からはそれぞれの思いが詰まった意見が出
され、いつの間にか 2年が経過したわけですが、今思うと、意見集約に費やした期間の長さは、事業活動の多さだけではなく、温暖
化対策を自分事として取り組んできた会員一人ひとりの意気込みの表れであり、感慨深い気持ちになりました。これからもグ
リーン北杜は、斬新な企画を取り入れ、環境創造都市を掲げる北杜市に相応しい地球温暖化対策地域協議会として活動に取り組
んでいく所存でございます。
　また、今年度 10 回目となります「子ども環境フェスタ」は、記念事業として小学生向けの温暖化対策「アニメ上映会」と気象予報
士による「お天気教室」を日程を変えて開催しました。そして、前年度「子ども環境標語コンテスト」の優秀作品が市の指定ごみ袋
のパッケージに印刷表示されました。グリーン北杜はこうしたイベントを通じて、市の環境宣言及び SDGs の普及啓発に取り組
んでいきたいと考えております。
　結びといたしまして、この「みどり～む」をご一読いただいた市民の皆様の当会加入を心よりお待ち申し上げるとともに、市内
の環境保全活動や日常生活のCO2 削減の取り組みが活発に行われていくことをご期待申し上げまして、私のご挨拶といたします。

会　長　　篠原　充ご 挨 拶
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 環境学習会
主 な 活 動 事 例主 な 活 動 事 例

　5年目となるクリーン活動。オオキンケイギクの数も減ってき
たのを確認でき、今年度は各地域でも取り組んでいるとの声も
聞きました。

令和元年度

と　き

場　所 武川・大泉
5月27日（日）　オオキンケイギク クリーン作戦

オオキンケイギク 生息マップ

　１年間を通じて環境学習会
は、ハガキづくり、生きもの
調べ、環境ビンゴなど小学生
を中心に行いました。
実施内容
　ワクワク教室たかね西
　5/15（水）ハガキ作り　39人
　ワクワク教室いずみ
　7/17（水）ハガキ作り　45人
　いずみの杜まつり
　7/20（土）ハガキ作り　13人
　ワクワク教室こぶち
　8/28（水）ハガキ作り　30人
　ワクワク教室こぶち
　12/4（水）自然物クラフト　29人

in 北杜～子育ての杜～

ガラスの地球を救え！上映会＆お天気教室

 北杜市子ども環境フェスタ
　10回目になる今回も、環境問題に取り組む企業・団体のご協力により体験型ワークショップ・展示・
ステージ公演など来場者に好評でした。

　北杜市子ども環境フェスタ 10 周
年記念事業として、『未来の環境を
家族で考えよう』をテーマに映画上
映会とお天気教室を開催しました。

10年後の自分へ
　　メッセージを送ろう

あなたの未来はどうなっているのか？

タイムカプセルに入れられました。

年齢　　　才

（                学校 　年）

なりたいと思う職業はなんですか？

※11/30 の子ども環境フェスタまたは、1/25 日のイベントに持ってきてください。会場にて封入いたします。

しょくぎょう

しつもん

おも

ねんれい さい

がっこう ねん

いま

ねんご じぶん

じぶん かぞく とも かま

じゆう か

か あて か

かんきょう かん ゆめ きぼう

なに よ おも

行ってみたい思うところはどこですか？
い おも

地球環境を守るには、何をすれば良いと思いますか？
ちきゅうかんきょう まも

10 年後のわたしへ

今のあなたへ質問です。

10 年後の環境に関する夢や希望、やりたいこと、自分へのメッセージ
など自由にお書きください。
自分に書いても、家族や友だちに宛てて書いても構いません。

おなまえ

令和元年度　子ども環境標語コンテスト入賞作品

自
然
環
境
部
門

（
低
学
年
）

自
然
環
境
部
門

（
高
学
年
）

総応募数　　1,337 点

今年もたくさんの応募
ありがとうございました。

市長賞 須玉小学校 1 年

教育長賞 小淵沢小学校 2 年

会長賞　※ 明野小学校 2 年

市長賞 白州小学校 4 年

教育長賞 高根西小学校 6 年

会長賞　※ 高根東小学校 6 年

※会長賞=グリーン北杜会長賞　

グェン ヴ ミャイ フォン

坂本 和誠

廣嶋 琉輝

エコバッグ 母といっしょに お買い物

きれいな水でつくりたい おいしい米と元気な体

まもろうよ 虫にも人にも だいじな木

もちあるこう マイすいとうとマイバック

つなげよう 未来にやさしい 環境を

これ必要？ その考え方で ごみは減る

前島 秀蓮

有賀 麻衣

櫻井 瑛梨

と　き

参加者 100人
1月25日（土）　

と　き

参加者 750人
11月30日（土）　

6 月 20 日に車 3台に分担し
て生息調査をしたところ。

　市内全域にオオ
キンケイギクが確
認されました。数
本しかない場所で
も、必ず増えてい
くので、早いうち
の駆除が大切と改
めて思いました。

子供環境フェスタ
10周年記念事業
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　日本最大級の環境展示会を見
学することにより、さまざまな
企業の環境に関する最新の情報
や技術に触れることができまし
た。参加者は楽しく環境を学び、
情報交換ができました。

　SDGs という言葉を耳に
したことがありますか。「エ
ス・ディー・ジーズ」と読み
ます。日本語で言うと「持続
可能な開発目標」という言葉
になります。2030 年までに
よりよい世界を目指すため、
17 のゴールと 169 のター
ゲットから構成され、世界中
の「誰一人取り残さない」こ
とを掲げています。私たちグ
リーン北杜としても積極的に
取り組んでいきたいと思いま
す。2030 年はどのような北
杜市になっているでしょう
か。その鍵は、今の私たちに
あります。

　市内の水源施設をめぐり、あらためて水のありがたみと水源保護の大切さを学び新たな水の利
活用へとつなげる環境学習ツアー。

エコプロダクツ2019　見学ツアー と　き

参加者 29人
12月7日（土）　

北杜の名水を訪ねる、水めぐり第3弾！ と　き

参加者 11人
2月15日（土）　

　緑のカーテン推進事業として、「グ
リーンカーテン」を市役所の職員と一
緒に本庁舎に設置しました。
　

　太陽光発電所、定期見
学会視察ガイド。

　市内のスーパーなど多くの人たち
が集まる場所をお借りしてゴミ減量
化・資源化推進キャンペーンを行い
ました。

北杜サイトガイド事業

グリーンカーテン設置協力

ゴミ減量・リサイクル推進キャンペーン

と　き 5月31日（金）　

と　き 6月4日（火）　

SDGs とは

通年
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北杜市長坂町・有限会社アカシヤ
　代表の小池英幸です。

創業・仕事の内容などを教えてください。
長坂商店街に昭和39(1964)年に創業した衣料品とギフトの店です。
最近では、作業服やオリジナル商品の企画販売、雑貨品の取り扱いなど
「地域の何でも屋」になりつつあります。

グリーン北杜に入会したきっかけは？
　エコや環境に関心を持ち始めましたのは、北杜市合併前、ごみの減量化、使い方や問題点を店側からまたお客様側
から検証し、長坂町の「オリジナルマイバック」の制作に携わったことがきっかけです。地域の商店の立場から何かで
きることはないか？とモノを売るばかりではなく、違う角度からも商店の役割があるような気がして入会しました。

今、SDGｓ(持続可能な開発目標)が進められていますが、取り組んでいることは？
　スーパーマーケットなどではエコバッグの推奨からレジ袋の有料化が進んでいます。贈り物・ギフトでも過剰な箱入
れや包装がずいぶん簡略化されてきました。とはいえ、『礼を欠く』というイメージもあるのも実情で、簡易包装でも
送り主の思いが伝わるギフトの在り方が課題です。

環境について思う事、言いたいことがあったらお書きください。
　南アルプスユネスコエコパークの応援グッズの制作に取り組んでいます。直接でも間接的でも「関わる」ことが環境
や自然保護への底辺を広げるような気がしています。地域の企業や市民の皆さんに興味を持ってもらえる後押しがで
きればいいですね。
　

話題の環境用語

　昨今、"新型コロナウイルス”の急激な汚染の蔓延が
全世界を覆っている。
これまでの世界規模の伝染病　ペスト病・スペイン風
邪・HIV・西病・サーズ・マーズよりも感染力が強く致
死率も高い、各国で医療崩壊を招きかねない猛烈な勢い
で拡大している。感染者は未曾有の数になり、死者は数
百万人に増えると警告されている。

　日本でも学校閉鎖・イベント中止・外出禁止・都市の非
常事態宣言・東京ロックダウンなど次々に耳新しい対応
策が打ち出されているが、この取り組みは来年2021年オ
リンピックまでに完全に終息できるとの見通しで行われ
ているように思われる。しかし事態は楽観出来ない様子
だ。マドリード・ローマ・パリ・ニューヨークのように東
京封鎖「ロックダウン」の様相が現実見を帯びてきてい
る。私たち北杜に住む者には実感はないが疑問警戒をを
持ちながら最大限注意して生活しなければならない。

「止まぬ火災」
　この様にマスコミは連日「コロナウイルスニュース」
一色だが、こんな報道の陰で昨年から続いている地球温
暖化の進行は目を覆いたくなるような現象が連続して現
れている。オーストラリアで起きた森林火災は一年以上
燃え続け、人・機械・科学・技術による消火活動では鎮
火できず、終息は降り続いた大雨によって火が消えたと
いう。そして問題は、この森林火災によってコアラをは
じめとする動物（植物も）達が何億頭（匹）も焼け死ん
だことだ。
　大規模森林火災は、アメリカ合衆国カリフォルニアでも
消えては燃え、また燃えては消しを繰り返し、世界各地で
常套化している。動物たちの焼死数は図りしれない。

「南極大陸の崩壊」
　南極大陸の気温が18℃を記録したと発表された。北
杜市では初夏6月の気温で小学校では子供たちが半そで
短パンで走り回っている季節だ。南極でこんなことは考
えられないし、ここにはもう氷は無くなるだろう、南極
大陸の崩壊も始まっている。この影響だろうか、イタリ
アの水の町ベニスは水面の急激な上昇で水浸しとなって

地域の何でも屋になりつつ…

サスティナブル商品
　持続可能（サスティナブル）な商品のこと。通常
の商品より価格が高くなるので、敬遠されがちと思
われるかもしれませんが、近年では、需要が高まっ
てきています。本当にその商品が「持続可能な商
品」となっているのか考えることも大切だと思いま
す。

マイクロプラスチック
5ミリメートル以下の小さなプラスチックのことを
いいます。特に海洋環境では、大きな問題となって
います。山梨は、海がありませんが「プラスチックゴ
ミ」は私たちの身近な問題で、川を通じて海に大量
のゴミが流れています。

会員団体紹
介

column
いま地球の温暖化を止めないと、、、

子供・孫たちの生存の危機が迫っている⁉

しまっている。既に南洋諸島では少なくない小国が海に
侵食され消滅した。今後さらに同様の国や地区都市も現
れて来るのは必至だろう。

「命を守る行動を」
　日本でも台風の被害は想像を絶するものがある。昨年
はテレビ・ラジオ等で"直ちに命を守る行動をとってく
ださい”と何度も何度も絶叫していた。豪雨は山を崩
し、川を氾濫させ、村都市になだれこむ。樹木電柱をも
なぎ倒す、もう為す術もなかった。来年、再来年には
もっと大きな台風が数多く来襲する為す術もだろう。被
災地の多くの人達は今でも自宅に戻って生活ができない
でいる。毎年発生する命を脅かす豪雨災害・強風災害に
対し私たちの生存の保証はあるのだろうか。

「政府・企業の責任」
　パリ協定は産業革命以前に比し地球平均気温の上昇を
1.5℃に抑えることを各国に義務付けた。国連のグレテ
ス事務総長も深刻な温暖化に歯止めをかけるため各国に
目標強化を求めている。しかし、スウェーデンの環境活
動家グレタ・トウンベリさん（16）が指摘し怒りを露
わにしている通り、各国指導者・産業界トップは口では
爽やかにきれいごとに温暖化対策を約束してはいるが実
行しておらす、その効果は表れてきていない、むしろ温
室効果ガスは増え続け温暖化は進む一方である、いまだ
にアメリカ合衆国トランプ政権は温暖化を認めておらず
パリ協脱退も撤回していない。地球温暖化の今はもはや
個人市民レベルでの取り組み段階を超え、強力な権力機
構と財を持つ政府と企業団が責任をもって対処しなけれ
ばならない段階にきている。新コロナウイルスに対し全
国家「ヒト」「モノ」の流れが止まる危機が迫っている
その裏側で地球環境の崩壊も迫っている。2050年はす
ぐそこである。地球温暖化の現実に目を覚まし全世界の
国々の政府・各自治体行政・主要経済団体は否が応でも
CO₂削減クリーンエネルギー推進先頭に立って本気で
取り組まなければない。そしてそれが未来を担う子供た
ちへの最低の責任であり義務である。

2020-4-1　Ｇほくと事務局長進藤眞夫

SDGs（持続可能な開発目標）
　2001年に策定されたミレニアム開発目標
（MDGs）の後継として2015年9月の国連サミット
で採択された、2030年までに持続可能でよりよい
世界を目指す国際目標です。17のゴール・169の
ターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残
さない（leave no one behind）」ことを誓ってい
ます。北杜市でも積極的に取り組んでいます。

食品ロス
食べられる状態なのに捨てられる食品のことです。
北杜市消費生活研究会が調査した結果、食べられ
るのに三分の一が捨てられているという結果がで
ました。また、捨ててしまう理由の第1位は、「賞味・
消費期限が切れたり傷ませたりして、手付かずのま
ま捨てた」となりました。
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グリーン北杜（北杜市地球温暖化対策・クリーンエネルギー推進協議会）
・グリーン北杜とは ・グリーン北杜の構成
グリーン北杜（北杜市地球温暖化対策・クリーンエ
ネルギー推進協議会）は、「地球温暖化対策の推進に
関する法律第２６条第１項」に基づく温暖化対策・
地域協議会で、平成 20 年 3 月に設立しました。北
杜市内の地球温暖化防止対策とクリーンエネルギー
の利活用の推進のため、市民、団体、事業者、行政
等が協働し、共に考え、具体的な実践行動や普及啓
発活動に自主的・自発的に取り組んでいます。

グリーン北杜は大きく 3 つの部会で構成されており、それぞれ
の専門性を活かしながら互いに連携を取り事業を進めています。
　◆地球温暖化対策部会
　　民生部門における地球温暖化防止活動の推進および、地域

における環境学習を担当
　◆クリーンエネルギー推進部会
　　水力発電、太陽光発電、バイオマス利用など、自然資源を

活かしたクリーンエネルギーの利活用の推進を担当
　◆北杜グリーンツーリズム推進部会
　　北杜市次世代エネルギーパークの実現に向け、エコツアー

の企画や運営を担当

●会員企業・団体（順不同）
北杜市環境事業協同組合、（有）クリーントレード、浅川太陽光発電所、山梨自然エネルギー発電（株）、（株）カナマル、(株)ピー・エス・ワイ、
金精軒製菓（株）、エコサポート、国土興産（株）、（株）スパティオ小淵沢、イワショー（株）、株式会社ＡＯＢ慧央グループ、
公益財団法人キ－プ協会、富士工器（株）山梨工場、（株）西商店（山梨店）、（株）茅ヶ岳観光バス、（株）保坂環境、原商店、峡北衛生社（有）、
（有）大泉タクシー、（株）塩川クリーン、（有）アグリマインド、（有）アカシヤ、（株）環境管理コンサルタント、日本小水力発電（株）、
生活の森八ヶ岳、（株）おいしい学校、北杜市消費生活研究会、
NPOえがおつなげて、NPO森造、八ヶ岳興民館、峡北地区林業研究会、NPO八ヶ岳コミュニティ放送
「かえるの森へ！」をかんがえる会、(一社）山梨県環境管理協会

あなたのアイディアを地域の環境保全に活かしてみませんか
　■お申し込み・お問い合わせは事務局まで　■年会費　個人 1,000 円　　団体 3,000 円　　事業者 10,000 円
グリーン北杜に関するお問い合わせ

グリーン北杜HP　http://www.greenhokuto. jp/
グリーン北杜事務局（北杜市生活環境部 環境課内）
TEL.0551-42-1341 FAX.0551-42-2235

内容、所要時間、場所等はご希望に応じてアレンジ可能です。
●活用方法／公民館活動、婦人部活動、育成会活動等　　　
●対象人数／ 10 名程度～
●申込み方法／グリーン北杜事務局までご連絡ください。
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グリーン北杜
会員募集！！

グリーン北杜では地域の環境学習会開催に取り組んでいます。
ご興味がある方はお気軽にお問い合わせください。

地域で学ぼう！！地球温暖化防止活動推進プログラム地域で学ぼう！！地球温暖化防止活動推進プログラム

・実践！エコクッキング
・電気はどこから来るの？（室内版）

・太陽エネルギーの秘密？
　～ソーラークッカーで料理！～

・てんぷら油でせっけん作り！
・川の生き物を調べよう！
　　　　　　　　　　　など

このほかにもご希望に沿った学習プランに
対応します。

〈プログラムの一例〉


