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2007年度事業の概要

2007年度事業をふりかえって
■方

針

ゲーム」が、
マスコミ等に大きく取り上げられ、
１年間で１００回を超える
教材の貸し出しや講師派遣を行われるなど全国的に大いに注目され

２００７年度は、財団の研究員が地元住民とともに初めてその作成

たことや、経済発展のなかで公害や環境破壊が激化している中国な

に参加した西淀川区地域福祉アクションプランづくりや、
エコドライブに

どに公害経験を伝える新たな国際交流事業がスタートしたこと、
２００６

おける地元事業所等との継続的な繋がり等は、
今後の地域再生の活

年３月に「西淀川・公害と環境資料館（愛称エコミューズ）」
を開設した

動に大いに反映することが求められているとして、
２００７年３月１７日開

ことに伴って、韓国、
中国など海外からの訪問も含めて財団の見学、

催の参加型まちづくりシンポジウムの成果の上に立って、西淀川地域

視察等が年々増加していることなども重要な点である。

再生研究会や西淀川道路検討会等の成果を吸収しながら、地域再
生に向けた本格的な活動を全力で行っていくことを大きな方針に掲げ
た。
また、財団の財政状況が極めて逼迫した状況にあることから、基
本財産の有効な活用を行うことはもちろん、蓄積されている成果や財
団の本来の目的とともに、財政改善の面からも、個々の業務の見直し
を一層進め、
人的資源の適正な配置も検討していくとした。

２００７年度も、
少ない人数で多様な事業や活動に取り組んできたが、
この成果を今後に生かしていくことが求められている。

■ 事業内容
〈重視する事業〉
①地域再生に向けた取り組み

個別事業としては、引き続き、
エコドライブ推進事業をはじめとした

「西淀川地域再生研究会」
「道路検討会」等と連携し、
参加型シン

「地域マネージメントセンター構想」の実現に向けた取り組み、新たな

ポジウムの成果の上にたって、
地域再生に向けた活動を進めていく

交通まちづくり提言を使った地域との懇談、
公害患者らのリハビリプロ

という課題では、前述のように「環境と福祉を統合する参加型交通

グラムのモデル事業の実施、西淀川公害を素材にした環境教育プロ

まちづくり」の実践を伴った調査、
研究がスタートした。

グラム作りやフードマイレージの普及、公害環境資料館を活用した公
害関連資料の収集保存の全国ネットワークづくりと地域資料館として

②「西淀川・公害と環境資料館」を中心とした取り組み

の取り組み、
５年目を迎える道路・自動車問題を市民とともに考えるとい

「西淀川・公害と環境資料館」の充実強化の課題では、展示内容

うユニークな取り組みである
「道路環境市民塾」などを行っていくとし

のリニューアルをめざした寄付金が５０万円を越えて寄せられ、今

た。

後の展示内容のリニューアルや学習会、
情報発信などに活用して、

また、財団のパワーアップ、能力アップにおいては、昨年度から毎月

利用者を拡げる活動に役立てる基礎ができた。

定期的な学習会を開催しているが、
これを一層充実させ、懸案となっ
ている財団を物心両面から支えるサポーター
（賛助会員）制度と、事
業活動を協働して取り組むボランティア・スタッフ制度の確立など制度

大気汚染の改善、地球温暖化対策、燃費の削減、
コミュニケーショ

の整備・充実を積極的に進めるなかで、市民・住民とともに歩む自立し

ンの形成など多くの効果があるエコドライブの普及に関しては、
２０

た財団をめざすとした。

０７年度も引き続き普及に向けた取り組みを継続して実施した。

■総

括

④財団職員のパワーアップ

２００７年度は、
２００６年度にエコドライブによる環境負荷低減等の

公害環境問題やまちづくりに関する知識の蓄積、財団職員の能力

実証研究によって環境大臣賞を受賞したことに続いて、
２００７年４月、

アップを図るために、財団の事業内容に関連したテーマ設定により

財団設立の目的や１０年間の地域再生、
環境再生に向けた活動が認

職員研修を6回（テーマ：国際交流事業、環境アセスメント、IPCC第

められ、朝日新聞の「明日への環境賞」
を受賞した。
また、地域再生に

4次報告と次期交渉枠組みなど）
を開催した。

向けた本格的な活動を全力で行っていくという点では、
引き続き研究

今後も引き続き継続し、事業の発展的展開や研究者とのネットワー

員が西淀川区地域福祉アクションプランづくりに積極的に参加すると

ク形成に寄与する取組みが必要である。

ともに、
西淀川地域再生研究会と連携した「環境と福祉を統合する参
加型交通まちづくり」の実践を伴った調査・研究がスタートした。財政
改善の面では、基本財産の有効な活用として元本保証のファンドへ
の投資を行い一定の改善を図ったが、今後も慎重な運用が求められ
ている。
また、
財団への多額の寄付が寄せられたことは財政面での改
善に大いに役立ったが、
今後寄付金の有効な活用を考えていきたい。
組織面での充実強化という点では、藤江徹研究員が新たに財団事
務局長に就任した点が特筆される。
なお、
財団の機関誌「Libella」が２００８年１月号で創刊１００号を迎
えたが、
これも財団活動の節目となるものであった。
個別事業の面では、道路環境市民塾をきっかけに、教育関係者と
共同で開発した教材「食と交通と環境を学ぶ フードマイレージ買物
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③「エコドライブ」の普及に向けた取り組み

〈個別事業〉
①公害のない住みよい地域づくりを進める活動
（地域づくり）
②資料館の運営とネットワークづくり
（資料館）
③公害の経験や地域の歴史を活かした環境学習
（環境学習）
④公害病患者等の健康回復や生きがいづくりを進める活動
（環境保健）
⑤日本の公害経験をいかした国際交流
（国際交流）

地域づくり

2007年度の活動から

「みんなの大野川緑陰道路」
作成事業に協力しました。
西淀川区を縦断する「大野川緑陰道路」は、約3.8kmの歩
行者・自転車専用道路で、120種類にも及ぶ樹木があり、区
のシンボルです。
元々は、中島大水道・大野川という川であり、古くから利
水・治水、舟運などを中心に、住民にとっては欠かせないも
のでしたが、戦後から高度経済成長期にかけて、工場排水や
ごみの不法投棄などで汚れがひどくなり、昭和45年度より埋
め立てられました。
建設から30年が経過し、木々も成長し、通勤・通学、散歩
やジョギング、買い物や通院など多くの人々が利用する、区
民の憩いの場となっていますが、不法投棄などが問題視され
ていました。
そうした中、平成19年度に、西淀川区役所では、利用実態
や緑陰道路への区民の思い、今後の緑陰道路のあり方につい
て区民との協働で検討するための基礎資料として「みんなの
大野川緑陰道路」を作成しました。同調査に、あおぞら財団
も、これまで蓄積してきた資料の提供をはじめ、協力してい
ます。区民の宝・大野川緑陰道路について、このような取り
組みが今後も継続され、より良い地域づくりが拡がっていく
ことを願ってやみません。当財団もその一端を担えるような
活動を今後も進めていきたいと思います。

自転車文化タウンづくりの会
車と違い環境に負荷をかけず、まちや人など地域とふれあ
うことができるなど、多くの利点がある「自転車」。しかし、
歩行者や車との接触事故、不法駐輪の問題など課題も多く抱
えています。自転車の持つ力…自転車力を活かせるまちをつ
くり、自転車文化をつくっていきたい･･･そんな思いでたち
あげたのが「自転車文化タウンづくりの会（06年9月準備会
立上げ）」。財団理事の新田保次教授（大阪大学）が代表を
つとめ、財団は事務局を担当しています。
07年度は、月に１度程度の会議を行い運営や活動すべきこ
とを討議してきました。あわせて自転車まち巡りツアー（07
年度は５回実施）を企画したり、自転車まちづくり交流イベ
ント（参加者31名）を開催し、他団体との「パネルディスカ
ッション」や「自転車ぼやき大会」を行いました。実際に走
って課題をみつけたり、多くの人の意見を聞く場を持つ中で、
仲間をつのり活動をすすめてきました。
その甲斐あってか仲間が仲間をよび活動の輪が広がり、会
のメーリングリスト登録者は87名にものぼります（2008年8
月8日現在）。会の大きな広がりは、自転車への興味関心・
問題意識の高さのあらわれと感じています。
文字通り走りながら参加者全員で話しあい、取組むべきこ

みんなの大野川緑陰道路お散歩ガイド
（西淀川区HPより）
http://www.city.osaka.jp/nishiyodogawa/pdf/ryoku1.pdf

とを考えてきた活動１年目。これからは他団体と協力しての
イベント開催や、自転
車寺子屋（勉強会）の
開催、利用環境の調
査・研究、ニュースレ
ターの発行など、取り
組み案を実践に移して
いきたいと思います。
大阪から、自転車文化
に薫るまちの素晴らし
さをアピールしていき
ますので、どうぞご注
目ください。
9月24日 自転車まち巡りツアー
（参加者31名）御堂筋を走り抜ける

昭和20年代の大野川

現在の大野川緑陰道路（平成19年）

会員募集中！詳しくは→

出典：西淀川・公害と環境資料館所蔵資料

（藤江徹）

blog.goo.ne.jp/cycletown-osaka
（小平智子）

自転車文化タウンづくりの会が１年余の準備期間を経て、今春めでたく発足しました。
自転車は、子供からお年寄りまで身近な乗り物になっているにもかかわらず、交通手段
として軽視されています。これは日本の文化性によるところも大きいと思います。そこ
で、会では、優れた利便性、環境性、健康性、そして人間発達性を有しているといえる、
この自転車の力、

自転車力

を生かした人づくり、まちづくりを目指したいと思いま

す。皆さん、応援してください。

新田保次
（大阪大学大学院教授・財団理事）
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2007年度の活動から

資料館の運営とネットワークづくり

西淀川公害の展示作成のために資料館基金をあつめました
■資料館の窓口を広げるために

ラシのメッセージが伝わりやすかったのか、3月末には目標

これまでのエコミューズは、資料を利用してもらうことを

としていた50万円を集めることができました。この基金を使

第一に考えて資料の収集や整理を重点的に行ってきました。

って、2008年度には資料館のレイアウトの変更や展示パネル

整理してきたおかげで、公害に関心がある人や研究をしよう

の印刷やデザインなどを行う予定にしています。

と考えている人たちには、資料を提供することができていま
す。資料館としての基礎が築くことができたといえるでしょう。

■資料の電子化や受入もやっています

次の段階に進むため、気軽に公害を学びたい人たちに西淀

昨年度に引き続き、資料の電子化や視察の受入も行ってい

川公害とはどのようなものであったかを伝える展示を作成し

ます。07年度は約5000点の資料を電子化しました。電子化し

たいと考えました。現在の資料館では、関心がある人には対

た資料を利用する体制を整えるのは次の課題となっています。

応できますが、公害学習の入門編となるものが提供できてい

視察の受入は様々な団体からいろいろなテーマの依頼があり、

ません。ハードルが高いのです。小学生や中学生が宿題のレ

大半がフィールドワークと解説を組み合わせた半日ないしは

ポートが書けるような、原資料をいきなり使うのではなくて、

終日の見学となっています。

原資料を使うためのガイドとなるような簡素化した展示があ
れば、きっと気軽に資料館を訪れる人が増えるでしょう。

■資料館の資金「ハモン基金」を集めました
資料館の運営は、主にあおぞら財団の自主財源と寄付金に
よって成り立っています。それらの財源は潤沢といえません。
展示を作成するためには資金を集める必要性があったため、
寄付を呼びかけるチラシを作成しました。チラシには資料館
としてのメッセージを
「西淀川公害の記録は、
みんなの宝です」とし、

神戸大学松田ゼミ受入（2008.01.25）

裏面には資料館がやって
いきたいことを図にする

研修や見学で受け入れた主な団体

など、わかりやすい楽し

韓国司法修習生/韓国高校生

ソウル市グローバルリーダー養成

いチラシが完成したので

事業/埼玉大学安藤聡彦ゼミ/西淀川区小学校社会科研究会/大阪

す。

府立大学博物館学専攻/大阪府立松原高校1年生/大阪大学工学部
土木工学科2年/環境省職員研修/JICA（国際協力機構）集団研修/

展示作成のための目標

韓国・国土交通省「地域再生」研究プロジェクト/神戸大学「自

を50万円として、2007年

治体論」講座/関西NGO大学/神戸大学松田毅ゼミ

11月から基金集めをスタ
ートし、あおぞら財団の

みなさんも、ぜひ一度エコミューズにいらしてください。

会員や資料館利用者を中

そして支えてください。どうぞよろしくお願いいたします。

心に呼びかけました。チ

（林美帆）

67人の方々から寄付金をいただきました。沢山の方々が資料館を応援してくれている
のだと感じて大変喜んでおります。このお金を使ってエコミューズに公害に関するパネ
ル展示が行えるように、館の職員が中心となって案を練り、だんだんと形になってきて
います。西淀川公害を中心にして、その歴史や被害の実態、そしてそれをなくすために
活動してきた人たちの姿をだれにでもわかるように展示したいと思っています。
エコミューズでは毎月1回運営のために定例の会議を開いていますが、必ず前月の訪
問者を確認しています。多数というわけではないのですが、毎月着実に見学や資料の調
査にこられる方がいます。これは公害を忘れないでその経験を生かしていくために多く
の人が心をくだいていることを示しているのだと思います。今後もがんばっていきたい
と思います。
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エコミューズ館長

小田康徳
（大阪電気通信大学教授）

環境学習

2007年度の活動から

まちづくりの人材を育成する
ESD（持続可能な開発のための教育）のモデル地域に
■ESDのモデル地域に立候補
2005年から国連のキャンペーンの一つ「持続可能な開発の
ための教育（ESD）の10年」がスタートしました。環境省は
地域に根ざしたESDの「内容」と、継続するための「しく
み」づくりのモデルを示すことを目的に2006年からモデル地
域を募集しています。
これまで、公害のない持続可能なまちづくりを目指し、子
ども達がその担い手になることを期待して環境学習に取り組
んできたあおぞら財団としては、ぜひともESDのモデル地域
となり、環境学習の推進を図りたいと考えました。2006年度
の募集では落選となりましたが、2007年度はめでたく採択さ
れることとなりました。
環境省ESDウェブサイト
http://www.env.go.jp/policy/edu/esd/index.html

■色々な立場の人が集まり、教育について語る
2007年度はESDの計画を作り、2008年度はその計画を実行
するというのがこのモデル地域の概要です。西淀川地域では
「持続可能な交通まちづくり」をテーマとして交通にまつわ

西淀川ESDで目指すこと、大事にすること
①環境を地域の文化に
②環境 ⇔ 行動基準ではない
③楽しく つながることは楽しい
④「大好き西淀川」
←キーワードは「環境」
←「人」「学校」「地域」のつながり
←歴史・多文化共生・他区（淀川・東淀川）
⑤地域と人のふれあい
⑥ネットワーク作り
⑦地域への誇り
⑧職場に戻ればまた「壁」に当たってしまう
←モデル事業で小中高の人が集まる
⑨身近な問題からのほうが伝わりやすい
⑩昔の人ががんばってくれて今がある
⇒自分も子どものためにがんばる
⑪なんで引っ越さないの
⇒この町を良くしたい。ここで生まれて死ぬまでいたい。
ふるさと西淀
⑫海川・空・人をつなぐ
⑬公害を克服してきた経験をつないでいく

るまちづくりを目指しました。
ESDとは環境学習だけではなく、人権・福祉・平和・開発
などの様々な分野が、学校・住民・行政・企業・NPO・研

の小・中の教員、学童保育所やガールスカウト、地域の方な

究機関・社会教育施設などの団体の壁を取り払い、教育から

どが計画作りに参加してくれることとなりました。「問題

地域のまちづくりを考えていこうという取り組みです。西淀

点」「こうなったらいいな」「目指すこと、大事にするこ

川のESDでは広く声をかけ、大阪市や西淀川区役所、西淀川

と」を話し合い、その中で目標や計画を考えました。

図書館や大阪人権博物館、大阪経済大学、西淀川高校、地域

話し合いの中で課題として出てきたのが「つながりが切れ
ている」ということでした。地域や世代、歴史や情報などの
つながりが切れており、それらをESDの事業を活用してつな
ぎたいという希望が出てきたのです。小・中・高・大が連携
し、何か身近なことで楽しいことが始められないかというこ
とになり、2008年度は西淀川高校が推進している「菜の花プ
ロジェクト」を中心につながりを作っていこうということに
なりました。
2008年度の活動は着実に進んでいます。来年度の年報には
楽しい報告ができるようにしたいと思います。
西淀川菜の花プロジェクトブログ
http://nanohanany.blogspot.com/

西淀川高校の菜の花プロジェクト見学会（2008.3.8）

（林美帆）

西淀川には広い土地がないけど、菜の花をいっぱい植えて、
広く地域の人や患者に呼びかけて、種まきから刈り取りまで、
みんなで一緒に楽しみながら、計画を進めていけたらいいなぁ
と思う。そしたら、もっと楽しくなると思う。
永野千代子
（西淀川公害患者と家族の会事務局長）
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2007年度の活動から

環境保健

高齢公害患者のリハビリプログラム−2年目の取り組み−
（１）教育入院によるリハビリプログラム

（２）
自己管理を目標に

2006年度から岡山県倉敷市水島地域で実施している高齢の
公害認定患者を対象とした、リハビリテーションプログラム。
2007年度も継続しました。
今年の特徴は、3つあります。1つ目は教育入院により実施
したこと、2つ目は医療従事者がチームを組んで他職種でプ
ログラムを検討・指導したこと、そして3つ目は在宅・外来
での療養生活につながる指導を取り入れたことです。
教育入院は、病気の知識や治療法、在宅での普段の療養生
活上の注意点などを短期間入院により集中的に学べる取り組
みです。
高齢の公害認定患者は、治療期間が長いにもかかわらず、
「日常生活動作時の息切れ」などの症状が改善しない難治性
の場合が多く、加齢に伴い、体力や日常生活動作の機能維持
能力が次第に低下していきます。そして、急性増悪が起こら
なければ、なるべく在宅でかかりつけ医の治療診断を受けて
生活したいという希望を持っている患者がほとんどです。

患者の特徴に合わせて、教育入院による短期間集中型で実
践できるよう、呼吸リハビリの基本的な技術や、感染予防等
の自己管理能力を身につけることが効果的であると考え、プ
ログラムの開発に着手しました。
患者自身で自己管理が可能になれば、普段通院・治療を受
けている、かかりつけ医の指導によって、定期的な薬物療法
の処方と機能維持のための歩行を中心とした簡易に行えるリ
ハビリを続けることが理想です。

教育入院によるリハビリプログラムの内容
日程

午

前

午

後

1日目
（水曜日）

入院の説明、
病気の理解、
口すぼめ呼吸

栄養指導①
2日目
（木曜日） 薬の理解と使い方①

頸部・胸郭のストレッチ

病気の自己管理（ピークフロー、
3日目
（金曜日） 日誌のつけ方）

上肢・下肢筋力訓練、
歩行テスト

4日目
1〜3日間の運動内容の復習
（土曜日）

ビデオ学習

中休み、
病院周辺の散歩
5日目
（日曜日） ・
ビデオ学習
・カンファレンスルーム
（相談・打合室）
の開放
（参加者同士がお互いに感想を述べ合い、
学習内容を復習して、
話し合いや情報共有・意見交換を行う。）
・運動の復習
6日目
禁煙指導
（月曜日）

排痰法

7日目
増悪の予防、
（火曜日）

日常生活での息切れ
軽減法①

増悪時の行動計画
8日目
（水曜日） 栄養指導②

日常生活での息切れ
軽減法②

9日目
（木曜日） 薬の理解と使い方②

運動処方

10日目
退院準備
（金曜日）

教育入院プログラムを受ける患者さんたち
（2007.12.13）

（３）病院・診療所の連携による各地域での実践
プログラムの作成にあたっては、医師を中心として、薬剤
師、理学療法士、管理栄養士など、多くの専門職種がかかわ
り、実際の指導や情報提供を行いました。特に、入院により
習得した技術や知識を、今後の日常生活にできるだけ取り入
れて実行できるよう、外来・在宅での取り組みとつなげる重
要な役割を果たしたのが、看護師です。患者がスムーズに入
院→外来→在宅へと移行できるよう、入院担当看護師と外来
担当看護師が事務局や他の医療従事者と連絡調整を行いまし
た。
今後も、多くの地域の患者が利用できるよう、汎用性のあ
るプログラムをつくり、地域の病院と診療所が連携して取り
組める継続的な体制づくりを進めます。
（矢羽田薫）

高齢公害患者を対象としたリハビリテーションプログラム開発の２年目を終えて
高齢の公害患者さんを対象としたリハビリテーションプ
ログラム開発に関わり、
３年目を迎えようとしています。水
島協同病院や水島地区の医師会の先生方は、
患者さ
んに呼吸リハビリテーションが必要なことを、
この事業へ
の関わりを通じて体験・実感しています。
何よりもご協力を
頂いた患者さんや事業に参加しているスタッフの目が、
回
を重ねる度に、
生き生きと輝きだしています。
高齢公害患
者さんを対象としたリハビリテーションプログラムが、
スタッ
フまでを変えようとしています。
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患者さんを地域でケアするためには、地域の病診連
携が不可欠ですが、
その要となる組織作りが必要です。
2008年度は、
財団から地域へ、
どのように役割を譲って
行くかが大きな課題です。
可能ならば、
地域保健の拠点
である
「保健所」
にこの役割を期待したいと思います。
この事業を患者さんの視点で
「どのように定着させ、
患
者さんのニーズに応答えるプログラムにしていくか」、
我々
に課せられた使命は大きいです。
（長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科保健学専攻学 千住秀明）

国際交流

2007年度の活動から

日本・中国の被害救済と公害根絶を目指して
（１）あおぞら財団の国際交流事業

②ウェブ会議、視察調査、交流会の実施

あおぞら財団の国際交流事業では、日本が経験した大気汚

活動・人材交流については、インターネットを用いたウェ

染公害の実態や教訓を、被害者の立場から、環境・公害被害

ブ会議やメールによる情報交換を通じて、国内外の専門家等

が深刻化するアジアや世界へ情報発信し、互いに活動を交流

と公害被害の実態や問題解決に向けた取り組みに関する情報

することによって、公害問題の解決や被害者の救済、公害対

把握を行いました。

策の未然防止・予防が促進されることを目的としています。

また、中国福建省渓坪村への視察調査を実施し、公害被害
の情報把握を行いました。これらの活動結果を踏まえて、被

（２）2007年度に国際翻訳基金を設置
2007年度は環境省から事業を請け負い、CLAPV（中国政
法大学公害被害者支援センター）の協力を得て、主に日本・

害者の現状課題を共有し、解決の方法をさぐる知見の共有化
を目的として、CLAPVから3名の専門家の参加を得て、日中
公害被害者活動支援交流会を開催しました（写真）。

中国間における大気汚染経験に関する情報発信及び活動・人
材交流を行いました。
また、日本の公害経験を世界へ発信するため、200７年4月に
受賞した朝日新聞「明日の環境賞」の副賞を「国際翻訳基
金」として設置しました。この基金を用いて10月25〜26日に
北京で開催された日中韓環境教育ワークショップ・シンポジ
ウムでの報告資料を英語に翻訳しました。
①翻訳による情報発信
情報発信については、主に翻訳を通じて、公害被害や患者
の体験を当事者の視点から伝えること、公害被害の救済や大
気汚染問題の解決に向けて法律家、科学者、医師、環境
NGO等の取り組みを伝えることを目的としました。
西淀川公害に関するDVD（映像・音声資料）や公害被害者
や家族の手記「手渡したいのは青い空」、解決に向けた取り
組みと経過（年表）を中国語に翻訳し、中国の公害・環境問
題に取り組む研究者、被害者、支援者に直接対面して手渡し
ました。
■国際交流事業のホームページ：
http://www.aozora.or.jp/koryu.htm

日中公害被害者活動支援交流会（2008.3.27）

（３）翻訳・交流活動を中心に国内外への情報発信
今後は、被害者、法律、まちづくりの視点から、総合的な
情報提供を行える強みをいかして、日本の公害経験を継続的
に国内外へ情報発信し、環境NGOや研究者、専門家等と相
互の活動交流を行うため、以下の3点を中心とした取り組み
を進めます。
① 日本の公害経験に関する映像や資料等の翻訳
② アジアを中心とした被害者や環境NGO等との交流活動
③ ウェブや視察・研修受け入れ等国内外への情報発信
（矢羽田薫）

日中韓で環境教育の輪
中国・北京の大気汚染は、オリンピック開催で何かと話題にのぼったので、
日本でも多くの人がその問題を知ることになったかと思います。2007年10月25
日〜26日に北京で開催された「第8回 日中韓環境教育ワークショップ・シンポ
ジウム（TEEN）」の全体テーマはまさに「大気汚染」。そこで、当財団の環
境教育活動について発表してきました。
空港に着いたのはお昼過ぎ。でも、外の景色はまるで夕方。すべてのものが
霞んでいます。太陽までもが霞んでいるので、カメラのレンズを直接向けるこ
とができました。滞在中、ひどい霧で視界が悪くなったため、高速道路や空港
が閉鎖になり、大気汚染のために、子どもやお年寄りはなるべく外出しないよ
うにとの通告が出ました。
問題の大きさには正直、愕然とします。でもその一方で、日中韓で環境教育
にたずさわる人たちが、協力の輪を確実に広げています。

鎗山善理子

お昼すぎなのに、
夕方のような空
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2007年度寄附・寄贈者（敬称略）
相川泰
浅井真二
天野松男
天野憲一郎
新井真
粟屋かよ子
井奥圭介
石井琢也
石川遼子
井関和彦
稲葉正
井上善雄
入江智恵子
植木佳子
上杉剛
植田和弘
上田幹枝
上野昌江
牛込素子
遠地昭典
遠藤宏一
逢坂隆子
岡崎久女
奥村昌裕
小倉英樹
小田周治
小田康徳
香川雄一
笠井利彦
柏原純夫
樫本喜一
片岡法子
金谷邦夫
河合治郎

川崎美栄子
岸本博
北島勉
北泊謙太郎
木下雅子
功刀恵美子
久保裕
蔵本幸治
小池信太郎
小池淳
児玉和人
小林俊康
小林啓幸
小林光
是枝洋
佐賀朝
酒井健一
阪田健夫
笹井浩
佐々木宏知
澤井余志郎
塩貝隆夫
重岡伸泰
柴田昌美
芝村篤樹
清水万由子
下田守
庄谷邦幸
白石正久
塩飽直紀
杉浦真理
瀬田史彦
武田るい子
高梨路代

高宮信一
辰巳正夫
田中恵子
田中洋子
辻幸二郎
壷井貞志
津留崎直美
出口耕路
鳥山大樹
中路實
中島晃
中杉喜代司
中塚華奈
中西泰代
永松真吾
中村昌史
西口勲
西村聡
新田保次
宮崎悦子
野尻節雄
野田鏡子
野田知子
野田好和
萩森繁樹
羽角章
長谷川賢二
早川光俊
林久和
林宏
平野泉
藤井久美子
藤岡太造
藤川賢

財政状況
藤川綾香
藤田良彦
古林わか子
牧洋子
増井忠幸
益子悦子
増渕昌利
松井克行
松井清志
松井啓光
松岡弘之
松田毅
松村暢彦
松本剛一
見市美恵
道場親信
三宅宏司
村松昭夫
森実千秋
森山正和
安田直子
柳尚夫
薮内吉彦
山崎圭一
山西良平
山本一一
除本理史
横山篤夫
吉田巖
吉村智博
渡辺ヒデ子

あいぽーと徳島
尼崎市立地域研究史料館
茨木市立東雲中学校
大阪経済大学地域活性化支援センター
大阪公害患者の会連合会
大阪市立歌島中学校
大阪市立長吉小学校
㈲大阪ファルマ・プラン
大阪府立西淀川高等学校
京都大学経済研究所KSI企画戦略室
金城学院中学校
公害地域環境問題懇談会
交通エコロジー・モビリティ財団
㈱神戸製鋼所
神戸大学文学部
㈱ジョイックス
小学館プロダクション
震災・
まちのアーカイブ
水平社博物館
生活協同組合コープ自然派ピュア大阪
全国公害患者の会連合会
大学共同利用機関法人人間文化研究機構国文学研究資料館
（特非）
超学際的研究機構
東京大気汚染公害裁判弁護団
なにわ保健生活協同組合
（財）
西宮市国際交流協会NIA地球っ子ｸﾗﾌﾞ
西淀川公害患者と家族の会
西淀病院
日本共産党大阪市会議員団
人間文化研究機構国文学研究資料館
（社）
農山漁村文化協会
野原小学校
浜一事務機器販売株式会社
福島県地球温暖化防止活動推進ｾﾝﾀｰ
（財）
水島地域環境再生財団
立命館大学国際平和ミュージアム
龍谷大学地域人材・公共政策開発システムオープン・リサーチ・センター（ＬＯＲＣ）
金崎
（おおさかパルコープ枚方組合員会館）
坂本
（ハートピア出雲）

（2007年4月1日〜2008年3月31日）

● 収 入 （単位：円）
資 産 運 用 益

6,546,576

会

費

1,579,000

受

等

45,760,441

寄

託
付

金

金

32,031,376

雑

収

入

3,874,967

計

89,792,360

合
● 支 出（単位：円）
事

業

費

45,107,465

管

理

費

15,819,474

積立金取得支出

28,865,421

合

89,792,360

計

役員・評議員／職員（50音順、敬称略）

2008年7月1日現在

理 事 長 森脇

君 雄 （全国公害患者の会連合会代表委員、西淀川公害患者と家族の会会長）

専務理事 村 松

昭 夫 （弁護士）

理

事 アグネスチャン（歌手、
日本ユニセフ大使、
教育学博士）

植田
金谷
塩崎
高田
新田
早川
宮本
森嶌

監

事 長瀬

福本
顧

和 弘 （京都大学大学院教授）
邦 夫 （うえに生協診療所所長、内科医師）
賢 明 （神戸大学教授・同大学院工学研究科教授）
研 （都留文科大学教授）
保 次 （大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻教授）
光 俊 （弁護士、地球環境と大気汚染を考える全国市民会議専務理事）
憲 一 （大阪市立大学名誉教授、元滋賀大学学長）
（財）地球環境戦略
昭 夫 （特定非営利活動法人日本気候政策センター理事長、

機関特別研究顧問、
中央環境審議会臨時委員、
名古屋大学名誉教授）

文 雄 （全日本民主医療機関連合会事務局長）
富 男 （弁護士）

問 進 士 五 十 八 （東京農業大学教授）

評 議 員 太田

（財）水島地域環境再生財団専務理事・事務局長）
映 知 （全国公害患者の会連合会事務局長、
岡田 知 弘 （京都大学大学院経済学研究科教授）
神 吉 紀 世 子 （京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻居住空間学講座助教授）
小 池 信 太 郎 （公害・地球環境問題懇談会代表幹事）
辰巳
致 （NPO法人西淀川福祉・健康ネットワーク理事長、デイサービスセンターあおぞら苑施設長）
壷 井 貞志 （株式会社ハクアイテック代表取締役）
津 留 崎 直 美 （弁護士）
西村
弘 （大阪市立大学大学院経営学研究科教授）
橋 本 孝 子 （ルーテル大学大学院社会福祉学専攻、社会福祉士、介護支援専門員）
永 野 千 代 子 （西淀川公害患者と家族の会事務局長）
山崎 義 郷 （大阪府職員労働組合中央地区評議会幹事）
松 本 嘉 子 （財団法人淀川勤労者厚生協会常務理事兼西淀病院事務長）
まちづくり市民会議事務局代表）
中島
晃 （弁護士、
和 久 利 正 子 （大阪公害患者の会連合会事務局長）

事務局

（2008年9月現在）

上田 敏幸（総 務）
小平 智子（研究員）
林
美帆（研究員）

藤江
徹（事務局長・研究員）
矢羽田 薫（研究員）
鎗山善理子（会計・研究員）

あおぞら財団の基金には、大気汚染によって健康や生命を奪われた患者たちが起こした西淀川公害裁判の和解金の一部があてられています。無断転／掲載を禁じます.
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