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日　時

第 1回
（参加人数 23）

1月14日（木）
19:00 - 20:30

新田　保次
（大阪大学大学院
工学研究科教授）

植田　和弘
（京都大学大学院
経済学研究科教授）

村松　昭夫
（弁護士、

あおぞら財団理事長）

宮本　憲一
（大阪市立大学名誉教授、
滋賀大学名誉教授）

3月4日（木）
19:00 - 20:30

2月18日（木）
19:00 - 20:30

1月28日（木）
19:00 - 20:30

第 4回
（参加人数２１）

第 3回
（参加人数２１）

第 2回
（参加人数２５）

講　師

2009年度事業の概要

2009年度事業をふりかえって

（２）2009年度の総括（１）2009年度の方針
2009年度は、この間の調査・研究の蓄積、地域とのつなが
り、実践の経験、各分野の研究者、専門家らとのネットワー
ク等をフルに活用して、各分野での取り組みを一層発展させ、
同時に、「将来構想検討委員会」で検討中の重点事業等にも
着手して、地域再生、環境再生の取り組みを一層前進させる。
なお、2008年度は、基本財産の活用によって資産取り崩しの
縮小を図ったが、今年度は、未曾有の世界的な金融危機の進
行によって基本財産の有効活用は不可能となっており、厳し
い財政状況が予想されている。組織的には、新たな職員採用、
個々の業務の見直し、人的資源の適正配置、特別研究員制度
の新設、常務会の定期的な開催など、事業施行体制の整備強
化を図っていく。
個別事業としては、引き続き、エコドライブ事業や参加型
交通まちづくりの取り組みなどの地域づくり、西淀川ＥＳＤ
ネットワークを活用した菜の花プロジェクトの推進やフード
マイレージ買い物ゲームの普及などの環境教育、公害関連資
料の収集、保存、整理、情報提供や公害地域をめぐるスタデ
ィーツアーの実施などの資料館の取り組み、中国を中心とし
た公害経験を伝える国際交流活動、高齢認定患者のリハビリ
テーションプログラムの開発と普及の取り組み等を行ってい
く。また、「将来構想検討委員会」の検討結果を踏まえて、
財団のメインとなる「環境講座」の開催など重点事業にも着
手していく。
さらに、こうした事業や取り組みを推進するために、引き
続き、研究者ネットワークづくり、財団を物心両面から支え
るサポーター（賛助会員）の拡大、「ボランティアの日」を
はじめ事業活動に協働して取り組むボランティア制度とアル
バイト・スタッフ制度の強化、インターン生の積極的な受け
入れ、寄付金集めの強化等を進め市民・住民とともに歩む自
立した財団をめざす。

2009年度は、これまでの調査・研究の蓄積、地域とのつな
がり、実践の経験、研究者、専門家らとのネットワーク等を
フルに活用して、各分野での取り組みを進めてきた。また、
「将来構想検討委員会」で検討を行った重点事業のうち、環
境フロンティア講座の開講に着手したところである。
財政的には、リーマンショックによる未曾有の世界的な金
融危機の進行によって、基本財産の有効活用が不可能となり、
厳しい状況になった。今後も厳しい財政状況が続くことが予
想され、財政改善に向けて引き続き努力していきたい。
組織的には、新たな職員採用、人的資源の適正配置、特別
研究員制度の活用、常務会の定期的な開催など、事業施行体
制の一層の整備強化を進めてきた。
個別事業としては、「地域づくり」として参加型交通まち
づくりの取り組み、自転車を活かしたまちづくり、「資料館
活動」として公害地域のいまを訪ねるスタディーツアー、
「環境学習」として西淀川ESDネットワークと菜の花プロジ
ェクトの推進、「環境保健」として、公害患者らの呼吸リハ
ビリの普及と未認定患者らの救済問題への取り組み、中国等
に公害経験を伝える国際交流活動などを進めてきた。また、
市民・住民とともに歩む自立した財団をめざした様々な取り
組みを積み上げてきたところである。

環境フロンティア講座（第１期 第２回）の様子
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第1期テーマ：知っておきたい基本のき
　　　　　　　公害・環境問題に取り組むってどういうこと？

「交通まちづくり
─ 環境と福祉の統合の視点から」

「日本の環境政策
─ その歴史的教訓」

活字でしか知らなかった公害
の実際の状況について、イメ
ージが分かったと思います。
“ 持続可能な社会 ”とは何
であるか、の答えの１つがち
ょっと見えた気がしました。

裁判を闘っていく上での悩み
や難しさを聞けてよかった。
どんなに困難でも勝つまで闘
うのだから負けることはない、
という意気込みはほんとうに
勇気がもらえた。

環境問題を少々、技術的に
捉えすぎていたと反省させら
れました。

環境と”福祉”との統合とい
う視点が新鮮だった

「地域からの地球温暖化防止」

「公害環境訴訟をめぐって
─ 被害者と弁護士の闘い」

参加者感想テーマ

2009年度事業の概要

Ⅲ. 個別事業Ⅱ. 重点事業
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）
①地域交通マネジメント・センター構想（エコドライブ、
自転車、交通施策など）
②環境再生に関する調査・研究・提言活動
③西淀川区の道路交通問題に関する取り組み
④地域で取り組む交通まちづくりの支援
（道路交通環境市民塾、参加型アセスメント講座、相
談・サポート業務）
⑤西淀川地域における参加型交通まちづくりの推進
⑥他地域への展開、ネットワークづくり

２．資料館の運営とネットワークづくり（資料館）
　①「西淀川・公害と環境資料館」の日常業務の充実
　②公害地域の現在を知る、情報を集める、伝える
　　（公害地域の今を伝えるスタディーツアー）
　③ネットワークづくり

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）
①西淀川区全体の環境学習の活発化（西淀川ESD　、菜の
花プロジェクト、緑陰道路サロン、西淀川高校との連携、
西淀川の自然を子供達に伝える）
②西淀川公害をわかりやすく学習するお手伝い（プログラ
ムの検証と普及）
③交通環境学習を拡げる（フードマイレージ買物ゲームな
ど）

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）
①高齢認定患者のリハビリテーションプログラムの普及啓
発
② 「あおぞらプロジェクト大阪」との連携

５．国際交流　
　①日本の公害の経験や教訓に関する翻訳事業
　②アジアを中心とした環境ＮＧＯ等との活動交流
　③国内外への情報発信

●2009年度より、財団10年の蓄積と弱点、財団の使命という
視点からアプローチした将来構想に基づき、以下の４つの
重点プロジェクトを、他の取り組みと連携させながら展開
していく。当面３年間実施し、見直しを図る。
　１）環境フロンティア講座の開催
　２）自転車を活かしたまちづくりの推進
　３）あおぞらビル１階の交流拠点化
　４）情報発信・広報活動の充実

環境フロンティア講座の開講
　あおぞら財団では2010年の年明けから新たな取り組みとし
て、主に環境問題に関心を持っていたり、仕事やボランティ
アをしているが色々疑問や悩みを抱えている人などを対象に、
「環境フロンティア講座」を行なっている。
　第１期では、財団理事を講師に、様々な分野の視点から
「公害と環境問題について」講座を開催した。（1月～3月）
　全体として、広報の不足が今後の課題として挙げられるが、
一方で今まで交流のなかった分野の方々の参加もあり、新た
な輪の拡がりが見られるものとなった。
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2009年度の活動から 地域づくり

自転車を活かしたまちづくりに向けて
～「つるむde大阪」チームで、水都大阪2009に参加

わがまちの移動や交通について考える
～西淀川交通まちづくり意見交換会の取り組み

松村　暢彦（大阪大学大学院工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻）

　「交通まちづくり」という言葉も世間に広がりはじめましたが、交通問題はワークショップを開い
ても「こんな問題がある」「市役所が何とかしたら」ということが多く、住民が自ら活動を起こすこ
とはまだまだ少数です。そうしたなか、自転車をいかしたまちづくりや西淀川区在住の一般の住
民の意見を丁寧に聞き、どうしたらいいかを一緒に考えていく取り組みはこれからの「交通まち
づくり」の芽になりました。今後の取り組みに期待しています。

クルーズ＆ポタリング：自転車を水上バスに積み込んで水門をくぐる

現在大阪では、水の回廊を中心に水辺を活かした整備や賑
わいづくりが進められており、シンボルイベントとして「水
都大阪2009」が開催されました（2009.8.22～10.12）。あおぞ
ら財団では、これまでも自転車を活かしたまちづくりを推進
してきましたが、今回、自転車をテーマに活動する様々な団
体と「つるむde大阪」を結成し、水都大阪2009に参加しまし
た。同取り組みでは、水上バスとサイクリングとの組み合わ
せツアー、ナイトツーリング、テーマに沿った自転車ツアー
（水辺と近代建築、長屋探訪、渡船、上町台地縦断など）を
繰り出す一方、アーティストと組んでアート自転車やアート
駐輪ラックの試作、自転車発電ライブ、パネル展、リレート
ーク「しゃべるde自転車」、面白自転車やタンデム自転車の
試乗会、自転車マップＨＰなどを実施しました。多くのボラ
ンティアスタッフに協力いただきながら、沢山の参加者にも
恵まれ、好評の内に暑い夏が終わりました。その後も、タン
デム自転車（二人乗り自転車）については、続く10月に試乗
会を開催し、視覚障害者の方に自転車に乗る楽しみを体験し
ていただいたり、タンデム自転車に興味がある人が参加する
メーリングリストを立ち上げたりすることになり、仲間の輪
が拡がっています。今回の取り組みで生まれた成果とネット
ワークを活かして、今後も引き継ぎ、自転車を活かしたまち
づくりを進めて行く予定です。

西淀川交通まちづくり意見交換会の様子

買い物に、学校や職場に、友達に会いに、病院に…と安全に快
適に生活するためには、必ず移動しなければなりません。移動を支
える交通は市民生活の中で最も身近なまちづくりの課題の一つで
す。一方、騒音や振動、大気汚染や地球温暖化などの環境問題に
ついては自動車をはじめとした交通分野の影響は少なくありませ
ん。しかし、市民自身が交通の施策について真剣に考える場は、そ
う多くはないのではないでしょうか？
そこで、市民自身がわがまちの交通について議論をする場として

「西淀川交通まちづくり意見交換会」を開催しました（大阪大学・京
都大学・あおぞら財団の協働運営）。
意見交換会に先立ち、西淀川区在住の方2000名を無作為抽出

し、アンケート調査を実施し、「意見交換会へ参加してみたい」と回
答のあった方 に々、参加をお願いしました。
意見交換会は計３回開催され、延べ56名の区民の方に参加い

ただきました。その結果、西淀川を“自転車のまち”として新しいまち
のイメージを構築すること、自転車に乗れない高齢者や障がい者の
移動手段（公共交通）を確保し、誰もがいつまでも安心して暮らせる
持続可能なまちとすること、それには区民自らがアクションをおこす
必要があることが住民提案としてまとめられました。
ついで、開催された討論会（47名参加）では、西淀川をよいまちに

したいなど様 な々思いが重なりあう場となりました。
あおぞら財団では、今後も、西淀川の皆さんと一緒に様 な々形で

まちづくりに取り組んでいきたいと考えています。どうぞよろしくお願
いいたします！

第１回（６月21日）「西淀川、こんなまちに住みたいな。夢を語ろう！」
第２回（７月26日）「難問解決？専門家にヒント、アイデアの源を聴く」
第３回（８月30日）「西淀川での実践にむけて！」
「西淀川交通まちづくり討論会」（12月19日）

（藤江　徹）
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2009年度の活動から資料館の運営とネットワークづくり

（林　美帆）

公害地域の今を伝えるスタディツアー2009
～富山・イタイイタイ病の地を訪ねて～

■公害教育が広がらない
私は2005年に環境教育の担当になりましたが、西淀川公害の授

業をしてくれる学校が少なく、これまで作成した教材が活用されてい
るかも不明でした。現状を打破しなければと高田研先生（当時は評
議員、現在は理事）に相談し、2007年にこれまで環境教育を一緒に
行ってきたメンバーとワークショップを行い「現場の先生が公害を知
らない」「四大公害地域の現在がどのようになっているか一般には
知られていない」という問題点が明らかとなり、公害教育を盛り上げ
ていくためには、各地域の状況がわかるように情報を整理し、発信す
ることが求められていると方向が見えてきました。

■公害地域の今を伝えるスタディツアー
この課題を解決するために、「現地」での「様 な々立場」の方たち
から「学生」などの「公害を知らない人たち」がヒアリングを行うスタデ
ィツアーを実施しようと、2009年の地球環境基金に申請し、採択され
ました。このツアーは3カ年予定しており「土壌汚染」「水質汚染」
「大気汚染」の各地域を回ることにしています。初回は被害者と企
業が連携し、地域再生が進んでいる富山・イタイイタイ病の地で行う
こととなりました。
日程は2009年8月4日～6日の2泊3日、参加者45名（学生25名／
教員12名／社会人8名）で、運動団体、被害者家族、農家、県職員、
市職員、医師、弁護士、企業（神岡鉱業）、マスコミからヒアリングを
行い、3日目には現地への提案を行いました。その後、ヒアリングした
内容や提案、参加者の事後レポートは報告書、パンフレット、ウェブサ
イトで公開し、情報発信しています。
（くわしくは  http://www.studytour.jpn.org/）

■受け入れ側の状況と変化
これだけの面々のヒアリングを行うには被害者組織であるイタイイ

タイ病対策協議会（イ対協）の協力なくして実現しませんでした。しか
し、最初にスタディツアーを受け入れてほしいとお願いした時、なかな
かイメージが伝わらず、ヒアリングについて「話すことが苦手なので」
といわれることが多くありました。それもそのはずで、富山では地域再
生が進んでいますが、公害を伝えることについて被害者団体以外は
取り組んでおらず、公害教育が活発とはいえない状況にあり、公害
の当事者が公害を語ることに慣れていないという現状があったから
です。このスタディツアーの意義の一つに、当事者の人たちに「話を

聞いてくれる人がいる」「話すことが公害を伝えることになる」と知っ
てもらえたことがあるのではないかと思われます。この取り組みを終え
たのち、「聞き方が素晴らしかった。その上、一方的に話を聞くだけで
なくて、地域のことを真剣に考えて提案を残してもらった。提案を現在
構想中の県立の資料館に伝えたい。受け入れて良かった。」とイ対
協の髙木さんに発言してもらえたことが何よりでした。

■参加型の学びによる変化
参加者の学びが聞き取りだけに終わらせずに、提案まで考えるワ

ークショップが実施できたのは、環境教育を専門とする方 （々板倉豊
氏、井上有一氏、高田研氏、西村仁志氏、大滝あや氏）が企画と実
践に携わったことが大きいといえます。これまでの公害教育とは違い、
参加型の学びの形態を実施したことで、参加者にも現地にも公害教
育にも新しいインパクトを残すこととなりました。
参加者は現地で当事者と触れ合うことで、企業とイ対協の間にあ

る「緊張ある信頼関係」を肌で感じ、いまだに被害で苦しむ人が多
い事実を知り、「今まで持っていた唯一のイタイイタイ病に対するイメ
ージの“患者さんは痛みがつらかったのだろうな”というイメージから、
患者さんの周りの家族や近所の人、地域の人、集まってきた人……
と教科書の中からは知ることのできなかった世界が広がりました。」と
身近に感じた人が多く、自ら発信者となっていかなければと行動する
人も出てきました。
2010年は新潟・水俣病で実施し、この取り組みが広がっています。

この実験的な取り組みが、新しい公害教育を築く第一歩となることを
願っています。

髙木勲寛（イタイイタイ病対策協議会）

清流会館前で全体写真

私たちはこれまで公害を伝えることを積極的に取り組むことができませんでした。団体の性格上はそ
れで良かったのかもしれませんが、イタイイタイ病を伝えることが求められる時期になってきたと思いま
す。2012年には県立のイタイイタイ病資料館がオープン予定となっており、これまで被害団体と神岡
鉱業が行ってきた汚染を自然値まで戻した成果を伝える「発生源の対策」のコーナーを作ることと
なりました。これまでの成果を被害住民の目でしっかりと伝えていきたいと思っています。
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2009年度の活動から 環境学習

地域で広がる廃食油回収
～西淀川ESD ３年目～

■集めた廃食油でバスを走らせたい…環境省BDFモデル地域に
　平成19年度-20年度、環境省「持続可能な開発のための教育
(ESD)の10年」モデル地域に西淀川が選ばれたことがきっかけでは
じまった「西淀川菜の花プロジェクト」。もともと大阪府立西淀川高校
で行われていた取り組みを、ESDの会議に参加する地域の中学校
（淀中学校）や大学（大阪経済大学）などの教育機関やガールスカ
ウトなどの青少年活動団体らが一緒に取り組みました。その結果、
畑作業や募金活動等を通じて、普段はなかなか接する機会のない
異年齢の子どもや青年たちが一緒に活動する場となり、「平成21年
度環境白書（環境省発行）」に掲載されるなど評価を頂くこともでき
ました。
　ESDモデル地域としての活動が終わった後も、取り組みをさらに
拡げたいという参加メンバーの思いもあり、交流の場を持ち続ける
中、平成21年度は環境省「BDF普及モデル事業」として西淀川区
が選ばれました。

■体験を通じて学ぶ　環境問題
　菜の花プロジェクトは、菜の花を栽培し、菜種を採り天ぷら油にし
て、使った油をリサイクルしてBDF（バイオディーゼル燃料）等に使う
という、地域での資源循環をつくる取り組みです。道路公害に悩む
西淀川では、集めた油を環境に優しいBDFとしてリサイクルしてバ
スに使うことを目指し活動しました。実際に廃食油を精製したBDF
で路線バスを運行している阪急バスに油を贈呈したり、西淀川高校
の環境フェスタでBDFを使ったバスの試乗会を行う等、自分たちの
集めた油がどうなるのか、目で見て学ぶ機会を持つこともできました。

■子ども達が作った紙芝居「さぁ はじめよう」
　菜の花プロジェクトは説明が難しいということが悩みでした。そこ

で、子どもたちにもわかる紙芝居をつくることになりました。ストーリー
作成には今まで一緒に活動をしてきた子どもや大学生ら呼びかけ
てワークショップを行いました。ESD活動の中で、廃食油回収の役
割を理解し、コミュニケーション力も鍛えられている子どもたちからは、
たくさんの意見が出ました。それをもとに、西淀川高校の米田裕之
先生にシナリオを、西淀川在住のデザイナー増田純子さんにイラスト
をお願いし、完成したのが「さぁはじめよう」です。主人公、菜の子ち
ゃんはステッカーを作った時、西淀川高校の生徒にデザインしたもの
です。ガールスカウトの子どもたちが環境フォーラムで上演するなど、
様 な々場で普及のために活躍しています。
 
■廃食油回収を通じてコミュニケーション
　ESD のメンバーが中心になって取り組んでいた廃食油回収の活
動を、さらに地域に拡げるため、廃食油回収ステーションを募集した
結果、廃食油回収拠点は既存の４拠点に加え新たに９拠点で回収
がはじまり、1471.7ℓを回収することができました。今までつながりのな
かった団体からも回収ステーションをしたいという声がかかるなど、
新しいつながりをつくることもできました。また、区外にも回収ステーシ
ョンができるなど地域的拡がりも見せています。財団でも、回収ステ
ーションとして玄関に旗を揚げ回収をよびかける中、廃食油を持って
きてくれたことがきっかけで、財団でボランティアをはじめた人もいま
した。
　コミュニケーションのきっかけや、環境問題の実践活動、教育の場
として今後も活動を拡げていきたいと思います。

環境フォーラム（２/４）　舞台で発表する大学、高校、中学、小学生

土橋成敏（環境省近畿地方環境事務所環境対策課）

　平成21年度「西淀川菜の花プロジェクト」では、ノボリを目印とした廃油回収
拠点が増えました。その中には個人のお宅のほか、新聞配達所や保育園、またお
寺もあります。この取組が、一層地域で浸透するように、関連イベントや広報活
動が活発に行われることを期待しています。

矢倉干潟定例探鳥会　10年100回開催！
　「日本野鳥の会大阪」からお誘いを受け、2000年春よりはじ
めた「矢倉干潟定例探鳥会」、2009年11月についに100回を
迎えました。この間、観測した野鳥は115種。毎回20～40種の
鳥達に出あうことができます。
　大阪では珍しい渡り鳥ホウロクシギも見られます。矢倉干潟
にはホウロクシギが好んで食べるスナガニ科のハクセンシオマ
ネキ（準絶滅種）も生息しています。ミサゴが水面にダイブし、
魚を獲るショーも見ることができます。生態系ピラミッドの頂点
に立つ猛禽類ミサゴがいることは、多くの生き物たちが生息す
る証です。都市部にあって、豊かな生態系のつながりを実感
できる場所となっています。

（小平智子）
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2009年度の活動から環境保健

ぜん息患者の医療費無料化をめざす取り組み

池永末子（西淀川公害患者と家族の会、未認定患者）

環境保健では、主にぜん息等、大気汚染によって呼吸器の
病気になられた患者さんの生きがいや健康づくりのお手伝い
を行なっています。
患者さんと触れ合っていると、いかに定期的な診察やお薬
をきちんと飲むことがいかに大切かということが分かります。
しかし患者の中には、公害健康被害補償法（以下：公健法）
で公害病と認定され、医療と生活の補償を受けている認定患
者がいる一方、1988年の公健法の改定で、公害病と認定され
ずに、同じ病気になっても高い医療費を支払い続けている人
がたくさんいます。
呼吸器の病気を抱えた方は様々な困難に直面しています。
そこで、とにかく、せめて医療費だけでもなんとかして欲し
い、そんな切実な願いを実現しようと、今大阪では「あおぞ
らプロジェクト大阪」が立ち上がり、あおぞら財団もその一
員として活動しています。

■ぜん息患者さんのおかれている現状
一昨年から昨年にかけて行なったアンケート実態調査では、
ぜん息患者のおかれている深刻な状況が寄せられました。中
には、「ギリギリまで我慢して結局入院になり余計にお金が
かかってしまった。」「食費を削ってでも酸素代にお金をま
わさないと生きていけない。」「一人暮らしなので、夜発作
が出ないかと毎日不安な思
いで過ごしている。」など、
病気を抱えているつらさと
不安な思い、それに加えて、
財布の中身に診察が左右さ
れ、さらに病状が悪化する、
そのせいできちんとした仕
事にも就けないでいる、と
いった負の悪循環に陥って
いる状況が明らかになりま
した。

■「せめて医療費だけでも」は切実な願い
あおぞらプロジェクト大阪では、この調査で明らかになっ
た、「せめて医療費だけでも無料にしてほしい」という切実
な願いを実現するため、署名運動に取り組み始めています。
また、西淀川でも、地域で苦しんでいる患者さんの支えにな
って、一緒に運動に取り組もうと、「ぜん息被害者の救済を
求める西淀川の会」を、まだ準備会の段階ですが立ち上げ、
これから、地域の住民の方々や色々な組織と協力して患者さ
んを支える運動に取り組む一歩を踏み出したところです。

※あおぞらプロジェクト大阪
18団体・12地域組織・個人の参加のもと①大気汚染による
ぜん息等の健康被害者で、未認定・未救済の状態にある患
者さんへの救済制度を確立させること、②現行のNO2環境
基準のゾーン規定を厳密な意味で解釈、厳守させるととも
に、新たに健康被害の原因物質として指摘されている微小
粒子状物質（PM2.5）について、早期に環境基準を設定さ
せ、規制の強化を図らせていくことの2点を目的に、2008
年11月25日に発足

ここから、第一歩の始まりですね。私たちは他人事ではなく自分のこと。だけど誰かの
協力がないと、私たち患者だけでは頑張ることに限界があります。皆さんに協力してい
ただいているからこそ、頑張らないと、と思います。制度を勝ち取れるかどうかは私た
ちの頑張り次第。これからも皆さんの協力のもと頑張りましょう。

3月30日西淀川の未認定患者さんとの懇談会の様子

大阪ぜん息被害実態調査報告集 （眞鍋麻衣子）
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2009年度の活動から 国際交流

日中交流事業2009

それなりの滑り出しと思いますが、幾つか課題も見えます。まず、中国では戦略として
政府公認NGOとの交流から始めましたが、公害患者らを支える組織はひとつだけです。
今後はより幅広いネットワークを目指したいですね。次に、そのようなネットワークを
維持するため、刊行物の定期的な送付などできればいいですね。最後に、このような取
組みをしている国内NGOや欧米NGOとのネットワークも構築できればなあと、少し先
の話になりますでしょうか。

環境NGO緑化園環境科学研究センター 日中環境問題サロン2009

2009年度の国際交流事業は、中国環境ＮＧＯ訪問・交流に
始まり、日中環境問題サロン2009・日中の公害環境問題を考
える学生セミナーの開催、翻訳事業、自動車公害対策での
JICA研修受け入れなどを行ないました。
9月2日～7日に、中国の北京、南京、上海の３都市を訪ね
ました。経済発展著しい隣国中国では、さまざまな公害が発
生しています。今回の訪中は、日本の経験を通して発展の裏
にある公害の問題を中国の人たちに伝えるため、現地の環境
NGO等とネットワークをつくることが目的です。
まずは、清華大学NGO研究センターの賈西津先生を訪ね、
中国の環境NGOの歴史や、現状などを教えて頂きました。
次に、中国の環境NGOを訪問しました。教材作り等にとり
くんでいる「環境友好公益協会」、環境問題に関心を持つ記
者が多数所属しサロンや報告集の発行等をしている「緑化園
環境科学研究センター」、自然環境や交通環境問題など幅広
い活動をしている「自然の友」の３団体です。お互いの活動
を紹介しあい中国の公害問題に取り組むため、一緒にどのよ
うな事ができるのか意見交換をしました。あおぞら財団から
持参した、中国語に翻訳したに西淀川公害の資料も手渡し、
日本の公害被害経験を中国に伝えるため、活用を呼びかけま
した。

紅葉シーズン真っ只中の11月には、「日中環境問題サロン
2009　農村へ広がる中国の環境問題と被害者救済の取り組
み」を開催しました。中国で活躍する方々を日本に招き、市
民や専門家・ＮＧＯとの意見交換を行なうことで、日中の公
害・環境問題に関する理解を互いに深めていこうというもの
です。先の訪中でお話を伺った中国南京大学社会科学院張玉
林教授や公害被害法律援助センター（CLAPV）の劉湘弁護
士から、日本国内の報道だけでは知りえない、深刻な実態を
講演いただきました。会場からも、中国の訴訟制度や日中交
流のあり方など、沢山の質問や意見が寄せられ、対話の重要
性を改めて確認しました。
同じく11月9日には、JICA研修で、エジプトやラオス、モ
ンゴル、パキスタン、フィリピン、スリランカ、ベトナム
方々を受け入れました。これは、環境や交通などに関係する
行政関係者を対象に都市における自動車公害対策を学ぶプロ
グラムの一環です。さらに、翌３月にはJICA研修「環境汚
染健康損害賠償制度構築推進プロジェクト」コースの一環で、
中国の環境行政の担当者・研究者10名の方々に、西淀川の取
り組みを伝えました。様々な地域の方々に、西淀川の経験を
伝え、これからの取り組みをともに考える一年となりました。

（藤江　徹）

櫻井次郎（名古屋大学大学院国際開発研究科・学術研究員）
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役員・評議員／職員（50音順、敬称略）

2009年度寄附・寄贈者（敬称略） 財政状況 （2009年4月1日～2010年3月31日）

収  入 支  出（単位：円） （単位：円）

この項は2009年7月1日現在のものです。

当期収支差額

資 産 運 用 益
会 費
受 託 金 等
寄 付 金
雑 収 入
積立金取崩収入
合 計

事 業 費
管 理 費
積立金取得支出

合 計

1,170,364
1,533 ,000
36,966 ,378
2,146 ,900
4,087 ,382
47,228 ,374
93,132 ,398

43,947 ,835
19,171 ,976
31,382 ,374

94,502 ,185
-1 ,369 ,787

理事長 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　和弘　（京都大学大学院教授）
 金谷　邦夫　（うえに生協診療所所長、内科医師） 
 塩崎　賢明　（神戸大学教授・同大学院工学研究科教授） 
 高田　　研　（都留文科大学教授）
 新田　保次　（大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻教授）
 早川　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）
 宮本　憲一　（大阪市立大学名誉教授、元滋賀大学学長） 
 森嶌　昭夫　（特定非営利活動法人日本気候政策センター理事長、（財）地球環境戦略
  　　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） 
 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） 
 

監　事 長瀬　文雄　（全日本民主医療機関連合会事務局長） 
 福本　富男　（弁護士） 

顧　問 進士五十八　（東京農業大学教授） 

評議員 飯田　秀男　（全大阪消費者団体連絡会事務局長）
 太田　映知　（（財）水島地域環境再生財団専務理事） 
 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准教授） 
 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） 
 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） 
 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）
 中島　　晃　（弁護士、まちづくり市民会議事務局代表） 
 和久利正子　（大阪公害患者の会連合会事務局長） 

事務局 （2010年9月現在） 
 上田　敏幸　（総務） 非常勤
 小平　智子　（研究員） 
 北中　大輔　（研究員）
 林　　美帆　（研究員） 
 藤江　　徹　（事務局長・研究員） 
 眞鍋麻衣子　（研究員）
 森井　隆二　（研究員）
 鎗山善理子　（会計・研究員） 
 谷内久美子　（特別研究員）
 南　聡一郎　（特別研究員）

相川泰
浅井真二
天野憲一郎
新井真
粟屋かよ子
安東直子
安藤聡彦
井上有一
池内みさ子
池田風弥
石井琢也
石井とおる
井関和彦
井関嵩博
伊藤卓次
伊東千秋
伊藤雅枝
井上善雄
上杉剛
植田和弘
上田幹枝
遠州尋美
遠地昭典
遠藤宏一
王明哲
大口耕吉朗
逢坂隆子
岡田大地

奥村昌裕
尾崎寛直
柏熊泰之
傘木宏夫
柏原純夫
片岡直樹
金谷邦夫
金原功
川口徹也
川崎美栄子
川野素裕
岸野かしこ
北泊謙太郎
木野達夫
窪田圭多
功刀恵美子
蔵本幸治
小栗有子
後藤麻美
小林俊康
是枝洋
佐賀　朝
齋藤寛
酒井健一
坂本浩二、裕子
澤井余志郎
塩貝隆夫
設楽厚彦

清水万由子
庄谷邦幸
進士五十八
芹沢芳郎
外山広美
高木勲寛
高田研
竹田久代
辰巳正夫
田中洋子
田中佳世
田中久美子
田中洋子
津下佳世
柘植光代
津留崎直美
寺西俊一
土佐和久
徳本有紀
友澤悠季
中島晃
中杉喜代司
長瀬文雄
中村昌史
中山節子
西口勲
西村聡
新田保次

畑明郎
平尾麻里子
平田永代
広川　禎秀
福本富男
益尾宏之
真智富子
松岡資明
松村暢彦
丸太道子
南聡一郎
三宅宏司
宮崎悦子
宮本憲一
村松和美
向井嘉之
村田千鶴
村松昭夫
村松薫
森山正和
森晶寿
山川昭次
山崎圭一
山中啓子
山本元
除本理史
吉井美奈子
渡辺優子

青山台小学校
朝日新聞社東京本社
ESD-J
SSUA勝治
SGホールディングス㈱
大分県立先哲史料館
大阪いずみ市民生活協同組合
大阪ガスビジネスクリエイト
大阪から公害をなくす会
（有)大阪ファルマプラン
大阪府みどり公社
学芸出版社
鹿児島西高等学校
（財）環境科学総合研究所
環境省水・大気環境局
環境省総合環境政策局
（株）環境ビジネスエージェンシー
金城学院中学校
京都ノートルダム女子大学
グリーンコリア
交通エコロジー・モビリティ財団
公害環境測定研究会
神戸学院大学
（株）神戸製鋼所
神戸大学人文研究科倫理創成プロジェクト
神戸大学文学部
神戸大学倫理創成プロジェクト
国際協力NGOセンター
児島公民館
こどもエコクラブ
埼玉県立総合教育センター

サスティナビリティ学連携研究機構
特定非営利活動法人 市民フォーラム２１・NPOセンター
水都大阪2009実行委員会事務局
水平社博物館
星陵高等学校
株式会社宣伝会議
相思社
帝国書院
豊岡市立八代小学校
豊中市
西淀川公害患者と家族の会
ニチレイ
日本都市計画学会
日本都市計画学会関西支部・広報委員会
野田阪神駅前地区ゆったり歩けるみちづくり協議会
日本福祉大学
日吉小学校
防災科学技術研究所
北摂運輸協議会
ポッポ第2保育園
益田地域温暖化防止推進の会
三重県地球温暖化活動推進センター
三次市立十日市小学校
水俣協立病院
箕面市立豊川小学校
三輪中学校
四日市公害市民塾
龍谷大学大学院NPO・地方行政研究コース
立命館大学国際平和ミュージアム
寒河江市立陵東中学校
歴史伝承委員会
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「あおぞら財団」活動に関する資料（2009.４～2010.3）
1. 財団活動に関する主な報道
　　日　時 報道機関  見出し・内容等

2.｠外部原稿等
　　出版年 書籍名    内容等

2009年4月27日 エフエム桐生　 ラジオ番組　You’ve got Kiryu!　「フードマイレージについて」
2009年5月14日 関西テレビ ニュースアンカー「公害地域に自然が戻った」
2009年6月11日 毎日新聞（夕刊） 上海万博で「公害」展示　負の歴史も知って
2009年8月2日 毎日新聞  エコ　楽しく学ぼう　ゲームや絵本続々登場
2009年8月7日 北日本新聞 イタイイタイ病の現状学ぶ
2009年8月7日 読売新聞 イタイイタイ病風化防げ　勉強ツアー　学生ら４５人参加
2009年8月7日 毎日新聞  小中学生が学べる体験型の取り組みを
2009年8月24日 朝日新聞  イタイイタイ病　現地で学び考えた
2009年10月28日 FMくらしき ３Ｒ
    菜の花プロジェクトでの廃食油の回収について
2009年11月19日 朝日新聞  学ぶ◆農村へ広がる中国の環境問題と被害者
2009年11月20日 毎日新聞  中国の環境汚染を知る　現地の研究者ら招き講演会
2009年12月15日 朝日新聞  環境フロンティア講座
2009年12月20日 中日新聞  公害伝え方“逆輸入”　
    四日市で講座　西淀川の活動紹介 
2009年12月24日 毎日新聞  公害、環境問題　教授らが講座
2010年1月17日 読売新聞 環境テーマの講座
2010年1月19日 読売新聞 家庭の廃油回収→精製→燃料に
    高校生の願い　路線バス採用
2010年1月21日 読売新聞 ぜんそく患者救済　大阪市と初協議
    「公害未認定でも被害深刻」
2010年3月11日 毎日新聞  「知られざる大阪わが町にも歴史あり」
    佃墓地に建つ女性工員の慰霊碑や中津川檞の渡しの紹介。あおぞら財団から紹介したことを掲載。

2009年5月29日 ENVIROASIA （日中韓環境情報サイト）
     環境アセス法の10年～“発展途上国”日本環境アセス法の10年～“発展途上国”日本（上田）
2009年6月 図で見る環境白書  西淀川菜の花プロジェクト
2009年6月5日 中国環境ハンドブック[2009-2010年版]（編者：中国環境問題研究会）
     大気汚染被害経験に関する日中交流（藤江、鎗山）
2009年7月1日 進化する日本の食　農・漁業から食卓まで（発行：共同通信社）
     フードマイレージ…CO2排出量、同じ牛丼でも１キロの差（ｐ128～133）
2009年9月11日 ENVIROASIA  ESD（持続可能な開発のための教育）ができること（林）
2009年9月25日 ENVIROASIA  市民活動のための環境アセスメント講座（小平）
2009年10月9日 ENVIROASIA  学生、社会人など45人が参加した「イタイイタイ病スタディツアー」(鎗山)
2009年11月15日 ECOまちネットワーク・よどがわだより２号　　東淀川区民祭でエコクイズや廃油回収～出展は３年目（小平）
2009年11月18･19日／2010年2月 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会全国大会次第・会報
     公害の経験を伝える資料館─西淀川・公害と環境資料館（エコミューズ）─（林）
2009年12月20日 大阪保険医雑誌12月号 フードマイレージから見える私たちの暮らし（林）
2010年1月15日 ENVIROASIA  被害者336人の“生の声”─「ぜん息被害実態調査」報告（上田、眞鍋）
2010年2月15日 ECOまちネットワーク・よどがわだより３号
     廃食油でバスを走らせよう！廃食油贈呈式（10/24）と環境フォーラム（2/7）
     中国で環境問題に取り組む人々～手をとり合って公害の未然防止を～（小平）
2010年2月25日 機関紙「都市計画283号」 環境再生NPOあおぞら財団の取り組み
2010年3月27日 公害弁連第39回総会議案書 あおぞら財団　報告（眞鍋）
2010年3月 日本都市計画学会関西支部だより 環境に配慮した生活の実践─フードマイレージ（林）
2010年3月 国土交通省総合政策局交通計画課パブリックコメント 「交通基本法」の制定に向けた意見（藤江）
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３．対外活動
　日にち  形式 内容

2009年4月1日 受入 （財）淀川勤労者厚生協会新人研修受入
2009年4月28日 講師 大阪大学「技術知マネージメント論」～公害・環境問題と向き合う～（藤江）
2009年5月15日 受入 四日市公害環境市民塾受入
2009年5月25日 講師 ポッポ第二保育所フードマイレージ説明（林）
2009年6月4日 受入 大阪経済大学柏原ゼミ受入
2009年6月6日 委員 東大阪市地域まちづくり活動助成金審査会（藤江）
2009年6月11日 講師 甲南大学講義　フードマイレージについて（林）
2009年6月13日 委員 東大阪市地域まちづくり活動助成金審査会（藤江）
2009年6月15日 受入 修成建設専門学校生受入
2009年6月17日 受入 大阪経済大学生受入
2009年6月22日 受入 大阪府地球温暖化防止活動推進員受入
2009年6月24日 講師 鳥取環境大学授業（上田）
2009年6月27日 報告 名古屋南部地域再生センター総会記念講演（林）
2009年6月29日 講師 大阪府立茨木高校フードマイレージ講師（林）
2009年6月29日 受入 韓国MBC取材受入
2009年7月2日 講師 桃山学院大学講義（林）
2009年7月3日 受入 韓国司法修習生研修受入
2009年7月5日 講師 京都府温暖化防止活動推進センターOJT研修講義（林）
2009年7月8日 講師 大阪経済大学キャリアデザイン講義（林）
2009年7月12日 受入 京都精華大学生受入
2009年7月14日 講師 大阪経済大学キャリアデザイン講義（林）
2009年7月24日 受入 環境再生・まちづくりにとりくむNPOの若手交流会受入
2009年7月30日 講師 大阪府温暖化防止活動推進センターOJT研修（林）
2009年7月31日 講師 全国高校生活指導研究協議会大会プレ企画コラボ型授業フードマイレージ（林）
2009年8月1日 講師 JICA大阪国際教育セミナー（林・眞鍋）
2009年8月7日 受入 天王寺高校生受入
2009年8月8日 講師 いしかわ地球市民の会第三回参加型学習セミナー（林）
2009年8月8日 パネラー 「地域のチカラ」市民フォーラムin東淀川（藤江）
2009年8月10日 講師 大阪市立大学教員免許更新講座（林）
2009年8月19日 講師 COOP自然派ピュア大阪フードマイレージ（眞鍋、林）
2009年8月22日 講師 京都府温暖化防止活動推進センターOJT研修（林）
2009年8月28日 講師 大阪府温暖化防止活動推進センター研修（林）
2009年8月31日 受入 大阪市立大学生受入
2009年9～10月 展示 西淀川図書館
2009年9月6日 講師 松原インターアクトクラブフードマイレージ（林）
2009年9月7日 受入 鳥取環境大学生受入
2009年9月12日 受入 緑陰道路サロン受入
2009年9月13日 講師 ウィズ東淀川（藤江）
2009年9月13日 講師 和歌山県温暖化防止活動推進センター講義（林・眞鍋）
2009年9月16･17日 講師 石川県温暖化防止活動推進センター講義（林）
2009年10月6日 受入 京都精華大学生受入
2009年10月9日 受入 甲南高校生受入
2009年10月14日 講師 物流環境管理士養成講座「エコドライブ」（藤江）
2009年10月15日 講師 滋賀県立大学講義（林）
2009年10月15日 講師 徳島市環境講座（藤江）
2009年10月21日 講師 大阪府地球化温暖化防止活動推進センターOJT研修（林）
2009年10月26日 受入 司法修習生研修受入
2009年10月27日 講師 北海道大学「環境政策事例研究」（藤江）
2009年10月30日 講師 西淀川図書館廃油キャンドルづくり（林）
2009年11月8日 講師 京都府温暖化防止活動推進センターOJT研修（林）
2009年11月8日  サイクル＆エコカーニバル２００９（池田市）
2009年11月9日 受入 JICA都市における自動車公害対策研修受入
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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.

ありがとうございます

大阪市西淀川区千舟1-1-1　あおぞらビル４階
TEL ： 06-6475-8885　FAX ： 06-6478-5885
URL ： http://www.aozora.or.jp/
E-Mail ： webmaster@aozora.or.jp

〒555-0013

財団法人  公害地域再生センター（あおぞら財団）

09年度お助けボランティア参加者 （敬称略） 09年度インターン参加者 （敬称略）

青野　翔太
浅井　真二
池田　風弥
魚住　佳宏
太田　庸介
大野みさ子
岡崎　久女
小田　直寿
柏原　和平

蒲原ヨシ子
小坂　茂樹
佐々木悠太
佐成　志朗
谷畔　　翼
谷本　章和
前田　浩輔
宮本　由貴
梁　和俶

井上　紗希（兵庫県立大学３回生）
井上　瑠衣（滋賀県立大学３回生）
大山　良輔（近畿大学3回生）
岡田　大地（桃山学院大学3回生）
荻野　由紀（大阪経済大学2回生）
川淵絵里子（奈良女子大学3回生）
田中　淑恵（桃山学院大学3回生）
藤原　正規（近畿大学3回生）
宮路　崇之（大阪経済大学2回生）
奥村　太威（都留文科大学3回生）

　日にち  形式 内容

2009年11月15日 受入 池田市立カルチャープラザ日曜歴史散歩見学受入
2009年11月18日 報告 全国歴史資料保存利用機会連絡協議会第35回全国（福島）大会（～19日）（林）
2009年11月24日 講師 寝屋川市教育委員会フードマイレージ（林、眞鍋）
2009年11月27日 受入 京都教育大学生受入
2009年11月28日 講師 いずみ市民生協フードマイレージ（林）
2009年11月29日 講師 大阪府地球温暖化防止活動推進センター伝え方研修（林）
2009年12月10日 講師 徳島市第６回環境講座（藤江）
2009年12月11～12日  展示 とよなか市民環境展
2009年12月13日 報告 神戸大学現代ＧＰ「アクション・リサーチESDの開発と推進」合宿研修会(～13日、林）
2009年12月18日 受入 大阪経済大学地域調査ヒアリング調査受入
2009年12月18日 受入 中国　汕頭大学　鐘氏受入
2009年12月19日 講師 四日市公害・環境市民学校2009（林）
2010年1月22日 受入 大阪医専（医療・福祉系専門学校）学生受入
2010年1月22･23日 展示 高槻エコフェスタ
2010年1月23日 受入 淀中学校生徒会受入
2010年1月23日 報告 2009年度近畿ブロック環境ＮＧＯ・ＮＰＯ地域ワークショップ「環境教育新たなステージへ～実践、行動につなぐ～」（藤江）
2010年1月27日 講師 いばらき環境市民大学（藤江）
2010年1月30日 参加 新潟水俣病共闘会議40周年記念行事（藤江、林）
2010年2月2日 受入 JICA中東地域管理能力向上（大気汚染）研修受入
2010年2月9～10日 受入 環境省職員環境問題史現地調査研修受入
2010年2月12日 講師 神戸シルバーカレッジフードマイレージ（林）
2010年2月14日 受入 緑陰道路サロン受入
2010年2月21日 講師 開発教育セミナー（林）
2010年2月22日 受入 矢祭町青年会議所青年部視察受入
2010年2月25日 講師 大阪府地球温暖化防止活動推進センターOJT研修（林）
2010年2月28日  交野市環境展（展示、ワークショップ）（林・眞鍋）
2010年3月1日 受入 毎日新聞取材受入
2010年3月15日 受入 JICA中国環境汚染健康損額賠償制度構築推進プロジェクト研修受入
2010年3月17日 受入 あおぞら苑受入


