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第 6回 全国交流大会の報告
一循環社会に向けた政策提言をつくろう一

9月 15日 (土)、東京ウィメンズプラザ ホールにて、全国交流大会を開催した。6回 目を迎えた今

回は、住友財団の助成事業として行っている 「循環社会政策提言プロジェクト」のメンバーが作成 し

た政策提言 (案)を もとに、非会員を含む約120名が分科会に分かれて真剣に意見交換をした。その

模様を報告する。尚、当日午前中には 「センス・オブ ・ヮンダー」の上映会も行なった。

プログラム

開会 ・代表挨拶  加 藤 二 郎 (環境文明21代表理事)

循環社会をつくるための政策提言 (案)全 体の説明  藤 村コノヱ (環境文明21専務理事)

分科会 ○第 1分科会 :意識や価値観を変えよう

環境倫理、環境教育、環境情報の普及方法などを提言

○第 2分科会 :市民活動の強化をしよう

市民の自立と参画を促す情報公開制度や政策形成プロセスヘのNGO参 画の保証を提言

①第3分科会 :社会経済システムを変えよう

環境税制、憲法への環境条項導入、拡大生産者責任、グリーンコンシューマーなど、

具体的ないくつかの分野について、政策づくりのたたき台となるものを提言

全体討議

閉会挨拶 ・閉会

第 1分科会 :意識や価値観を変えよう

(1)一人一人が環境倫理について考え、環境倫

理についての議論を市民の間で広げよう

(2)環境教育=持 続性のための教育を進めよう

(3)市民が求める循環社会づくりに必要な幅広

い情報を集め、広く知らせよう

上記提言案、また提言の生かし方について様々

な意見をいただいた。その一部を紹介する。

(1)環 境倫理について

●倫理は曖昧なので具体的な提案の方が良い。体

験的、実践的な活動を進めるべき。「センス・オブ・

ヮンダー」のような、子供の頃の自然体験を通 し

て得られる自然への感性が原点として必要。

●企業の環境倫理を追記すべき。利益を出す必要

から、個人では考え行動していても、組織の中で

は倫理が吹き飛ぶ。環境経営、経済と環境の共生
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は、エコ的だが循環型ではない。循環社会におけ

る企業倫理を明確に立てないと、景気後退で昔の

論理が出てくると危倶される。自主努力は不十分。

この提言は経団連等にもすべき (会場拍手)。

●グリーンコンシューマー活動を通 して、ISO取

得、環境配慮商品の販売、リサイクル等を積極的

に、と企業は変わったが限界がある。拡大生産者

責任も適用されていない。環境倫理に対する綱領

を整備し、それが念仏でなくいかに運営されてい

るか、環境報告書にいれるのはどうか。間接影響

評価の情報公開がまだ遅れており、NPOか ら公開

するよう提言すべき。

● 「意識や価値観を変えよう」は中から沸きあがっ

てくるもので、外の充実だけでは足りない。個人

と社会の変化、そのウエイトは同じ位ある。

●情報は親、社会、マスメディアと様々な形で入っ

てくる。マスメディアの評価システムや信頼をお

けるネットワークがあれば、社会、家庭も補い合っ
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て変わる。メディアの倫理や規制的なものもいる。

(2)環 境教育について

●基礎研究が出来ていない。将来予測の議論が多

く工学系の研究に偏しているが、それがどう教育

に活かされるかを深めるべき。

●具体的に①先生への環境教育では、参加体験型

のワークショップ経験が重要。②地域力をつけ、

先生と地域市民が交流する場を作成すべき。イン

ターネットでも作れる。③支援 システムとして先

生の研修機関が必要。先生も地域の環境学習 リー

ダーとなるべき。④東京都環境学習 リーダーがボ

ランティアで学校教育や環境教育に携わるが、学

校では予算が不足。継続するには予算が必要。⑤

生きる力、自立した人材の育成と言うが、大人た

ちも自立していないから今こういう状況になって

いる。日本では、地域も自立するような教育が望

まれる。

●地域に埋もれている各分野の特化 した人材を、

総合的に生かした横のネットワークが必要。

●家庭教育、生涯教育、全てのライフステージで

の環境教育の盛り込み方の案として、自然体験の

できる場の確保を入れてはどうか。近 くに場があ

れば、ブランコや砂場のみの公園でなくそちらを

両親や先生が選ぶかもしれない。幼児体験をさせ

ようと思ったら地域共同体的なものを新 しい形で

再構築する必要がある。マスメディアの役割にも

期待するが、今は逆に環境については否定的な役

割を果たしているのでそれをやめるべき。子供は

環境破壊的な場面が出てきたら吸い込まれる。

●環境省、文部科学省といった省庁の縦割りに対

し、行政自体の総合的なネットワークが必要。

(3)環境情報について

●環境倫理の必要性について、NPOと 省庁と両面

からの積極的で広範なPRが 必要。

●情報の収集 ・研究のみでなく、咀喝し伝える工

夫が大切。身近な問題には耳を傾けるが、持続可

能な社会についての関心が薄い。その溝を埋める

ような情報が必要。

●情報という言葉が広すぎる。膨大な量の情報が

世界にあるが、もっと世界にアンテナを張り、広

く考えるための情報を日本で得やすく使える形で
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提供すべき。海外の情報を含め情報を集約 し提供

するセンターを設置するのはどうか。

●市民が必要とする情報は市民にしかわからず官

には作れない。地方ごとに市民の情報センターを。

●国際情報に日本人は非常に疎い。日本人が世界

のために何かをやらなければという勇気を奮い立

たせるためにも、情報の収集整備は大変重要。

(提言全体に対して)

●これまでの経緯が前もってわかれば、問題 も共

有でき無駄な議論が避けられたのではと残念。議

員に配るにも伝え方、プレゼンテーションに工夫

が必要、省庁への提言の一方、会員などによる地

域での具体化 ・盛り上げの双方が必要。

●項目ごと定期的に、誰がどう評価するかを入れ

るべき。NPOの 活動が広がり、力を持っていく上

で中核となるのが格付け・評価 ・実績。提言の場

合、それが行政、市場、マスコミでどう響いてい

くのか、そういうネットワーク、IT、マスコミの

力の利用は大事。

分科会についてのコメント

小野 :非常に参考になる部分があった。企業倫理

だが、最大の問題は日本と欧米との差ではないだ

ろうか。日本は会社人間、組織人間で、組織が正

義を実現するものという認識があるが、欧米は神

との契約は社会契約になり、主体は個人だ。自立

した個の立場からは、企業が変なことをやるのは

個が自立していないからだろう。

環境問題の解決には、公害問題が提言された時

のような地域での活動と、地球全体の問題として

トップダウン的なものと、両方必要だろう。

教育 リーダーの養成、勉強の場と、情報を分析

提供するセンターを二つ併せた形で中央と地域に

作っていく、そこへの行政の助成を期待するとい

う視点が必要だろう。

評価、格付けの問題だが、行政も学会でも評価

組織が出てきた。第二者的な評価が環境問題でも

今後いかに活躍していくか、詰める必要を感じた。

坂本 :すばらしい意見が出て勉強になった。社会

は、やはり行政と企業と市民からなっていて、私

は、市民の責務が非常に大きいと考える。民主社
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会では、市民は権利と責任を持ち、責任とは21世

紀の持続可能な社会を作るバックボーンで、市民

の意識と価値観がそれを支える。

今日の提言は中央に対してだが、地方ですばら

しい環境教育が始まっている。世界の状況を考え

ると同時に、地域を踏まえた教育のあり方がある。

溢れている情報を誰がいかに消化 し発信 してい

くか、利用の仕方は今後大きな問題になっていく。

提言は紙のままで終わったら何の役にも立たない。

いかに効果的にアピールをするか、 ビジュアル的

な物が必要か、など配慮がいる。     (手 )

第 2分科会 :市民活動の強化をしよう

(1)市民の自立と参画を進めよう

(2)NGO・ NPOを 強化し、政策形成過程ヘ

の参画を保証しよう

1)公 共の利益の一部を担う担い手として認め、

適切な資金支援を行おう

2)政 策形成プロセスに一定要件を満たしたN

GO・ NPOの 参加を制度的に保証しよう

3)・行政とNGO・ NPOは 、その役割分担を

明確にしよう

分科会では、提言文そのものに対する意見は少

なく、市民活動のあり方などに対する意見が多かっ

た。そして全体会では、レーナ・リンダルさん、

事務局荒田が、分科会での議論の内容をまとめて

発表した。

●行政が役割の一部を移行するのは、NGOだ け

でなく企業でもいい。市民活動の強化は、環境に

限らず、福祉でも教育でもいい。環境教育は、N

2001年10月号
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GOの 方が行政より知識が多いので、これはNG

Oが やるといい。

●欧米の事例。日本では答申→議論だが、スウェー

デンでは逆で、まとめる段階で市民団体に聞く。

市民団体は、多くの会員の意見を代表 して行政に

意見を出す。また市民団体は、環境問題の訴訟で、

犠牲者に代わって提訴することもできる。 ドイツ

では法律に 「NGOの 意見を聞かなければならな

い」とあるが、日本では 「NGOの 意見を聞 くこ

ともある」という程度。

●二重県や秋田県では産業廃棄物に税金をかけて

いる。これは環境NGOが 多く活躍しているから。

日本には、環境NGOの 空白地帯があり、環境N

GOを 育てていく土壌がない。空白地帯を埋める

には支部活動やオルグが重要。全国に5,600あるN

POの うち環境NPOは 1/3で 、多くが福祉NP

O。 環境NPOを 時代のトップにしたい。その中

でも環境文明21はトップを走っているので、 もっ

とリーダーシップを発揮してほしい。

●環境文明21のホームページは、あまり多 くの人

に見られていない。これからの時代はネットヮー

ク化が大事。本国のような会合には来られなくて

もツールがあればどこでも参加できる。環境文明

21のホームページをみれば、リンク集などで全国

の環境NGOの 動きがわかるようになるといい。

●長野県の回中知事は、公共事業をやめて緑化を

進めている。これからは地方が中心になり、各地

域間のネットワークが益々重要になる。

●情報公開についての欧米の事例。全てオープン

で、どんな情報でも取れる国もある。 日本では

「誰が、何のために?」 と聞くが、スウェーデン

ではそうではない。欲しい情報をすぐ見 られるこ

とが大事で、ホームページに通常的に載 っていな

くてもいい。

●NGOの ネットワーク化が重要。一つのNGO

だけでは出来ないことがあり、他のNGOと の連

携を望む。例えば署名運動をするにしても、多く

の団体との連携が必要。環境NGOだ けでないネッ

トワーク化ができるといい。

●企業人、企業OB、 技術者、環境カウンセラー

の活動やレベルアップの場があるといい。特に、

環境カウンセラーは全国に約2,500名おり、ネット
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ワーク化や人材活用システムの構築が必要。

●市民にわかるようにアピールすることが大事。

メディアを巻き込んで具体的な行動を示すと、一

般市民にも知られるようになる。行政に提言する

ことと、特定のテーマのアピールを同時並行で行

っといい。

●市民行動として、具体的には、①地元の国会議

員に提案する、②マスコミに投書する、③インター

ネット討論や電話会議に参加するなど。

●ゴミについて言えば 「捨てることをなくす」 こ

とが大事。市民一人一人に呼びかけて、我々がで

きることから始めるべき。行政からの トップダウ

ンではなく、横のつながりが大事。

●市民教育 (市民意識を高めること)が 大事。普

通の会社員と行政には接点がなく、行政への参加 ・

参画の機会が少ない。

分科会についてのコメント

荒田 :提言文は具体性に欠ける、具体的な提案を

すべき、という意見があった。行政が役割の一部

を移行する内容として、環境教育はNGO・ NP

Oが できるという意見があった。NGO・ NPO

活動の強化は、環境だけでなく福祉などにもいえ

るが、今回は環境に絞って具体策を話した。

具体策は以下の4点 。①NGO・ NPOの ネッ

トワーク化を進める、②行政は情報公開を進める、

③環境教育の分野でNGO・ NPOが 活動する、

④日本のNGO・ NPOは 発展段階で空白地帯が

あるが、それを埋めていく。特に④について、三

重県では産業廃棄物に税金をかけるそうだが、隣

りの奈良県ではそうではない。それは、有力な環

境NGOが いないからだそうだ。

「提言は誰に出すのか」という質問があったが、

国や自治体に対して出す。たくさんの提案を全員

に支持してもらうのは難しいので、具体的な提案

を一つに絞ることを考えた。それは、多くの人の

支持を集められ、社会に対して効果的なアピール

が出来るものがいい。NGO・ NPOは 、具体的

に特定のテーマで成果を出して存在をアピールす

べきで、それは自身の強化につながる。

スウェーデンでは、「一日一つゴミを拾いましょ

う」という運動を、首相から子供までやっている。

6

これをヒントに日本でも何かできないか考えた。

ゴミをテーマにして、日本をキレイにするのはN

GO・ NPOと いう認識を広める。

行政はシステムを構築し、NGO・ NPOは シ

ステムの監視や市民への意識改革を行う。また、

システムの監視には行政の情報公開が不可欠で、

それをもとにNGO・ NPOは チェック機能を果

たす。このような役割分担、そしてパートナーシッ

プが望まれる。

レーナ :参加者は、産業廃棄物問題やゴミ問題に取

り組んでいる人が多く、ゴミの話が多かった。具体

的な提案を背景に取り上げないと、提言文も生きて

こない。まずは、具体的な提案を出して皆に関心を

持っていただき、その後で提言文を見て、NGO・

NPO活 動の強化を考えていただきたい。  (文 )

第 3分科会 :社会経済システムを変えよう

(1)環境税制体系を整備しよう

(→環境省、財務省)

(2)憲法に環境条項を導入しよう

(→国会、政府 (特に環境省、法務省))

(3)生産者にもっと責任を負わせよう

(→環境省、経済産業省、国土交通省)

(4)グリーンコンシューマーを育成しよう

(→総務省、経済産業省)

(5)NGO活 動への参加を促すために、労働時

間や働き方を見直そう (→ 厚生労働省)

(6)国際的な連繋を強化しよう (→ 外務省)

参加者か らは、30項目以上の意見があ り、広範
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なテーマに関わらず、盛んな議論がなされた。意

見の一部を紹介する。

(提言全体に対して)

0生 産者、消費者 ・生活者、社会という関係者に

分けて問題解決の方向性を示し、具体的な提案を

すると分かりやすい。

●景気が悪いときに否定型の提言ではさらに元気

がなくなる。プロジェクト型のような関連する仕

事が発生して景気も良くなる、循環社会は元気が

出るというものを提案してはどうか。

●地域循環や国際的循環など、相対的に考えての

全体のコストやバランスを目指すと循環社会の姿

が見えてくるのではないか。

●縦割り行政が問題になっているのに、縦割りの

提言ではかえって逆効果ではないか。

(1)環 境税制について

●環境税制体系の整備は大賛成。しかし、景気の

問題がある。税収は中立になるように、法人税を

下げる代わりに環境に配慮していない人には重い

税がかかり、環境に配慮している人には安くなる、

というような工夫ができないか。経済的弱者に対

する配慮も必要。

●大手企業の環境会計を精査したり、中小企業に

も環境会計を導入させたり、各家庭には環境家計

簿を普及するなど、環境会計の指標が流布すると

インセンティブになるのではないか。

●環境税制は必要だが、税制の肥大化になったり、

ハコモノに使われるのでは意味がない。環境サー

ビスを提供することが国際競争力を持てるように

なるような政策が必要。

第車担1会1国1交1流1大1会

(2)憲 法への環境条項の導入について

●環境条項の導入については、新聞の世論調査で

もかなりの賛成が得られているので、NGOが 頑張っ

て運動すれば国民の間にもっと広がる。

●日本が環境重視の条約を批准するようにするに

も、憲法に環境条項を盛ることは国際的に見ても

重要なアドバルーンになる。

●憲法調査会でも議論をしているが、環境条項の

導入については賛成が多いと思う。ただし、憲法

改正で一番問題になるのが第9条なので、簡単で

はない。環境条項の導入を議論する一方で、他の

環境法の導入と同時並行に進めることが必要。

(3)生 産者にもっと責任負わせよう

●製品価格に上乗せして生産者にコスト負担を課

すべき。フランスのエコアンバラージュ式では駄

目で、 ドイツ式の材質に応じて処理をする方法が

良い。処理コストを消費者に明示することで、消

費者は処理 ・リサイクルコストが安い方を選ぶこ

とができる。そうすればリサイクルしやすいもの

が出回るようになる。

●販売者の責任もある。消費者が環境にやさしい

商品を買いたくても店に置いていない。

(4)グ リーンコンシューマーの育成について

●グリーンコンシューマーになろうと呼びかける

よりも、社会システムを変えることの方が、効果

が大きい。例えば、レジで袋を有料にすれば、み

んなが自前の買い物袋を持っていく。

(5)労 働時間や働き方を見直そう

●労働時間を見直す提言は賛成。 8時 間は労働、

8時間は睡眠、残りの8時間は自分の自由に使え

るようになって、豊かな生活ができる。

(6)国 際的な連繁について

●十数年前に先進国の国会議員の署名を集めて、

世界銀行とIMFに 対して最貧困層の援助カットを

待ってほしいと提出した。国会議員の署名を集め

ることは非常に有効。そのようなやり方もある。

●直接の環境対策ではないが、貧富の差を解消す

ることが環境負荷を減らすことにもなる。そのよ
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うな広い視野での提言もしてほしい。

この他、「地産地消、都市集中の分散、地方分

権」「水田の不耕起農法」「エネルギーを環境の面

から評価するような社会的仕組み」「ネットヮー

クによって単独のNGOで は出せない力をグレード

アップする」「マスコミをもっと動かす」「NPOの

立場で地域モデルを作り、産業者側 も協調 しなが

らシステム化できるような事例づくり」「NPOの

寄付税制の見直し」など、様々な提案があった。

分科会についてのコメント

小林 :第一に、この分科会の提言の項目立てであ

る。政策提言の対象は霞ケ関であり、どのように

したら落ちがなく提言できるかと考えた場合に、

省庁別にと考えた。総合性や縦割りの問題のご批

判、ご指摘はもっともだと思う。今日のご意見を

参考に、どういう形で統合できるかを考えてみた

1.プ ロジェクト全体の経緯

持続可能な循環社会を築いていくために、制度

や価値観の転換を訴え実践していくことは、当会

の活動目的そのものである。そして、この目的達

成の一つの方法として始められたのが、(財)住

友財団の環境研究助成事業として、1999年から二

年間の期限ではじめられたこのプロジェクトであ

る。そもそもプロジェクトを申請 した理由は、こ

れまで、欧米のNGO事 情や循環社会づくりに向

けた制度などを調べてきたが、その中で、 ド イツ

などで循環社会づくりに向けた取組みが進んでい

るのは、①循環経済 ・廃棄物法 (ドイツ)や 環境

税等の経済的手法の導入など循環社会を推進する

様々な制度が整備されている、②それらの政策形

成過程に環境NGOが 参画し重要な役割を果たし

ている、③NGO活 動を支える高い市民意識があ

る、などが明確になってきたことによる。

8

い 。

第二に、日本の国土だけで循環社会が完結する

ものではないということ。人類のための、地球の

ための循環社会を考えれば、日本の国だけを考え

るのでなく、地球規模の、世界規模の循環社会は

どうあるべきかを常に考えながら、そのなかで日

本はどうあるべきかを考えなければならないと感

じた。

第二に環境会計のこと。環境会計は、ある企業

がどれだけ環境のために金を使って効果がどうだっ

たかという話でもないし、環境汚染物質の物量が

第二者に金銭的にどのような影響を与えたかを示

すだけではない。動脈と静脈を物量的、金銭的に

どのようにつなげるかということも含まれてくる。

広い意味での環境会計についてのものの考え方が

循環社会のなかで取り上げられ、それが一つの目

標ではないかと思う。 (松)

そこで、なぜ市民意識が高いのか、環境政策形

成の過程にNGOが 参画できる要因は何か、どの

ような環境政策が導入されその影響はどうなのか、

等についてさらに探求し、それら欧米諸国の実情

を踏まえて、日本を循環社会にするための政策提

言案を作ってみようということになった。

そして、当会のメンバーでありこの分野での学

識も深い、小野五郎 (埼玉大学経済学部教授)、

小林料 (東京電力顧間)、坂本憲一 (国連大学高

等研究所)、レーナ ・リンダル (スウェーデン環

境ニュース発行人)の 四氏に、事務局が加わり検

討会を立ち上げた。 1年目の欧米調査は事務局で

行い、2年 目の政策提言案取りまとめ段階で四氏

に加わってもらうことにした。

検討に先立ち、循環社会について様々な意見が

ある中、提言案作成に当たっては検討会メンバー

で共通認識を持つ必要があるということか ら、

「循環社会推進のための市民意識 ・市民社会の変革

社会経済システムの構築に関する研究」プロジェク
の概要と政策提言案について

藤村 コ ノヱ

と

ト
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「循環社会とは、環境面での取組みが進んだ社会

であるだけでなく、経済的側面、人間 ・社会的側

面においてもバランスが取れた社会である。すな

わち、有限な地球環境の中で、環境負荷を最小に

とどめ、資源の循環を図りながら、地球生態系を

維持できる社会であること。また、社会経済シス

テムにおいて、費用と便益のバランスが取れた状

態にあり、市場経済においても長期的な視点が重

視され、長期的なコスト負担も厭わない社会であ

ること。さらに、人間 ・社会という観点からは、

一人ひとりの市民が自立し、健康で文化的な生活

を営むだけでなく、自然 ・次世代 ・他の地域など

との関連性を持ち、多様な豊かさを実感できる市

民社会であること」と定義した。

また、循環社会を築くには様々な制度の確立が必

要だが、限られた期間の中で全てを検討することは

不可能であることから、①一人ひとりの市民が個人

としてだけでなく、地球生態系の一員、すなわち地

球市民としての意識と価値観を持つことが大切、②

自立した市民が自らの生活を変革するだけでなく、

日本の社会を真に民主的な市民社会に変えていくた

めに積極的に社会に対して働きかけることが大切、

③NGO活 動を社会的に影響力を持つものに成長さ

せる必要がある、④個人の意識や価値観、市民社会

の変革だけでなく、大量生産 ・大量消費 ・大量廃棄

を前提とした現在の社会経済システムそのものを循

環社会づくりに役立つものに変えなければならない、

という認識に立ち、今回の政策提言案は、1)市 民

の意識や価値観の転換、2)自 立 した市民の参画と

市民活動の強化、3)社 会経済システムの変革、の

3つの柱でまとめることにした。但し、3)は 内容

的にも多岐にわたり、メンバー間の完全な合意を図

るのは短期間では困難なことから、今後のたたき台

として提供する形でまとめることになった。

以後、2ケ月に3回程度の頻度で検討会を開催。

白熱した議論の末、一応の提言案がまとまったが、

できるだけ多くの人の意見を聞こうということか

ら、全国交流大会の場でこれをテーマに議論 して

みることになった。

2.全 国交流大会での意見と今後の進め方

こうした流れの中で、交流大会が開催され、提
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言案について分科会ごとに活発な意見交換が行わ

れた。その様子は本誌分科会報告の通りであるが、

参カロ者からは 「よくまとまっている」と言 う意見

の反面、「具体性に欠ける」「地域の目がない」な

ど厳しいご指摘も頂いた。また今後の提言案の取

り扱いについての質問も頂いた。そこで、ここで

は、このプロジェクトの今後の進め方について、

事務局としての考えを述べたいと思う。

前述したように、プロジェクトの助成期間はこ

の10月で終了するため、 1年 目の欧州調査結果と

交流大会で示した政策提言案をまとめて報告書に

し、住友財団に提出することが第一の仕事である。

しかし、報告書をまとめることが最終目的でな

いことはいうまでもない。今回メニューとして提

案した政策提言案の中から、可能性や緊急性を考

慮して具体化すべき項目をピックアップし、より

具体的な提言にして関係省庁などに訴えていくこ

とが重要である。また、報告書を冊子などにし、

循環社会づくりに向けた政策提言メニューとして

広く市民や他の環境NGOに 訴えていくことも考

えている。「具体性がない」という指摘に対 しては、

こうした取組みで対応できると考えているし、今

回とりまとめたものをもとに、一つひとつ具体化し

ていくことが当会の活動そのものだと考えている。

しかし、その全てを事務局だけで行うことは不

可能であり、より具体的な提言にしていく作業段

階で、多くの会員の方々に参画して頂き一緒に汗

を流して頂きたいのも事実である。

また、「地域でどう活かしていくか」という指摘

もあったが、まさに全国にいる会員の方々が、今回

の提言案をもとに、その地域の特性を活かした具

体的な政策提言に作り上げ、地域社会に訴えていっ

てほしいと願っている。そうすることで、国、地域

の双方向の変革が生まれてくるのではなかろうか。

いずれにしても、全国交流大会で頂いたご意見

を活かしながら、プロジェクトの中から出てきた

循環社会づくりに向けた政策提言案を、一つひと

つ現実のものにしていくことが当会の大きな使命

だと考えているし、会員の方々にも様々な方法で

の支援をお願いしたい。

(ぶゝじむら このゑ/環 境文明21専務理事)




