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ベトナム・ハロン湾住民参加型環境改善プロジェクト
─シンポジウム・関係者ワークショップの開催と環境活動リーダー育成研修の実施─

2010年9月にベトナム・ハロン市にてシンポジウム及び関係者ワークショップを開催、
また、「環境活動リーダー育成研修」を2010年7月にベトナムで、11月に日本で実施しました。

地球環境センター（GEC）と大阪府立大学は、JICA草の根技術協力
事業として実施している本プロジェクトの開始一周年を記念して、2010
年9月7日にベトナム・ハロン市において、ハロン湾管理局、女性ユニオ
ン、青年ユニオン、水上村及び観光船業者など現地のプロジェクト関係
者約50名の参加のもと、シンポジウム及び第3回関係者ワークショップを
開催しました。午前に行われたシンポジウムでは、GECの望月専務理事、
大阪府立大学の奥野学長の開会挨拶に引き続き、日本側及び現地の
関係機関（ハロン湾管理局、女性ユニオン、青年ユニオン）の代表者が
それぞれ一年間の活動報告を行い、プロジェクトの進捗やこれまでの成
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シンポジウムの様子

果についての情報や認識を共有しました。本シンポジウムの様子は、当日
のクアンニン省テレビ局のニュースとして放映され、ハロン市の住民にも
本プロジェクトを知ってもらう良いきっかけとなりました。
シンポジウムの後に行われた第3回関係者ワークショップでは、今後の
活動計画について活発な意見交換を行いました。水上生活者の排水
対策を一層推進するための「アクリルたわし」の使い方に関する水上小
学校での授業の実施、観光客のマナー向上を目的とした活動など、本
ワークショップにおける提案が計画に反映されることとなりました。
また、現地主導による環境活動を促進するため「環境活動リーダー育



成研修」を7月20日～23日にベトナムで、11月1日～12日に日本で開催
しました。ベトナムでの研修では、関係機関や水上村などから10名が参
加して、ベトナムの環境の現状や環境保全活動の取り組みについて学
びました。また、日本（大阪・滋賀）での研修では、関係機関より5名が参
加し、ハロン湾の環境改善に参考となりそうな日本の環境対策や環境再
生・改善に関する経験を学ぶとともに、実際の施設や現場での対策実
施状況の見学のほか、ゴミの分別などの取り組みへの体験参加もしまし
た。今後、日本の様々な事例を学んだ研修員が現地で環境活動を先導
するリーダーとなり、研修で得た知識や経験が世界遺産ハロン湾の環境
改善のために生かされることが期待されます。今後もGECは大阪府立
大学とともに現地関係者らと連携しつつ、ハロン湾の環境改善に向けた
活動に取り組んでいく予定です。
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ベトナム人研修員の感想
日本での「環境活動リーダー育成研修」に参加した5名の研修員の

皆さんに研修及び日本について、感想を伺いました。

●  大阪府立大学の学生ボランティア環境活動サークル「エコロ助」によ
るゴミ分別活動は、ベトナムの学校にも紹介したい。 

●  琵琶湖汽船のビルジ排水の発生予防の具体的な取り組みが非常に
参考になった。ハロン湾の観光船業者に早速紹介してみたい。 

●  日本のNPOがどのように運営し活動しているのか、実際に話をしてみ
たかった。 

●  日本人は大変親切でマナーが良く、環境意識が高いことに感心した。 
●  ベトナムと日本は文化の共通点が多く、今回の研修を通じて日本人メ
ンバーや学生と親しく仲間のようになれたことが嬉しかった。

●  日本人の環境保護意識、ボランティア的な環境保護活動を現地に伝
えたい。（例：雑草取り、森林保護、植林活動、公共場所の清掃など）

●  住民に環境活動参加を促す取り組みを学習できた。これをハロン湾
及びハロン市の環境保護に適用したい。

　非常に礼儀正しく真面目
で、研修においても全てのカ
リキュラムに熱心に取り組ま
れた研修員の皆さん。日本で
の経験を生かし、ハロン湾で
の環境改善活動で活躍され
るのを期待しております。大阪府立大学でのごみ分別活動の参加の様子

詳しくは、GEC
ウェブサイトを
ご覧ください。

私は日本が提唱した3R（リデュース、リユース、リサイクル）について、文献などを通じて知り得たことを自分自身のものと
するため、日本で学ぶ機会を模索していました。今回、日墨交流計画の「環境汚染総合対策コース」に参加することができ、
日本がどのように環境保全対策を進めてきたかという自身の疑問に対する答えを得ることができました。
私が参加したプログラムでは、廃棄物管理分野のみならず、大気、土壌、有害物質など様 な々環境汚染問題に関する知
識と能力向上を図ることができましたし、研修を通じて環境問題に対する違った視点も得られ、メキシコにおける環境汚染の
研究に取り組むに当たっての良い刺激を受けました。
このプログラムの間、60回の視察旅行で21都市、43機関（研究機関、大学、政府機関、民間企業等）を訪問し、7か月間
で約500時間の研修を受講しました。私がこのプログラムで得た知見はメキシコの環境保全を進める上で非常に有益です
し、今後もGECが提供するJICA-GECネットワークを通じて最新の情報を得ることができます。
私はこのプログラムに初めて参加したメキシコ人研修員2名のうちの1人として、自身の貴重な経験を伝える機会があると

思います。「ネットワークを通じた情報の普及」、「セミナーや会議を通じた環境教育・普及啓発」、「技術論文などの学術分
野」の3つの異なる分野を対象として、今回得た情報や知見を多くの人と共有したいと思います。
このプログラムで出会った世界各国の研修員たちとの情報交換は環境問題に対する私の視野を広げてくれました。この
研修プログラムに参加できたことを光栄に思いますし、私を公私ともに支えてくれた人々、専門家の方々からの貴重なアドバ
イスにとても感謝しています。

日本とメキシコとの間の文化交流計画の一環である「環境汚染総合対策コース」は、総合的な環境汚染対策の能力向
上を目的としたもので、私はこのプログラムで４つの研修コースに参加しました。
日本が数十年前に急速な経済成長に伴って生じた深刻な環境問題に取り組んだように、現在、多くの開発途上国がかつて
の日本と同様にこうした問題に立ち向かっています。今回私が参加した研修プログラムは、メキシコが直面している環境問題へ
の取り組みに関連しており、とても有益でした。日本での成功例・失敗例、新しい方法や考え方を学ぶことができましたし、私た
ち自身の環境問題対策や計画策定に携わることがあれば、こうした日本の事例を参考にして取り組んでいきたいと思います。
将来的にメキシコにて日本の経験に基づいた対策や計画を実施し成功させるには、メキシコが抱える環境問題に合致し

た最適な対策法を見極めなくてはいけません。その際に、私たちが今回の研修で身につけた知識や技術を活用できるかどう
かは、私たちの能力にかかっています。
帰国後は、この研修プログラムを通じて得た新しい知識とメキシコの持続可能な開発への貢献に繋がるプロジェクトを展

開させるためのビジョンや経験とのバランスを見いだしたく思います。持続可能な開発を達成するのは難しいことですが、日
本を例に見れば、決して不可能ではありません。私は開発途上国と先進国との協働が、すべての人にとって公平かつ持続
可能で過ごしやすい世界を実現するものと信じています。

研修員インタビュー
2010年5月6日～11月26日にかけて日本とメキシコの友好事業のひとつであるJICA日墨交流計画「環境汚染総合対策コース」を実施しました。

7か月間の長期研修及び日本滞在について、イスマエル・コウトさんとリリアナ・サリナスさんに感想をお伺いしました。

国家水管理委員会
水管理スタッフ

リリアナ・サリナス氏

　　　　　　 研修を終了した研修員の皆さん

北部国境大学
（COLEF） 研究助手

イスマエル・コウト氏
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カンクン合意は、将来枠組みを明確にした訳
ではなく、今後の方向性を収斂したに過ぎませ
んが、今後の国際交渉の土台になると思われ
ます。今後、具体的な内容（法的文書や京都
議定書との関係、締約国の削減目標の内容・
性質など）について、さらに厳しい交渉が続くこ
ととなるでしょう。
新メカニズムについては、条約下での「長期

的協力行動に関する特別作業部会（AWG-
LCA）」の成果文書の中で触れられています
が、未だ議論途上の段階です。CDM/JIに関

しては、2013年以降の継続についてCMP決
定文書に明記されませんでしたが、多数の国
がCDM制度の継続を支持しました。CDM
制度改善では「標準化ベースライン」と「二酸
化炭素回収貯留（CCS）の適格化」の議論が
大きく進み、特に「標準化ベースライン」は現行
CDM制度に組み込む道筋が立てられました。
これによりCDMプロジェクトの実施が容易にな
り、地域間格差の是正に繋がることが期待さ
れます。

1

GECは、メキシコ・カンクンで開催された
COP16及びCMP6に参加し、会場内にブー
スを出展するとともに（社）海外環境協力セ
ンター及び（財）日本エネルギー経済研究所
と共催で公式サイドイベント「開発途上国に
おける緩和策に対する支援」を開催しまし
た。GECは、「開発途上国に適した緩和行動
（NAMA）」の実現可能性調査の概要と各
調査の期待される成果について発表しました。
同サイドイベントには200名余りが参加し、活発
な議論が展開されました。また、出展ブースで
は、ポスター等により環境省によるCDM/JI及
び新メカニズムの支援活動を紹介しました。
今回のカンクン会議は、COP15で将来枠組

みの合意形成ができなかったこと、2010年の
4度の特別作業部会（AWGs）において締約
国間の主張の溝が埋まらなかったことから、実
質的な進捗は望めないと思われていました。し
かしながらエスピノーサ議長（メキシコ外務大
臣）のチェアマンシップと、COP15の失敗を繰り
返さないという多数の締約国の強い意思によ
り、COP16及びCMP6の最終会合でAWGs
検討成果テキストが決定文書「カンクン合意
（Cancun Agreements）」の一部として採択
されました。

国連気候変動枠組条約第16回締約国会議（COP16）、京都議定書第6回締約国会合（CMP6）に参加
2010年11月29日～12月10日にかけて、メキシコ・カンクンにて、COP16及びCMP6が開催されました。

2

GECは環境省と共同で、CDM/JIに取り
組む事業者等に対し、CDM/JIの最新情報
を提供するため、2010年9月に東京と大阪で

「温暖化対策CDM/JI事業調査シンポジウ
ム2010」を開催しました。
このシンポジウムでは、環境省より「今後
の新たな柔軟性メカニズムのあり方につい
て」、国際協力銀行（JBIC）の本郷尚氏より
「温室効果ガス排出量の測定・報告・検
証に係るガイドライン（J-MRVガイドライン）」、
GECより「新柔軟性メカニズム案件の実現
可能性調査の実施」と題した講演が行われ、
CDM/JI制度の改善や新柔軟性メカニズム
における排出削減効果の測定・報告・検証
（MRV: Measurement, Reporting, and 

Verifi cation）の考え方などに関する最新情
報を提供しました。また、2009年度に実施され
たCDM/JI実現可能性調査の中からREDD
（開発途上国の森林減少・劣化に由来す
る排出の削減）や新方法論開発、プログラム
CDMなど新たな柔軟性メカニズムやCDM制
度の改善に関する調査等（東京、大阪各３件
ずつ）についての報告に基づき、CDM/JIの
専門家と事業者がプロジェクトの事業化に向
けた課題やその解決方法などについて議論し
ました。

「温暖化対策CDM/JI事業調査シンポジウム2010」を開催

GECウェブサイトに配布資料等を
掲載しています。

1

2010年11月20日と12月4日に、GECと
UNEP/IETCは大阪市立中央図書館との共
催で、市民環境講座「世界の水めぐり」を開催
しました。第１回目の11月20日の「中東地域に
おける伝統的水利用」では、IETC福原プロ
ジェクトオフィサーから、近年世界で水の問題
が懸念される中、限られた水資源を持続的に
有効利用する技術として見直されている中東
の伝統的な地下水道（カナート）が紹介されま

した。第2回目の12月4日の「ウォーター・フット
プリント ～水の足跡とは～」では、GEC藤田
企画調整課長から、2010年6月にIETCが大
阪で開催したウォーター・フットプリントに関する
国際ワークショップにおいて世界の専門家から
報告された内容に基づいて、インド・チュニジ
ア・ヨーロッパ・日本の事例を織り交ぜながら、
ウォーター・フットプリントの概念や世界の水問
題と日本の関わりなどが紹介されました。

市民環境講座「世界の水めぐり」を開催

第1回講座「中東地域における伝統的水利用」の様子

東京会場の様子

詳しくは、GECウェブサイトを
ご覧ください。

GECウェブサイトに講座資料を掲載しています。

COP16会場の様子（左）
公式サイドイベントの様子（右）
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世界各国では、都市化や工業化により廃棄
物の発生量が急速に増大しています。特に開
発途上国では、人口増加率や都市化の速度
がOECD諸国よりも大きく、開発途上国全体
での廃棄物量は、先進国全体よりも多くなって
おり、さらに、生活水準の向上やグローバリゼー
ションなどに伴い、電気電子機器廃棄物や有
害廃棄物など新たな廃棄物の問題にも対応し
ていく必要があります。
従来からの廃棄物処理の枠組みを見直し、
3Ｒ（リデュース･リユース･リサイクル）の原則
を取り入れ、今後増加する廃棄物を効率的・
効果的に処理できるようにするためには、統
合的な廃棄物管理（Integrated Solid Waste 
Management: ISWM）の推進が必要です。
しかし、開発途上国では、まだ資源回収利用
の有用性の認識度は低く、廃棄物を再利用す
る産業も少ないのが現状です。また、開発途
上国の地方自治体の多くは、必要な廃棄物対
策を行うための財源や技術が不足しているた
め、廃棄物に起因する問題に対処できていま
せん。
この状況を改善するためには、世界各地で
の多種多様な廃棄物の管理に関する技術・
制度・実施事例・人材育成・援助などに関

冷蔵庫やテレビなどの電気・電子製品の
廃棄物（E-waste）は、鉛・カドミウム・水銀な
どの有害物質を含むものが多いにもかかわら
ず、特に開発途上国では適正な処理が進ん
でおらず、喫緊の環境問題として注目されてい
ます。また、先進国から開発途上国への中古
家電製品の輸出がE-waste問題に拍車をか
けているという指摘もあり、国境を越えた協力
と抜本的な対策が求められています。
しかし、開発途上国の中には、E-wasteに
関する法律上の定義が定められていなかっ
たり、単に有害廃棄物として扱われていたりな
ど、各国での取り扱いに差があります。また、多
くの国でE-wasteの輸入は禁止されているも
のの中古品として先進国から適切な手続きを
経ずに違法に輸出されることが多く、その後開

発途上国において有用な金属の回収などが
不適切に行われています。その結果、環境や
住民の健康・衛生に悪影響をもたらすなど、多
くの問題が生じています。
UNEP/IETCは2010年7月6日～9日に、ア

ジア各国におけるE-wasteの管理に関する
政策の立案･実施能力の強化及び現在の課
題を議論することを目的として、アジア10カ国
から政策担当者を招き、「電気電子機器廃棄物
（E-waste）の管理に関する国際ワークショッ
プ」をGECとの共催で開催しました。初日及び
2日目のセッションでは、E-wasteの定義、インベ
ントリー作成、現状評価、E-wasteの管理のた
めの法制度・回収処理技術・資金調達方法
等の紹介、各国の現状分析と課題の報告等
が行われました。3日目のセッションでは、上述

のアジア各国の政策担当者に加え、日本の家
電メーカー・商社・大学・研究機関・国際機関
の専門家からE-waste管理に関わる多様な
取り組みが紹介されました。また、最終日には、
関西の家電リサイクル施設を視察しました。
ワークショップでは、特に東南アジアで導入
が進められている“Take back system”と呼
ばれる電気電子機器製造業者による廃棄物
の買取制度に海外参加者からの高い関心が
集まりました。また、E-wasteの回収及び処理
が多くの「インフォーマル・セクター※」によって
行われていることから、「インフォーマル・セク
ター」を締め出すのではなく、支援により彼らの
能力向上を図ることが必要であるといった意
見も出されました。
本ワークショップを通じて、E-wasteの適正

な処理・リサイクルには官民の分野を越えた
連携が必要であることを再確認しました。また、
各国間及び国際機関との活発な情報交換に
より新たな共同事業の提案・検討が進みつつ
あります。

※公的サービス部門以外で廃棄物の
収集・処理に携わっている人

ワークショップの様子

2

3

「廃棄物管理のグローバル・パートナーシップに関するワークショップ」を開催
2010年11月18日～19日、UNEP/IETCとGECは、廃棄物管理に関するグローバル・パートナーシップの設立にむけた国際ワークショップを開催しました。

「電気電子機器廃棄物（E-waste）の管理に関する国際ワークショップ」を開催

ワークショップ参加者

する情報の共有や関係者間の連携を進めるこ
とが必要です。このため、UNEP/IETCは、国
際機関・各国政府・地方自治体・民間企業・
NGOなどの廃棄物に関する様々な関係者間
のパートナーシップ（Global Partnership on 
Waste Management: GPWM）の設立に取り
組んでいます。
このGPWMの枠組みを決めることを目的と

して、IETCは2010年11月18日～19日に「第2
回廃棄物に関する協議ワークショップ」をGEC

と共催で開催しました。ワークショップでは世界
の14カ国の政府機関及び6つの国際機関な
どの代表者の議論により、GPWMの目的・活
動内容・運営方法などの枠組みに関する文
書が作成されました。GPWMの枠組み文書
はIETCのウェブサイトに掲載される予定で
す。IETCでは今後、関係機関と連携しなが
ら、GPWMの実施に取り組む予定です。

GECウェブサイトにワークショップ
発表資料を掲載しています。ワークショップの様子 家電リサイクル施設の訪問

詳しくは、GECウェブサイトを
ご覧ください。



●  エコタウンの実施に向けたインドネシア及
び日本での自治体・地域・民間企業の情
報や経験の共有

●  循環型社会の形成のために地域や民間
企業によって採用されるべき適正な技術
に関する情報の共有

●  環境技術の適正な利用における組織の
環境方針や施策の重要性の認識の確認

ワークショップには、インドネシアの環境大臣
が参加したほか、政府、州政府、地方自治体、
民間企業、環境技術を有する企業、地域住
民、NGOなどとともに、IETCのエコタウン・プ
ロジェクトのもう一つの対象都市であるマレー
シア・ペナン市の代表者、在インドネシアの日

本企業も参加し、それぞれの立場での環境改
善の取り組みが発表され、その後意見交換が
行われました。

あります。このため、関連情報への国際的なア
クセス、あるいは普及、統合的廃棄物管理によ
る気候変動対策を達成するためのリソースの
効率的な利用、優良事例（ベストプラクティス）
の普及、簡単・効果的かつ実証済みである技
術や知識の開発途上国への早急な移転を確
実に行うために、既存の機関と連携する中心
的な機構が求められています。
UNEPは、既存の関連機関と連携して、廃
棄物分野における気候変動緩和策のための
活動の拡大を促し、世界全体でより効果的な
政策の実施を確保する立場にいます。廃棄物
管理と気候変動の分野においてリーダーシッ
プを発揮し、パートナーシップづくりを促進する
ための重要な役割を果たすために、本報告書
が、世界中の廃棄物コミュニティーを巻き込み
ながら重要な課題を明確にし、廃棄物分野で
気候変動に大きな効用をもたらす戦略を策定
するための世界的な対話を促すさらなる一歩
となることを目指しています。
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インドネシア・バンドン市では2010年9月21
日～22日に「市制200周年」を記念し、「環境
創造フェア（Eco-Creative Fest-Fair）」がバン
ドン市開発計画局（BAPPEDA）及びパジャ
ジャラン大学エコロジー研究所（IOE）により開
催されました。フェアでは、バンドン市のコミュニ
ティー・学校・民間部門などによる3Rの取り
組みや新たなアイデアの紹介、企業の環境配
慮製品やエコグッズの展示が行われました。
バンドン市のエコタウン政策を支援している
GECとUNEP/IETCは、この関連イベントと
してBAPPEDA、IOEと共同で「エコタウン・
ワークショップ」を9月21日にバンドン市役所で
開催しました。ワークショップの目的は次のとお
りです。

インドネシア環境大臣による基調講演

4

バンドン・エコタウン・ワークショップ
～「リサイクル社会」の形成のための地域や民間企業の活動や経験の情報共有～

GECウェブサイトにワークショップ
発表資料を掲載しています。

UNEP/IETCは2010年12月3日、メキシ
コ・カンクンで開催されていたCOP16/CMP6
に併せて、「廃棄物と気候変動：世界動向と
戦略的枠組み」と題した報告書を発表しま
した。
本報告書では、気候変動対策と適正な廃
棄物管理を両立させるコベネフィットを実現さ

「廃棄物と気候変動：世界動向と戦略的枠組み」が完成
せるために、様々な廃棄物管理における気候
変動への影響を検証するとともに、UNEPが
主導している枠組みにおいて、加盟国がリソー
スを優先的に廃棄物管理と気候変動の緩和
策の実施に投入するよう提案しています。
また、廃棄物分野における温室効果ガス
削減が可能な対策として、「有機性廃棄物の
埋立回避」、「資源使用量や生産量の削減」、
「未利用の資源や化石燃料に代わって再生
された資源やエネルギーの利用」、「コンポスト
等による炭素の固定化」等を示しています。
廃棄物管理と気候変動に着目した取り組み

はUNEPを含む様 な々国際機関によって行わ
れており、UNEPでは統合的廃棄物管理、ク
リーナープロダクション、持続可能な生産と消
費といった関連する様々な政策に関与してい
ます。また、廃棄物分野におけるCDMへの関
心も高まっていますが、取り組みの不均衡や重
複、地域間格差を引き起こすなど、連携したア
プローチが取られているとは言えない状況に

1

2

「スタンド・アップ テイク・アクション」に参加
2010年9月17日、貧困をなくすために“立ち上がる”世界同時イベントに参加しました。

2015年までに世界の貧困の半減を目指す「国連ミレニアム
開発目標」達成の意志を示すため、2010年9月17日、UNEP/
IETCは昨年度に引き続き、一人ひとりが立ち上がる「貧困撲滅
のためのスタンド・アップ テイク・アクション」キャンペーンに参加
しました。
IETCは、支援財団であるGECと国際湖沼環境委員会（ILEC）

と共に総勢約40名がメッセージを手に立ち上がり、責任ある世
界の一員として貧困のない世界を実現するために自分が出来る
身近な事から取り組みを始めることの大切さを再認識する機会
を持ちました。来年はさらにこの活動を拡大して行く予定です。

詳しくは日本国内のスタンド・アップ
事務局のHPをご覧下さい。
http://www.standup2015.jp

「廃棄物と気候変動：
世界動向と戦略的枠
組み」

IETCウェブサイトからダウンロードできます。
（英文のみ）

IETCの中村武洋所長が1年の
在任後2010年9月1日付でケニ
ア・ナイロビにある国連環境計
画 環境政策執行局（UNEP/
DEPI）に転任しました。
また、同日付で吉井幸夫上級審
議官が2年5ヶ月の在任後外務
省に帰任しました。

IETC
人事異動の
お知らせ



「生物多様性シンポジウム」を開催
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寄付金贈呈式の様子

GECは、（財）大阪市環境事業協会、（財）大阪市スポーツ・みどり振興協会、及び（財）
大阪国際交流センターと共催で、2010年8月7日、大阪国際交流センターにおいて、「生物
多様性シンポジウム～いきものと暮らすことが楽しくなるまち、大阪～」を開催しました。
パネルディスカッションでは、大阪における生物多様性の確保、市民が参加できる仕組

みの構築、生物多様性に関する情報プラットフォームの構築、捕獲した外来生物の利用方
法、普及・啓発、自然との触れあいの重要性などについて議論されました。
また、GECは「生物多様性シンポジウム実行委員会」を代表して生物多様性条約第10
回締約国会議（CBD COP10）に併せて開催された「生物多様性交流フェア」（名古屋市）
に参加しました。GECのブースでは、生物多様性シンポジウムの成果、大阪市役所屋上緑
化の結果をまとめた冊子「大阪のみどりが育む生き物たちのドラマ」や、大阪市において現在検討中の「風の道・生き物の道」につ
いて紹介しました。GECの展示に対し、「大阪市の屋上緑化について、屋上緑化後の生物の変遷を継続して観察した貴重なデー
タを是非蓄積して欲しい」、「市役所屋上庭園が期間限定ではあるものの市民に開放されていることは評価できる」といった意見が
寄せられました。また、「風の道・生き物の道について、なかなか実現は難しいと思うが、努力して欲しい」というコメントもありました。
こうしたイベントを通じて自然環境の保護の重要性に対する市民の理解を深めることができたと考えていますが、生物多様性の
保全には、生物多様性に対する市民の理解をより一層深め、地域の活動を活性化することが重要です。GECとしても、生物多様
性に関する活動に引き続き取り組んでいきます。

国際生物多様性年特集
国連が定めた「国際生物多様性年」であった2010年、GECは「生物多様性シンポジウム」を開催
しました。 またGEC・IETCともに生物多様性に係る様々なイベントに参加しました。

GEC

IETC COP10関連イベントをイラク環境省と共催
UNEP/IETCは、名古屋でのCOP10期間中にUNEP-UNESCO共同プロジェクト「イ

ラク湿原の自然・文化資源管理」の一環で、一連のイベントをイラク環境省と共催しまし
た。10月21日～22日には公式参加者に向けて「長期的なイラク湿原と自然遺産の持続可
能な開発」と「イラクにおける生物多様性の現状」をテーマにランチョンセッションを開催し、
UNEPが進めるイラク湿原での取り組みをはじめ、イラクの生物多様性の現状と必要な保
全活動についての報告と議論が交わされました。10月23日～29日には、COP10の一般
向け公開イベントである「生物多様性交流フェア」の展示会にて、「イラクの自然」をテーマ
に出展しました。一般の方々にもイラクの雄大な自然と生物多様性についての認識を深め
てもらうために、イラクの多彩な風景と動植物、イラクの画家や子供達による環境保護を主
題にした絵画、イラク各地の伝統工芸品などを展示しました。また、さらに多くの方 に々イラク
の生物多様性を知って頂くために、この展示はCOP10終了後、1ヶ月半にわたり東京、大
阪、滋賀の各所でも開催されました。
また、COP10に出席するために来日していたUNEPスポークスパーソンのニック・ナタル
氏が、10月22日にナゴヤドームで行われたプロ野球セントラル・リーグ クライマックス・シリー
ズファイナルステージで、始球式を行いました。 始球式でボールを投げるニック・ナタル氏

生物多様性シンポジウム

COP10ランチョンセッションにて

加藤親善大使は、10月29日に名古屋で開催されていたCOP10関連イベント「生物多様
性交流フェア」に参加し、これまでの親善大使としての活動を紹介するとともに、開発途上国
における環境問題の深刻さや行動することの重要性について市民に直接訴えかけました。
加藤親善大使は、プリンタメーカー6社が実施する「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」

（P.7参照）による「UNEPへの寄付金贈呈式」に出席しました。贈呈式には、パクUNEP
アジア太平洋地域事務所（ROAP）所長や片山ブラザー販売株式会社代表取締役社長
等のインクカートリッジ里帰りプロジェクト関係者が出席し、里帰りプロジェクトより200万円が
UNEPに寄付されました。この贈呈式で加藤親善大使は、過去10年間の大使としての活
動内容を紹介しました。
また、加藤親善大使は生物多様性交流フェア会場内の国際機関や各国政府、市民団
体等の展示ブースを訪問しました。その後、同フェアのクロージングセレモニー「命の環、明
日へ」に参加し、渡り鳥の保全のための名古屋の藤前干潟とオーストラリア・ジロングとの
湿地連携を例に、環境保全における国際的な連携の必要性などを聴衆に訴えました。 生物多様性交流フェア・クロージングセレモニーの様子

UNEP
親善大使

加藤登紀子国連環境計画（UNEP）親善大使が
COP10関連イベントに参加
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今回の訪問で加藤親善大使は、まずバン
グラデシュで、マームド国務大臣、ムハマド・
ユヌス グラミン銀行総裁と環境問題や農業
問題について意見交換を行ったほか、地下
水のヒ素汚染対策やダッカ市内の廃棄物
最終処分場などを視察しました。
また、ネパールでは、シャルマ環境大臣や
国際総合山岳開発センター（ICIMOD）の
シルド所長と気候変動問題について意見
交換を行ったほか、世界自然遺産であるチ
トワン国立公園を訪問し、ネパール流のエコ
ツーリズムを体験しました。

バングラデシュのヒ素による地下水汚染

バングラデシュでは、1993年に地下水の
ヒ素汚染がはじめて発見されました。1999
年の調査によると、全国の浅井戸の約3割
から、同国の水質基準値を超えるヒ素が
検出されています。バングラデシュ政府は日
本をはじめとするドナーの協力を得ながら、
緊急ヒ素緩和措置を講じるとともに、2004
年には「国家ヒ素緩和政策」及び「実行
計画」を採択するなど、安全な水供給を国
家政策の重要課題の一つとして位置付
け、対策を進めています。しかしながら、保
健局の2009年の調査では、ヒ素中毒につ
いては症状が現れている患者だけでも約
3万8千人が確認されており、引き続き対策
を進めていくことが重要です。
加藤親善大使は、末永JICA専門家より

地下水のヒ素汚染のメカニズム、ドナーや
政府によるヒ素汚染対策について詳細な

「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」は、ブラザー、キヤノン、デル、エ
プソン、日本HP、レックスマークの6社（アルファベット順）が2008年4月から
実施している家庭用プリンターの使用済みインクカートリッジの共同回収・
リサイクル活動です。全国の郵便局（約3,600カ所）や一部自治体（約
30自治体）の関連施設などに回収箱を設置（例：大阪市では区民セン
ターなどの他、スーパーマーケット8社の協力により計約120カ所）し、使
用済みインクカートリッジの回収及び再資源化に努めています。回収さ
れたカートリッジは仕分け拠点でメーカーごとに分別され、各メーカーの
責任でリユース、あるいはカートリッジの部品などにリサイクルされます。
「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」では、環境貢献活動の一環と
して、回収されたカートリッジ1個につき3円を国連環境計画（UNEP）
に寄付しています。みなさまのご協力で寄せられる寄付金はUNEPが
実施する環境保護活動（植林などの森林保護、生物多様性の保全、
3R活動など）に活用されます。
ご家庭に各社のご使用済みインクカートリッジがございましたら、お近

くの回収箱設置郵便局や市役所などから「里帰り」させてあげてくだ
さい。

詳しくは「インクカートリッジ里帰り
プロジェクト」のHPをご覧下さい
http://www.inksatogaeri.jp/

インクカートリッジは
資源として再利用できる
ことをご存知ですか？

シルドICIMOD所長との意見交換（ネパール）

説明を受けるとともに、マニクゴンジ県内の
UNICEFやバングラデシュ政府により整備
された井戸を視察し、管理責任者である住
民と維持管理方法について議論しました。

氷河の減少に伴う氷河湖の増加

ICIMODは、UNEPなど他の国際機関
や日本等の科学者と連携して、ヒンドゥクシ・
ヒマラヤ地域（Hindu Kush-Himalayan）
における、気候変動による氷河の融解の現
状、地域社会への影響、適応策などについ
て調査・研究を進めています。ICIMOD
の説明によると、ヒマラヤ地域では1960年
代以降、氷河が減少して氷河湖が増えて
きており、氷河湖の決壊による洪水のリスク
が高まっています。また、近年はインドの諸
都市から発生するブラックカーボン（燃焼
による発生する大気中の煤）がヒマラヤ山
脈の氷河を溶かす要因となっており、ヒマ

ラヤ地域の気候変動対策を考える上で、
ICIMODの役割がますます重要となってい
ます。
加藤親善大使は、ICIMODの科学者か

ら、氷河湖の形成状況、堰の設置や警報シ
ステムの構築などの洪水対策、氷河湖決
壊洪水による下流への影響に関するシミュ
レーション結果等について、ビデオやスライド
を用いて説明を受けました。

政府により整備された井戸の視察（バングラデシュ）

ネパールネパール

バングラデシュバングラデシュ

インド

インド洋

ミャンマー

ダッカ

カトマンズ

中国

ダッカ

カトマンズ

ネパール・バングラデシュを訪問
UNEP親善大使である加藤登紀子さんが、2011年1月11日～20日にかけて、ネパール及びバングラデシュを訪問しました。
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環境マネジメントシステム（EMS）研修コースのご案内
【内部環境監査員養成コース】
EMSに必須である内部監査に焦点をあてた2日間のコースです。

【環境マネジメントシステム出張研修】
ご要望に応じて研修内容をアレンジします。ISO14001認証取得を目指す企
業・団体だけでなく、環境マネジメントシステムについての入門研修としても、
ぜひご活用ください。
＜研修コース例＞ 
◎「EMS入門」 ◎「EMS構築事例」 ◎「ISO14001要求事項」（各2時間)
◎「環境法規制解説」（3時間） ◎「内部環境監査員養成コース」（2日間） 
など（会場は、職場への出張形式、またはGEC研修室にて開催）

各研修コースに関する詳しい内容等は下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先：事業部EMS研修担当　
TEL. 06-6915-4126　
FAX. 06-6915-0181

GECウェブサイトからの
お申し込みも受け付けています。

GEC友の会は、本会の諸活動を通じて、広く地球環境問題への理解を深
め、またＧＥＣと会員、会員同士の交流を深め、情報交換など互いに生かし高
め合う関係を築くとともに、GECの活動を支援・協力することにより、国際的
な環境協力や環境ビジネスの推進等に寄与することを目的としています。主
な活動として、セミナー、エコツアー等を実施しています。
年会費は、個人1口3,000円、学生1口
1,000円、法人1口10,000円です。

詳しくは、GECウェブ
サイトをご覧ください。

第８回エコツアーを開催
2010年10月22日、会員と非会員（2名）の17名の参加により、GEC友の
会第8回エコツアーを開催しました。2010年が国連の定めた「国際生物多
様性年」であったことから、「明治の森箕面国定公園」の「箕面ビジターセン
ター」から箕面大滝、「昆虫館」を巡るウォーキングを通して“自然との対話”を
楽しみました。「箕面ビジターセンター」では、公園を訪れた人に季節ごとの見
どころや箕面の自然に関する情報の発信を行っており、展示室では、箕面の
自然について、植物、昆虫、野鳥、哺乳動物、両生・爬虫類などを模型や写
真、標本などで分かりやすく解説しています。自然観察ツアーでは、自然観察
の心得と双眼鏡の使い方の指導を受けたのち、周辺の川面や林に訪れる野
鳥の観察に熱中しました。自然観察ツアー後の質疑応答では、野鳥のさえず
りを人間の言葉にあてはめる「聞きなし」や鷹が秋分の日前後に箕面上空を

通過する「タカ渡り」など興味ある話
を伺いました。「昆虫館」では、世界
の昆虫標本を常時2,500種、9,000
点を展示する標本室と１年を通して
生きた蝶の乱舞が観察できる「放蝶
園」が整備され、蝶の採卵と幼虫の
飼育が行われていました。今回のエ
コツアーを通じて、自然保護の大切さ
を再認識することができました。

GEC友の会事務局コーナー

明治の森箕面国定公園にて

GECでは、地球環境を保全する活動を継続するため、皆さまからのご寄付をお願いしています。
GECは公益財団法人の認定を受けておりますので、寄付金額については所得税法及び法人税法の規定により算出された額が寄
付金控除の対象となります。また、ご寄付のための郵便局払込用紙（払込手数料不要）をご用意しております。詳しくはGEC総務課
までお問い合わせください。皆さまのあたたかいご支援ご協力をお願いいたします。
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寄付金
報　告

次の皆様からご寄付をいただきました。誌面を借りて厚くお礼申し上げます。
2010年7月1日～2010年12月31日までの寄付収受

 ● グリーン家電エコポイント環境寄付 様 ………………………………… ¥80,410

 ● 住宅エコポイント環境寄付 様 ………………………………………… ¥7,033

 ● 財団法人大阪市スポーツみどり振興協会

 　 （「OSAKA緑のウオーキングリレー チャレンジ24」） 様 ……………… ¥56,025

 ● パークホームズ枚方管理組合 様 ……………………………………… ￥7,460

法人

GEC  短信

「第5回理事会」を開催
2010年11月12日、GECの第5回理事会が開催され、給与規則の一
部改正案が承認されました。また、専務理事、常務理事より、22年度上
半期の事業執行状況を報告しました。

「グローバルフェスタJAPAN2010」など、
各種イベントに参加しました
爽やかな行楽日和に恵まれた2010年9月と10月に、GECは多くの環
境保全や国際協力に関するイベントに参加しました。 
GECは昨年度に引き続き、2010年9月12日に開催された「第36回
鶴見区民まつり」及び10月23日～24日に開催された「ECO縁日2010
～ ECOCOCORO（えここころ）（ともに花博記念公園鶴見緑地〈大阪
市〉）に出展をし、ブースを訪れた方 に々身近なところからできるエコな取
り組みを宣言してもらう「エコ宣言」や環境に関するクイズを通して環境
保全の大切さへの理解を深めていただきました。
また、「グローバルフェスタJAPAN2010」（10月2日～3日、日比谷公
園〈東京都〉）、「ECOフェスティバル『ガレージセール・イン・OSAKA 
TOWN』」（10月16日、大阪城公園・太陽の広場〈大阪市〉）、「エコアー
トフェスタ大阪2010」（10月31日、天保山ハーバービレッジ・イベント広場
〈大阪市〉）にも参加し、環境保全や国際協力に関心の高い多くの方々
にGECのブースを訪問いただきました。GEC及びIETCの活動内容
についてパンフレットやパネルを用いて説明することで、私たちの事業に
対する理解と関心を深めていただきました。

「OSAKA緑のウオーキングリレー  チャレンジ24」より
寄付金をいただきました
（財）大阪市スポーツ・みどり振興協会などが主催で2010年4月29
日からスタートした「OSAKA緑のウオーキングリレー チャレンジ24」は、
大阪市内で整備された緑道や、見どころなど地域を見直すとともに、参
加者に環境問題への関心を高めてもらいながら、1年間で8区、3年間
で24区をまわるウォーキングイベントです。その参加費（500円）の一部
を国際協力活動として、GECとUNEP/IETCに寄付いただいており、
2010年9月にこれまでに実施された3回分の寄付56,025円をGECに
いただきました。いただいた寄付はベトナム・ハロン湾をはじめとする開
発途上国への支援事業活動に活用していきます。

「グローバルフェスタ
JAPAN2010」
会場の様子

「エコ縁日2010」
GECブース


