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「「「「ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム IN 宮古島宮古島宮古島宮古島 2008」」」」 

～～～～    結結結結いでひろげるいでひろげるいでひろげるいでひろげる美美美美ぎぎぎぎ島宮古島宮古島宮古島宮古  ～～～～ 

 日時日時日時日時    ：：：：    2008 年年年年 6 月月月月 29 日日日日（（（（木木木木））））14:00－－－－17:00 場所場所場所場所    ：：：：    マティダマティダマティダマティダ市民劇場市民劇場市民劇場市民劇場 

 プログラムプログラムプログラムプログラム 開会挨拶開会挨拶開会挨拶開会挨拶            伊志嶺伊志嶺伊志嶺伊志嶺 亮亮亮亮  氏氏氏氏  宮古島市長宮古島市長宮古島市長宮古島市長 

              藤村藤村藤村藤村 宏幸宏幸宏幸宏幸  氏氏氏氏      国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会長会長会長会長 

 記念講演記念講演記念講演記念講演    「「「「環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略ととととエコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島」」」」                             鈴木鈴木鈴木鈴木 基之基之基之基之    氏氏氏氏            国連大学国連大学国連大学国連大学 ZEF 学界学界学界学界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表、、、、放送大学教授放送大学教授放送大学教授放送大学教授、、、、                                                                  環境省中央環境審議会会長環境省中央環境審議会会長環境省中央環境審議会会長環境省中央環境審議会会長 基調基調基調基調講演講演講演講演        「「「「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会のののの構築構築構築構築をめざしてをめざしてをめざしてをめざして－－－－宮古島宮古島宮古島宮古島からのからのからのからの発信発信発信発信－」－」－」－」 伊波伊波伊波伊波 美智子氏美智子氏美智子氏美智子氏            琉球大学教授琉球大学教授琉球大学教授琉球大学教授、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学 ZEF 理事理事理事理事 

 パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション                             テーマテーマテーマテーマ：「：「：「：「エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島のののの将来将来将来将来をををを考考考考えるえるえるえる」」」」                         ・・・・コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター 伊波伊波伊波伊波 美智子氏美智子氏美智子氏美智子氏            琉球大学教授琉球大学教授琉球大学教授琉球大学教授、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学 ZEF 理事理事理事理事                         ・・・・パネリストパネリストパネリストパネリスト 坂本坂本坂本坂本 憲一憲一憲一憲一  氏氏氏氏            国連大学国連大学国連大学国連大学 ZEF プロジェクトアドバイザープロジェクトアドバイザープロジェクトアドバイザープロジェクトアドバイザー 伊志嶺伊志嶺伊志嶺伊志嶺 亮亮亮亮    氏氏氏氏            宮古島市長宮古島市長宮古島市長宮古島市長 奥島奥島奥島奥島 憲二憲二憲二憲二    氏氏氏氏            ㈱㈱㈱㈱りゅうせきりゅうせきりゅうせきりゅうせき産業産業産業産業エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー事業本部事業本部事業本部事業本部                                      バイオエタノールプロジェクトバイオエタノールプロジェクトバイオエタノールプロジェクトバイオエタノールプロジェクト推進室長推進室長推進室長推進室長                             前里前里前里前里 和洋和洋和洋和洋    氏氏氏氏            宮古総合実業高等学校環境工学科教諭宮古総合実業高等学校環境工学科教諭宮古総合実業高等学校環境工学科教諭宮古総合実業高等学校環境工学科教諭                             山口山口山口山口 靖子靖子靖子靖子    氏氏氏氏            エコピープルエコピープルエコピープルエコピープル 

 

 議事議事議事議事 

 司会司会司会司会 

  会場会場会場会場へへへへおおおお越越越越しのしのしのしの皆様皆様皆様皆様、、、、改改改改めてめてめてめて、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。本日本日本日本日はははは、「、「、「、「ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム IN 宮宮宮宮古島古島古島古島 2008」」」」ににににおおおお越越越越しいただきしいただきしいただきしいただき、、、、まことにありがとうございますまことにありがとうございますまことにありがとうございますまことにありがとうございます。。。。 

  宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市はははは、、、、今年今年今年今年のののの 3 月月月月 31 日日日日ににににエコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言をををを行行行行ったことはったことはったことはったことは、、、、会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様もももも既既既既にごにごにごにご承知承知承知承知のこととのこととのこととのことと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこのエコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言をををを記念記念記念記念してしてしてして行行行行われるのがわれるのがわれるのがわれるのが、、、、このこのこのこのゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムでございますでございますでございますでございます。。。。フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム開催開催開催開催においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、宮古島市国宮古島市国宮古島市国宮古島市国連大学連大学連大学連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム、、、、そしてそしてそしてそしてエコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島推進委員会宮古島推進委員会宮古島推進委員会宮古島推進委員会のののの共同共同共同共同でのでのでのでの開催開催開催開催となっとなっとなっとなっていますていますていますています。。。。きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、講演講演講演講演、、、、パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション等等等等がががが予定予定予定予定されておりますされておりますされておりますされております。。。。会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様、、、、環境環境環境環境にににに対対対対してきょうはさまざまなしてきょうはさまざまなしてきょうはさまざまなしてきょうはさまざまな気気気気づきやづきやづきやづきや広広広広がりをもたらしてくれるものとがりをもたらしてくれるものとがりをもたらしてくれるものとがりをもたらしてくれるものと期待期待期待期待しておりますしておりますしておりますしております。。。。そしてそしてそしてそして、、、、きょうのきょうのきょうのきょうのフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムをををを機機機機にににに、、、、会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様のののの行動行動行動行動がががが、、、、ついさっついさっついさっついさっきまでとはきまでとはきまでとはきまでとはがらがらがらがらりりりりとととと変変変変わってわってわってわって環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい行動行動行動行動をとってくれるをとってくれるをとってくれるをとってくれることをことをことをことを期待期待期待期待しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  本日本日本日本日、、、、司会進行司会進行司会進行司会進行をををを務務務務めさせていめさせていめさせていめさせていただいておりますのはただいておりますのはただいておりますのはただいておりますのは、、、、宮古宮古宮古宮古テレビテレビテレビテレビのののの浦崎淳浦崎淳浦崎淳浦崎淳ですですですです。。。。どうどうどうどう
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ぞよろしくおぞよろしくおぞよろしくおぞよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ、、、、本日本日本日本日、、、、舞台舞台舞台舞台でのでのでのでの予定予定予定予定をおをおをおをお伝伝伝伝えしておきましょうえしておきましょうえしておきましょうえしておきましょう。。。。まずまずまずまず、、、、環境環境環境環境ををををテーマテーマテーマテーマとしとしとしとしたたたた記念講演記念講演記念講演記念講演、、、、基調講演基調講演基調講演基調講演がががが予定予定予定予定されてされてされてされていいいいますますますます。。。。記念講演記念講演記念講演記念講演はははは、、、、テーマテーマテーマテーマがががが「「「「環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略ととととエコエコエコエコアイランドアイランドアイランドアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島」」」」ががががテーマテーマテーマテーマとなっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。講師講師講師講師にはにはにはには、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォゼロエミッションフォゼロエミッションフォゼロエミッションフォーラムーラムーラムーラム学界学界学界学界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表のののの鈴木基之鈴木基之鈴木基之鈴木基之さんをおさんをおさんをおさんをお招招招招きしますきしますきしますきします。。。。そしてそしてそしてそして、、、、基調講演基調講演基調講演基調講演のののの演題演題演題演題でででですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、「、「、「、「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会のののの構築構築構築構築をめざしてをめざしてをめざしてをめざして－－－－沖縄沖縄沖縄沖縄からのからのからのからの発信発信発信発信－－－－」」」」となっておりとなっておりとなっておりとなっておりますますますます。。。。講師講師講師講師はははは、、、、琉球大学観光産琉球大学観光産琉球大学観光産琉球大学観光産業科学部教授業科学部教授業科学部教授業科学部教授、、、、伊波美智子伊波美智子伊波美智子伊波美智子さんとなっていますさんとなっていますさんとなっていますさんとなっています。。。。続続続続いていていていて、、、、パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、テーマテーマテーマテーマはははは、、、、ずばりずばりずばりずばり、、、、「「「「エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島のののの将来将来将来将来をををを考考考考えるえるえるえる」」」」となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。5 名名名名ののののパネリトスパネリトスパネリトスパネリトスからどんなからどんなからどんなからどんな話話話話がががが聞聞聞聞けるのかけるのかけるのかけるのか、、、、会場会場会場会場のののの皆皆皆皆さんもさんもさんもさんもぜひぜひぜひぜひごごごご注目注目注目注目くださいくださいくださいください。。。。そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこのフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムのののの主人公主人公主人公主人公はははは次世次世次世次世代代代代をををを担担担担うううう子子子子供供供供たちともなったちともなったちともなったちともなっていますていますていますています。。。。きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、幕幕幕幕開開開開けにけにけにけに、、、、工業高校工業高校工業高校工業高校とととと宮古高校宮古高校宮古高校宮古高校のののの男女男女男女男女ののののバンドバンドバンドバンドがそれぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれ出出出出演演演演しましましましましてしてしてして幕幕幕幕開開開開けをけをけをけを飾飾飾飾っていただきましたっていただきましたっていただきましたっていただきました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこのフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムのののの中中中中ではではではではメメメメッッッッセセセセージージージージをいたをいたをいたをいただくことにだくことにだくことにだくことにももももなっておりましてなっておりましてなっておりましてなっておりまして、、、、池間池間池間池間中学校中学校中学校中学校のののの勝勝勝勝連連連連拓海拓海拓海拓海君君君君がががが登登登登場場場場してしてしてして、、、、未未未未来来来来をををを見据見据見据見据えたえたえたえた気気気気持持持持ちをちをちをちをメメメメッッッッセセセセージージージージにににに込込込込めてめてめてめて伝伝伝伝えていきますえていきますえていきますえていきます。。。。最後最後最後最後はははは、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言をををを宮古島宮古島宮古島宮古島市市市市内内内内のののの児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒のののの代表代表代表代表らとともにらとともにらとともにらとともに宣言宣言宣言宣言してしてしてして締締締締めくくっていきたいとめくくっていきたいとめくくっていきたいとめくくっていきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  どうぞどうぞどうぞどうぞ、、、、会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様、、、、このこのこのこの「「「「ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム IN 宮古島宮古島宮古島宮古島 2008」」」」をををを通通通通してしてしてして、、、、環境環境環境環境のためにともにのためにともにのためにともにのためにともに考考考考えることえることえることえること、、、、そしてあわせてそしてあわせてそしてあわせてそしてあわせて行動行動行動行動するするするする心心心心をををを育育育育めればとめればとめればとめればと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその心心心心をををを育育育育むむむむことによってことによってことによってことによって、、、、きっときっときっときっと「「「「我我我我（（（（ばばばば））））んたがんたがんたがんたが美美美美（（（（かかかか））））ぎぎぎぎ島島島島（（（（すますますますま））））宮古宮古宮古宮古（（（（みみみみややややーーーーくくくく））））」」」」をををを築築築築きききき上上上上げげげげることができるはずですることができるはずですることができるはずですることができるはずです。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、「、「、「、「ゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラムムムム IN 宮古島宮古島宮古島宮古島 2008」」」」、、、、進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。 

  開会開会開会開会あいさつあいさつあいさつあいさつ 

 司会司会司会司会 まずはまずはまずはまずは、、、、会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様へへへへ開会開会開会開会のごあいさつですのごあいさつですのごあいさつですのごあいさつです。。。。ごあいさつはごあいさつはごあいさつはごあいさつは、、、、宮古島市長宮古島市長宮古島市長宮古島市長、、、、伊志嶺亮伊志嶺亮伊志嶺亮伊志嶺亮よよよよりごあいさつりごあいさつりごあいさつりごあいさつ申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 伊志嶺市長伊志嶺市長伊志嶺市長伊志嶺市長 

  皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、市民総合市民総合市民総合市民総合文化祭文化祭文化祭文化祭などいろいろなどいろいろなどいろいろなどいろいろイイイイベベベベントントントントもあるんですけもあるんですけもあるんですけもあるんですけれどもれどもれどもれども、、、、このこのこのこのフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムにおにおにおにお集集集集まりいただきましてまりいただきましてまりいただきましてまりいただきまして、、、、ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。ごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつをををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

  本日本日本日本日、、、、ここにここにここにここに「「「「ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム IN 宮古島宮古島宮古島宮古島 2008」」」」をををを開催開催開催開催するにするにするにするに当当当当たりたりたりたり、、、、主主主主催催催催者者者者をををを代表代表代表代表しししし、、、、一言一言一言一言ごごごごあいさつをあいさつをあいさつをあいさつを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

  皆様皆様皆様皆様ごごごご承知承知承知承知のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市はははは、、、、今年今年今年今年のののの 3 月月月月、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言をしてをしてをしてをして、、、、ここここれかられかられかられから市民市民市民市民みみみみんなでんなでんなでんなで考考考考ええええ、、、、行動行動行動行動しししし、、、、地地地地球環境球環境球環境球環境にににに優優優優しいしいしいしい「「「「我我我我ば んたがんたがんたがんたが美美美美かぎぎぎぎ島島島島すま宮古宮古宮古宮古みゃーく」」」」をつくってをつくってをつくってをつくっていくことをいくことをいくことをいくことを約束約束約束約束しましたしましたしましたしました。。。。このこのこのこの宣言宣言宣言宣言がががが、、、、国国国国際際際際連合大学連合大学連合大学連合大学のののの賛賛賛賛同同同同をををを得得得得ましたことからましたことからましたことからましたことから、、、、本日本日本日本日ののののゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム開催開催開催開催のののの運運運運びびびびとなりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。 

  ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションとはとはとはとは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ゼロゼロゼロゼロのののの資源循資源循資源循資源循環環環環型型型型社会社会社会社会をををを構築構築構築構築しししし、、、、持持持持続続続続可能可能可能可能なななな社会社会社会社会をををを目標目標目標目標にしたにしたにしたにした計画計画計画計画をををを言言言言いますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、「、「、「、「エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島」」」」宣言宣言宣言宣言のののの構構構構想体系想体系想体系想体系にもにもにもにも位置位置位置位置づけらづけらづけらづけられておりれておりれておりれており、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが最終的最終的最終的最終的にににに到達到達到達到達しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない目標目標目標目標でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。 

  さてさてさてさて、、、、本日本日本日本日ののののフォーラフォーラフォーラフォーラムムムムはははは、、、、記念講演記念講演記念講演記念講演でででで、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のののの鈴木基之鈴木基之鈴木基之鈴木基之先生先生先生先生にににに、、、、地地地地球球球球温暖化温暖化温暖化温暖化のののの下下下下でのでのでのでの環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略ととととエコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島によるによるによるによる取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、人間活人間活人間活人間活動動動動ののののパラダイムシフトパラダイムシフトパラダイムシフトパラダイムシフト、、、、社会社会社会社会全体全体全体全体のののの価値価値価値価値観観観観のののの移移移移行行行行についてごについてごについてごについてご講演講演講演講演いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。またまたまたまた、、、、基調講演基調講演基調講演基調講演ではではではでは、、、、琉球大学琉球大学琉球大学琉球大学のののの



 3 

伊波美智子伊波美智子伊波美智子伊波美智子先生先生先生先生にににに、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会のののの構築構築構築構築についてごについてごについてごについてご講演講演講演講演をいただきますをいただきますをいただきますをいただきます。。。。パネルパネルパネルパネルディスカッションディスカッションディスカッションディスカッションではではではでは、、、、伊波伊波伊波伊波先生先生先生先生ををををコーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターにににに、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のののの坂本憲一坂本憲一坂本憲一坂本憲一先生先生先生先生、、、、株式株式株式株式会社会社会社会社りゅうせきのりゅうせきのりゅうせきのりゅうせきの奥島憲二室長奥島憲二室長奥島憲二室長奥島憲二室長、、、、宮古総合実業高等学校宮古総合実業高等学校宮古総合実業高等学校宮古総合実業高等学校のののの前里和洋教諭前里和洋教諭前里和洋教諭前里和洋教諭、、、、エコピープルエコピープルエコピープルエコピープルのののの山口靖子様山口靖子様山口靖子様山口靖子様ををををパネリストパネリストパネリストパネリストにににに、、、、実実実実践報告践報告践報告践報告とととと提提提提言言言言をいただくなをいただくなをいただくなをいただくなどどどど、、、、多彩多彩多彩多彩なななな内容内容内容内容をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んでおんでおんでおんでおりますりますりますります。。。。最後最後最後最後はははは、、、、環境大環境大環境大環境大臣賞臣賞臣賞臣賞をををを受賞受賞受賞受賞したしたしたした池間池間池間池間中学校中学校中学校中学校のののの生徒生徒生徒生徒のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに、、、、漂着漂着漂着漂着ごごごごみみみみ等等等等ののののクリクリクリクリーンーンーンーン活活活活動動動動をををを通通通通したしたしたしたメメメメッッッッセセセセージージージージ発表発表発表発表、、、、そしてそしてそしてそして子子子子供供供供たちによるたちによるたちによるたちによるエコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言文文文文のののの合合合合唱唱唱唱でででで締締締締めくくりますめくくりますめくくりますめくくります。。。。 

  私私私私たちたちたちたち人類人類人類人類はははは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで自然自然自然自然環境環境環境環境にににに手手手手をををを加加加加ええええ、、、、ごごごごみみみみやややや CO2 などのなどのなどのなどの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを大大大大量量量量にににに排出排出排出排出ししししながらながらながらながら繁栄繁栄繁栄繁栄をもたらしてきましたをもたらしてきましたをもたらしてきましたをもたらしてきました。。。。しかししかししかししかし、、、、これによりこれによりこれによりこれにより地地地地球環境球環境球環境球環境はははは激激激激変変変変しようとしておりしようとしておりしようとしておりしようとしており、、、、人類人類人類人類はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、地上地上地上地上のあらのあらのあらのあらゆゆゆゆるるるる生命生命生命生命のののの存在存在存在存在がががが脅脅脅脅かされていますかされていますかされていますかされています。。。。私私私私たちはこのたちはこのたちはこのたちはこの現状現状現状現状をしをしをしをしっかりとっかりとっかりとっかりと認識認識認識認識しししし、、、、一一一一人人人人一一一一人人人人がががが自分自身自分自身自分自身自分自身のののの生生生生きききき方方方方をををを見見見見つめつめつめつめ直直直直すすすす必要必要必要必要があるのではないでしょがあるのではないでしょがあるのではないでしょがあるのではないでしょうかうかうかうか。。。。本本本本フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムがががが、、、、宮古宮古宮古宮古のののの自然自然自然自然やややや地地地地球環境球環境球環境球環境にににに負荷負荷負荷負荷をををを与与与与えないえないえないえない行動行動行動行動についてたくさんのについてたくさんのについてたくさんのについてたくさんの示唆示唆示唆示唆をををを与与与与えてくれるものとえてくれるものとえてくれるものとえてくれるものと思思思思いますいますいますいます。。。。これをこれをこれをこれを契契契契機機機機にににに、、、、みみみみんなでんなでんなでんなで学学学学びびびび合合合合いいいい、、、、行動行動行動行動しししし、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい「「「「我我我我ば んたがんたがんたがんたが美美美美かぎぎぎぎ島島島島すま宮古宮古宮古宮古みゃーく」」」」をををを創創創創ってまいりましょうってまいりましょうってまいりましょうってまいりましょう。。。。 

  最後最後最後最後になりましたがになりましたがになりましたがになりましたが、、、、本本本本フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムのののの開催開催開催開催にごにごにごにご尽力尽力尽力尽力くださいましたくださいましたくださいましたくださいました国国国国際際際際連合大学連合大学連合大学連合大学ゼロエゼロエゼロエゼロエミッションフォーラムミッションフォーラムミッションフォーラムミッションフォーラム、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島推進委員会宮古島推進委員会宮古島推進委員会宮古島推進委員会、、、、またごまたごまたごまたご後援後援後援後援をををを賜賜賜賜りましたりましたりましたりました各各各各省省省省庁庁庁庁、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県、、、、協力協力協力協力・・・・協賛協賛協賛協賛いただきましたいただきましたいただきましたいただきました企企企企業業業業、、、、マスコミマスコミマスコミマスコミ各各各各社社社社にににに深深深深くくくく御礼申御礼申御礼申御礼申しししし上上上上げげげげ、、、、主主主主催催催催者者者者のあいさつとしますのあいさつとしますのあいさつとしますのあいさつとします。。。。平成平成平成平成 20 年年年年 6 月月月月 29 日日日日、、、、宮古島市長宮古島市長宮古島市長宮古島市長、、、、伊志嶺亮伊志嶺亮伊志嶺亮伊志嶺亮。。。。本日本日本日本日はまことにありはまことにありはまことにありはまことにありがとうございがとうございがとうございがとうございますますますます。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  皆様皆様皆様皆様へのへのへのへの開会開会開会開会のあいさつはのあいさつはのあいさつはのあいさつは、、、、宮古島市長宮古島市長宮古島市長宮古島市長、、、、伊志嶺亮伊志嶺亮伊志嶺亮伊志嶺亮よりよりよりより申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会長会長会長会長、、、、藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸よりよりよりより、、、、皆様皆様皆様皆様へごあいへごあいへごあいへごあいさつですさつですさつですさつです。。。。どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 藤村藤村藤村藤村会長会長会長会長 

  皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、高校高校高校高校生生生生のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方ののののライライライライブブブブ、、、、そしてこのそしてこのそしてこのそしてこの会場会場会場会場にもにもにもにも、、、、中学中学中学中学生生生生のののの皆様皆様皆様皆様方方方方、、、、高校高校高校高校生生生生のののの皆様皆様皆様皆様方方方方、、、、若若若若いいいい人人人人たちがたくさんおたちがたくさんおたちがたくさんおたちがたくさんお見見見見えになってえになってえになってえになって、、、、ほほほほんとうにありがんとうにありがんとうにありがんとうにありがとうございますとうございますとうございますとうございます。。。。私私私私、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムをををを海外海外海外海外とかとかとかとか国国国国内内内内でででで開催開催開催開催いたしいたしいたしいたしますがますがますがますが、、、、こんなにこんなにこんなにこんなに若若若若いいいい人人人人たちがたちがたちがたちが集集集集まったまったまったまったフォフォフォフォーラムーラムーラムーラムはははは初初初初めてでございましてめてでございましてめてでございましてめてでございまして、、、、私私私私らもらもらもらも、、、、国国国国連大学連大学連大学連大学ののののメメメメンバーンバーンバーンバーではではではでは、、、、このようなこのようなこのようなこのような企画企画企画企画はははは到底到底到底到底できなかったであろうとできなかったであろうとできなかったであろうとできなかったであろうと、、、、感銘感銘感銘感銘をををを深深深深くしてくしてくしてくしておりますおりますおりますおります。。。。ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島のののの皆様皆様皆様皆様方方方方のののの環境環境環境環境にににに対対対対するするするする認識認識認識認識のののの高高高高さにさにさにさに敬服敬服敬服敬服いたしたわけでいたしたわけでいたしたわけでいたしたわけでございますございますございますございます。。。。ライライライライブブブブのののの間間間間にもにもにもにも環境環境環境環境のおのおのおのお話話話話がありましたがありましたがありましたがありましたがががが、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに、、、、私私私私はははは実実実実はははは初初初初めてのめてのめてのめての訪問訪問訪問訪問でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島はきれいだというはきれいだというはきれいだというはきれいだという話話話話はははは聞聞聞聞いていたわけですけいていたわけですけいていたわけですけいていたわけですけれれれれどどどど、、、、こんなにこんなにこんなにこんなにきれいなきれいなきれいなきれいな島島島島があるとはがあるとはがあるとはがあるとは驚驚驚驚きましたきましたきましたきました。。。。何何何何しろしろしろしろ海海海海のののの色色色色、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうにやわやわやわやわらかくてらかくてらかくてらかくて美美美美しいしいしいしい海海海海のののの色色色色でしたでしたでしたでした。。。。緑緑緑緑もももも鮮鮮鮮鮮やかですしやかですしやかですしやかですし、、、、ブブブブーーーーゲゲゲゲンビリアンビリアンビリアンビリアのののの赤赤赤赤さもさもさもさも――――――――我我我我がががが家家家家にもにもにもにもブブブブーーーーゲゲゲゲンビンビンビンビリアリアリアリアがががが花花花花をつけをつけをつけをつけるわけでるわけでるわけでるわけですけどすけどすけどすけど、、、、明明明明るさがまるっきりるさがまるっきりるさがまるっきりるさがまるっきり違違違違いますいますいますいます。。。。ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに美美美美しいしいしいしい島島島島でございますでございますでございますでございますしししし、、、、またまたまたまた、、、、おおおお会会会会いするいするいするいする皆様皆様皆様皆様方方方方、、、、大変大変大変大変笑顔笑顔笑顔笑顔でででで迎迎迎迎えていただきましえていただきましえていただきましえていただきましたたたた。。。。こういうこういうこういうこういう美美美美しいしいしいしい自然自然自然自然のののの中中中中でででで、、、、そしてそしてそしてそして安心安心安心安心したしたしたした生活生活生活生活をなさっていらっしをなさっていらっしをなさっていらっしをなさっていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。こういうこういうこういうこういう島島島島はははは、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの高校高校高校高校生生生生のおのおのおのお話話話話にもございましたようににもございましたようににもございましたようににもございましたように、、、、失失失失われてしまってはわれてしまってはわれてしまってはわれてしまっては次次次次のののの世世世世代代代代、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは子子子子孫孫孫孫にににに対対対対してしてしてしてほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに申申申申しわけないわしわけないわしわけないわしわけないわけでございましてけでございましてけでございましてけでございまして、、、、何何何何としてもとしてもとしてもとしても永久永久永久永久にににに維持維持維持維持していかなければいけしていかなければいけしていかなければいけしていかなければいけないというないというないというないというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味でででで、、、、このこのこのこのエコエコエコエコアイランドアイランドアイランドアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島宣言宣言宣言宣言がながながながなされたわけでございまされたわけでございまされたわけでございまされたわけでございますしすしすしすし、、、、町全体町全体町全体町全体がががが一一一一体体体体となってそれにとなってそれにとなってそれにとなってそれに向向向向かってかってかってかって活活活活動動動動されているというされているというされているというされているという
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姿姿姿姿ににににほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに希望希望希望希望をををを持持持持っておりますっておりますっておりますっております。。。。     私私私私はもうはもうはもうはもう 75歳歳歳歳でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、これからこれからこれからこれから先先先先そんなにあるわけでございませんでそんなにあるわけでございませんでそんなにあるわけでございませんでそんなにあるわけでございませんで、、、、やはりやはりやはりやはり次次次次のののの世世世世代代代代のののの皆様皆様皆様皆様方方方方がこんなにがこんなにがこんなにがこんなに熱心熱心熱心熱心にこのにこのにこのにこの運運運運動動動動にににに参画参画参画参画されることされることされることされること、、、、もうもうもうもうほほほほんとうにうれしくんとうにうれしくんとうにうれしくんとうにうれしく思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、ぜひぜひぜひぜひ私私私私たちたちたちたち古古古古いいいい文化文化文化文化、、、、文明文明文明文明のののの中中中中でででで育育育育ったったったったライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルをををを、、、、古古古古いいいいライフスタライフスタライフスタライフスタイルイルイルイルをををを持持持持っているっているっているっている人間人間人間人間をををを、、、、新新新新しいしいしいしいライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルにににに導導導導いていっていただきたいといていっていただきたいといていっていただきたいといていっていただきたいと思思思思っておっておっておっておりますりますりますります。。。。循循循循環環環環ののののキキキキーワードーワードーワードーワードはははは、、、、心心心心のののの問問問問題題題題からいたしますとからいたしますとからいたしますとからいたしますと、、、、「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」というというというという気気気気持持持持ちちちちののののことだとことだとことだとことだと思思思思いいいいますしますしますしますし、、、、またまたまたまた、、、、共共共共生生生生社会社会社会社会のためにはのためにはのためにはのためには、、、、他他他他のののの生物生物生物生物、、、、人間人間人間人間だけではございませだけではございませだけではございませだけではございませんでんでんでんで、、、、ほほほほかのものにかのものにかのものにかのものに対対対対するいたわりのするいたわりのするいたわりのするいたわりの気気気気持持持持ちがちがちがちが基基基基盤盤盤盤になければならないわけでございましになければならないわけでございましになければならないわけでございましになければならないわけでございましてててて、、、、これからのこれからのこれからのこれからのライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルもももも、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは工業工業工業工業技術技術技術技術、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは科学科学科学科学、、、、社会社会社会社会そのものそのものそのものそのもの、、、、経経経経済済済済システムシステムシステムシステム、、、、これこれこれこれららららもももも、、、、そういうもったいないそういうもったいないそういうもったいないそういうもったいない、、、、あるいはいたわりのあるいはいたわりのあるいはいたわりのあるいはいたわりの気気気気持持持持ちをちをちをちをベベベベースースースースにしにしにしにしたものがたものがたものがたものが発発発発展展展展していくんであろうというしていくんであろうというしていくんであろうというしていくんであろうというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。そういうものをまずそういうものをまずそういうものをまずそういうものをまず一一一一番先番先番先番先にににに手手手手がけられるのはがけられるのはがけられるのはがけられるのは地域地域地域地域だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。ぜひぜひぜひぜひこのこのこのこの宮古島宮古島宮古島宮古島がががが 21世紀世紀世紀世紀のののの持持持持続続続続可能可能可能可能なななな発発発発展展展展ののののモモモモデルデルデルデルととととしてしてしてして、、、、世世世世界界界界にににに先駆先駆先駆先駆けてすばらしいけてすばらしいけてすばらしいけてすばらしいモモモモデルデルデルデルをををを構築構築構築構築さささされてれてれてれて、、、、発信発信発信発信していっていただきたいしていっていただきたいしていっていただきたいしていっていただきたい。。。。そそそそれがれがれがれがひひひひいていていていてはははは環境環境環境環境都都都都市市市市にもなりますしにもなりますしにもなりますしにもなりますし、、、、技術技術技術技術のののの面面面面ではではではでは、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島はははは水水水水がががが少少少少ないということでないということでないということでないということで、、、、節水節水節水節水にににに、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは水水水水にににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみがががが昔昔昔昔からなされてきたわけでからなされてきたわけでからなされてきたわけでからなされてきたわけで、、、、それがそれがそれがそれが現在現在現在現在のののの成果成果成果成果をををを生生生生んでいるとんでいるとんでいるとんでいると思思思思うわけでうわけでうわけでうわけですすすす。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味でででで、、、、このこのこのこのポポポポテンシテンシテンシテンシャャャャルルルルをををを生生生生かしたかしたかしたかした、、、、そしてそしてそしてそして美美美美ししししささささ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは人人人人のののの一一一一体感体感体感体感というんですかというんですかというんですかというんですか、、、、地域地域地域地域としてのいたわりのとしてのいたわりのとしてのいたわりのとしてのいたわりの気気気気持持持持ちがちがちがちが完全完全完全完全にににに残残残残ってってってっているいるいるいる地域地域地域地域、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもうポポポポテンシテンシテンシテンシャャャャルルルルとしてはとしてはとしてはとしては世世世世界界界界にないにないにないにないポポポポテンシテンシテンシテンシャャャャルルルルだとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。ぜひぜひぜひぜひ世世世世界界界界にににに先駆先駆先駆先駆けてけてけてけてモモモモデルデルデルデルをつくってをつくってをつくってをつくって、、、、発信発信発信発信していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  私私私私たたたたちちちちゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムとしましてもとしましてもとしましてもとしましても、、、、私私私私たちができることはたちができることはたちができることはたちができることは何何何何でもやらせでもやらせでもやらせでもやらせていただきますのでていただきますのでていただきますのでていただきますので、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ頑張頑張頑張頑張っていただきたいとっていただきたいとっていただきたいとっていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。これをもちましてあいさこれをもちましてあいさこれをもちましてあいさこれをもちましてあいさつといたしますつといたしますつといたしますつといたします。。。。どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様へのごあいさつはへのごあいさつはへのごあいさつはへのごあいさつは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会長会長会長会長、、、、藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸よよよよりりりり申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました。。。。 
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記念講演記念講演記念講演記念講演 

 司会司会司会司会 

  会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様、、、、おおおお待待待待たせいたしましたたせいたしましたたせいたしましたたせいたしました。。。。早速早速早速早速、、、、記念講演記念講演記念講演記念講演にににに移移移移らせていただきますらせていただきますらせていただきますらせていただきます。。。。 

  講師講師講師講師はははは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学特別特別特別特別学学学学術顧問術顧問術顧問術顧問、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム学界学界学界学界ネットワーネットワーネットワーネットワークククク代表代表代表代表でででで、、、、現在現在現在現在はははは放送大学教授放送大学教授放送大学教授放送大学教授、、、、環境省環境省環境省環境省のののの中央環境審議会会長中央環境審議会会長中央環境審議会会長中央環境審議会会長もももも務務務務めていらっしめていらっしめていらっしめていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます、、、、鈴木基之鈴木基之鈴木基之鈴木基之さんをこれからさんをこれからさんをこれからさんをこれから舞台舞台舞台舞台ののののほほほほうにおうにおうにおうにお招招招招きしようときしようときしようときしようと思思思思いますいますいますいます。。。。きょうきょうきょうきょう、、、、演題演題演題演題はははは、「、「、「、「環境立環境立環境立環境立国戦略国戦略国戦略国戦略ととととエコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島」」」」となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。 

  鈴木鈴木鈴木鈴木さんをおさんをおさんをおさんをお迎迎迎迎えするえするえするえする前前前前にににに、、、、おおおお時時時時間間間間をちょうだいしてをちょうだいしてをちょうだいしてをちょうだいして経歴経歴経歴経歴をををを紹介紹介紹介紹介していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。1963 年年年年にににに東京東京東京東京大学大学大学大学法法法法学部学部学部学部をををを卒卒卒卒業業業業後後後後、、、、1968 年年年年にににに東京東京東京東京大学大学大学大学でででで科学工業科学工業科学工業科学工業博士博士博士博士をををを取得取得取得取得しましたしましたしましたしました。。。。そのそのそのその後後後後、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカにににに渡渡渡渡りますりますりますります。。。。カリフォルカリフォルカリフォルカリフォルニニニニアアアア大学大学大学大学デイビスデイビスデイビスデイビス校校校校にてにてにてにて研究研究研究研究員員員員としてとしてとしてとして着任着任着任着任。。。。そそそそのののの後後後後、、、、帰帰帰帰国国国国してしてしてして助助助助教授教授教授教授をををを経経経経てててて、、、、東京東京東京東京大学大学大学大学生生生生産産産産技術研究技術研究技術研究技術研究所教授所教授所教授所教授にににに着着着着任任任任しますしますしますします。。。。1998 年年年年からはからはからはからは、、、、国国国国際際際際連合大学連合大学連合大学連合大学副副副副学長学長学長学長としてとしてとしてとして環境環境環境環境とととと開発開発開発開発のののの研究研究研究研究プログラムプログラムプログラムプログラム部部部部門門門門をををを担当担当担当担当。。。。2003 年年年年からはからはからはからは放送大放送大放送大放送大学教授学教授学教授学教授、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学特別顧問特別顧問特別顧問特別顧問にににに着任着任着任着任。。。。2005 年年年年からはからはからはからは、、、、環境省環境省環境省環境省のののの中央環境審議会会長中央環境審議会会長中央環境審議会会長中央環境審議会会長にににに就就就就任任任任ししししていますていますていますています。。。。研究研究研究研究領領領領域域域域はははは、、、、環境環境環境環境技術技術技術技術開発開発開発開発、、、、環境環境環境環境ののののモモモモデルデルデルデル化化化化、、、、バイオアッバイオアッバイオアッバイオアッセセセセーーーーなどをなどをなどをなどを研究研究研究研究対対対対象象象象としていますとしていますとしていますとしています。。。。昨昨昨昨年年年年度度度度、、、、2007 年年年年のののの 5 月月月月にはにはにはには、、、、21世紀世紀世紀世紀環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略のののの策策策策定定定定にににに向向向向けたけたけたけた提提提提言言言言をををを取取取取りまとめていますりまとめていますりまとめていますりまとめています。。。。現在現在現在現在はははは、、、、特特特特ににににゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションのののの実実実実現現現現のためののためののためののための研究研究研究研究開発開発開発開発のののの推進推進推進推進にににに尽力尽力尽力尽力されておりますされておりますされておりますされております。。。。 

  さてさてさてさて、、、、先先先先ほほほほどからどからどからどからゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションというというというというフレーフレーフレーフレーズズズズ、、、、耳耳耳耳にににに届届届届いていることといていることといていることといていることと思思思思いますいますいますいますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、このこのこのこのフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムののののタイトルタイトルタイトルタイトルののののフレーフレーフレーフレーズズズズとしてもとしてもとしてもとしても使使使使われていますわれていますわれていますわれています。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ゼロゼロゼロゼロ、、、、つつつつまりごまりごまりごまりごみみみみのののの出出出出ないないないない資源循資源循資源循資源循環環環環型型型型のののの社会社会社会社会をつくることををつくることををつくることををつくることを目目目目指指指指すことをすことをすことをすことを言言言言いますいますいますいます。。。。このこのこのこのゼロエミゼロエミゼロエミゼロエミッションッションッションッションはははは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学がががが 1994 年年年年にににに提唱提唱提唱提唱したしたしたした構構構構想想想想でででで、、、、このこのこのこの考考考考ええええ方方方方はははは、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島のののの構構構構想想想想体系体系体系体系にもにもにもにも含含含含まれておりますまれておりますまれておりますまれております。。。。 

  これからこれからこれからこれから演題演題演題演題でおでおでおでお話話話話しししししてしてしてしていただくいただくいただくいただく鈴木鈴木鈴木鈴木さんのさんのさんのさんの著書著書著書著書のののの中中中中にはにはにはには、、、、『『『『ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション型型型型産業産業産業産業をめざしてをめざしてをめざしてをめざして』』』』等等等等、、、、300……………………以以以以上上上上あるということですあるということですあるということですあるということです。。。。受賞経歴受賞経歴受賞経歴受賞経歴ではではではでは、、、、日本日本日本日本水水水水環境学会学環境学会学環境学会学環境学会学術賞術賞術賞術賞、、、、国国国国際水際水際水際水学会学会学会学会ジェンジェンジェンジェンキキキキンンンンズズズズ賞賞賞賞などなどなどなど数数数数多多多多くくくく受賞受賞受賞受賞していますしていますしていますしています。。。。きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木さんにさんにさんにさんに、、、、地地地地球球球球温暖温暖温暖温暖化化化化のもとでののもとでののもとでののもとでの環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略がががが紹介紹介紹介紹介されるとともにされるとともにされるとともにされるとともに、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島によるによるによるによる取取取取りりりり組組組組みみみみとととと人間活人間活人間活人間活動動動動ののののパラダイムシフトパラダイムシフトパラダイムシフトパラダイムシフトについておについておについておについてお話話話話しいただきたいとしいただきたいとしいただきたいとしいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、改改改改めてごめてごめてごめてご紹介紹介紹介紹介しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学特別特別特別特別学学学学術顧問術顧問術顧問術顧問、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッションフォーラムンフォーラムンフォーラムンフォーラム学界学界学界学界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表でででで、、、、放送大学教授放送大学教授放送大学教授放送大学教授、、、、環境省中央環境審議会会長環境省中央環境審議会会長環境省中央環境審議会会長環境省中央環境審議会会長もももも務務務務めめめめていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます、、、、鈴木基之鈴木基之鈴木基之鈴木基之さんですさんですさんですさんです。。。。どうぞおどうぞおどうぞおどうぞお入入入入りくださいりくださいりくださいりください。。。。 

  演題演題演題演題はははは、「、「、「、「環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略ととととエコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島」」」」となってとなってとなってとなっていいいいますますますます。。。。ではではではでは、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしまいいたしまいいたしまいいたしますすすす。。。。 

 鈴木学界鈴木学界鈴木学界鈴木学界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表 

  このこのこのこの宮古島宮古島宮古島宮古島でででで今年今年今年今年 3 月月月月ににににエコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言をなさいましたをなさいましたをなさいましたをなさいました。。。。そのそのそのその記念記念記念記念としてことしてことしてことしてこのののの国連大学国連大学国連大学国連大学ののののゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムをここでをここでをここでをここで開催開催開催開催させていただくことをさせていただくことをさせていただくことをさせていただくことを、、、、大変光大変光大変光大変光栄栄栄栄にににに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。私私私私はははは、、、、最初最初最初最初ののののイントロダクションイントロダクションイントロダクションイントロダクションさせてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。いろいろいろいろいろいろいろいろ皆様皆様皆様皆様もうもうもうもう環境環境環境環境問問問問題題題題についてよくについてよくについてよくについてよく存存存存じでいらっしじでいらっしじでいらっしじでいらっしゃゃゃゃるとるとるとると思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、またまたまたまた、、、、もうもうもうもう間間間間もなくもなくもなくもなく洞爺湖洞爺湖洞爺湖洞爺湖でででで G8ササササミットミットミットミットがががが開催開催開催開催されされされされ、、、、そこのそこのそこのそこの大大大大きなきなきなきな話題話題話題話題のののの 1 つがつがつがつが地地地地球環境球環境球環境球環境問問問問題題題題ですですですです。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、実実実実はそのはそのはそのはその準備準備準備準備ということでもありませんがということでもありませんがということでもありませんがということでもありませんが、、、、昨昨昨昨年年年年、、、、日本日本日本日本はははは 21 世紀世紀世紀世紀環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略といといといというものうものうものうもの、、、、これはこれはこれはこれは安安安安倍首相倍首相倍首相倍首相のころですがのころですがのころですがのころですが、、、、きっちりとつくってありますきっちりとつくってありますきっちりとつくってありますきっちりとつくってあります。。。。そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを簡単簡単簡単簡単にごにごにごにご紹紹紹紹介介介介しながらしながらしながらしながら、、、、このこのこのこの宮古島宮古島宮古島宮古島がががが今今今今後後後後環境環境環境環境面面面面でのでのでのでの新新新新しいしいしいしい発信基発信基発信基発信基地地地地になっていただきたいになっていただきたいになっていただきたいになっていただきたい、、、、そういそういそういそうい
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うううう願願願願いをいをいをいを込込込込めてめてめてめて、、、、今今今今我我我我々々々々のののの置置置置かれているかれているかれているかれている状状状状況況況況をざっとおをざっとおをざっとおをざっとお話話話話しできればとしできればとしできればとしできればと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  一一一一体体体体、、、、今今今今、、、、私私私私たちはどういうたちはどういうたちはどういうたちはどういう状状状状況況況況にあるのかにあるのかにあるのかにあるのか、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは一一一一体体体体どこからどこからどこからどこから来来来来てどこにいるのてどこにいるのてどこにいるのてどこにいるのかかかか。。。。人間活人間活人間活人間活動動動動がががが非常非常非常非常にににに大大大大きくなってしまっているきくなってしまっているきくなってしまっているきくなってしまっている、、、、そういうようなことをそういうようなことをそういうようなことをそういうようなことをベベベベースースースースにいたしにいたしにいたしにいたしましてましてましてまして、、、、21 世紀世紀世紀世紀環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略というものはというものはというものはというものは一一一一体体体体どういうものなのかどういうものなのかどういうものなのかどういうものなのか、、、、それをざっとおそれをざっとおそれをざっとおそれをざっとお話話話話しししししたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、やはりこれからやはりこれからやはりこれからやはりこれから一一一一体私体私体私体私たちはどこへたちはどこへたちはどこへたちはどこへ向向向向かっていかなくてはかっていかなくてはかっていかなくてはかっていかなくてはいけないのかいけないのかいけないのかいけないのか、、、、そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味でででで、、、、パラダイムシフトパラダイムシフトパラダイムシフトパラダイムシフトというというというという言言言言葉葉葉葉をここにをここにをここにをここに使使使使ってありますがってありますがってありますがってありますが、、、、考考考考ええええ方方方方をどうをどうをどうをどう変変変変えていかなくてはいけないかえていかなくてはいけないかえていかなくてはいけないかえていかなくてはいけないか、、、、そういうようなことをそういうようなことをそういうようなことをそういうようなことを、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと雑駁雑駁雑駁雑駁なななな話話話話になるかとになるかとになるかとになるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、進進進進めさせていただきたいとめさせていただきたいとめさせていただきたいとめさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  まずまずまずまず最初最初最初最初にににに、、、、私私私私たちたちたちたち人類人類人類人類というものはどこからというものはどこからというものはどこからというものはどこから来来来来てててて、、、、一一一一体体体体、、、、今今今今どういうどういうどういうどういう状状状状況況況況にあるのかにあるのかにあるのかにあるのか。。。。これはこれはこれはこれは、、、、実実実実はかなりはかなりはかなりはかなり深深深深刻刻刻刻なななな状状状状況況況況にありますにありますにありますにあります。。。。ごごごご承知承知承知承知のようにのようにのようにのように、、、、人類人類人類人類、、、、ヒヒヒヒトトトトというのはというのはというのはというのは約約約約 500万万万万年前年前年前年前ににににアフリカアフリカアフリカアフリカのののの東東東東側側側側でででで発発発発生生生生しましたしましたしましたしました。。。。それまではそれまではそれまではそれまでは、、、、我我我我々々々々のののの祖祖祖祖先先先先はははは木木木木のののの上上上上をををを飛飛飛飛びびびび回回回回ってってってって生生生生きていたわけですきていたわけですきていたわけですきていたわけです。。。。それがそれがそれがそれが、、、、地地地地球環境球環境球環境球環境問問問問題題題題とととと言言言言ってもいいとってもいいとってもいいとってもいいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、アフリカアフリカアフリカアフリカのののの東東東東側側側側がががが乾燥乾燥乾燥乾燥化化化化しししし、、、、砂漠砂漠砂漠砂漠化化化化といってよいでしょうがといってよいでしょうがといってよいでしょうがといってよいでしょうが、、、、森林森林森林森林がががが劣劣劣劣化化化化したしたしたした。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、木木木木のののの上上上上にににに暮暮暮暮らしていたらしていたらしていたらしていた我我我我々々々々のののの祖祖祖祖先先先先がががが、、、、暮暮暮暮らすらすらすらす場場場場がなくなりがなくなりがなくなりがなくなり、、、、地上地上地上地上におりにおりにおりにおり立立立立ってってってって生活生活生活生活しなくてはいけしなくてはいけしなくてはいけしなくてはいけなくなったなくなったなくなったなくなった。。。。これがこれがこれがこれが実実実実はははは人類人類人類人類のののの発発発発生生生生のののの最初最初最初最初ですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題というところがというところがというところがというところが、、、、ああああるるるる意味意味意味意味ではではではではヒヒヒヒトトトトがががが発発発発生生生生したきっかけになったしたきっかけになったしたきっかけになったしたきっかけになった、、、、こういうおもしろいこういうおもしろいこういうおもしろいこういうおもしろい事事事事象象象象でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。そそそそれれれれ以以以以来来来来、、、、直直直直立立立立歩歩歩歩行行行行をををを始始始始めますからめますからめますからめますから、、、、脳脳脳脳がががが発発発発達達達達しししし、、、、手手手手がががが使使使使えるようになりえるようになりえるようになりえるようになり、、、、集集集集団団団団でででで移移移移動動動動するするするするようになってようになってようになってようになって言言言言葉葉葉葉をををを使使使使いいいい、、、、火火火火をををを使使使使うようになるというようなうようになるというようなうようになるというようなうようになるというような進進進進化化化化をををを経経経経てててて、、、、随随随随分分分分時時時時間間間間がたちがたちがたちがたちますがますがますがますが、、、、8,000 年年年年からからからから 1万万万万年前年前年前年前ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに人類人類人類人類はははは定定定定住住住住生活生活生活生活をををを始始始始めるめるめるめる。。。。それはなそれはなそれはなそれはなぜぜぜぜかといいますかといいますかといいますかといいますとととと、、、、食糧難食糧難食糧難食糧難にににに陥陥陥陥ったことによってったことによってったことによってったことによって農農農農業業業業というというというという手手手手段段段段をををを手手手手にするにするにするにする。。。。それによってそれによってそれによってそれによって十十十十分分分分なななな食糧食糧食糧食糧をををを得得得得るるるる。。。。こういうこういうこういうこういう方法方法方法方法をををを開発開発開発開発するわけでありますするわけでありますするわけでありますするわけであります。。。。それはやはりそれはやはりそれはやはりそれはやはり地地地地球環境球環境球環境球環境のののの変変変変化化化化にににに関関関関連連連連してしてしてしていますいますいますいます。。。。ここにここにここにここに「「「「ヤヤヤヤンンンンガガガガードリアスードリアスードリアスードリアス」」」」とありますがとありますがとありますがとありますが、、、、地地地地球球球球がががが冷冷冷冷えたえたえたえた時期時期時期時期にににに食糧食糧食糧食糧がががが十十十十分分分分にににに採採採採取出取出取出取出来来来来なくなったなくなったなくなったなくなった。。。。それでそれでそれでそれで、、、、それまではそれまではそれまではそれまでは地上地上地上地上をををを飛飛飛飛びびびび回回回回ってってってって野野野野生生生生動動動動物物物物をををを狩狩狩狩りりりり、、、、野野野野生生生生植植植植物物物物からからからから食糧食糧食糧食糧をををを得得得得るということがるということがるということがるということが出出出出来来来来なくなりなくなりなくなりなくなり、、、、農農農農業業業業というというというという形形形形でででで定定定定住住住住生活生活生活生活をををを始始始始めますめますめますめます。。。。地地地地球環境球環境球環境球環境のののの変変変変化化化化とととと絡絡絡絡んでいたといえるのはんでいたといえるのはんでいたといえるのはんでいたといえるのは、、、、実実実実はははは地地地地球球球球のののの上上上上のののの全全全全くくくく違違違違うううう場所場所場所場所、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち、、、、パレスティパレスティパレスティパレスティナナナナ、、、、メメメメソソソソポポポポタミアタミアタミアタミア、、、、ナナナナイルデルタイルデルタイルデルタイルデルタ、、、、東東東東南南南南アジアアジアアジアアジア、、、、中国中国中国中国、、、、というというというという全全全全くくくく違違違違うところでうところでうところでうところで、、、、ほほほほぼぼぼぼ同同同同じじじじ時時時時期期期期にこういうにこういうにこういうにこういう農農農農業業業業のののの発発発発生生生生があったことからがあったことからがあったことからがあったことから、、、、環境変環境変環境変環境変化化化化がそのきっかけになっているとがそのきっかけになっているとがそのきっかけになっているとがそのきっかけになっていると言言言言わわわわれるわけですれるわけですれるわけですれるわけです。。。。こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに、、、、定定定定住住住住をををを始始始始めたことによりめたことによりめたことによりめたことにより、、、、実実実実はははは地地地地球球球球というものはというものはというものはというものは非常非常非常非常にににに大大大大きくきくきくきく変変変変わっていくこととなりますわっていくこととなりますわっていくこととなりますわっていくこととなります。。。。 さらにさらにさらにさらに大大大大きなきなきなきな変変変変革革革革がががが生生生生じたのはじたのはじたのはじたのは、、、、3,000 年年年年からからからから 4,000 年前年前年前年前にににに、、、、4 大大大大文明文明文明文明とととと言言言言われるわれるわれるわれる、、、、よくよくよくよく皆皆皆皆さんごさんごさんごさんご存存存存じのじのじのじのエジプトエジプトエジプトエジプト、、、、シシシシュュュュメメメメールールールール、、、、黄河黄河黄河黄河、、、、インダスインダスインダスインダス、、、、こういうこういうこういうこういう文明文明文明文明がががが発発発発達達達達したことでしたことでしたことでしたことでしょうしょうしょうしょう。。。。ここではここではここではここでは、、、、農農農農業業業業のののの進進進進歩歩歩歩がががが大大大大きくかかわっていますきくかかわっていますきくかかわっていますきくかかわっています。。。。産業産業産業産業としてのとしてのとしてのとしての農農農農業業業業がががが発発発発達達達達するするするする。。。。それまではそれまではそれまではそれまでは自分自分自分自分のののの食食食食べべべべるものをるものをるものをるものを自分自分自分自分でででで耕耕耕耕すというすというすというすという、、、、自自自自給給給給自自自自足足足足的的的的なやりなやりなやりなやり方方方方だったわけですがだったわけですがだったわけですがだったわけですが、、、、ここでそうではなくなったここでそうではなくなったここでそうではなくなったここでそうではなくなった。。。。1 人人人人でででで 10 人分人分人分人分のののの食糧食糧食糧食糧をををを生生生生産産産産できるできるできるできる。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、9 人人人人のののの人人人人はははは食糧食糧食糧食糧生生生生産産産産のののの仕仕仕仕事事事事がなくなるがなくなるがなくなるがなくなる。。。。それによってそれによってそれによってそれによって、、、、いわばいわばいわばいわば社会社会社会社会システムシステムシステムシステムというものがというものがというものがというものが生生生生まれていまれていまれていまれていくんですくんですくんですくんですねねねね。。。。都都都都市市市市のののの文明文明文明文明というものがというものがというものがというものが生生生生まれていくまれていくまれていくまれていく、、、、というようなというようなというようなというような経経経経過過過過をたどりますをたどりますをたどりますをたどります。。。。 

  近近近近代科学代科学代科学代科学とととと言言言言われるものがわれるものがわれるものがわれるものが発発発発生生生生したのはしたのはしたのはしたのは、、、、17 世紀世紀世紀世紀、、、、ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパでのでのでのでのみみみみ発発発発生生生生したというしたというしたというしたという皮皮皮皮肉肉肉肉なことがありますなことがありますなことがありますなことがあります。。。。これはこれはこれはこれは、、、、小氷小氷小氷小氷期期期期、、、、やはりやはりやはりやはり寒冷寒冷寒冷寒冷期期期期にににに、、、、西欧西欧西欧西欧でででで大大大大航航航航海海海海時代時代時代時代にににに他他他他のののの地域地域地域地域かかかからららら入入入入ってきたってきたってきたってきた感感感感染症染症染症染症のののの広広広広がりであるとかがりであるとかがりであるとかがりであるとか、、、、貧困貧困貧困貧困であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題がががが起起起起こりますこりますこりますこります。。。。そそそそれをれをれをれを克克克克服服服服するためにするためにするためにするために、、、、いわばいわばいわばいわば近近近近代科学代科学代科学代科学、、、、理科理科理科理科のののの教科教科教科教科書書書書によくによくによくによく出出出出てくるてくるてくるてくるニニニニュュュュートンートンートンートンであるとであるとであるとであるとかかかか、、、、ボボボボイルイルイルイル、、、、シシシシャャャャルルルルルルルル、、、、ララララボボボボアジェアジェアジェアジェ、、、、こういうようなこういうようなこういうようなこういうような人人人人々々々々、、、、それからそれからそれからそれから社会科学社会科学社会科学社会科学、、、、哲哲哲哲学学学学でもでもでもでもデカルトデカルトデカルトデカルト、、、、ベベベベーコンーコンーコンーコン、、、、こういうこういうこういうこういう方方方方々々々々がががが生生生生まれてくるわけですまれてくるわけですまれてくるわけですまれてくるわけです。。。。ここでここでここでここで、、、、自然自然自然自然というものをというものをというものをというものを機機機機械械械械的的的的にににに、、、、物物物物理理理理的的的的にににに考考考考えるというえるというえるというえるという、、、、そういうそういうそういうそういう哲哲哲哲学学学学がががが西欧西欧西欧西欧でででで発発発発生生生生してしまいましたしてしまいましたしてしまいましたしてしまいました。。。。それがそれがそれがそれが、、、、



 7 

そのそのそのその後後後後、、、、石炭石炭石炭石炭、、、、石油石油石油石油というというというという便利便利便利便利ななななエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー源源源源をををを手手手手にしてにしてにしてにして、、、、産業産業産業産業革革革革命命命命につながりにつながりにつながりにつながり、、、、実実実実はははは、、、、そのことがそのことがそのことがそのことが現在現在現在現在のののの大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題をををを生生生生むむむむことになりますことになりますことになりますことになります。。。。これがこれがこれがこれが今今今今私私私私たちがたちがたちがたちが直面直面直面直面しているしているしているしている問問問問題題題題でででで、、、、人間活人間活人間活人間活動動動動がががが巨巨巨巨大大大大化化化化してしまいしてしまいしてしまいしてしまい、、、、我我我我々々々々のののの環境環境環境環境がががが有限有限有限有限であるであるであるである、、、、我我我我々々々々のののの身身身身のののの回回回回りのりのりのりの色色色色々々々々なななな環環環環境境境境というものがというものがというものがというものが有限有限有限有限であるということをいわばであるということをいわばであるということをいわばであるということをいわば知知知知らされてしまうことになりますらされてしまうことになりますらされてしまうことになりますらされてしまうことになります。。。。有限有限有限有限とととというのはいうのはいうのはいうのは一一一一体体体体どういうことなのかどういうことなのかどういうことなのかどういうことなのか。。。。これはわかりにくいかもしれませんこれはわかりにくいかもしれませんこれはわかりにくいかもしれませんこれはわかりにくいかもしれません。。。。しかししかししかししかし、、、、特特特特にににに有有有有限限限限であるということをであるということをであるということをであるということを強強強強くくくく認識認識認識認識しなくてはいけなくなったのはしなくてはいけなくなったのはしなくてはいけなくなったのはしなくてはいけなくなったのは 1990 年代年代年代年代、、、、今今今今からからからから 20 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい前前前前からのからのからのからの話話話話ですですですです。。。。 

  実実実実はははは、、、、1980 年代年代年代年代ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから情情情情報技術報技術報技術報技術、、、、コンピコンピコンピコンピュュュュータータータータをををを使使使使ってのってのってのっての技術技術技術技術、、、、ネットスネットスネットスネットスケケケケープープープープととととかかかか、、、、ああいうものがああいうものがああいうものがああいうものが普及普及普及普及してきたのがしてきたのがしてきたのがしてきたのが 1980 年代年代年代年代。。。。それからそれからそれからそれから突如突如突如突如世世世世界中界中界中界中ががががネットネットネットネットでででで結結結結ばれるばれるばれるばれるというようなことになったわけですというようなことになったわけですというようなことになったわけですというようなことになったわけです。。。。衛星衛星衛星衛星をををを通通通通じてじてじてじて、、、、モモモモザンビークザンビークザンビークザンビークのののの洪洪洪洪水水水水などなどなどなど、、、、地地地地球球球球のののの反反反反対対対対側側側側でででで何何何何がががが起起起起こっているかということがこっているかということがこっているかということがこっているかということが瞬瞬瞬瞬時時時時にににに見見見見えるようになってしまったえるようになってしまったえるようになってしまったえるようになってしまった。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、地地地地球球球球におけるにおけるにおけるにおける情情情情報報報報距離距離距離距離がががが小小小小さくなるさくなるさくなるさくなる。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ごごごご承知承知承知承知のようにのようにのようにのように、、、、89 年年年年ににににベベベベルリンルリンルリンルリンのののの壁壁壁壁がががが破破破破れてれてれてれて、、、、それまではそれまではそれまではそれまでは東東東東とととと西西西西というというというという 2 つのつのつのつの地域地域地域地域にににに分分分分かれていたかれていたかれていたかれていた、、、、そのそのそのその価値価値価値価値観観観観がいわばがいわばがいわばがいわば 1つにまとまってしまいまつにまとまってしまいまつにまとまってしまいまつにまとまってしまいましたしたしたした。。。。これがこれがこれがこれが実実実実はははは良良良良いこともありますがいこともありますがいこともありますがいこともありますが、、、、大変大変大変大変困困困困ったったったった問問問問題題題題をいろをいろをいろをいろいろといろといろといろと生生生生みみみみ出出出出しましたしましたしましたしました。。。。それはそれはそれはそれは、、、、地地地地球球球球上上上上をををを全全全全部部部部 1 つのつのつのつの、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカ型型型型のののの経済経済経済経済がががが支配支配支配支配してしましてしましてしましてしまうううう、、、、こういうようなことになってこういうようなことになってこういうようなことになってこういうようなことになって、、、、かえってかえってかえってかえって不不不不安安安安定定定定感感感感をををを増増増増していくというようなことになしていくというようなことになしていくというようなことになしていくというようなことになってきましたってきましたってきましたってきました。。。。ごごごご承知承知承知承知のようにのようにのようにのように、、、、投投投投機機機機的的的的なおなおなおなお金金金金によってによってによってによって今今今今物価物価物価物価がががが、、、、石油石油石油石油のののの値値値値段段段段であったりであったりであったりであったり、、、、食糧食糧食糧食糧であったりであったりであったりであったり、、、、色色色色々々々々なもののなもののなもののなものの値値値値段段段段がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん上上上上がっていくというようなこともがっていくというようなこともがっていくというようなこともがっていくというようなことも、、、、このこのこのこの経経経経済済済済のののの一一一一元元元元化化化化がなければそんなにがなければそんなにがなければそんなにがなければそんなに大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題にはなっていなかったかもしれないにはなっていなかったかもしれないにはなっていなかったかもしれないにはなっていなかったかもしれない。。。。世世世世界界界界全体全体全体全体がそういうがそういうがそういうがそういう形形形形でででで、、、、いわいわいわいわゆゆゆゆるるるるグローバルグローバルグローバルグローバル化化化化というというというという形形形形でででで 1 つにつにつにつになっていくということはなっていくということはなっていくということはなっていくということは、、、、それそれそれそれはそれでまたはそれでまたはそれでまたはそれでまた大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題をををを生生生生んでいくわけですんでいくわけですんでいくわけですんでいくわけです。。。。それによってそれによってそれによってそれによって地地地地球球球球のののの全体全体全体全体像像像像がががが見見見見えてきてえてきてえてきてえてきてしまったしまったしまったしまった。。。。 

  もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、地地地地球球球球にににに関関関関するするするする非常非常非常非常にににに大大大大きなことはきなことはきなことはきなことは、、、、気気気気候候候候変動変動変動変動。。。。地地地地球環境球環境球環境球環境問問問問題題題題にににに見見見見られるようられるようられるようられるようにににに、、、、地地地地球球球球のののの上上上上でででで一一一一体何体何体何体何がががが起起起起こればどこにこればどこにこればどこにこればどこに影響影響影響影響するということもするということもするということもするということも見見見見えてきてしまいましたえてきてしまいましたえてきてしまいましたえてきてしまいました。。。。これもこれもこれもこれも 20 年年年年以以以以上上上上前前前前、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの前前前前のののの世世世世代代代代のののの方方方方々々々々はははは、、、、自分自分自分自分のところでいくらのところでいくらのところでいくらのところでいくら石炭石炭石炭石炭をををを燃燃燃燃やそうがやそうがやそうがやそうが何何何何しようがしようがしようがしようが、、、、地地地地球球球球がそれによってがそれによってがそれによってがそれによって影響影響影響影響をををを受受受受けるなんてけるなんてけるなんてけるなんて考考考考えてもいなかったえてもいなかったえてもいなかったえてもいなかった。。。。しかししかししかししかし、、、、今今今今はははは科学科学科学科学がががが進進進進歩歩歩歩したことによってしたことによってしたことによってしたことによって、、、、それがそれがそれがそれが見見見見えるようになってしまったわけですえるようになってしまったわけですえるようになってしまったわけですえるようになってしまったわけです。。。。これもこれもこれもこれも、、、、地地地地球球球球というもののというもののというもののというものの大大大大きさがきさがきさがきさが有限有限有限有限であるということをであるということをであるということをであるということを知知知知ってしまったということのってしまったということのってしまったということのってしまったということの現現現現れなのでれなのでれなのでれなのですすすす。。。。 

  有限有限有限有限なななな地地地地球球球球のののの上上上上にはにはにはには限限限限られたられたられたられた資源資源資源資源しかないしかないしかないしかない。。。。エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、食糧食糧食糧食糧、、、、水水水水、、、、環境環境環境環境資源資源資源資源というもというもというもというものものものものも有限有限有限有限ですですですです。。。。自然生自然生自然生自然生態態態態系系系系というものもというものもというものもというものも有限有限有限有限。。。。そういうものをめそういうものをめそういうものをめそういうものをめぐぐぐぐってってってって多分多分多分多分これからいろこれからいろこれからいろこれからいろいろないろないろないろな取取取取りりりり合合合合いにいにいにいに基基基基づくづくづくづく紛争紛争紛争紛争がががが起起起起こっていくかもしれないこっていくかもしれないこっていくかもしれないこっていくかもしれない。。。。そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、1 つになったつになったつになったつになった地地地地球球球球のののの上上上上にににに、、、、文明文明文明文明、、、、倫倫倫倫理理理理、、、、宗宗宗宗教教教教、、、、価値価値価値価値観観観観のののの違違違違うううう人人人人たちがいったちがいったちがいったちがいっぱぱぱぱいいいい共共共共存存存存することになっていくすることになっていくすることになっていくすることになっていく。。。。大変大大変大大変大大変大きなきなきなきな変変変変化化化化がこれからがこれからがこれからがこれから起起起起こっていくわけですこっていくわけですこっていくわけですこっていくわけですねねねね。。。。またまたまたまた、、、、有限有限有限有限なところにすんでいるとなところにすんでいるとなところにすんでいるとなところにすんでいるといういういういう閉塞閉塞閉塞閉塞感感感感というのもまたというのもまたというのもまたというのもまた私私私私はははは非常非常非常非常にににに大大大大きいときいときいときいと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今まではまではまではまでは、、、、問問問問題題題題がががが起起起起こるとこるとこるとこると、、、、幌幌幌幌馬車馬車馬車馬車でででで西西西西へへへへ西西西西へとへとへとへと進進進進んでんでんでんで行行行行くとくとくとくと、、、、そこにそこにそこにそこに新新新新天天天天地地地地があるがあるがあるがある。。。。船船船船にににに乗乗乗乗ってってってって大大大大航航航航海海海海にににに乗乗乗乗りりりり出出出出すとすとすとすと、、、、どこかにどこかにどこかにどこかに新新新新しいしいしいしい未未未未知知知知のののの世世世世界界界界があるがあるがあるがある。。。。そういうそういうそういうそういう時代時代時代時代もありましたがもありましたがもありましたがもありましたが、、、、今今今今はそういうものはなはそういうものはなはそういうものはなはそういうものはないんですいんですいんですいんです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、そこからそこからそこからそこから起起起起こるこるこるこる閉塞閉塞閉塞閉塞感感感感というものはというものはというものはというものは人間人間人間人間のののの心心心心理理理理状状状状態態態態にもにもにもにも大大大大きなきなきなきな影影影影響響響響をををを与与与与えるかもしれないえるかもしれないえるかもしれないえるかもしれない。。。。くどいようですがくどいようですがくどいようですがくどいようですが、、、、有限有限有限有限であるということをであるということをであるということをであるということを我我我我々々々々はははは知知知知ってしまってしまってしまってしまったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。このこのこのこの有限有限有限有限であるということにであるということにであるということにであるということに真真真真のののの意味意味意味意味でででで直面直面直面直面したのはしたのはしたのはしたのは、、、、実実実実はははは今今今今ここにいるここにいるここにいるここにいる世世世世代代代代がががが、、、、人類人類人類人類のののの 500 万万万万年年年年のののの歴歴歴歴史史史史のののの中中中中でででで初初初初めてめてめてめてなんですなんですなんですなんですねねねね。。。。あるあるあるある意味意味意味意味ではではではでは非常非常非常非常にににに怖怖怖怖いことでいことでいことでいことでもありますもありますもありますもあります。。。。 

  図図図図にはにはにはには人人人人口口口口のののの増増増増加加加加をををを示示示示していますしていますしていますしています。。。。農農農農業業業業をををを始始始始めてからずっとめてからずっとめてからずっとめてからずっと人人人人口口口口はははは増増増増えていきましたがえていきましたがえていきましたがえていきましたが、、、、
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年年年年率率率率 0.05%位位位位のののの緩緩緩緩やかなやかなやかなやかな伸伸伸伸びびびびがががが続続続続いていましたいていましたいていましたいていました。。。。急急急急激激激激にににに増増増増えだしたのはえだしたのはえだしたのはえだしたのは産業産業産業産業革革革革命命命命からですからですからですからです。。。。農農農農業業業業をををを始始始始めたころはめたころはめたころはめたころは地地地地球球球球上上上上でででで 300 万万万万人人人人ぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。それがそれがそれがそれが、、、、キキキキリストリストリストリストがががが生生生生まれたころにはまれたころにはまれたころにはまれたころには 2 億億億億人人人人ぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。それがそれがそれがそれが今今今今はははは 67 億億億億、、、、大変大変大変大変なななな数数数数になっていますになっていますになっていますになっています。。。。67 億億億億人位人位人位人位今今今今いるわけですがいるわけですがいるわけですがいるわけですが、、、、50年前年前年前年前にはにはにはには 30億億億億人位人位人位人位、、、、2050 年年年年にはこれがにはこれがにはこれがにはこれが 90億億億億人人人人になろうとしていますになろうとしていますになろうとしていますになろうとしています。。。。今今今今でさえでさえでさえでさえ地地地地球球球球のののの大大大大きさがきさがきさがきさが有限有限有限有限であることがであることがであることがであることが問問問問題題題題となっていとなっていとなっていとなっているのにるのにるのにるのに、、、、それがさらにそれがさらにそれがさらにそれがさらに人人人人口口口口がががが今今今今よりよりよりより 5 割近割近割近割近くくくく増増増増ええええるるるる。。。。一一一一体体体体将来将来将来将来どうなるのかどうなるのかどうなるのかどうなるのか。。。。これはこれはこれはこれは実実実実はははは人類人類人類人類にとってはにとってはにとってはにとっては非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題をををを迎迎迎迎えることにえることにえることにえることになるとなるとなるとなると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  次次次次ののののアジアアジアアジアアジア地域地域地域地域のののの図図図図をごをごをごをご覧覧覧覧下下下下さいさいさいさい。。。。雨雨雨雨のののの降降降降りりりり方方方方がががが地域地域地域地域によってによってによってによって非常非常非常非常にににに違違違違うううう。。。。降降降降水量水量水量水量のののの多多多多いいいい青青青青いいいい地域地域地域地域はははは緑緑緑緑がががが多多多多いいいい。。。。確確確確かにかにかにかに、、、、衛星衛星衛星衛星からからからから見見見見るとるとるとると次次次次のののの図図図図のようにのようにのようにのように、、、、緑緑緑緑にににに見見見見えるわけですがえるわけですがえるわけですがえるわけですが、、、、これをよりこれをよりこれをよりこれをより詳細詳細詳細詳細にににに見見見見るとるとるとると、、、、実実実実はははは昔昔昔昔はははは森林森林森林森林であったものでであったものでであったものでであったもので今今今今残残残残っているのはこのっているのはこのっているのはこのっているのはこの濃濃濃濃いいいい緑緑緑緑のとのとのとのところだけですころだけですころだけですころだけです。。。。薄薄薄薄いいいい緑緑緑緑はははは、、、、人人人人工工工工林林林林、、、、後後後後でででで植林植林植林植林されたところされたところされたところされたところ。。。。茶茶茶茶色色色色いところはいところはいところはいところは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、空空空空からからからから見見見見ればればればれば緑緑緑緑ですがですがですがですが、、、、もはやもはやもはやもはや森林森林森林森林ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、農農農農地地地地になっているになっているになっているになっている部部部部分分分分ですですですです。。。。中国中国中国中国、、、、インインインインドドドドなどなどなどなど、、、、こういうところがこういうところがこういうところがこういうところが多多多多いですいですいですいですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、そこはそこはそこはそこは人間人間人間人間がががが農農農農業業業業をををを始始始始めたことによっめたことによっめたことによっめたことによってててて土土土土地地地地利用利用利用利用がががが大大大大きくきくきくきく変変変変わってしまったところわってしまったところわってしまったところわってしまったところ、、、、というというというというふふふふうにうにうにうに考考考考えることがえることがえることがえることが出出出出来来来来ますますますます。。。。ちなちなちなちなみみみみにににに、、、、このこのこのこの同同同同じじじじ地域地域地域地域をををを夜眺夜眺夜眺夜眺めてめてめてめてみみみみるとるとるとると、、、、次次次次のののの図図図図のようにのようにのようにのように見見見見えるんですえるんですえるんですえるんです。。。。さっきさっきさっきさっき茶茶茶茶色色色色くくくく塗塗塗塗らららられていたれていたれていたれていた部部部部分分分分にはにはにはには、、、、ずっとずっとずっとずっと点点点点々々々々とととと明明明明かりがついていますかりがついていますかりがついていますかりがついています。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、人間人間人間人間がががが住住住住んでいるとんでいるとんでいるとんでいるということですいうことですいうことですいうことです。。。。黒黒黒黒いいいい部部部部分分分分、、、、モモモモンンンンゴゴゴゴルルルルはこのはこのはこのはこの辺辺辺辺でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか、、、、北朝北朝北朝北朝鮮鮮鮮鮮、、、、こういうところがこういうところがこういうところがこういうところが黒黒黒黒いいいいわけですわけですわけですわけです。。。。ちなちなちなちなみみみみにににに、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島もももも、、、、夜夜夜夜になるとになるとになるとになると宇宙宇宙宇宙宇宙からしっかりからしっかりからしっかりからしっかり見見見見えるわけですえるわけですえるわけですえるわけです。。。。 

  こういうようなことでこういうようなことでこういうようなことでこういうようなことで、、、、人間人間人間人間のののの活活活活動動動動というのがいかにというのがいかにというのがいかにというのがいかに地地地地球球球球上上上上でででで広広広広がっていってしまったがっていってしまったがっていってしまったがっていってしまったのかのかのかのか。。。。これをこれをこれをこれを見見見見てててて感感感感じていただければよろしいわけですじていただければよろしいわけですじていただければよろしいわけですじていただければよろしいわけです。。。。 

  今今今今、、、、人間活人間活人間活人間活動動動動がががが大大大大きくなりきくなりきくなりきくなり過過過過ぎぎぎぎたためにいろんなたためにいろんなたためにいろんなたためにいろんな問問問問題題題題がががが起起起起こっていてこっていてこっていてこっていて、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち一一一一番番番番大大大大きいときいときいときいと思思思思われるわれるわれるわれる問問問問題題題題はははは温暖化温暖化温暖化温暖化のののの問問問問題題題題ですですですです。。。。これはもうおこれはもうおこれはもうおこれはもうお話話話話しするまでもないかもしれませしするまでもないかもしれませしするまでもないかもしれませしするまでもないかもしれませんんんん。。。。地地地地球球球球全体全体全体全体がががが目目目目玉焼玉焼玉焼玉焼きのようにきのようにきのようにきのように温温温温まっているということですまっているということですまっているということですまっているということですねねねね。。。。これもこれもこれもこれも新聞新聞新聞新聞そのそのそのその他他他他でででで皆皆皆皆さんよくごさんよくごさんよくごさんよくご承知承知承知承知だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。いろんないろんないろんないろんな、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、北極北極北極北極域域域域のののの海海海海氷氷氷氷、、、、海海海海のののの上上上上のののの氷氷氷氷がががが 24 年年年年間間間間のののの間間間間にこれだけのにこれだけのにこれだけのにこれだけの大大大大きさからきさからきさからきさから小小小小さくなっているさくなっているさくなっているさくなっている、、、、こういうようこういうようこういうようこういうようなことですなことですなことですなことです。。。。北極北極北極北極のののの部部部部分分分分のののの氷氷氷氷のののの面面面面積積積積なんてどうってことないだろうなんてどうってことないだろうなんてどうってことないだろうなんてどうってことないだろう、、、、こうこうこうこう思思思思われるかもしれませんがわれるかもしれませんがわれるかもしれませんがわれるかもしれませんが、、、、これをこれをこれをこれを仔細仔細仔細仔細にににに面面面面積積積積をををを追追追追いかけていきますといかけていきますといかけていきますといかけていきますと、、、、1980 年年年年ぐぐぐぐらいからずっとらいからずっとらいからずっとらいからずっと減減減減りつつあるりつつあるりつつあるりつつある。。。。これはこれはこれはこれは夏夏夏夏のののの面面面面積積積積。。。。夏夏夏夏とととと冬冬冬冬でででで異異異異なりますなりますなりますなります。。。。今今今今心心心心配配配配されているのはされているのはされているのはされているのは、、、、これがこれがこれがこれが 2030 年年年年になるになるになるになる前前前前ににににゼロゼロゼロゼロになるのではなになるのではなになるのではなになるのではないかというようなことですいかというようなことですいかというようなことですいかというようなことです。。。。まあまあまあまあ、、、、減減減減りりりり出出出出すとすとすとすと早早早早いいいい、、、、加速加速加速加速していっているしていっているしていっているしていっている。。。。これこれこれこれ、、、、ゼロゼロゼロゼロにににになったっていいじなったっていいじなったっていいじなったっていいじゃゃゃゃないかとないかとないかとないかと思思思思われるかもしれませんわれるかもしれませんわれるかもしれませんわれるかもしれません。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、ゼロゼロゼロゼロになるとになるとになるとになると北極北極北極北極をををを船船船船がががが冬冬冬冬でもでもでもでも通通通通れるようになるれるようになるれるようになるれるようになる、、、、便利便利便利便利になるになるになるになる、、、、いろんなことがあるわけですいろんなことがあるわけですいろんなことがあるわけですいろんなことがあるわけです。。。。このこのこのこの地域地域地域地域でででで雪雪雪雪にににに埋埋埋埋もれていたもれていたもれていたもれていた資源資源資源資源がががが人間人間人間人間のののの手手手手にににに入入入入るかもしれないるかもしれないるかもしれないるかもしれない。。。。しかししかししかししかし、、、、ここでここでここでここで、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、北極北極北極北極のののの雪氷雪氷雪氷雪氷だけをだけをだけをだけを考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、実実実実はこのはこのはこのはこの氷氷氷氷がががが太陽太陽太陽太陽からからからから来来来来るるるる熱熱熱熱線線線線をかなりをかなりをかなりをかなり反射反射反射反射してしてしてして地地地地球球球球をををを守守守守ってくれてってくれてってくれてってくれているいるいるいる部部部部分分分分もありますもありますもありますもあります。。。。それがそれがそれがそれが、、、、反射率反射率反射率反射率がががが少少少少しでもしでもしでもしでも少少少少なくなっていくとなくなっていくとなくなっていくとなくなっていくと、、、、地地地地球球球球のののの温暖化温暖化温暖化温暖化といといといというものがうものがうものがうものが加速加速加速加速されていくということがありますされていくということがありますされていくということがありますされていくということがあります。。。。 このこのこのこの図図図図もよくごらんになるかもしれませんがもよくごらんになるかもしれませんがもよくごらんになるかもしれませんがもよくごらんになるかもしれませんが、、、、温温温温度度度度計計計計というものができてからというものができてからというものができてからというものができてから地地地地球球球球上上上上でででで温温温温度度度度をはかっているわけですをはかっているわけですをはかっているわけですをはかっているわけです。。。。ずっとはかっていってずっとはかっていってずっとはかっていってずっとはかっていって、、、、現在現在現在現在このこのこのこの辺辺辺辺でででで、、、、急急急急激激激激にににに温温温温度度度度がががが上上上上ががががっているっているっているっている、、、、というようなというようなというようなというようなグラフグラフグラフグラフですですですです。。。。 

  今今今今地地地地球球球球のののの科学科学科学科学がががが非常非常非常非常にににに進進進進歩歩歩歩ししししているとおているとおているとおているとお話話話話ししましたがししましたがししましたがししましたが、、、、コンピコンピコンピコンピュュュュータータータータをををを使使使使ったったったった地地地地球球球球シシシシミミミミュュュュレータレータレータレータというものがというものがというものがというものが、、、、日本日本日本日本でででで最最最最大大大大のののの成果成果成果成果のののの 1 つとつとつとつと言言言言えるものがえるものがえるものがえるものが、、、、開発開発開発開発されましたされましたされましたされました。。。。我我我我々々々々がががが何何何何のののの対対対対策策策策もとらないでもとらないでもとらないでもとらないで、、、、このままこのままこのままこのまま地地地地球球球球のののの温温温温度度度度がががが上上上上がりがりがりがり続続続続けていくとけていくとけていくとけていくと一一一一体体体体どういうことにどういうことにどういうことにどういうことになるのかということがよくなるのかということがよくなるのかということがよくなるのかということがよく心心心心配配配配されますされますされますされます。。。。このこのこのこのシミシミシミシミュュュュレーションレーションレーションレーションはははは、、、、過去過去過去過去のののの変変変変化化化化とととと合合合合致致致致すすすするようにるようにるようにるようにパラパラパラパラメメメメーターーターーターーターをせんていしますをせんていしますをせんていしますをせんていします。。。。現在現在現在現在、、、、将来将来将来将来のののの状状状状況況況況ををををみみみみるとるとるとると 2010 年年年年、、、、2020 年年年年、、、、2030
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年年年年、、、、2050 年年年年とととと進進進進んでいくとんでいくとんでいくとんでいくと 、、、、地地地地球球球球上上上上ががががほほほほぼぼぼぼ真真真真っっっっ赤赤赤赤になっていきますになっていきますになっていきますになっていきます。。。。さらにそれがそのままさらにそれがそのままさらにそれがそのままさらにそれがそのまま続続続続いていくといていくといていくといていくと、、、、21 世紀世紀世紀世紀のののの終終終終わりのわりのわりのわりの年年年年、、、、2100 年年年年ぐぐぐぐらいにはらいにはらいにはらいには、、、、地地地地球球球球上全体上全体上全体上全体がががが、、、、とてもとてもとてもとても現状現状現状現状からからからから想想想想像像像像できないできないできないできないぐぐぐぐらいらいらいらい温温温温度度度度がががが上上上上がってしまうがってしまうがってしまうがってしまう、、、、こういうことになるわけですこういうことになるわけですこういうことになるわけですこういうことになるわけです。。。。一一一一体体体体どういうことになるのでしょうどういうことになるのでしょうどういうことになるのでしょうどういうことになるのでしょう。。。。温温温温度度度度がががが上上上上がるということはがるということはがるということはがるということは単単単単にににに温温温温度度度度がががが上上上上がるだけではなくてがるだけではなくてがるだけではなくてがるだけではなくて、、、、人間人間人間人間のののの健康健康健康健康にももちろんにももちろんにももちろんにももちろん影影影影響響響響があらわれますがあらわれますがあらわれますがあらわれます。。。。食糧食糧食糧食糧生生生生産産産産、、、、農農農農業業業業にもにもにもにも影響影響影響影響するするするする。。。。水水水水のののの問問問問題題題題にもにもにもにも、、、、雨雨雨雨のののの降降降降りりりり方方方方がががが変変変変わってわってわってわってくるというようなことでくるというようなことでくるというようなことでくるというようなことで、、、、水資源水資源水資源水資源にもにもにもにも影響影響影響影響するするするする。。。。沿岸沿岸沿岸沿岸域域域域、、、、海海海海がががが近近近近いところではいところではいところではいところでは、、、、海海海海浜浜浜浜のののの浸浸浸浸食食食食、、、、海面海面海面海面がががが上上上上昇昇昇昇するというようなことがするというようなことがするというようなことがするというようなことが起起起起こりますこりますこりますこります。。。。生物多生物多生物多生物多様様様様性性性性、、、、いろんないろんないろんないろんな貴重貴重貴重貴重なななな生物生物生物生物種種種種がこれによってがこれによってがこれによってがこれによって失失失失われていくわれていくわれていくわれていく。。。。というようなというようなというようなというようなことがいろいろとことがいろいろとことがいろいろとことがいろいろと心心心心配配配配されるわけですされるわけですされるわけですされるわけです。。。。 

  もうこれもうこれもうこれもうこれ、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの根拠根拠根拠根拠であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、どういうことがどういうことがどういうことがどういうことが起起起起こりこりこりこり得得得得るかというようなことるかというようなことるかというようなことるかというようなことをおをおをおをお話話話話ししているとししているとししているとししていると、、、、もうこれだけでもうこれだけでもうこれだけでもうこれだけで果果果果てしないのですがてしないのですがてしないのですがてしないのですが、、、、1 つだけおつだけおつだけおつだけお話話話話ししておきたいのししておきたいのししておきたいのししておきたいのはははは、、、、これはこれはこれはこれは IPCC というというというという国国国国際的際的際的際的なななな気気気気候候候候変動変動変動変動のののの検討検討検討検討のののの場場場場でもきちっとでもきちっとでもきちっとでもきちっと評評評評価価価価されたことですがされたことですがされたことですがされたことですが、、、、小小小小さなさなさなさな島島島島、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島もそのもそのもそのもその 1 つですつですつですつです、、、、ではではではでは今今今今、、、、このこのこのこの地面地面地面地面のののの下下下下にににに実実実実はははは飲料飲料飲料飲料水水水水となるとなるとなるとなる淡淡淡淡水水水水、、、、海海海海のののの水水水水はははは飲飲飲飲めませんからめませんからめませんからめませんから淡淡淡淡水水水水をををを蓄蓄蓄蓄えているわけですえているわけですえているわけですえているわけです。。。。土質土質土質土質ががががササササンンンンゴゴゴゴ礁礁礁礁からからからから出出出出来来来来ていたりしますていたりしますていたりしますていたりしますとととと、、、、海水海水海水海水ももちろんももちろんももちろんももちろん外外外外からからからから侵入侵入侵入侵入していますのでしていますのでしていますのでしていますので、、、、雨雨雨雨水水水水からからからから供供供供給給給給されるされるされるされる淡淡淡淡水水水水はははは地下地下地下地下のののの表表表表面面面面部部部部分分分分ににににレンレンレンレンズズズズのののの形形形形-淡淡淡淡水水水水レンレンレンレンズズズズとととと呼呼呼呼んでいますがんでいますがんでいますがんでいますが－－－－そういうそういうそういうそういう形形形形でででで蓄蓄蓄蓄えられていますえられていますえられていますえられています。。。。それをくそれをくそれをくそれをくみみみみ出出出出してしてしてして使使使使うううう。。。。そしてそしてそしてそして、、、、場合場合場合場合によってはこのによってはこのによってはこのによってはこの淡淡淡淡水水水水そのものもそのものもそのものもそのものも陸陸陸陸上上上上のののの活活活活動動動動によってによってによってによって汚染汚染汚染汚染されされされされるということもありまするということもありまするということもありまするということもあります。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味でででで非常非常非常非常にこういうにこういうにこういうにこういう島島島島におけるにおけるにおけるにおける地下水地下水地下水地下水のののの持持持持つつつつ意味意味意味意味はははは大大大大きいきいきいきい。。。。 

  海水面海水面海水面海水面がががが上上上上昇昇昇昇しますとしますとしますとしますと、、、、海水海水海水海水がががが浸入浸入浸入浸入してきてしてきてしてきてしてきて、、、、レンレンレンレンズズズズのののの厚厚厚厚さがさがさがさが薄薄薄薄くなりくなりくなりくなり、、、、今今今今までくまでくまでくまでくみみみみ上上上上げげげげていたていたていたていた井戸井戸井戸井戸がががが使使使使えなくなっていくえなくなっていくえなくなっていくえなくなっていく。。。。最終的最終的最終的最終的にはにはにはには、、、、島島島島がががが沈沈沈沈んでしまわなくてもんでしまわなくてもんでしまわなくてもんでしまわなくても、、、、淡淡淡淡水水水水のののの量量量量がががが減減減減っていくことになりっていくことになりっていくことになりっていくことになり、、、、利用利用利用利用可能可能可能可能なななな水水水水がががが少少少少なくなっていくというわけですなくなっていくというわけですなくなっていくというわけですなくなっていくというわけです。。。。ですからですからですからですから、、、、宮古宮古宮古宮古島島島島がががが地下水地下水地下水地下水にににに関関関関してしてしてして非常非常非常非常にににに関関関関心心心心をををを持持持持っておられるというっておられるというっておられるというっておられるという、、、、これはこれはこれはこれは全全全全くくくく正正正正しいことですしいことですしいことですしいことです。。。。それではそれではそれではそれでは一一一一体体体体どういうどういうどういうどういうふふふふうにこれからうにこれからうにこれからうにこれから考考考考えていくかというようなことはえていくかというようなことはえていくかというようなことはえていくかというようなことは、、、、我我我我々々々々がががが、、、、水水水水のののの使使使使いいいい方方方方をををを今今今今後後後後どうするかということとどうするかということとどうするかということとどうするかということと同時同時同時同時にににに、、、、地地地地球球球球温暖化温暖化温暖化温暖化のののの影響影響影響影響というものもというものもというものもというものも必必必必ずそこにずそこにずそこにずそこに出出出出てくるということをてくるということをてくるということをてくるということを想想想想定定定定しておかなくてはいけないしておかなくてはいけないしておかなくてはいけないしておかなくてはいけない。。。。恐恐恐恐ろしいことですろしいことですろしいことですろしいことですねねねね。。。。 

  またまたまたまた、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化がががが起起起起こるというのはこるというのはこるというのはこるというのは、、、、単単単単にににに温温温温度度度度がががが上上上上がるだけではなくてがるだけではなくてがるだけではなくてがるだけではなくて、、、、皆皆皆皆さんもよくさんもよくさんもよくさんもよく経経経経験験験験しておられるでしょうがしておられるでしょうがしておられるでしょうがしておられるでしょうが、、、、台台台台風風風風のののの来来来来方方方方がががが変変変変わるわるわるわる、、、、雨雨雨雨のののの降降降降りりりり方方方方がががが変変変変わるわるわるわる、、、、乾燥乾燥乾燥乾燥のののの仕仕仕仕方方方方がががが変変変変わるわるわるわる、、、、いろんなことがいろんなことがいろんなことがいろんなことが変変変変わっていきますわっていきますわっていきますわっていきます。。。。異常異常異常異常気気気気象象象象がががが起起起起こってきますこってきますこってきますこってきます。。。。このこのこのこの図図図図はははは異常異常異常異常気気気気象象象象とまではいきませんがとまではいきませんがとまではいきませんがとまではいきませんが、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化がががが進進進進んでいくとんでいくとんでいくとんでいくと日本日本日本日本でででで真夏真夏真夏真夏日日日日がががが一一一一体体体体どれどれどれどれぐぐぐぐらいらいらいらい増増増増えていくえていくえていくえていくかかかか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは豪豪豪豪雨雨雨雨のののの日日日日がどれがどれがどれがどれぐぐぐぐらいらいらいらい増増増増えていくかというようなことのえていくかというようなことのえていくかというようなことのえていくかというようなことの計計計計算算算算結結結結果果果果ですですですです。。。。 

  今今今今、、、、東京東京東京東京でででで真夏真夏真夏真夏日日日日がががが年年年年間間間間 40 日日日日ぐぐぐぐらいあるらいあるらいあるらいある。。。。それがそれがそれがそれが、、、、このままこのままこのままこのまま進進進進んでいくとんでいくとんでいくとんでいくと、、、、今今今今世紀世紀世紀世紀のののの末末末末にはにはにはには 120 日日日日、、、、1 年年年年のうちののうちののうちののうちの 3分分分分のののの 1 はははは真夏真夏真夏真夏日日日日になるというようなことになるかもしれないんになるというようなことになるかもしれないんになるというようなことになるかもしれないんになるというようなことになるかもしれないんですですですです。。。。これもこれもこれもこれも恐恐恐恐ろしいことですろしいことですろしいことですろしいことです。。。。そのそのそのその根根根根本本本本的的的的なななな原因原因原因原因はははは、、、、色色色色々々々々とありますがとありますがとありますがとありますが、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち一一一一番番番番大大大大きなきなきなきな原因原因原因原因はははは、、、、人間活人間活人間活人間活動動動動からからからから出出出出てくるてくるてくるてくる二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素ですですですです。。。。それはもちろんそれはもちろんそれはもちろんそれはもちろん石油石油石油石油、、、、石炭石炭石炭石炭をををを燃燃燃燃ややややすことによってすことによってすことによってすことによって出出出出てきているてきているてきているてきている二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素ということですということですということですということです。。。。二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素はははは地地地地球球球球上上上上でどうでどうでどうでどう動動動動いいいいているかというようなこともかなりているかというようなこともかなりているかというようなこともかなりているかというようなこともかなり正確正確正確正確にににに推定推定推定推定できるようになってできるようになってできるようになってできるようになって、、、、人間人間人間人間のののの活活活活動動動動からこれからこれからこれからこれくらいくらいくらいくらい出出出出しているしているしているしている。。。。そのうちのそのうちのそのうちのそのうちの一部一部一部一部はははは自然生自然生自然生自然生態態態態系系系系によってによってによってによって固固固固定定定定されますがされますがされますがされますが、、、、残残残残りはりはりはりは大気中大気中大気中大気中にににに残残残残留留留留してしてしてして増増増増えていくえていくえていくえていく。。。。このこのこのこの増増増増えていくのがえていくのがえていくのがえていくのが、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素濃度濃度濃度濃度がががが上上上上がっていったがっていったがっていったがっていったグラフグラフグラフグラフにににに相相相相当当当当するわけですするわけですするわけですするわけです。。。。これをこれをこれをこれを一一一一体体体体どうするのかというのがどうするのかというのがどうするのかというのがどうするのかというのが 1 つのつのつのつの問問問問題題題題ということにということにということにということになりますなりますなりますなります。。。。ちなちなちなちなみみみみにににに、、、、地地地地球球球球上上上上のののの大気大気大気大気というのはというのはというのはというのは図図図図ににににみみみみられるられるられるられる青青青青色色色色にににに見見見見えるえるえるえる部部部部分分分分のののの厚厚厚厚さしかさしかさしかさしかないんですないんですないんですないんです。。。。ここがちここがちここがちここがちょうどょうどょうどょうどアフリカアフリカアフリカアフリカ・・・・エエエエチチチチオピアオピアオピアオピアですですですです。。。。先先先先ほほほほどどどど人類人類人類人類がががが生生生生まれたというのまれたというのまれたというのまれたというのはこのはこのはこのはこの大大大大地地地地溝帯溝帯溝帯溝帯、、、、このこのこのこの辺辺辺辺でででで生生生生まれましたまれましたまれましたまれました。。。。まあまあまあまあ、、、、それはそれとしてそれはそれとしてそれはそれとしてそれはそれとして、、、、こんなにこんなにこんなにこんなに薄薄薄薄いいいい大気大気大気大気層層層層
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によってによってによってによって地地地地球球球球はははは守守守守られているられているられているられている。。。。そこのそこのそこのそこの二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素濃度濃度濃度濃度がちょっとがちょっとがちょっとがちょっと変変変変わっていくことがわっていくことがわっていくことがわっていくことが大大大大ききききなななな影響影響影響影響をををを与与与与えるえるえるえる。。。。非常非常非常非常にににに怖怖怖怖いことだということをいことだということをいことだということをいことだということをぜひぜひぜひぜひ認識認識認識認識していただければとしていただければとしていただければとしていただければと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  さてさてさてさて、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと入入入入りりりり口口口口がががが長長長長くなりましたがくなりましたがくなりましたがくなりましたが、、、、環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略というのはどういうものかというのはどういうものかというのはどういうものかというのはどういうものか。。。。
21世紀世紀世紀世紀環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略というのはというのはというのはというのは、、、、中央環境審議会中央環境審議会中央環境審議会中央環境審議会でででで、、、、昨昨昨昨年年年年のののの前前前前半半半半にににに 10回回回回にわたるにわたるにわたるにわたる検討検討検討検討会会会会をををを行行行行いましていましていましていまして、、、、そのそのそのその提提提提言言言言をををを環境大環境大環境大環境大臣臣臣臣、、、、若若若若林林林林さんにおさんにおさんにおさんにお出出出出ししましたししましたししましたししました。。。。それはそれはそれはそれは、、、、国国国国内外内外内外内外をををを挙挙挙挙げげげげてててて取取取取りりりり組組組組むむむむべべべべきききき環境環境環境環境政政政政策策策策のののの方向方向方向方向をををを示示示示してしてしてして、、、、今今今今後後後後のののの世世世世界界界界のののの枠枠枠枠組組組組づくりへづくりへづくりへづくりへ我我我我がががが国国国国としてとしてとしてとして貢献貢献貢献貢献するするするする上上上上でのでのでのでの指指指指針針針針となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。そこはそこはそこはそこは 3 つのつのつのつの章章章章からなってからなってからなってからなって、、、、地地地地球環境球環境球環境球環境のののの現状現状現状現状とととと課課課課題題題題、、、、環境立環境立環境立環境立国日本国日本国日本国日本のののの創創創創造造造造・・・・発信発信発信発信、、、、そしてそしてそしてそして、、、、ここここここここ一一一一、、、、二年二年二年二年でででで重点重点重点重点的的的的にににに着手着手着手着手するするするする 8 つのつのつのつの戦略戦略戦略戦略ということでということでということでということで、、、、ここでここでここでここで何何何何をやるをやるをやるをやるべべべべきかということがきかということがきかということがきかということが、、、、挙挙挙挙げげげげられていますられていますられていますられています。。。。まずまずまずまず、、、、今今今今のののの認識認識認識認識としてとしてとしてとして地地地地球球球球上上上上のののの 3つのつのつのつの課課課課題題題題というのはというのはというのはというのは、、、、さっきおさっきおさっきおさっきお話話話話ししたししたししたしした地地地地球球球球温暖化温暖化温暖化温暖化、、、、それからそれからそれからそれから二二二二番目番目番目番目にににに資源資源資源資源のののの浪費浪費浪費浪費によるによるによるによる危危危危機機機機、、、、有限有限有限有限なななな資源資源資源資源をどういうをどういうをどういうをどういうふふふふうにうにうにうに使使使使うかうかうかうか、、、、三三三三番目番目番目番目にににに生生生生態態態態系系系系のののの危危危危機機機機、、、、すすすすぐぐぐぐれたれたれたれた自自自自然然然然環境環境環境環境ををををいかにいかにいかにいかに守守守守るかるかるかるか。。。。こういうこういうこういうこういう 3 つのつのつのつの機機機機軸軸軸軸をををを統統統統合合合合してしてしてして、、、、それからそれからそれからそれから 3 つのつのつのつの社会社会社会社会像像像像というものをというものをというものをというものを出出出出ししししてきているわけですてきているわけですてきているわけですてきているわけです。。。。低低低低炭炭炭炭素素素素社会社会社会社会、、、、そしてそしてそしてそして循循循循環環環環型型型型社会社会社会社会、、、、自然自然自然自然共共共共生型生型生型生型社会社会社会社会、、、、このこのこのこの 3 つのつのつのつの社会社会社会社会像像像像をきちんとをきちんとをきちんとをきちんと実実実実現現現現することがすることがすることがすることが「「「「持持持持続続続続可能可能可能可能なななな社会社会社会社会」、」、」、」、すなわちすなわちすなわちすなわち将来将来将来将来のののの世世世世代代代代にににに手渡手渡手渡手渡せるせるせるせる社会社会社会社会をつをつをつをつくることになるくることになるくることになるくることになる、、、、こういうことなんですこういうことなんですこういうことなんですこういうことなんです。。。。ちょっとわかりにくいかもしれませんがちょっとわかりにくいかもしれませんがちょっとわかりにくいかもしれませんがちょっとわかりにくいかもしれませんが、、、、まあまあまあまあ、、、、そういうようなことがそういうようなことがそういうようなことがそういうようなことが、、、、八八八八つのつのつのつの戦略戦略戦略戦略としてとしてとしてとして示示示示されておりされておりされておりされており、、、、そのそのそのその内内内内のののの戦略戦略戦略戦略 1、、、、2、、、、3 というのというのというのというのがががが低低低低炭炭炭炭素素素素でありでありでありであり、、、、自然自然自然自然共共共共生生生生でありでありでありであり、、、、そしてそしてそしてそして資源循資源循資源循資源循環環環環をををを目目目目指指指指すすすす戦略戦略戦略戦略ですですですです。。。。あとあとあとあと、、、、横串横串横串横串的的的的なななな戦戦戦戦略略略略としてとしてとしてとして、、、、国国国国際際際際貢献貢献貢献貢献とかとかとかとか、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済発発発発展展展展とのとのとのとの両両両両立立立立であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり、、、、人人人人づくりづくりづくりづくり、、、、仕仕仕仕組組組組みみみみづくりのづくりのづくりのづくりの五五五五つがつがつがつが挙挙挙挙げげげげられていますられていますられていますられています。。。。仕仕仕仕組組組組みみみみづくりというのはづくりというのはづくりというのはづくりというのは制制制制度度度度というよというよというよというようなものをどうつくっていくかというようなことですうなものをどうつくっていくかというようなことですうなものをどうつくっていくかというようなことですうなものをどうつくっていくかというようなことです。。。。 つまりつまりつまりつまり、、、、持持持持続続続続可能可能可能可能なななな社会社会社会社会というのはというのはというのはというのは、、、、3 つのつのつのつの社会社会社会社会像像像像、、、、非常非常非常非常にわかりにくいとにわかりにくいとにわかりにくいとにわかりにくいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、1 つのつのつのつの社会社会社会社会でででで、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの違違違違うううう面面面面からからからから見見見見たときにたときにたときにたときに、、、、循循循循環環環環型型型型社会社会社会社会のようにのようにのようにのように見見見見えるえるえるえる、、、、そしてこっちからそしてこっちからそしてこっちからそしてこっちから見見見見ればればればれば低低低低炭炭炭炭素素素素社会社会社会社会にににに見見見見えるえるえるえる、、、、上上上上からからからから見見見見ればればればれば自然自然自然自然共共共共生生生生社会社会社会社会にににに見見見見えるえるえるえる、、、、こうこうこうこういうようなものをいうようなものをいうようなものをいうようなものを持持持持続続続続可能可能可能可能なななな社会社会社会社会というというというというふふふふうにうにうにうに考考考考えてえてえてえて提提提提言言言言がまとめられているというがまとめられているというがまとめられているというがまとめられているということことことことですですですです。。。。 

  そのそのそのその中中中中でででで、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの温暖化温暖化温暖化温暖化にににに関関関関連連連連するところではするところではするところではするところでは、「、「、「、「美美美美しいしいしいしい星星星星 50」、」、」、」、これもよくこれもよくこれもよくこれもよく新聞新聞新聞新聞などなどなどなどでででで取取取取りりりり上上上上げげげげられていますられていますられていますられています。。。。2050 年年年年までにまでにまでにまでに CO2 のののの人間活人間活人間活人間活動動動動からのからのからのからの排出量排出量排出量排出量をををを地地地地球球球球全体全体全体全体でででで 50%減減減減らしましょうらしましょうらしましょうらしましょう。。。。安安安安倍倍倍倍さんがさんがさんがさんが、、、、ハハハハイリイリイリイリゲゲゲゲンダムンダムンダムンダムササササミットミットミットミットでおっしでおっしでおっしでおっしゃゃゃゃったったったった内容内容内容内容ですですですです。。。。さっきのさっきのさっきのさっきの炭炭炭炭素素素素のののの循循循循環環環環のののの図図図図からからからから見見見見てててて、、、、今今今今 72億億億億トントントントン出出出出していますからしていますからしていますからしていますから、、、、それをそれをそれをそれを 36億億億億トントントントンにしましょうにしましょうにしましょうにしましょう。。。。しかししかししかししかし、、、、人人人人口口口口はははは 2050 年年年年にににに 92 億億億億人人人人になっていますからになっていますからになっていますからになっていますから、、、、1 人当人当人当人当たりたりたりたり CO2 のののの排出量排出量排出量排出量はははは、、、、炭炭炭炭素素素素のののの目方目方目方目方をををを基基基基準準準準にしてにしてにしてにして 0.4 トントントントンになりますになりますになりますになります。。。。簡単簡単簡単簡単なななな算算算算数数数数ですですですですねねねね。。。。 ところがところがところがところが、、、、今今今今、、、、日日日日本本本本がどういうがどういうがどういうがどういう生活生活生活生活をしているかというとをしているかというとをしているかというとをしているかというと、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん一一一一人人人人ひひひひとりがとりがとりがとりが出出出出してしてしてしているいるいるいる CO2 はははは炭炭炭炭素素素素トントントントンにしてにしてにしてにして実実実実はははは 2.5 トントントントンもあるもあるもあるもある。。。。このこのこのこの 2.5 トントントントンからからからから 2050 年年年年にににに 0.4 トントントントンにににに減減減減らそうらそうらそうらそう、、、、こういうこういうこういうこういう提提提提案案案案なんですなんですなんですなんです。。。。実実実実はすごいはすごいはすごいはすごい提提提提案案案案なんですなんですなんですなんです。。。。実実実実際際際際これはこれはこれはこれは 84%減減減減らすというらすというらすというらすということになりますことになりますことになりますことになります。。。。福田福田福田福田ビジョンビジョンビジョンビジョンというのがというのがというのがというのが最最最最近近近近出出出出ましたがましたがましたがましたが、、、、それはこのそれはこのそれはこのそれはこの 84 というというというという数数数数字字字字をををを出出出出しているわけでなくてしているわけでなくてしているわけでなくてしているわけでなくて、、、、60 からからからから 80 というというというという数数数数字字字字をををを出出出出しているんですしているんですしているんですしているんですねねねね。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、それそれそれそれははははぜひぜひぜひぜひ守守守守らなければいけないらなければいけないらなければいけないらなければいけない問問問問題題題題ですですですです。。。。84%削削削削減減減減というのはというのはというのはというのは 6 分分分分のののの 1 にににに減減減減らすということらすということらすということらすということですですですですねねねね。。。。エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー消費消費消費消費量量量量がががが現現現現在在在在のののの消費消費消費消費量量量量にににに比比比比べべべべてててて 6 分分分分のののの 1 であったであったであったであった時代時代時代時代というのはというのはというのはというのは、、、、実実実実はははは私私私私たちはもちろんたちはもちろんたちはもちろんたちはもちろん経経経経験験験験していますしていますしていますしています。。。。それはそれはそれはそれは昭昭昭昭和和和和 30 年年年年ごろなのですごろなのですごろなのですごろなのです。。。。最最最最近近近近はやったはやったはやったはやった映映映映画画画画でででではははは『『『『ALWAYS』』』』というというというという映映映映画画画画がありましたがありましたがありましたがありました、「、「、「、「三丁三丁三丁三丁目目目目のののの夕夕夕夕日日日日」、」、」、」、あれはちょうどこのころなんあれはちょうどこのころなんあれはちょうどこのころなんあれはちょうどこのころなんですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、あのころのあのころのあのころのあのころの生活生活生活生活でででで使使使使っていたっていたっていたっていたエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーにあるにあるにあるにある意味意味意味意味ではではではでは戻戻戻戻るるるる。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、それはそれはそれはそれは電電電電力力力力のののの話話話話であってであってであってであって、、、、それにそれにそれにそれにバイオエネルギーバイオエネルギーバイオエネルギーバイオエネルギー、、、、エタノールエタノールエタノールエタノールとかとかとかとか、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島がががが一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命やっておられるやっておられるやっておられるやっておられる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは風風風風力力力力、、、、太陽太陽太陽太陽熱熱熱熱、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを加加加加えてえてえてえて、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは原原原原子子子子力力力力をををを加加加加ええええ
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ててててエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー消費消費消費消費量量量量をどこにをどこにをどこにをどこに設設設設定定定定するかということがするかということがするかということがするかということが重重重重要要要要なわけですなわけですなわけですなわけです。。。。     世世世世界中界中界中界中ででででエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーをどれくらいをどれくらいをどれくらいをどれくらい使使使使っているかをっているかをっているかをっているかを二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの排出量排出量排出量排出量でででで比較比較比較比較していますしていますしていますしています。。。。国国国国によってによってによってによって随随随随分違分違分違分違うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカはははは 1人当人当人当人当たりたりたりたり炭炭炭炭素素素素基基基基準準準準でででで 5.5 トントントントン位位位位使使使使っているんでっているんでっているんでっているんですすすす。。。。日本日本日本日本はははは 2.5 トントントントン。。。。中国中国中国中国はははは 0.7ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、インドインドインドインドはははは 0.3ぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。それをそれをそれをそれを、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの話話話話ではではではでは、、、、全全全全部部部部そろえてそろえてそろえてそろえて 0.4 にしましょうにしましょうにしましょうにしましょう、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに言言言言っていますっていますっていますっています。。。。我我我我々々々々はどこまではどこまではどこまではどこまで努努努努力力力力できるできるできるできるかかかか、、、、ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパはもうはもうはもうはもう既既既既にこれにこれにこれにこれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの目標目標目標目標をををを立立立立てているてているてているてている、、、、フランスフランスフランスフランスもももも 0.5 なんていうことなんていうことなんていうことなんていうことをををを言言言言っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。フランスフランスフランスフランスのののの現状現状現状現状がががががががが低低低低いのはいのはいのはいのは原原原原子子子子力力力力をををを使使使使っているからですっているからですっているからですっているからです。。。。炭炭炭炭素素素素のののの発発発発生量生量生量生量ではではではでは、、、、中国中国中国中国はこれをはこれをはこれをはこれを既既既既にににに 0.4 というというというという目標目標目標目標をををを超超超超えているんですえているんですえているんですえているんです。。。。ですからですからですからですから、、、、今今今今後後後後どのどのどのどのようにようにようにように進進進進めるかはめるかはめるかはめるかは実実実実はははは難難難難しいところもありますしいところもありますしいところもありますしいところもあります。。。。 

  さてさてさてさて、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、一一一一体体体体これからこれからこれからこれから我我我我々々々々はどうするのかということになりますがはどうするのかということになりますがはどうするのかということになりますがはどうするのかということになりますが、、、、今今今今までのまでのまでのまでの日本日本日本日本のののの経済経済経済経済発発発発展展展展をををを眺眺眺眺めてめてめてめてみみみみましょうましょうましょうましょう。。。。1960 年代年代年代年代のののの高高高高度度度度成成成成長時代長時代長時代長時代のののの考考考考ええええ方方方方をこれからをこれからをこれからをこれから継継継継続続続続ししししててててゆゆゆゆくことはくことはくことはくことは勿論勿論勿論勿論出出出出来来来来ませんませんませんません。。。。簡単簡単簡単簡単にににに申申申申しししし上上上上げげげげればればればれば、、、、人間人間人間人間のののの社会社会社会社会というのはいつまでもというのはいつまでもというのはいつまでもというのはいつまでも成成成成長長長長率率率率一定一定一定一定でででで成成成成長長長長していくわけにはいかないしていくわけにはいかないしていくわけにはいかないしていくわけにはいかない。。。。有限有限有限有限なななな地地地地球球球球のののの上上上上でででで暮暮暮暮らすんですかららすんですかららすんですかららすんですから、、、、どこかどこかどこかどこかにににに持持持持続続続続可能可能可能可能（（（（ササササステイステイステイステイナナナナブブブブルルルル））））なななな、、、、平平平平衡衡衡衡安安安安定定定定点点点点をををを見見見見つけつけつけつけてることがてることがてることがてることが必要必要必要必要ですですですです。。。。それがわかそれがわかそれがわかそれがわかればればればれば、、、、ほほほほんとうはそこへんとうはそこへんとうはそこへんとうはそこへ向向向向かっていけばいいんですがかっていけばいいんですがかっていけばいいんですがかっていけばいいんですが、、、、どうもどうもどうもどうも我我我我々々々々はそのはそのはそのはその平平平平衡衡衡衡安安安安定定定定点点点点をををを超超超超えてえてえてえて過過過過大大大大になってしまっているになってしまっているになってしまっているになってしまっている。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素排出量排出量排出量排出量でででで見見見見ればればればれば、、、、0.4 トントントントンがががが並並並並行行行行安安安安定定定定点点点点であるとすればであるとすればであるとすればであるとすれば、、、、現在現在現在現在はははは 2.5 トントントントンまでまでまでまで来来来来てしまったてしまったてしまったてしまった。。。。これをこれをこれをこれを一一一一体体体体どうやってそこへどうやってそこへどうやってそこへどうやってそこへ減減減減らしらしらしらしていくのかということですていくのかということですていくのかということですていくのかということです。。。。こういうこういうこういうこういう考考考考ええええ方方方方はははは今今今今までのようにただただまでのようにただただまでのようにただただまでのようにただただ自自自自転転転転車車車車をこいでいをこいでいをこいでいをこいでいるというるというるというるという、、、、必必必必死死死死でででで成成成成長長長長しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけないといういけないといういけないといういけないという考考考考ええええ方方方方ではではではでは実実実実現現現現しませんしませんしませんしません。。。。そこではやはりそこではやはりそこではやはりそこではやはり考考考考ええええ方方方方をををを変変変変えなくてはいけないえなくてはいけないえなくてはいけないえなくてはいけない。。。。それをそれをそれをそれを私私私私ははははパラダイムシフトパラダイムシフトパラダイムシフトパラダイムシフトとととと申申申申しししし上上上上げげげげているんているんているんているんですがですがですがですが、、、、成成成成長長長長をををを求求求求めていためていためていためていたパラダイムパラダイムパラダイムパラダイムはここまではここまではここまではここまで。。。。これからはこれからはこれからはこれからは持持持持続続続続性性性性をををを追追追追求求求求するするするするパラダイムパラダイムパラダイムパラダイムにににに変変変変わわわわっていかなくてはいけないでしょうっていかなくてはいけないでしょうっていかなくてはいけないでしょうっていかなくてはいけないでしょう。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、どういうどういうどういうどういうふふふふうにうにうにうに変変変変わっていくのかわっていくのかわっていくのかわっていくのか。。。。結結結結論論論論だけだけだけだけ申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、産業産業産業産業においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、今今今今まではまではまではまでは道路道路道路道路をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、建建建建物物物物をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、何何何何でもつくっていたでもつくっていたでもつくっていたでもつくっていた。。。。そうではないそうではないそうではないそうではない。。。。これからはこれからはこれからはこれからは、、、、今今今今あるものをあるものをあるものをあるものを保保保保守守守守してしてしてしてササササービスービスービスービスをしていくをしていくをしていくをしていく。。。。車車車車をををを作作作作るるるる例例例例をををを見見見見ればればればれば、、、、車車車車をををを作作作作っっっってててて売売売売りっりっりっりっ放放放放しではなくてしではなくてしではなくてしではなくて、、、、作作作作ったったったった車車車車でででで提供提供提供提供するするするするササササービスービスービスービスをおをおをおをお客客客客さんにさんにさんにさんに売売売売るるるる。。。。車車車車そのものはそのものはそのものはそのものは売売売売らなくてもらなくてもらなくてもらなくても、、、、ササササービスービスービスービスをををを売売売売ればいいればいいればいいればいい、、、、こういうようなこういうようなこういうようなこういうような考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。そういそういそういそういうようなうようなうようなうような意味意味意味意味でででで、、、、成成成成長長長長をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん追追追追いかけるいかけるいかけるいかける時代時代時代時代とととと、、、、やはりこれからはやはりこれからはやはりこれからはやはりこれからは、、、、今今今今若若若若いいいい方方方方々々々々がががが実実実実際際際際にににに国国国国づくりづくりづくりづくりをなさるときにはをなさるときにはをなさるときにはをなさるときには多分違多分違多分違多分違うものをうものをうものをうものを考考考考えていかなくてはいけないのではないかえていかなくてはいけないのではないかえていかなくてはいけないのではないかえていかなくてはいけないのではないか。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、環環環環境境境境関関関関連連連連ではではではでは、、、、排水排水排水排水処処処処理理理理、、、、排排排排ガガガガスススス処処処処理理理理、、、、出出出出口口口口でどうでどうでどうでどう処処処処理理理理するかというするかというするかというするかという発発発発想想想想ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、ゼロゼロゼロゼロエミッションエミッションエミッションエミッションをををを考考考考えなくてはいけませんというのがえなくてはいけませんというのがえなくてはいけませんというのがえなくてはいけませんというのが環境環境環境環境関関関関連連連連でのでのでのでの私私私私たちのたちのたちのたちの提提提提案案案案のののの 1つですつですつですつです。。。。システムシステムシステムシステム全体全体全体全体をををを変変変変えていくということですえていくということですえていくということですえていくということです。。。。政政政政策策策策決決決決定定定定なんかのときもなんかのときもなんかのときもなんかのときも、、、、きょうよりあしたきょうよりあしたきょうよりあしたきょうよりあした、、、、あしたよりそのあしたよりそのあしたよりそのあしたよりその次次次次というのではなくてというのではなくてというのではなくてというのではなくて、、、、どこへどこへどこへどこへ到達到達到達到達するのかするのかするのかするのか、、、、着地着地着地着地点点点点というものをしっかというものをしっかというものをしっかというものをしっかりりりり考考考考えてえてえてえて、、、、そこにそこにそこにそこに向向向向かってかってかってかって進進進進んでいくんでいくんでいくんでいく。。。。着地着地着地着地点点点点をををを決決決決めるというのはそんなめるというのはそんなめるというのはそんなめるというのはそんな簡単簡単簡単簡単なことではなことではなことではなことではないのですがないのですがないのですがないのですが、、、、着地着地着地着地点点点点をををを設設設設定定定定してしてしてして、、、、そこからそこからそこからそこから現状現状現状現状をををを振振振振りりりり返返返返ってってってってみみみみるというのがこのるというのがこのるというのがこのるというのがこのバックバックバックバックキャキャキャキャスティングスティングスティングスティングというというというという考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。 時時時時間間間間があまりなくてがあまりなくてがあまりなくてがあまりなくて、、、、大大大大雑雑雑雑把把把把になってしまいますがになってしまいますがになってしまいますがになってしまいますが、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう皆皆皆皆さんにごさんにごさんにごさんにご説説説説明明明明するまするまするまするまでもないでもないでもないでもない、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言。「。「。「。「かけがえのないかけがえのないかけがえのないかけがえのない地下水地下水地下水地下水をををを守守守守りますりますりますります」。」。」。」。これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに重重重重要要要要だということをだということをだということをだということを申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました。「。「。「。「美美美美しいしいしいしいササササンンンンゴゴゴゴ礁礁礁礁のののの海海海海をををを守守守守りますりますりますります」。」。」。」。下下下下にもにもにもにも、「、「、「、「緑緑緑緑・・・・海海海海・・・・空空空空をををを守守守守りりりり、、、、すすすすべべべべてのてのてのての生物生物生物生物がががが……………………」、」、」、」、これはこれはこれはこれは先先先先ほほほほどのどのどのどの環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略のののの自然自然自然自然共共共共生生生生というとこというとこというとこというところにろにろにろに対対対対応応応応しているわけですしているわけですしているわけですしているわけですねねねね。。。。自然自然自然自然共共共共生型生型生型生型社会社会社会社会をつくっていくをつくっていくをつくっていくをつくっていく。。。。それからそれからそれからそれから、「、「、「、「限限限限りあるりあるりあるりある資源資源資源資源ととととエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーをををを大大大大切切切切にしますにしますにしますにします」、」、」、」、そしてそしてそしてそして地地地地球環境球環境球環境球環境をををを守守守守るるるる、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化等等等等々々々々をををを考考考考えたえたえたえた、、、、このこのこのこの 2 つはつはつはつは低低低低炭炭炭炭素素素素社会社会社会社会をつくるということにをつくるということにをつくるということにをつくるということに対対対対応応応応していくわけですしていくわけですしていくわけですしていくわけです。。。。そしてそしてそしてそして、「、「、「、「ゴゴゴゴミミミミのないのないのないのない地地地地球球球球」、」、」、」、そそそそ
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してしてしてして地地地地球球球球にににに優優優優しいしいしいしい宮古島宮古島宮古島宮古島をををを、、、、それからそれからそれからそれから、、、、ここにここにここにここに限限限限りあるりあるりあるりある資源資源資源資源をとをとをとをと、、、、このこのこのこの 2 つはつはつはつは両両両両方方方方にかかにかかにかかにかかっているわけですがっているわけですがっているわけですがっているわけですが、、、、循循循循環環環環型型型型社会社会社会社会ということにということにということにということに対対対対応応応応しているしているしているしている。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、まさにこのまさにこのまさにこのまさにこのエエエエコアイランドコアイランドコアイランドコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言というのはというのはというのはというのは 21世紀世紀世紀世紀環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略のののの基本基本基本基本的的的的なななな考考考考ええええ方方方方をちをちをちをちゃゃゃゃんとここんとここんとここんとここへへへへ取取取取りりりり入入入入れていただいているというれていただいているというれていただいているというれていただいているということでありますことでありますことでありますことであります。。。。ですからですからですからですから、、、、それをさらにそれをさらにそれをさらにそれをさらに具具具具体的体的体的体的にににに、、、、どういうどういうどういうどういうふふふふうにしていくのかというようなことがこれからのうにしていくのかというようなことがこれからのうにしていくのかというようなことがこれからのうにしていくのかというようなことがこれからの課課課課題題題題なのかなとなのかなとなのかなとなのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。 ちなちなちなちなみみみみにににに、、、、やはりやはりやはりやはり観光観光観光観光というというというというキキキキーワードーワードーワードーワードがががが宮古島宮古島宮古島宮古島ではではではでは非常非常非常非常にににに重重重重要要要要なななな、、、、観光観光観光観光によっていかによっていかによっていかによっていかにににに経済経済経済経済をあるをあるをあるをある意味意味意味意味ではではではでは自自自自立立立立できるものにしていくのかできるものにしていくのかできるものにしていくのかできるものにしていくのか。。。。これはこれはこれはこれは後後後後でででで多分多分多分多分伊波伊波伊波伊波先生先生先生先生からもおからもおからもおからもお話話話話があるとがあるとがあるとがあると思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、今今今今はははは環境環境環境環境にににに関関関関してしてしてして「「「「エコエコエコエコツツツツーリーリーリーリズズズズムムムム」」」」とかとかとかとか、「、「、「、「持持持持続続続続可能可能可能可能なななな観光観光観光観光」」」」とかとかとかとか、、、、新新新新しいしいしいしいキキキキーワードーワードーワードーワードがいろいろとがいろいろとがいろいろとがいろいろと生生生生まれていますまれていますまれていますまれています。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその中中中中身身身身はははは必必必必ずしもはっずしもはっずしもはっずしもはっきりしているものではないんですきりしているものではないんですきりしているものではないんですきりしているものではないんですねねねね。。。。エコエコエコエコツツツツーリーリーリーリズズズズムムムムというのはというのはというのはというのは、、、、例例例例ええええばばばば、、、、日本日本日本日本エコエコエコエコツツツツーーーーリリリリズズズズムムムム協協協協会会会会というのがあってというのがあってというのがあってというのがあって、、、、自然自然自然自然・・・・歴歴歴歴史史史史・・・・文化文化文化文化とととと、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ書書書書いてありますいてありますいてありますいてあります。。。。持持持持続続続続可能可能可能可能なななな観光観光観光観光、、、、ササササステイステイステイステイナナナナブブブブルルルルなななな観光観光観光観光というのはというのはというのはというのは、、、、実実実実はははは国国国国際際際際機機機機関関関関がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、世世世世界観光機界観光機界観光機界観光機関関関関、、、、
WTO、、、、環境業環境業環境業環境業者者者者のののの集集集集まりですがまりですがまりですがまりですが、、、、ここでもここでもここでもここでも、「、「、「、「あらあらあらあらゆゆゆゆるるるる資源資源資源資源をををを活活活活用用用用するにあたってはするにあたってはするにあたってはするにあたっては文化文化文化文化のののの尊厳尊厳尊厳尊厳、、、、大大大大切切切切なななな生生生生態態態態系系系系環境環境環境環境、、、、生物多生物多生物多生物多様様様様性性性性、、、、生命生命生命生命をををを支支支支えるえるえるえる仕仕仕仕組組組組みみみみなどをなどをなどをなどを維持維持維持維持しながらしながらしながらしながら、、、、経済経済経済経済的的的的、、、、社会社会社会社会的的的的、、、、美美美美的的的的なななな必要必要必要必要性性性性をををを満満満満たさなければいけないたさなければいけないたさなければいけないたさなければいけない」、」、」、」、こういうようなことがこういうようなことがこういうようなことがこういうようなことが挙挙挙挙げげげげられてられてられてられていますいますいますいます。。。。そういうものがそういうものがそういうものがそういうものが多分多分多分多分宮古島宮古島宮古島宮古島ののののエコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド化化化化というようなところでというようなところでというようなところでというようなところで必要必要必要必要になっになっになっになっていくのかなていくのかなていくのかなていくのかなというようなことでというようなことでというようなことでというようなことで、、、、私自身私自身私自身私自身はははは全全全全くくくく外外外外からからからから見見見見ているようなことでているようなことでているようなことでているようなことで恐恐恐恐縮縮縮縮ですがですがですがですが、、、、
2 つばかりつばかりつばかりつばかり提提提提案案案案をををを挙挙挙挙げげげげさせていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。 

1 つはつはつはつは、、、、やはりやはりやはりやはり文化的文化的文化的文化的なななな演演演演出出出出。。。。エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランドというものをどういうというものをどういうというものをどういうというものをどういうふふふふうにうにうにうにデザインデザインデザインデザインするするするするのかのかのかのか。。。。特特特特にににに若若若若いいいい方方方方々々々々はこういうところにはこういうところにはこういうところにはこういうところに……………………。。。。エコロジーエコロジーエコロジーエコロジー、、、、自然自然自然自然環境環境環境環境をただただをただただをただただをただただ楽楽楽楽ししししむむむむでででではだめなんですはだめなんですはだめなんですはだめなんですねねねね。。。。観光観光観光観光することによってすることによってすることによってすることによって自然生自然生自然生自然生態態態態系系系系をいかにをいかにをいかにをいかに高高高高めるかめるかめるかめるか。。。。観光観光観光観光者者者者、、、、参加者参加者参加者参加者のののの側側側側からからからから逆逆逆逆ににににエコシステムエコシステムエコシステムエコシステムにどういうにどういうにどういうにどういう貢献貢献貢献貢献ができるかというようなこともができるかというようなこともができるかというようなこともができるかというようなことも考考考考えなくてはいえなくてはいえなくてはいえなくてはいけないでしょうけないでしょうけないでしょうけないでしょう。。。。 

2 つつつつ目目目目はははは、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを考考考考えるえるえるえる上上上上でどういうでどういうでどういうでどういう制制制制度度度度をつくるのかをつくるのかをつくるのかをつくるのか。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、法的法的法的法的なななな制制制制度度度度ももももあるでしょうあるでしょうあるでしょうあるでしょう。。。。地下水地下水地下水地下水をををを保保保保全全全全するためにもするためにもするためにもするためにも、、、、あるあるあるある程程程程度度度度のののの規制規制規制規制がががが必要必要必要必要になりますになりますになりますになりますねねねね。。。。観光観光観光観光客客客客はははは大大大大体物体物体物体物をををを持持持持たないでたないでたないでたないで入入入入ってもらうってもらうってもらうってもらう。。。。何何何何故故故故ならならならなら、、、、持持持持ってきたものをごってきたものをごってきたものをごってきたものをごみみみみにしてにしてにしてにして島島島島にににに置置置置いていていていていくことがありますからいくことがありますからいくことがありますからいくことがありますから、、、、そういうものはそういうものはそういうものはそういうものは持持持持ってこないでってこないでってこないでってこないでほほほほしいしいしいしい、、、、というようなことだっというようなことだっというようなことだっというようなことだってありてありてありてあり得得得得るかもしれませんるかもしれませんるかもしれませんるかもしれませんねねねね。。。。経済的経済的経済的経済的なななな仕仕仕仕組組組組みみみみ。。。。これだけこれだけこれだけこれだけ島島島島がががが努努努努力力力力をしてきれいなをしてきれいなをしてきれいなをしてきれいな宮古島宮古島宮古島宮古島をつくっているのだとすればをつくっているのだとすればをつくっているのだとすればをつくっているのだとすれば、、、、そこへそこへそこへそこへ観光観光観光観光にににに来来来来るるるる人人人人にはしっかりとにはしっかりとにはしっかりとにはしっかりと入入入入島島島島税税税税をををを払払払払ってもらうってもらうってもらうってもらう仕仕仕仕組組組組みみみみをつくるをつくるをつくるをつくる。。。。あるいはここであるいはここであるいはここであるいはここで経済的経済的経済的経済的なななな活活活活動動動動をするのであればをするのであればをするのであればをするのであれば、、、、そこでそこでそこでそこで地域通地域通地域通地域通貨貨貨貨のようのようのようのようなななな仕仕仕仕組組組組みみみみつくりつくりつくりつくり上上上上げげげげるるるる。。。。そうしないとそうしないとそうしないとそうしないと、、、、ここでここでここでここで稼稼稼稼いでいでいでいで本本本本土土土土へへへへ持持持持ちかえるというようなことちかえるというようなことちかえるというようなことちかえるというようなことがあってはがあってはがあってはがあっては問問問問題題題題でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。ここにはざっとここにはざっとここにはざっとここにはざっと思思思思いつくものしかいつくものしかいつくものしかいつくものしか挙挙挙挙げげげげてありませんがてありませんがてありませんがてありませんが、、、、いろんいろんいろんいろんなことがあるとなことがあるとなことがあるとなことがあると思思思思いますいますいますいます。。。。 このようなことをこのようなことをこのようなことをこのようなことを考考考考ええええ、、、、エコエコエコエコツツツツアーアーアーアーなどのなどのなどのなどの場場場場としてのとしてのとしてのとしての宮古島宮古島宮古島宮古島のののの持持持持続続続続可能可能可能可能なななな全体全体全体全体システムシステムシステムシステムをををを考考考考えることがえることがえることがえることが重重重重要要要要ですですですです。。。。部部部部分的分的分的分的なななな何何何何かちょっとしたものをかちょっとしたものをかちょっとしたものをかちょっとしたものを沢沢沢沢山山山山集集集集めてもめてもめてもめても総合総合総合総合性性性性はははは出出出出てこてこてこてこないないないない。。。。専専専専門門門門的的的的ななななエコエコエコエコツツツツアーアーアーアーののののガガガガイドシステムイドシステムイドシステムイドシステムなどもなどもなどもなども島島島島全体全体全体全体としてどうつくるのかとしてどうつくるのかとしてどうつくるのかとしてどうつくるのか、、、、それをそれをそれをそれをどうどうどうどう管管管管理理理理するのかなどということするのかなどということするのかなどということするのかなどということ一一一一つをとってもつをとってもつをとってもつをとっても結結結結構構構構難難難難しいでしょうしいでしょうしいでしょうしいでしょう。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、重重重重要要要要なのはなのはなのはなのは、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島というというというというものがものがものがものが持持持持っているっているっているっている価値価値価値価値、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島にににに来来来来るということがるということがるということがるということが、、、、それにそれにそれにそれに参加参加参加参加するするするする人人人人にあるにあるにあるにある種種種種ののののプレスティージプレスティージプレスティージプレスティージというかというかというかというか、、、、誇誇誇誇りりりり、、、、うれしいうれしいうれしいうれしい気気気気持持持持ちをちをちをちを持持持持たせるたせるたせるたせる、、、、こういうこういうこういうこういうことがことがことがことが重重重重要要要要なのではないかとなのではないかとなのではないかとなのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどのパラダイムシフトパラダイムシフトパラダイムシフトパラダイムシフトとととと同同同同じようにじようにじようにじように、、、、観光観光観光観光・・・・ツツツツーリーリーリーリズズズズムムムムにににに関関関関してしてしてしてももももパラダイムシフトパラダイムシフトパラダイムシフトパラダイムシフトをををを考考考考えなくてはいけないでしょうえなくてはいけないでしょうえなくてはいけないでしょうえなくてはいけないでしょう。。。。 たとえばたとえばたとえばたとえば、、、、今今今今までのまでのまでのまでの観光業観光業観光業観光業者者者者ががががパターンパターンパターンパターン化化化化してつくったしてつくったしてつくったしてつくった観光観光観光観光ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの参参参参
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加者加者加者加者ごとのごとのごとのごとの、、、、個個個個別別別別のののの、、、、オンオンオンオン・・・・デマンドデマンドデマンドデマンドのののの形形形形をつくるをつくるをつくるをつくる、、、、それにどうそれにどうそれにどうそれにどう対対対対応応応応するのかするのかするのかするのか。。。。長期長期長期長期滞滞滞滞在在在在でありますでありますでありますでありますねねねね。。。。それからそれからそれからそれから経済経済経済経済をいかにをいかにをいかにをいかに観光観光観光観光ををををベベベベースースースースににににしてしてしてして自自自自立立立立化化化化させていくのかというよさせていくのかというよさせていくのかというよさせていくのかというようなことをうなことをうなことをうなことを考考考考えることがえることがえることがえることが重重重重要要要要なのではないかとなのではないかとなのではないかとなのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 ともかくともかくともかくともかく、、、、次次次次のののの世世世世代代代代、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは次次次次のののの次次次次のののの世世世世代代代代にどういうにどういうにどういうにどういう宮古島宮古島宮古島宮古島をををを手渡手渡手渡手渡していくのかしていくのかしていくのかしていくのか、、、、ここここれがれがれがれがエコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド構構構構想想想想のののの一一一一番番番番基本基本基本基本的的的的なところだろうとなところだろうとなところだろうとなところだろうと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そのそのそのその際際際際にやはりにやはりにやはりにやはり地地地地球環境球環境球環境球環境、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは環境立国環境立国環境立国環境立国にににに記記記記されましたされましたされましたされました考考考考ええええ方方方方ををををベベベベースースースースにしてにしてにしてにして、、、、そしてなおかつそしてなおかつそしてなおかつそしてなおかつ地域地域地域地域のののの力力力力をそこにをそこにをそこにをそこに結結結結集集集集してしてしてして、、、、ぜひぜひぜひぜひすばらしいものをおつくりいただければとすばらしいものをおつくりいただければとすばらしいものをおつくりいただければとすばらしいものをおつくりいただければと祈祈祈祈っておりますっておりますっておりますっております。。。。 ちょうどちょうどちょうどちょうど時時時時間間間間になりましたのでになりましたのでになりましたのでになりましたので、、、、私私私私ののののほほほほうはこれでうはこれでうはこれでうはこれで終終終終わらせていただきますわらせていただきますわらせていただきますわらせていただきます。。。。どうもごどうもごどうもごどうもご清聴清聴清聴清聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  講演講演講演講演テーマテーマテーマテーマ「「「「環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略ととととエコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島」」」」でおでおでおでお話話話話しいただきましたしいただきましたしいただきましたしいただきました。。。。国連大国連大国連大国連大学学学学特別特別特別特別学学学学術顧問術顧問術顧問術顧問、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム学界学界学界学界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表、、、、鈴木基之鈴木基之鈴木基之鈴木基之さんでございましたさんでございましたさんでございましたさんでございました。。。。ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。 
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基調講演基調講演基調講演基調講演 

 司会司会司会司会 

  引引引引きききき続続続続きききき、、、、基調講演基調講演基調講演基調講演にににに移移移移りますりますりますります。。。。 

  沖縄沖縄沖縄沖縄県内県内県内県内ででででゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションのののの研究研究研究研究をされているをされているをされているをされている、、、、琉球大学琉球大学琉球大学琉球大学のののの伊波美智子伊波美智子伊波美智子伊波美智子さんよりさんよりさんよりさんより、、、、ゼゼゼゼロエミッションロエミッションロエミッションロエミッション社会社会社会社会のののの構築構築構築構築についてについてについてについて、、、、事事事事例例例例をををを交交交交えながらおえながらおえながらおえながらお話話話話をいただきたいとをいただきたいとをいただきたいとをいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今回回回回ののののフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムにににに寄寄寄寄せてせてせてせて伊波伊波伊波伊波さんはさんはさんはさんは、「、「、「、「主人公主人公主人公主人公はははは子子子子供供供供たちたちたちたち。。。。子子子子供供供供たちのたちのたちのたちの笑顔笑顔笑顔笑顔はかけがえのはかけがえのはかけがえのはかけがえのないないないない宝宝宝宝物物物物ですですですです」」」」とととと寄寄寄寄せていますせていますせていますせています。。。。子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが健健健健やかにやかにやかにやかに育育育育つためにはきれいなつためにはきれいなつためにはきれいなつためにはきれいな自然自然自然自然環境環境環境環境がががが必必必必要要要要ですですですです。。。。豊豊豊豊かなかなかなかな生活生活生活生活とはとはとはとは何何何何かかかか、、、、改改改改めてめてめてめて考考考考えていただきましょうえていただきましょうえていただきましょうえていただきましょう。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム IN 宮古島宮古島宮古島宮古島 2008、、、、基調講演基調講演基調講演基調講演、、、、講師講師講師講師はははは、、、、琉球大学琉球大学琉球大学琉球大学観光産業科学部教授観光産業科学部教授観光産業科学部教授観光産業科学部教授でででで、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム理事理事理事理事、、、、伊波美智子伊波美智子伊波美智子伊波美智子さんさんさんさん。。。。演演演演題題題題はははは、「、「、「、「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会のののの構築構築構築構築をめざしてをめざしてをめざしてをめざして－－－－沖縄沖縄沖縄沖縄からのからのからのからの発信発信発信発信－」－」－」－」でございますでございますでございますでございます。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  皆様皆様皆様皆様、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。ただいまごただいまごただいまごただいまご紹介紹介紹介紹介いただきましたいただきましたいただきましたいただきました伊波伊波伊波伊波ですですですです。。。。タイトルタイトルタイトルタイトルなんですけれどなんですけれどなんですけれどなんですけれど、、、、「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄からのからのからのからの発発発発信信信信」」」」ではなくてではなくてではなくてではなくて、「、「、「、「宮古島宮古島宮古島宮古島からのからのからのからの発信発信発信発信」」」」というというというというふふふふうにうにうにうに変変変変えさせていただきまえさせていただきまえさせていただきまえさせていただきましたしたしたした。。。。 

 司会司会司会司会 

  少少少少しししし準備準備準備準備がかかりそうなのでがかかりそうなのでがかかりそうなのでがかかりそうなので、、、、伊波伊波伊波伊波先生先生先生先生のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介をさせていただきましょうをさせていただきましょうをさせていただきましょうをさせていただきましょう。。。。現在現在現在現在はははは、、、、琉球大学観光産業科学部教授琉球大学観光産業科学部教授琉球大学観光産業科学部教授琉球大学観光産業科学部教授でででで、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムのののの理事理事理事理事もももも務務務務めていめていめていめていらっしらっしらっしらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。1968 年年年年にににに琉球大学琉球大学琉球大学琉球大学をををを卒卒卒卒業業業業、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカ・・・・デンバーデンバーデンバーデンバー大学大学大学大学のののの大学大学大学大学院院院院にににに留留留留学学学学。。。。卒卒卒卒業業業業後後後後はははは、、、、財財財財団団団団法人法人法人法人沖縄沖縄沖縄沖縄経済経済経済経済開発開発開発開発研究研究研究研究所所所所研究研究研究研究員員員員をををを経経経経てててて、、、、1973 年年年年からからからから琉球大学琉球大学琉球大学琉球大学でででで教教教教育育育育とととと研究研究研究研究にににに携携携携わっていますわっていますわっていますわっています。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、伊波伊波伊波伊波さんさんさんさん、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  先先先先ほほほほどどどど、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木先生先生先生先生からからからから、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは地地地地球球球球のののの限限限限界界界界にににに直面直面直面直面したしたしたした最初最初最初最初のののの世世世世代代代代であるというおであるというおであるというおであるというお話話話話ががががありましたありましたありましたありました。。。。皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、少少少少しししし危危危危機機機機感感感感をををを持持持持っていただいたでしょうかっていただいたでしょうかっていただいたでしょうかっていただいたでしょうか。。。。宮古島宮古島宮古島宮古島はははは大変美大変美大変美大変美しくてしくてしくてしくて、、、、のんのんのんのんびびびびりしていてりしていてりしていてりしていて、、、、ここにいればあまりここにいればあまりここにいればあまりここにいればあまり何何何何もももも心心心心配配配配ないんだなとないんだなとないんだなとないんだなと思思思思いますけどいますけどいますけどいますけど、、、、やはりやはりやはりやはり聞聞聞聞いいいいていますとていますとていますとていますと、、、、地地地地球球球球温暖化温暖化温暖化温暖化がががが進進進進んでいくとんでいくとんでいくとんでいくと、、、、せっかくのせっかくのせっかくのせっかくの宮古宮古宮古宮古のののの水水水水、、、、これもなくなっていくんこれもなくなっていくんこれもなくなっていくんこれもなくなっていくんだとだとだとだと聞聞聞聞いたらいたらいたらいたら、、、、何何何何かぞっとしますかぞっとしますかぞっとしますかぞっとしますねねねね。。。。私私私私はははは、、、、きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、3 つのことをおつのことをおつのことをおつのことをお話話話話ししたいとししたいとししたいとししたいと思思思思ってってってっていますいますいますいます。。。。まずまずまずまず、、、、世世世世界界界界をををを変変変変えたえたえたえた「「「「マルマルマルマルハハハハナナナナババババチチチチ」、」、」、」、そしてそしてそしてそして鈴木鈴木鈴木鈴木先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話にもにもにもにも出出出出てきましたてきましたてきましたてきましたババババックックックックキャキャキャキャスティングスティングスティングスティングについてについてについてについて、、、、それからそれからそれからそれから、「、「、「、「エコエコエコエコアイランドアイランドアイランドアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島」」」」へのへのへのへの期待期待期待期待ということでということでということでということで話話話話をさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます。。。。 

  まずまずまずまず、、、、世世世世界界界界をををを変変変変えたえたえたえた「「「「マルマルマルマルハハハハナナナナババババチチチチ」」」」ということなんですけれどもということなんですけれどもということなんですけれどもということなんですけれども、、、、別別別別ににににハチハチハチハチのおのおのおのお話話話話ををををするわけではありませんするわけではありませんするわけではありませんするわけではありません。。。。マルマルマルマルハハハハナナナナババババチチチチのののの種種種種類類類類はははは幾幾幾幾つかあるんですがつかあるんですがつかあるんですがつかあるんですが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、正正正正式式式式にはにはにはには、、、、セセセセイイイイヨヨヨヨウウウウオオマルオオマルオオマルオオマルハハハハナナナナババババチチチチとととと言言言言いましていましていましていまして、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄にはおりませんにはおりませんにはおりませんにはおりません。。。。北北北北ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパにいるにいるにいるにいる種種種種でででですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、近近近近ごろではごろではごろではごろでは日本日本日本日本でもでもでもでも、、、、トマトトマトトマトトマトだとかだとかだとかだとか、、、、果果果果樹樹樹樹のののの受受受受粉粉粉粉にににに使使使使おうということでおうということでおうということでおうということで、、、、輸輸輸輸入入入入していますしていますしていますしています。。。。ところがところがところがところが、、、、今今今今、、、、これがこれがこれがこれが逃逃逃逃げげげげ出出出出してしてしてして、、、、野野野野生化生化生化生化してしてしてして、、、、問問問問題題題題になっているところになっているところになっているところになっているところですですですです。。。。ハチハチハチハチがががが悪悪悪悪いのではないんですいのではないんですいのではないんですいのではないんですねねねね。。。。人間人間人間人間がががが自自自自分分分分のののの都都都都合合合合にににに合合合合わせてよそからわせてよそからわせてよそからわせてよそから持持持持ってきたってきたってきたってきたりしてりしてりしてりして問問問問題題題題をををを起起起起こしているわけですこしているわけですこしているわけですこしているわけです。。。。ちょっとちょっとちょっとちょっと、、、、このこのこのこのハチハチハチハチのののの写写写写真真真真をををを見見見見てくださいてくださいてくださいてください。。。。かわいかわいかわいかわいいでしょういでしょういでしょういでしょう。。。。体体体体がころころっとがころころっとがころころっとがころころっと丸丸丸丸くてくてくてくて、、、、羽羽羽羽がががが小小小小さいんですさいんですさいんですさいんです。。。。このこのこのこの小小小小さいさいさいさい羽羽羽羽、、、、それにそれにそれにそれに大大大大きなきなきなきな
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体体体体。。。。これこれこれこれ、、、、航空航空航空航空力力力力学学学学上上上上というかというかというかというか、、、、理理理理論論論論的的的的にににに言言言言うとうとうとうと、、、、マルマルマルマルハハハハナナナナババババチチチチはははは飛飛飛飛ぶぶぶぶことはことはことはことは絶絶絶絶対対対対できなできなできなできないんだそうですいんだそうですいんだそうですいんだそうです。。。。でもでもでもでも現現現現実実実実、、、、飛飛飛飛んでいるんですんでいるんですんでいるんですんでいるんです。。。。うそでもうそでもうそでもうそでも何何何何でもなくでもなくでもなくでもなく、、、、飛飛飛飛んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。理理理理論論論論上上上上はははは絶絶絶絶対対対対飛飛飛飛ぶぶぶぶことはできないことはできないことはできないことはできない。。。。ということなんですがということなんですがということなんですがということなんですが、、、、皆皆皆皆さんなさんなさんなさんなぜぜぜぜだとだとだとだと思思思思いますいますいますいます？？？？    ここここのののの答答答答えはえはえはえは一一一一番最後番最後番最後番最後におにおにおにお話話話話ししますのでししますのでししますのでししますので、、、、ななななぜぜぜぜだろうとだろうとだろうとだろうと考考考考えながらきょうのえながらきょうのえながらきょうのえながらきょうの話話話話をををを聞聞聞聞いていていていてくだくだくだくださいさいさいさい。。。。 

  このこのこのこのマルマルマルマルハハハハナナナナババババチチチチがすんでいるところはがすんでいるところはがすんでいるところはがすんでいるところは、、、、北北北北ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパですですですです。。。。これはこれはこれはこれはヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパのののの地地地地図図図図、、、、ここにここにここにここに北極北極北極北極海海海海、、、、ラップランドラップランドラップランドラップランドというのがあってというのがあってというのがあってというのがあって、、、、このあたりからこのあたりからこのあたりからこのあたりから北極北極北極北極圏圏圏圏にににに入入入入りますりますりますります。。。。これこれこれこれがががが皆皆皆皆さんもよくさんもよくさんもよくさんもよく知知知知っているっているっているっているイギリスイギリスイギリスイギリス、、、、フランスフランスフランスフランス、、、、ドイドイドイドイツツツツ、、、、デンマークデンマークデンマークデンマーク、、、、そしてここにそしてここにそしてここにそしてここにススススウウウウェーデンェーデンェーデンェーデンというというというという国国国国がありますがありますがありますがあります。。。。ススススウウウウェーデンェーデンェーデンェーデン、、、、ノルノルノルノルウウウウェーェーェーェー、、、、フィンランドフィンランドフィンランドフィンランド、、、、デンマークデンマークデンマークデンマーク、、、、そしてそしてそしてそしてアイスランドアイスランドアイスランドアイスランドをををを、、、、北欧北欧北欧北欧五五五五カカカカ国国国国とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。そのそのそのその真真真真んんんん中中中中辺辺辺辺、、、、このこのこのこのススススウウウウェーデンェーデンェーデンェーデンとととといういういういう国国国国のののの、、、、しかもこのしかもこのしかもこのしかもこの北北北北のはずれのはずれのはずれのはずれ、、、、いわばいわばいわばいわば過過過過疎疎疎疎のののの地域地域地域地域なんですなんですなんですなんです。。。。宮古島宮古島宮古島宮古島もももも、、、、日本日本日本日本のののの全体全体全体全体かかかからいうとらいうとらいうとらいうと沖縄沖縄沖縄沖縄。。。。沖沖沖沖縄縄縄縄からもまたさらにからもまたさらにからもまたさらにからもまたさらに離離離離島島島島のののの沖縄沖縄沖縄沖縄のまたさらにのまたさらにのまたさらにのまたさらに離離離離島島島島ということでということでということでということで、、、、いろいいろいいろいいろいろなろなろなろな問問問問題題題題をををを抱抱抱抱えていますえていますえていますえています。。。。ススススウウウウェーデンェーデンェーデンェーデンののののストックストックストックストックホホホホルムルムルムルム、、、、このあたりにありますけれどこのあたりにありますけれどこのあたりにありますけれどこのあたりにありますけれど、、、、そこからまだずっとそこからまだずっとそこからまだずっとそこからまだずっと北北北北ののののほほほほうううう。。。。ここのここのここのここの隣隣隣隣ははははフィンランドフィンランドフィンランドフィンランド、、、、ササササンタクロースンタクロースンタクロースンタクロースののののふふふふるさとでするさとでするさとでするさとですねねねね。。。。ササササンタクロースンタクロースンタクロースンタクロースがががが住住住住んでいるところのんでいるところのんでいるところのんでいるところの近近近近くのくのくのくの地域地域地域地域のおのおのおのお話話話話をきょうはやっていきますをきょうはやっていきますをきょうはやっていきますをきょうはやっていきます。。。。 

  これがこれがこれがこれがススススウウウウェーデンェーデンェーデンェーデンのののの地地地地図図図図ですですですです。。。。どういうところかというとどういうところかというとどういうところかというとどういうところかというと、、、、これこれこれこれ、、、、写写写写真真真真ですですですですねねねね。。。。このこのこのこのトルネトルネトルネトルネ川川川川、、、、フィンランドフィンランドフィンランドフィンランドとのとのとのとの国境国境国境国境をををを流流流流れるれるれるれる川川川川でででで、、、、向向向向こうこうこうこう側側側側ははははフィンランドフィンランドフィンランドフィンランド。。。。冬冬冬冬になるとになるとになるとになるとササササンタクロースンタクロースンタクロースンタクロースがこのあたりからやってきますがこのあたりからやってきますがこのあたりからやってきますがこのあたりからやってきます。。。。そのあたりのそのあたりのそのあたりのそのあたりの、、、、9 月月月月のののの初初初初めころのめころのめころのめころの風景風景風景風景ですですですです。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、ササササステイステイステイステイナナナナブブブブルルルル・・・・ススススウウウウェーデンェーデンェーデンェーデン・・・・ツツツツアーアーアーアーというのがありましたというのがありましたというのがありましたというのがありました。。。。先先先先ほほほほどどどど鈴木鈴木鈴木鈴木先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話にもにもにもにも出出出出てきましたけれどてきましたけれどてきましたけれどてきましたけれど、、、、ササササステイステイステイステイナナナナブブブブルルルル、、、、持持持持続続続続可能可能可能可能ななななススススウウウウェーデンェーデンェーデンェーデンをををを旅旅旅旅行行行行するとするとするとするといういういういうツツツツアーアーアーアーですですですです。。。。ここにはここにはここにはここには、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、ナナナナイアイアイアイアガガガガララララのののの滝滝滝滝であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、富富富富士士士士山山山山とかいうとかいうとかいうとかいう、、、、世世世世界界界界的的的的にににに有有有有名名名名なななな、、、、珍珍珍珍しいしいしいしい自然自然自然自然があるわけでもがあるわけでもがあるわけでもがあるわけでも何何何何でもありませんでもありませんでもありませんでもありません。。。。ごくごくごくごく普普普普通通通通にににに、、、、まあまあまあまあ、、、、森森森森があっがあっがあっがあってててて、、、、湖湖湖湖があってがあってがあってがあって、、、、平平平平べべべべったいですからったいですからったいですからったいですから、、、、特特特特にきれいなにきれいなにきれいなにきれいな景景景景色色色色というのもなくてというのもなくてというのもなくてというのもなくて、、、、のんのんのんのんびびびびりとりとりとりとしていてしていてしていてしていて、、、、野野野野生生生生ののののシカシカシカシカだとかがいるというところですだとかがいるというところですだとかがいるというところですだとかがいるというところです。。。。これがそのこれがそのこれがそのこれがその地域地域地域地域のののの、、、、ススススウウウウェーデンェーデンェーデンェーデンのののの普普普普通通通通のののの家家家家ですですですです。。。。私私私私たちにとってはたちにとってはたちにとってはたちにとっては珍珍珍珍しいんですけれどもしいんですけれどもしいんですけれどもしいんですけれども、、、、このあたりではこのあたりではこのあたりではこのあたりでは何何何何でもないでもないでもないでもない、、、、ごくごくごくごく普普普普通通通通のののの家家家家。。。。よくよくよくよく、、、、クリスマスクリスマスクリスマスクリスマスツツツツリーリーリーリーににににぶぶぶぶらららら下下下下がっているようなおがっているようなおがっているようなおがっているようなお家家家家ですですですです。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、ラップランドラップランドラップランドラップランドというというというという、、、、このあたりでこのあたりでこのあたりでこのあたりでトトトトナナナナカイカイカイカイをををを飼飼飼飼育育育育しながらしながらしながらしながら移移移移動動動動しているしているしているしているササササーーーーミミミミというというというという人人人人たちのたちのたちのたちの住住住住まいですまいですまいですまいです。。。。これがそのこれがそのこれがそのこれがその中中中中でででで、、、、煙煙煙煙突突突突のところでのところでのところでのところで火火火火をたいてをたいてをたいてをたいて、、、、暖暖暖暖房房房房をしなをしなをしなをしながらがらがらがら料料料料理理理理をしているをしているをしているをしている。。。。このこのこのこの農農農農家家家家のおばちのおばちのおばちのおばちゃゃゃゃんんんん、、、、私私私私とととと同同同同じじじじ年年年年ぐぐぐぐらいなんですけれどもらいなんですけれどもらいなんですけれどもらいなんですけれども、、、、おばおばおばおばちちちちゃゃゃゃんがんがんがんが料料料料理理理理をつくってごをつくってごをつくってごをつくってご馳走馳走馳走馳走してくれるんですしてくれるんですしてくれるんですしてくれるんです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、これはこれはこれはこれは、、、、教会教会教会教会ですですですです。。。。立立立立派派派派ななななチチチチャャャャペペペペルルルルがあるわけではないがあるわけではないがあるわけではないがあるわけではない。。。。普普普普通通通通にににに、、、、いつもいつもいつもいつも使使使使っているっているっているっている教会教会教会教会でででで、、、、こういうこういうこういうこういう料料料料理理理理をごをごをごをご馳走馳走馳走馳走ししししてくれるわけですてくれるわけですてくれるわけですてくれるわけです。。。。このこのこのこの料料料料理理理理ははははヘヘヘヘラジカラジカラジカラジカといいましてといいましてといいましてといいまして、、、、年年年年にににに一一一一遍遍遍遍、、、、9 月月月月にににに数数数数週週週週間間間間、、、、狩狩狩狩猟猟猟猟がががが解解解解禁禁禁禁されてされてされてされて、、、、そのそのそのその時期時期時期時期だけにだけにだけにだけに頭頭頭頭数数数数をををを決決決決めてめてめてめて狩狩狩狩猟猟猟猟してよろしいというしてよろしいというしてよろしいというしてよろしいという、、、、非常非常非常非常にににに貴重貴重貴重貴重ななななシカシカシカシカのののの肉肉肉肉ですですですです。。。。いろんないろんないろんないろんな料料料料理理理理のののの仕仕仕仕方方方方がありますががありますががありますががありますが、、、、それでそれでそれでそれで私私私私たちをもてなしてくれましたたちをもてなしてくれましたたちをもてなしてくれましたたちをもてなしてくれました。。。。 

  要要要要するにするにするにするに、、、、特別特別特別特別なことをやるのではなくてなことをやるのではなくてなことをやるのではなくてなことをやるのではなくて、、、、そのそのそのその土土土土地地地地にあるにあるにあるにある食食食食べべべべ物物物物、、、、そのそのそのその土土土土地地地地にあるにあるにあるにある料料料料理理理理でででで、、、、ホホホホスピタリティスピタリティスピタリティスピタリティとととと言言言言いますけれどいますけれどいますけれどいますけれど、、、、真真真真心込心込心込心込めておめておめておめてお客客客客様様様様をををを歓歓歓歓待待待待してくれるということしてくれるということしてくれるということしてくれるということなんですなんですなんですなんです。。。。ですからですからですからですから、、、、このおばちこのおばちこのおばちこのおばちゃゃゃゃんんんん、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄でででで言言言言えばえばえばえば「「「「かめかめおばあかめかめおばあかめかめおばあかめかめおばあ」」」」ですですですですねねねね。。。。おなかおなかおなかおなかいっいっいっいっぱぱぱぱいだといだといだといだと言言言言ってもってもってもっても、、、、もっともっともっともっと食食食食べべべべろろろろ、、、、私私私私のののの料料料料理理理理はおいしくないのかはおいしくないのかはおいしくないのかはおいしくないのか、、、、もっともっともっともっと食食食食べべべべなさいなさいなさいなさいというというというというふふふふうにうにうにうに、、、、たくさんたくさんたくさんたくさん食食食食べべべべさせてくれるわけですさせてくれるわけですさせてくれるわけですさせてくれるわけです。。。。そこにそこにそこにそこに着着着着いたらいたらいたらいたら、、、、このこのこのこの森森森森のののの中中中中ででででブブブブルルルルーーーーベベベベリーリーリーリーをををを摘摘摘摘んでんでんでんで、、、、1 時時時時間間間間ぐぐぐぐらいらいらいらい遊遊遊遊びびびびますますますます。。。。それをそれをそれをそれを、、、、翌翌翌翌日日日日にはにはにはにはジジジジャャャャムムムムにしておにしておにしておにしてお土土土土産産産産にににに持持持持たせたせたせたせてくれましたてくれましたてくれましたてくれました。。。。 

  そこでのそこでのそこでのそこでのツツツツアーアーアーアー、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、何何何何もももも特別特別特別特別なことをやるわけではないわけでなことをやるわけではないわけでなことをやるわけではないわけでなことをやるわけではないわけですすすす。。。。伝伝伝伝統統統統的的的的なななな方法方法方法方法ででででパンパンパンパンをつくるをつくるをつくるをつくる。。。。これはこれはこれはこれは、、、、昔昔昔昔はははは駅駅駅駅だったところをだったところをだったところをだったところを改改改改造造造造したしたしたした共同共同共同共同売店売店売店売店ですですですです。。。。
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人人人人がだんだんいなくなってしまったものですからがだんだんいなくなってしまったものですからがだんだんいなくなってしまったものですからがだんだんいなくなってしまったものですから、、、、駅駅駅駅もなくなりもなくなりもなくなりもなくなり、、、、共同共同共同共同売店売店売店売店もなくなもなくなもなくなもなくなるとるとるとるといういういういう危危危危機機機機がががが起起起起きたときにきたときにきたときにきたときに、、、、地地地地元元元元のののの人人人人たちがたちがたちがたちが NPO をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、共同共同共同共同売店売店売店売店をををを始始始始めたんですめたんですめたんですめたんです。。。。ここここここここでででで、、、、ササササーミーミーミーミのののの人人人人たちのたちのたちのたちの手手手手作作作作りのりのりのりの品品品品だとかだとかだとかだとか、、、、いろんなおいろんなおいろんなおいろんなお土土土土産産産産品品品品なんかをなんかをなんかをなんかを売売売売ってますってますってますってます。。。。またまたまたまたみみみみんなのんなのんなのんなの交流交流交流交流のののの場場場場にもなっているということでにもなっているということでにもなっているということでにもなっているということで、、、、ここもここもここもここも観光観光観光観光地地地地のののの目目目目玉玉玉玉のののの一一一一つになるわけですつになるわけですつになるわけですつになるわけです。。。。特別特別特別特別なものではないなものではないなものではないなものではない。。。。普普普普通通通通にににに、、、、そこにそこにそこにそこに住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人たちがたちがたちがたちが利用利用利用利用しているところですしているところですしているところですしているところです。。。。これこれこれこれははははエタノールカーエタノールカーエタノールカーエタノールカーというかというかというかというか、、、、バイオバイオバイオバイオ燃料燃料燃料燃料でででで動動動動いているいているいているいている車車車車ですですですです。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、美美美美しいしいしいしい自然自然自然自然があるからがあるからがあるからがあるからエコエコエコエコツツツツアーアーアーアーというわけでもないというわけでもないというわけでもないというわけでもない。。。。日本日本日本日本でででで言言言言われているわれているわれているわれているエエエエココココツツツツアーアーアーアーとはとはとはとは一一一一味味味味もももも二二二二味味味味もももも違違違違っていますっていますっていますっています。。。。もちろもちろもちろもちろんんんん自然自然自然自然をををを守守守守りたいりたいりたいりたい、、、、大事大事大事大事にするためににするためににするためににするためにエエエエココココツツツツアーアーアーアーをやるわけですをやるわけですをやるわけですをやるわけです。。。。だからだからだからだから、、、、そのそのそのその自然自然自然自然をををを、、、、自然自然自然自然のののの中中中中でででで生生生生かされているかされているかされているかされている人人人人々々々々のののの生活生活生活生活をををを、、、、文化文化文化文化をををを見見見見てもらおうというのがてもらおうというのがてもらおうというのがてもらおうというのがツツツツアーアーアーアーなわけですなわけですなわけですなわけです。。。。ここがここがここがここが 1985 年年年年にににに、、、、ススススウウウウェーデンェーデンェーデンェーデン初初初初ののののエエエエココココ・・・・コミコミコミコミュュュューンーンーンーン、、、、環境環境環境環境自自自自治治治治体体体体となったとなったとなったとなった、、、、オーバートーネオオーバートーネオオーバートーネオオーバートーネオというというというという村村村村ですですですです。。。。1992 年年年年にににに、、、、国連国連国連国連環境会議環境会議環境会議環境会議というのがありましたというのがありましたというのがありましたというのがありました。。。。そこでそこでそこでそこでアジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ 21 というというというという文文文文書書書書がががが出出出出ましたがましたがましたがましたが、、、、そういうそういうそういうそういう会議会議会議会議ををををリードリードリードリードしていったのもここのしていったのもここのしていったのもここのしていったのもここの人人人人たちだったとたちだったとたちだったとたちだったと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。それでそれでそれでそれで、、、、世世世世界界界界をををを変変変変ええええたたたた「「「「マルマルマルマルハハハハナナナナババババチチチチ」」」」とととと呼呼呼呼ばれたわけですばれたわけですばれたわけですばれたわけです。。。。 そしてそしてそしてそして、、、、1980 年代年代年代年代のののの初初初初めごろめごろめごろめごろ、、、、化化化化石燃料石燃料石燃料石燃料ゼロゼロゼロゼロをををを目目目目指指指指すとすとすとすと決決決決めてめてめてめて、、、、実実実実際際際際にににに実行実行実行実行したんですしたんですしたんですしたんです。。。。宮古島宮古島宮古島宮古島もももも、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄ゼロエミッションアイランドゼロエミッションアイランドゼロエミッションアイランドゼロエミッションアイランド構構構構想想想想というのがありますけれどというのがありますけれどというのがありますけれどというのがありますけれど、、、、化化化化石燃料石燃料石燃料石燃料ゼゼゼゼロロロロをををを目目目目指指指指すということですということですということですということで、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな取取取取りりりり組組組組みみみみがががが始始始始まっていますまっていますまっていますまっています。。。。こちらがそれをこちらがそれをこちらがそれをこちらがそれを決決決決めためためためたのがのがのがのが 1980 年代年代年代年代。。。。そしてそしてそしてそして、、、、何何何何とととと 20 年年年年後後後後にはにはにはには、、、、自自自自治治治治体体体体業務業務業務業務においてにおいてにおいてにおいて 100%脱脱脱脱化化化化石燃料石燃料石燃料石燃料をををを果果果果たすたすたすたすというというというというビジョンビジョンビジョンビジョンをををを達成達成達成達成しましたしましたしましたしました。。。。そこでやったことはそこでやったことはそこでやったことはそこでやったことは、、、、5 つのつのつのつの地域暖地域暖地域暖地域暖房房房房供供供供給給給給プラントプラントプラントプラントのののの燃焼燃焼燃焼燃焼設設設設備備備備をををを次次次次第第第第にににに変変変変えていったえていったえていったえていった。。。。ススススウウウウェーデンェーデンェーデンェーデンではではではでは、、、、電電電電力力力力とかとかとかとか熱熱熱熱をををを供供供供給給給給しているのはしているのはしているのはしているのは自自自自治治治治体体体体ななななんですんですんですんですねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、バスバスバスバスとかとかとかとか車車車車両両両両のののの燃料燃料燃料燃料をををを全全全全部部部部バイオバイオバイオバイオ燃料燃料燃料燃料にしたにしたにしたにした。。。。個個個個人人人人ののののレレレレベベベベルルルルではもちではもちではもちではもちろんまだろんまだろんまだろんまだ使使使使っているっているっているっている人人人人はいるでしょうけれどもはいるでしょうけれどもはいるでしょうけれどもはいるでしょうけれども、、、、自自自自治治治治体体体体がやっているがやっているがやっているがやっている業務業務業務業務にににに関関関関するするするする限限限限りりりり
100%脱脱脱脱化化化化石燃料石燃料石燃料石燃料をををを実実実実現現現現したというわけですしたというわけですしたというわけですしたというわけです。。。。ですからですからですからですから、、、、CO2削削削削減減減減 20%はははは軽軽軽軽いいいい、、、、40%もももも達成達成達成達成したというようなところなんですしたというようなところなんですしたというようなところなんですしたというようなところなんです。。。。 そのそのそのその地域地域地域地域にはにはにはには、、、、オーバートーネオオーバートーネオオーバートーネオオーバートーネオののののほほほほかにもかにもかにもかにも幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの町町町町やややや村村村村がありますがありますがありますがあります。。。。大大大大きいところきいところきいところきいところはははは人人人人口口口口 2万万万万人人人人からからからから、、、、小小小小さいところだとさいところだとさいところだとさいところだと数数数数百百百百人人人人というというというという村村村村のののの規模規模規模規模までいろいろあるわけですがまでいろいろあるわけですがまでいろいろあるわけですがまでいろいろあるわけですが、、、、バイオバイオバイオバイオ発発発発電電電電をしたりしてをしたりしてをしたりしてをしたりして化化化化石燃料石燃料石燃料石燃料のののの使用使用使用使用をををを大大大大きくきくきくきく減減減減らしましたらしましたらしましたらしました。。。。これはもうどこでもやっこれはもうどこでもやっこれはもうどこでもやっこれはもうどこでもやっていますていますていますていますねねねね。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、主主主主なななな産業産業産業産業がががが林林林林業業業業なものですからなものですからなものですからなものですから、、、、木木木木材材材材をつくってをつくってをつくってをつくって、、、、そのそのそのその木木木木くずくずくずくずやらやらやらやら、、、、おがくずおがくずおがくずおがくず、、、、おがおがおがおが粉粉粉粉というかというかというかというか、、、、粉粉粉粉がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいいいい出出出出るわけでするわけでするわけでするわけです。。。。それをそれをそれをそれを固固固固めてめてめてめて、、、、乾乾乾乾電電電電池池池池ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの大大大大きさにしてきさにしてきさにしてきさにして、、、、燃料燃料燃料燃料にしてにしてにしてにしてバイオバイオバイオバイオ発発発発電電電電をやるわけですをやるわけですをやるわけですをやるわけです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、バイオバイオバイオバイオガガガガススススややややエエエエタノールタノールタノールタノールもやっていますもやっていますもやっていますもやっています。。。。ごごごごみみみみののののリリリリササササイクルイクルイクルイクル率率率率はははは何何何何とととと 90%。。。。またまたまたまた、、、、絶滅絶滅絶滅絶滅のののの危危危危機機機機にににに瀕瀕瀕瀕していしていしていしているるるる生生生生態態態態系系系系をををを復復復復元元元元するするするする。。。。ダムダムダムダムやややや堰堰堰堰のないのないのないのない自然自然自然自然のののの河河河河川川川川というのはというのはというのはというのはススススウウウウェーデンェーデンェーデンェーデンでもでもでもでも 4 つしかなつしかなつしかなつしかないそうですがいそうですがいそうですがいそうですが、、、、そのうちのそのうちのそのうちのそのうちの 1 つがあるんですつがあるんですつがあるんですつがあるんです。。。。そこではそこではそこではそこではサケサケサケサケがががが上上上上っていくのでっていくのでっていくのでっていくので、、、、釣釣釣釣りのりのりのりの好好好好きなきなきなきな人人人人たちがたちがたちがたちが来来来来るわけでするわけでするわけでするわけです。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、健康健康健康健康にににに配配配配慮慮慮慮したしたしたしたエコロジカエコロジカエコロジカエコロジカルルルルなななな学校学校学校学校。。。。シックシックシックシックハウハウハウハウスススス症候症候症候症候群群群群というかというかというかというか、、、、化化化化学学学学物物物物質過質過質過質過敏敏敏敏症候症候症候症候群群群群というかというかというかというか、、、、そういうそういうそういうそういう人人人人たちがいますのでたちがいますのでたちがいますのでたちがいますので、、、、それにそれにそれにそれに合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、建材建材建材建材にににに有有有有害害害害物物物物質質質質をををを使使使使わないわないわないわない。。。。省省省省エネエネエネエネであるであるであるである。。。。ライトライトライトライトもいっもいっもいっもいっぱぱぱぱいいいい使使使使わずにわずにわずにわずに、、、、おおおお陽陽陽陽様様様様があるがあるがあるがある間間間間はあまりはあまりはあまりはあまり電電電電気気気気をををを使使使使わないようにするわないようにするわないようにするわないようにする。。。。暖暖暖暖房房房房もももも効効効効率率率率的的的的にするにするにするにする。。。。換換換換気気気気にもにもにもにも気気気気をををを遣遣遣遣うううう。。。。それからそれからそれからそれから、、、、これがこれがこれがこれが非常非常非常非常にににに特特特特徴徴徴徴的的的的なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、野野野野外外外外でのでのでのでの自然自然自然自然教教教教育育育育プログラムプログラムプログラムプログラムにににに力力力力をををを入入入入れたんですれたんですれたんですれたんです。。。。小小小小さいときからさいときからさいときからさいときから、、、、寒寒寒寒いときでもいときでもいときでもいときでも、、、、雨雨雨雨がががが降降降降っていてもっていてもっていてもっていても、、、、外外外外にににに行行行行ってってってって遊遊遊遊ぶぶぶぶ、、、、学学学学習習習習するするするする。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、自然自然自然自然ののののありがたさもありがたさもありがたさもありがたさも、、、、楽楽楽楽しさもしさもしさもしさも、、、、そしてそしてそしてそして怖怖怖怖さもさもさもさも知知知知っていくっていくっていくっていく。。。。雨雨雨雨がががが降降降降るからるからるからるから活活活活動動動動できできできできないのではなないのではなないのではなないのではなくくくく、、、、雨雨雨雨がががが降降降降るのはるのはるのはるのは当当当当たりたりたりたり前前前前ですからですからですからですから、、、、人間人間人間人間がそれにがそれにがそれにがそれに合合合合わせればいいわけですわせればいいわけですわせればいいわけですわせればいいわけです。。。。人間人間人間人間にににに自然自然自然自然をををを合合合合わせるのではなくてわせるのではなくてわせるのではなくてわせるのではなくて、、、、自然自然自然自然にににに人間人間人間人間をををを合合合合わせるというわせるというわせるというわせるという形形形形でででで教教教教育活育活育活育活動動動動、、、、自然自然自然自然教教教教育育育育ののののプログプログプログプログ
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ラムラムラムラムをつくるをつくるをつくるをつくる。。。。それからそれからそれからそれから、、、、車車車車をををを減減減減らすらすらすらす。。。。自自自自転転転転車車車車、、、、エタノールバスエタノールバスエタノールバスエタノールバスにににに切切切切りりりり替替替替えるえるえるえる。。。。若若若若いいいい人人人人たたたたちをちをちをちを対対対対象象象象にににに、、、、エコドライエコドライエコドライエコドライブブブブのののの講講講講習習習習というのをするというのをするというのをするというのをする。。。。既既既既ににににススススウウウウェーデンェーデンェーデンェーデンではではではでは、、、、若若若若いいいい人人人人たちにたちにたちにたちにとってとってとってとって、、、、運運運運転免許転免許転免許転免許をををを取取取取るのはるのはるのはるのは格好悪格好悪格好悪格好悪いということなんだそうですいということなんだそうですいということなんだそうですいということなんだそうです。。。。運運運運転免許転免許転免許転免許をををを、、、、車車車車をををを持持持持たたたたないのがないのがないのがないのが格好格好格好格好いいとまでいいとまでいいとまでいいとまで言言言言われているとわれているとわれているとわれていると聞聞聞聞いていますいていますいていますいています。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、これはまたこれはまたこれはまたこれはまた別別別別のところなんですのところなんですのところなんですのところなんですがががが、、、、日本日本日本日本ではではではでは塩素塩素塩素塩素でででで消毒消毒消毒消毒をするとをするとをするとをするということがいうことがいうことがいうことが法法法法律律律律でででで決決決決められているんですがめられているんですがめられているんですがめられているんですが、、、、結結結結果的果的果的果的にあまりおいしくありませんにあまりおいしくありませんにあまりおいしくありませんにあまりおいしくありません。。。。健康健康健康健康ににににもあまりよくないともあまりよくないともあまりよくないともあまりよくないと言言言言うううう人人人人もいますもいますもいますもいます。。。。ススススウウウウェーデンェーデンェーデンェーデンではではではでは、、、、このこのこのこの塩素塩素塩素塩素がががが地地地地球球球球温暖化温暖化温暖化温暖化のののの原因原因原因原因のののの 1つになっているということでつになっているということでつになっているということでつになっているということで、、、、塩素塩素塩素塩素をできるだけをできるだけをできるだけをできるだけ使使使使わないということにわないということにわないということにわないということに国民国民国民国民がががが合合合合意意意意していしていしていしているんでするんでするんでするんです。。。。ですからですからですからですから、、、、消毒消毒消毒消毒もももも、、、、塩素塩素塩素塩素ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、紫紫紫紫外外外外線線線線をををを使使使使ってってってって消毒消毒消毒消毒をするというをするというをするというをするという形形形形でででで、、、、おいしいおいしいおいしいおいしい地下水地下水地下水地下水をををを供供供供給給給給しているということですしているということですしているということですしているということです。。。。トイレットトイレットトイレットトイレットペペペペーパーーパーーパーーパーもももも真真真真っっっっ白白白白くくくく漂漂漂漂白白白白しましましましませんせんせんせん。。。。 

  これらのこれらのこれらのこれらのエコエコエコエコ・・・・コミコミコミコミュュュューンーンーンーンにににに共共共共通通通通していることはしていることはしていることはしていることは、、、、住住住住民民民民やややや職職職職員員員員をををを含含含含めためためためた参加参加参加参加型型型型、、、、つまりつまりつまりつまり民民民民主的主的主的主的ななななプロプロプロプロセセセセススススをとるということををとるということををとるということををとるということを宣言宣言宣言宣言してしてしてして実行実行実行実行しているということなんですしているということなんですしているということなんですしているということなんです。「。「。「。「三三三三方方方方よよよよしししし」」」」とととと日本日本日本日本語語語語ではではではでは言言言言いますけれどいますけれどいますけれどいますけれど、、、、経済経済経済経済もももも発発発発展展展展させるさせるさせるさせる。。。。自然自然自然自然をををを守守守守るからるからるからるから経済経済経済経済がががが発発発発展展展展しないしないしないしないというのではなくてというのではなくてというのではなくてというのではなくて、、、、経済経済経済経済もももも発発発発展展展展させるさせるさせるさせる。。。。社会社会社会社会もももも地域文化地域文化地域文化地域文化もももも守守守守っていくっていくっていくっていく。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん自然自然自然自然環環環環境境境境もももも保保保保全全全全するするするする。。。。このこのこのこの 3 つなんですつなんですつなんですつなんです。。。。これをこれをこれをこれを、、、、英語英語英語英語でででで言言言言えばえばえばえば win-win-win、、、、勝勝勝勝つつつつ、、、、勝勝勝勝つつつつ、、、、勝勝勝勝つつつつ、、、、ですですですです。。。。それぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれが矛盾矛盾矛盾矛盾しているとしたらしているとしたらしているとしたらしているとしたら、、、、知知知知恵恵恵恵をををを出出出出してこのしてこのしてこのしてこの 3 つのことをつのことをつのことをつのことを達成達成達成達成できるようできるようできるようできるようななななプログラムプログラムプログラムプログラムをやっていくをやっていくをやっていくをやっていく。。。。そこにいるのはやっそこにいるのはやっそこにいるのはやっそこにいるのはやっぱぱぱぱりりりり人人人人ですですですです。。。。何何何何といってもといってもといってもといっても人人人人がこういうがこういうがこういうがこういうことをことをことをことをやるわけですからやるわけですからやるわけですからやるわけですから、、、、放放放放っておいてできるっておいてできるっておいてできるっておいてできる話話話話ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。熱熱熱熱いいいい志志志志をををを持持持持っているっているっているっている人人人人というのがどのというのがどのというのがどのというのがどの自自自自治治治治体体体体にもにもにもにも必必必必ずいるずいるずいるずいる。。。。皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの中中中中にもいますにもいますにもいますにもいます。。。。宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市のののの中中中中にもいますにもいますにもいますにもいます。。。。どこにもいるんですどこにもいるんですどこにもいるんですどこにもいるんです。。。。そういうそういうそういうそういう熱熱熱熱いいいい志志志志をををを持持持持っているっているっているっている人人人人をををを見見見見つけてつけてつけてつけて、、、、そのそのそのその人人人人たちをたちをたちをたちを応応応応援援援援してしてしてしていくというかいくというかいくというかいくというか、、、、そのそのそのその人人人人たちがたちがたちがたちが動動動動きやすいきやすいきやすいきやすい環境環境環境環境をつくっていくをつくっていくをつくっていくをつくっていく。。。。そういうことがそういうことがそういうことがそういうことが大事大事大事大事なのかなのかなのかなのかなということをなということをなということをなということを感感感感じましたじましたじましたじました。。。。 

  ススススウウウウェーデンェーデンェーデンェーデンでででで非常非常非常非常にににに成果成果成果成果をををを上上上上げげげげているているているているナナナナチチチチュュュュラルラルラルラル・・・・ステップステップステップステップというというというという環境教環境教環境教環境教育育育育のののの団団団団体体体体ががががありますありますありますあります。。。。そこではそこではそこではそこでは 2 つのことをつのことをつのことをつのことを柱柱柱柱にしていますにしていますにしていますにしています。。。。1 つはつはつはつは、、、、持持持持続続続続可能可能可能可能なななな社会社会社会社会にはにはにはにはルールルールルールルールがあがあがあがあるるるる、、、、つつつつまりまりまりまり、、、、地地地地球球球球ののののルールルールルールルールというのがあるということですというのがあるということですというのがあるということですというのがあるということです。。。。そのそのそのその地地地地球球球球ののののルールルールルールルールにににに人間人間人間人間やややや社社社社会会会会がががが合合合合わせていくわせていくわせていくわせていく。。。。地地地地球球球球ののののシステムシステムシステムシステムがうまくがうまくがうまくがうまく循循循循環環環環していくためにはしていくためにはしていくためにはしていくためには 4 つのつのつのつのシステムシステムシステムシステム条件条件条件条件ががががあるとあるとあるとあると言言言言っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。「。「。「。「こんなことこんなことこんなことこんなこと無無無無理理理理」」」」とととと思思思思うかもしれませんうかもしれませんうかもしれませんうかもしれません。。。。でもでもでもでも、、、、家家家家にににに戻戻戻戻ってってってってからからからから、、、、よくよくよくよく考考考考えてえてえてえてみみみみてくださいてくださいてくださいてくださいねねねね。。。。 

  まずまずまずまず、、、、読読読読みみみみ上上上上げげげげましょうましょうましょうましょう。。。。第第第第 1 ののののシステムシステムシステムシステム条件条件条件条件ですがですがですがですが、「、「、「、「地地地地殻殻殻殻からからからから取取取取りりりり出出出出したしたしたした物物物物質質質質がががが生物生物生物生物圏圏圏圏、、、、人間人間人間人間をををを含含含含めてめてめてめて生物生物生物生物がすんでいるところがすんでいるところがすんでいるところがすんでいるところ、、、、でででで増増増増ええええ続続続続けないけないけないけない」。」。」。」。2 つつつつ目目目目、「、「、「、「人人人人工工工工的的的的につくられにつくられにつくられにつくられたたたた物物物物質質質質、、、、化化化化学学学学物物物物質質質質がががが生物生物生物生物圏圏圏圏にににに増増増増ええええ続続続続けないけないけないけない」。」。」。」。3 つつつつ目目目目、「、「、「、「自然自然自然自然がががが物物物物理理理理的的的的にににに劣劣劣劣化化化化されされされされ続続続続けないけないけないけない」。」。」。」。先先先先ほほほほどどどど鈴木鈴木鈴木鈴木先生先生先生先生ののののスライドスライドスライドスライドにもにもにもにも、、、、人人人人工工工工衛星衛星衛星衛星からからからから見見見見るとるとるとると緑色緑色緑色緑色だけれどだけれどだけれどだけれど、、、、実実実実はははは畑畑畑畑になっているになっているになっているになっているというところがありましたというところがありましたというところがありましたというところがありましたねねねね。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、都都都都市市市市地域地域地域地域だとだとだとだとコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートでででで固固固固められてしまってめられてしまってめられてしまってめられてしまっていますいますいますいます。。。。とてもとてもとてもとても自然自然自然自然とはとはとはとは言言言言えませんえませんえませんえません。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄であればであればであればであれば海海海海辺辺辺辺、、、、生物生物生物生物がががが卵卵卵卵をををを産産産産みみみみ、、、、子子子子供供供供をををを産産産産みみみみ、、、、育育育育てていくてていくてていくてていく大大大大切切切切なななな海海海海ののののゆゆゆゆりかごりかごりかごりかご、、、、これがこれがこれがこれが全全全全部部部部埋埋埋埋めめめめ立立立立てられていっていますてられていっていますてられていっていますてられていっていますねねねね。。。。大大大大陸陸陸陸であれであれであれであればばばば森森森森、、、、森森森森もまたもまたもまたもまた生物生物生物生物がががが子子子子供供供供をををを産産産産みみみみ、、、、育育育育てていくてていくてていくてていく、、、、生命生命生命生命ののののゆゆゆゆりかごとりかごとりかごとりかごと言言言言われるところなんでわれるところなんでわれるところなんでわれるところなんですすすすねねねね。。。。そういうそういうそういうそういう森森森森やややや干潟干潟干潟干潟をををを大大大大切切切切にするということはにするということはにするということはにするということは、、、、生生生生態態態態系系系系のののの維持維持維持維持にににに必要必要必要必要なことであるわなことであるわなことであるわなことであるわけですけですけですけです。。。。全全全全部部部部畑畑畑畑にににに変変変変ええええてしまったらてしまったらてしまったらてしまったら、、、、生物生物生物生物がすがすがすがすみみみみ続続続続けていくためにはあまりいいけていくためにはあまりいいけていくためにはあまりいいけていくためにはあまりいい環境環境環境環境とはとはとはとは言言言言えないわけですえないわけですえないわけですえないわけです。。。。 

  4 つつつつ目目目目、「、「、「、「人人人人々々々々のののの基本基本基本基本的的的的ニニニニーーーーズズズズがががが世世世世界界界界じゅうでじゅうでじゅうでじゅうで満満満満たされているたされているたされているたされている」。」。」。」。不不不不公平公平公平公平なななな状状状状態態態態があるとがあるとがあるとがあると戦戦戦戦争争争争がががが起起起起こりますこりますこりますこります。。。。今今今今のののの社会社会社会社会ではではではでは、、、、地地地地球球球球のののの 20%のののの人人人人々々々々がががが地地地地球球球球資源資源資源資源のののの 80%をををを使使使使っているとっているとっているとっていると言言言言わわわわれますれますれますれます。。。。そしてそしてそしてそして 10%ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの人人人人たちはたちはたちはたちは、、、、飲飲飲飲むむむむものものものもの、、、、食食食食べべべべるものもるものもるものもるものも非常非常非常非常にににに困困困困っているっているっているっている状状状状態態態態、、、、
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あるいはあるいはあるいはあるいは戦戦戦戦争争争争でででで生命生命生命生命のののの危険危険危険危険にさらされているとにさらされているとにさらされているとにさらされていると言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。こういうこともこういうこともこういうこともこういうことも考考考考えてえてえてえて、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが、、、、20%のののの豊豊豊豊かなかなかなかな生活生活生活生活をしているをしているをしているをしている人人人人たちがたちがたちがたちが、、、、もっともっともっともっと資源資源資源資源をををを大事大事大事大事にににに使使使使っていくというっていくというっていくというっていくということがことがことがことが必要必要必要必要ですしですしですしですし、、、、そしてそしてそしてそして、、、、どういうどういうどういうどういうふふふふうにすればこのうにすればこのうにすればこのうにすればこの地地地地球球球球がががが平平平平和和和和でででで、、、、戦戦戦戦争争争争もないもないもないもない形形形形でやでやでやでやっていけるかっていけるかっていけるかっていけるか、、、、基本基本基本基本的的的的ななななニニニニーーーーズズズズ、、、、生生生生きるためのきるためのきるためのきるためのニニニニーーーーズズズズはどういうはどういうはどういうはどういうふふふふうにすればいいかというにすればいいかというにすればいいかというにすればいいかということをうことをうことをうことを考考考考えていこうというのがえていこうというのがえていこうというのがえていこうというのが４４４４つつつつ目目目目ののののシステムシステムシステムシステム条件条件条件条件ですですですです。。。。 そしてそしてそしてそして、、、、2 つつつつ目目目目のののの柱柱柱柱がががが、、、、バックバックバックバックキャキャキャキャスティングスティングスティングスティングというというというという手法手法手法手法ですですですです。。。。これもこれもこれもこれも先先先先ほほほほどどどど鈴木鈴木鈴木鈴木先生先生先生先生がががが話話話話しておられましたしておられましたしておられましたしておられました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、将来将来将来将来のあるのあるのあるのあるべべべべきききき姿姿姿姿、、、、つまりつまりつまりつまり、、、、成成成成功功功功したしたしたした状状状状態態態態からからからから現在現在現在現在をををを振振振振りりりり返返返返りりりり、、、、成成成成功功功功したしたしたした状状状状態態態態をををを実実実実現現現現するためにするためにするためにするために、、、、限限限限られたられたられたられた時時時時間間間間でででで、、、、今今今今からからからから何何何何をやるかということををやるかということををやるかということををやるかということを考考考考えてえてえてえて計画計画計画計画をををを立立立立てるというやりてるというやりてるというやりてるというやり方方方方ですですですです。。。。出出出出発発発発点点点点はははは、、、、成成成成功功功功したしたしたした状状状状態態態態、、、、そのそのそのそのビジョンビジョンビジョンビジョンををををみみみみんなんなんなんながががが共共共共有有有有することということですすることということですすることということですすることということです。。。。そのそのそのその基本基本基本基本になっているのはになっているのはになっているのはになっているのは、、、、システムシステムシステムシステム思考思考思考思考というというというという考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。生物生物生物生物ののののシステムシステムシステムシステム、、、、つまりつまりつまりつまり人間人間人間人間のののの体体体体、、、、動動動動物物物物のののの体体体体というのもというのもというのもというのも 1 つのつのつのつのシステムシステムシステムシステムですですですです。。。。植植植植物物物物、、、、またそのまたそのまたそのまたその全体全体全体全体のつながりののつながりののつながりののつながりの自然生自然生自然生自然生態態態態系系系系というのもというのもというのもというのもシステムシステムシステムシステムですですですです。。。。これらはこれらはこれらはこれらは有有有有機機機機的的的的ななななシステシステシステシステムムムムとととと呼呼呼呼ばれていますばれていますばれていますばれています。。。。それからそれからそれからそれから、、、、時時時時計計計計やややや自自自自動動動動車車車車もももも 1 つのつのつのつのシステムシステムシステムシステムですですですです。。。。でもでもでもでも、、、、これはこれはこれはこれは無無無無機機機機的的的的なななな、、、、機機機機械械械械ののののシステムシステムシステムシステムですですですです。。。。会社会社会社会社、、、、市市市市役役役役所所所所、、、、学校学校学校学校はははは社会社会社会社会ののののシステムシステムシステムシステムですですですです。。。。そのそのそのそのほほほほかにもかにもかにもかにも、、、、地地地地球球球球があってがあってがあってがあって、、、、太陽太陽太陽太陽系系系系があってがあってがあってがあって、、、、銀銀銀銀河河河河系系系系があってというがあってというがあってというがあってという、、、、宇宙宇宙宇宙宇宙ののののシステムシステムシステムシステムというのもありというのもありというのもありというのもありますますますます。。。。あらあらあらあらゆゆゆゆるところるところるところるところ、、、、いろんないろんないろんないろんなシステムシステムシステムシステムがありますがありますがありますがあります。。。。 木木木木はははは環境環境環境環境問問問問題題題題をををを考考考考えるときにえるときにえるときにえるときにシステムシステムシステムシステムのののの例例例例としてよくとしてよくとしてよくとしてよく取取取取りりりり上上上上げげげげられますられますられますられます。。。。このこのこのこの写写写写真真真真はははは、、、、皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも見見見見たことがあるとたことがあるとたことがあるとたことがあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、このこのこのこの会場会場会場会場のののの近近近近くでくでくでくで撮撮撮撮ったったったったガガガガジマルジマルジマルジマルですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、これもこれもこれもこれも立立立立派派派派なななな木木木木ですですですですねねねね。。。。冬冬冬冬になるとになるとになるとになると葉葉葉葉っっっっぱぱぱぱをををを落落落落としてとしてとしてとして、、、、夏夏夏夏になったらになったらになったらになったら葉葉葉葉ををををパラパラパラパラソソソソルルルルのようのようのようのようにににに広広広広げげげげてててて木木木木陰陰陰陰をつくってくれるをつくってくれるをつくってくれるをつくってくれるクワデークワデークワデークワデーササササーーーーですですですです。。。。 このこのこのこの木木木木ををををモモモモデルデルデルデルにしてにしてにしてにして考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、幹幹幹幹とととと、、、、枝枝枝枝とととと、、、、葉葉葉葉っっっっぱぱぱぱというのがありますというのがありますというのがありますというのがありますねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、見見見見えないところにえないところにえないところにえないところに根根根根っこがありますっこがありますっこがありますっこがあります。。。。大事大事大事大事なのはなのはなのはなのは何何何何でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが木木木木をををを育育育育てようとてようとてようとてようとするときするときするときするとき一一一一番番番番大事大事大事大事なことなことなことなこと……………………。。。。はいはいはいはい、、、、根根根根っこっこっこっこ。。。。それからそれからそれからそれから？？？？    大大大大きなきなきなきな幹幹幹幹ですですですですねねねね。。。。だからだからだからだから、、、、よよよよくくくく根根根根幹幹幹幹とととと言言言言いますいますいますいますねねねね。。。。根根根根っことっことっことっこと幹幹幹幹とととと。。。。それをそれをそれをそれを大事大事大事大事にしておけばにしておけばにしておけばにしておけば、、、、枝枝枝枝葉葉葉葉はははは時時時時々々々々剪剪剪剪定定定定したりししたりししたりししたりしますますますますねねねね。。。。今日今日今日今日いろいろないろいろないろいろないろいろな環境環境環境環境問問問問題題題題がががが議議議議論論論論されますけれどもされますけれどもされますけれどもされますけれども、、、、多多多多くのくのくのくの場合場合場合場合、、、、このこのこのこの枝枝枝枝葉葉葉葉のののの問問問問題題題題ですですですです。。。。ごごごごみみみみはははは有料有料有料有料化化化化しようかしようかしようかしようか、、、、いやいやいやいや、、、、しないしないしないしないほほほほうがいいかとかうがいいかとかうがいいかとかうがいいかとか、、、、どっちかというとどっちかというとどっちかというとどっちかというと、、、、そうそうそうそういういういういう問問問問題題題題はははは枝枝枝枝葉葉葉葉のののの問問問問題題題題であるわけですであるわけですであるわけですであるわけです。。。。大事大事大事大事なことはなことはなことはなことは何何何何なのかなのかなのかなのか。。。。私私私私たちがたちがたちがたちが生生生生きていくためきていくためきていくためきていくためにににに必要必要必要必要なことをやっていくことがなことをやっていくことがなことをやっていくことがなことをやっていくことが大事大事大事大事なことであるわけですなことであるわけですなことであるわけですなことであるわけです。。。。このこのこのこの木木木木がががが成成成成長長長長するのにするのにするのにするのに必要必要必要必要なものはなものはなものはなものは何何何何でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。先先先先ほほほほどどどど大大大大きなきなきなきな声声声声でででで答答答答えてくださったえてくださったえてくださったえてくださった方方方方がいますけどがいますけどがいますけどがいますけど、、、、木木木木がががが成成成成長長長長すすすするためにるためにるためにるために必要必要必要必要なものはなものはなものはなものは何何何何でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。はいはいはいはい、、、、空空空空気気気気もももも水水水水もももも必要必要必要必要ですですですです。。。。それからそれからそれからそれから？？？？    太陽太陽太陽太陽ももももももももちろんちろんちろんちろん必要必要必要必要ですですですです。。。。太陽太陽太陽太陽がなければがなければがなければがなければ木木木木もももも大大大大きくならないしきくならないしきくならないしきくならないし、、、、人間人間人間人間もももも生生生生きていけませんきていけませんきていけませんきていけませんねねねね。。。。そそそそれかられかられかられから？？？？    はいはいはいはい、、、、愛愛愛愛情情情情もももも。。。。そしてそしてそしてそして土土土土もももも必要必要必要必要ですですですですねねねね。。。。環境環境環境環境問問問問題題題題をををを考考考考えるときにえるときにえるときにえるときに、、、、土土土土、、、、水水水水、、、、太太太太陽陽陽陽、、、、空空空空気気気気、、、、そしてそしてそしてそして、、、、これだけのこれだけのこれだけのこれだけの木木木木がががが大大大大きくなるためにはきくなるためにはきくなるためにはきくなるためには時時時時間間間間もももも必要必要必要必要ですですですです。。。。時時時時間間間間がかかるんがかかるんがかかるんがかかるんですですですです。。。。やろうとやろうとやろうとやろうと思思思思ったらったらったらったら、、、、すすすすぐぐぐぐあしたあしたあしたあした結結結結果果果果がががが出出出出るわけではありませんるわけではありませんるわけではありませんるわけではありません。。。。根根根根気気気気よくよくよくよく、、、、木木木木がががが大大大大きくなるまでにはきくなるまでにはきくなるまでにはきくなるまでには 10 年年年年、、、、20 年年年年とととと待待待待たなければいけませんたなければいけませんたなければいけませんたなければいけません。。。。穀穀穀穀物物物物をををを育育育育てるのはてるのはてるのはてるのは 1 年年年年のののの計計計計。。。。1年年年年後後後後にににに米米米米もできまもできまもできまもできますすすすねねねね。。。。木木木木をををを育育育育てるのはてるのはてるのはてるのは 20 年年年年のののの計計計計。。。。人人人人をををを育育育育てるのはてるのはてるのはてるのは 100 年年年年のののの計計計計といいますといいますといいますといいます。。。。こういうこういうこういうこういう、、、、環境環境環境環境にににに配配配配慮慮慮慮したしたしたした地域地域地域地域、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランドをつくっていくためにはそれなりのをつくっていくためにはそれなりのをつくっていくためにはそれなりのをつくっていくためにはそれなりの時時時時間間間間がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。それもそれもそれもそれも、、、、ちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと予予予予想想想想にににに入入入入れたれたれたれた上上上上でででで、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島計画計画計画計画というのをというのをというのをというのをつくっていかなければいけませんつくっていかなければいけませんつくっていかなければいけませんつくっていかなければいけません。。。。 先先先先ほほほほどのおどのおどのおどのお話話話話にありましたようににありましたようににありましたようににありましたように、、、、木木木木をををを育育育育てていくにはてていくにはてていくにはてていくには愛愛愛愛情情情情がががが大事大事大事大事ですですですですねねねね。。。。このこのこのこの木木木木だっだっだっだってててて、、、、ちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと支支支支柱柱柱柱とかとかとかとか、、、、台台台台風風風風がががが来来来来てもてもてもても倒倒倒倒れないようにれないようにれないようにれないように支支支支えられていますえられていますえられていますえられています。。。。こっちにちこっちにちこっちにちこっちにちゃゃゃゃんんんんとととと支支支支えがありますよえがありますよえがありますよえがありますよねねねね。。。。宮古島宮古島宮古島宮古島というのはというのはというのはというのは台台台台風風風風がががが来来来来てててて強強強強いいいい風風風風がががが吹吹吹吹きますからきますからきますからきますからねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、やはりこれやはりこれやはりこれやはりこれはははは土土土土地地地地にににに合合合合ったものでなければいけませんったものでなければいけませんったものでなければいけませんったものでなければいけません。。。。ススススウウウウェーデンェーデンェーデンェーデンのののの例例例例をををを説説説説明明明明しましたしましたしましたしました
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けれどけれどけれどけれど、、、、ススススウウウウェーデンェーデンェーデンェーデンでやっていることをそのままでやっていることをそのままでやっていることをそのままでやっていることをそのまま持持持持ってくるというわけにはいきませんってくるというわけにはいきませんってくるというわけにはいきませんってくるというわけにはいきません。。。。マルマルマルマルハハハハナナナナババババチチチチのようにのようにのようにのように、、、、ススススウウウウェーデンェーデンェーデンェーデンでやっているからといってでやっているからといってでやっているからといってでやっているからといって、、、、宮古宮古宮古宮古にもってきたらにもってきたらにもってきたらにもってきたら宮宮宮宮古島古島古島古島のののの生生生生態態態態系系系系をををを壊壊壊壊してしまいますしてしまいますしてしまいますしてしまいます。。。。ですからですからですからですから、、、、土土土土地地地地にににに合合合合ったものをったものをったものをったものを植植植植えることがえることがえることがえることが大事大事大事大事ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、大大大大きくなっていくときにきくなっていくときにきくなっていくときにきくなっていくときに予予予予想想想想できるできるできるできる変変変変化化化化。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、台台台台風風風風はははは毎毎毎毎年来年来年来年来るるるる。。。。これはこれはこれはこれは予予予予想想想想できますできますできますできますねねねね。。。。それにそれにそれにそれに合合合合わせないといけないわせないといけないわせないといけないわせないといけない。。。。でもでもでもでも、、、、予予予予想想想想できないこともできないこともできないこともできないことも起起起起こりますこりますこりますこります。。。。何何何何がががが起起起起こるかわからないこるかわからないこるかわからないこるかわからない。。。。それにもそれにもそれにもそれにも対対対対処処処処できるできるできるできるようにようにようにように、、、、しっかりしたしっかりしたしっかりしたしっかりした、、、、丈夫丈夫丈夫丈夫なななな木木木木をををを育育育育てていくてていくてていくてていく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。それをそれをそれをそれを見見見見守守守守るのがやっるのがやっるのがやっるのがやっぱぱぱぱりりりり愛愛愛愛情情情情ということなんでしょうということなんでしょうということなんでしょうということなんでしょうねねねね。。。。 ということでということでということでということで、、、、既既既既にににに今今今今までおまでおまでおまでお話話話話ししたことなんですがししたことなんですがししたことなんですがししたことなんですが、、、、根根根根っことっことっことっこと大大大大きなきなきなきな幹幹幹幹がががが大事大事大事大事。。。。成成成成長長長長にはにはにはには時時時時間間間間がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。土土土土地地地地にににに合合合合ったものをったものをったものをったものを植植植植えるえるえるえる。。。。環境環境環境環境のののの変変変変化化化化にににに耐耐耐耐えられるえられるえられるえられる、、、、つまりつまりつまりつまり柔柔柔柔軟軟軟軟性性性性をををを持持持持つということですつということですつということですつということですねねねね。。。。そのそのそのその時時時時々々々々のののの環境環境環境環境にににに応応応応じてじてじてじて対対対対策策策策をををを見直見直見直見直していかなければいけしていかなければいけしていかなければいけしていかなければいけませんませんませんません。。。。計画計画計画計画はははは、、、、一一一一度度度度決決決決めたらめたらめたらめたら 40 年年年年もももも 50 年年年年もももも同同同同じことをやっていくというわけではありじことをやっていくというわけではありじことをやっていくというわけではありじことをやっていくというわけではありませんませんませんません。。。。持持持持続続続続可能可能可能可能なななな社会社会社会社会をつくろうというをつくろうというをつくろうというをつくろうというビジョンビジョンビジョンビジョンはははは変変変変わらないですがわらないですがわらないですがわらないですが、、、、どうやったらどうやったらどうやったらどうやったらいいいいいかいかいかいか。。。。木木木木をををを育育育育てようというてようというてようというてようというビジョンビジョンビジョンビジョンはあるはあるはあるはある、、、、木木木木をそのをそのをそのをその時時時時々々々々にににに応応応応じてじてじてじて、、、、水水水水をやったりをやったりをやったりをやったり、、、、柵柵柵柵ををををつくってやったりとつくってやったりとつくってやったりとつくってやったりと、、、、そのそのそのその成成成成長長長長にににに応応応応じてじてじてじてプランプランプランプランをををを変変変変えていくことがえていくことがえていくことがえていくことが必要必要必要必要ですですですですねねねね。。。。将来将来将来将来ビジビジビジビジョンョンョンョンにににに合合合合わせてわせてわせてわせて改改改改善善善善していくことがしていくことがしていくことがしていくことが必要必要必要必要なわけですなわけですなわけですなわけです。。。。 最後最後最後最後にににに、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島にににに対対対対するするするする期待期待期待期待というのをというのをというのをというのを少少少少しししし考考考考えてえてえてえてみみみみたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島構宮古島構宮古島構宮古島構想想想想ではではではでは 3 つのことをつのことをつのことをつのことを挙挙挙挙げげげげていますていますていますています。。。。循循循循環環環環型型型型社会社会社会社会のののの構築構築構築構築、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全のののの推進推進推進推進、、、、産業観光産業観光産業観光産業観光のののの推進推進推進推進。。。。このあたりはこのあたりはこのあたりはこのあたりは皆皆皆皆さんもよくごさんもよくごさんもよくごさんもよくご存存存存じだとじだとじだとじだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ここでここでここでここで、、、、ききききょうのょうのょうのょうのタイトルタイトルタイトルタイトル、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションとはとはとはとは何何何何かということをかということをかということをかということを考考考考えてえてえてえてみみみみまままましょうしょうしょうしょう。。。。 広広広広いいいい意味意味意味意味ではではではでは、、、、持持持持続続続続可能可能可能可能なななな社会社会社会社会とととと同同同同じじじじ定定定定義義義義になりますになりますになりますになります。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、地地地地球球球球ののののシステムシステムシステムシステムにににに人間人間人間人間社会社会社会社会ののののシステムシステムシステムシステムをををを合合合合わせるわせるわせるわせる。。。。しかししかししかししかし、、、、これではこれではこれではこれでは広広広広いのでいのでいのでいので、、、、もっともっともっともっと狭狭狭狭いいいい意味意味意味意味でででで、「、「、「、「自然自然自然自然界界界界にににに廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物はないはないはないはない」」」」というというというという形形形形でででで進進進進めていくめていくめていくめていく。「。「。「。「自然自然自然自然にににに見見見見習習習習ってってってって資源資源資源資源をををを効効効効率率率率的的的的にににに使使使使っていくっていくっていくっていく」。」。」。」。つまつまつまつまりりりり、、、、資源資源資源資源のののの生生生生産産産産性性性性をををを上上上上げげげげるということでするということでするということでするということです。。。。宮古総合実業高校宮古総合実業高校宮古総合実業高校宮古総合実業高校でででで、、、、このこのこのこの前前前前、、、、ソソソソババババをつくっをつくっをつくっをつくっているところにているところにているところにているところに案案案案内内内内していただきましたがしていただきましたがしていただきましたがしていただきましたが、、、、それもそれもそれもそれも一一一一つのつのつのつのゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションのののの試試試試みみみみですですですです。。。。詳詳詳詳しくはしくはしくはしくはパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションのときにおのときにおのときにおのときにお話話話話があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。 将来将来将来将来ビジョンビジョンビジョンビジョンなんですがなんですがなんですがなんですが、、、、どんなどんなどんなどんな社会社会社会社会にしにしにしにしたいかたいかたいかたいか。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、宮古宮古宮古宮古人人人人がががが誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持ってってってって、「、「、「、「私私私私はははは宮古島宮古島宮古島宮古島のののの出身出身出身出身ですですですです」」」」とととと誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持ってってってって言言言言えるようなえるようなえるようなえるような島島島島にするということですにするということですにするということですにするということです。。。。でもでもでもでも、、、、生活生活生活生活していかなければいけませんからしていかなければいけませんからしていかなければいけませんからしていかなければいけませんから、、、、経済経済経済経済をしっかりつくらないといけませんをしっかりつくらないといけませんをしっかりつくらないといけませんをしっかりつくらないといけません。。。。子子子子供供供供たちのたちのたちのたちの将来将来将来将来のののの職職職職業業業業はどうするかはどうするかはどうするかはどうするか。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、カジノカジノカジノカジノ。。。。カジノカジノカジノカジノででででカードプレーカードプレーカードプレーカードプレーをするをするをするをする仕仕仕仕事事事事をををを子子子子供供供供たちたちたちたちにさせたいですかにさせたいですかにさせたいですかにさせたいですか。。。。宮古島宮古島宮古島宮古島はははは以以以以前前前前からからからから非常非常非常非常にににに教教教教育熱心育熱心育熱心育熱心なところですなところですなところですなところです。。。。鈴木鈴木鈴木鈴木先生先生先生先生のようなのようなのようなのような科科科科学学学学者者者者、、、、将来将来将来将来ノーノーノーノーベベベベルルルル賞賞賞賞をををを受賞受賞受賞受賞できるようなできるようなできるようなできるような子子子子供供供供たちをたちをたちをたちを育育育育てるてるてるてる。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの振興振興振興振興開発開発開発開発はははは、、、、いろんいろんいろんいろんなところになところになところになところに投投投投資資資資してますけれどもしてますけれどもしてますけれどもしてますけれども、、、、子子子子供供供供たちのためのたちのためのたちのためのたちのための環境教環境教環境教環境教育育育育整整整整備備備備ということということということということにはあまりにはあまりにはあまりにはあまりおおおお金金金金をををを使使使使っていませんっていませんっていませんっていません。。。。ほほほほんとうにこれはんとうにこれはんとうにこれはんとうにこれは胸胸胸胸がががが痛痛痛痛むむむむことですことですことですことです。。。。まずはできることからまずはできることからまずはできることからまずはできることから市市市市がががが率率率率先先先先してやっていくしてやっていくしてやっていくしてやっていく。。。。何何何何ができるかということでができるかということでができるかということでができるかということで、、、、ひひひひとつとつとつとつ提提提提案案案案がありますがありますがありますがあります。。。。 きょうのきょうのきょうのきょうのプログラムプログラムプログラムプログラムのののの後後後後ろのろのろのろのほほほほうにうにうにうに、、、、勝勝勝勝連連連連君君君君がががが読読読読みみみみ上上上上げげげげてくれることになっているてくれることになっているてくれることになっているてくれることになっている作作作作文文文文がありますがありますがありますがあります。。。。あのあのあのあの文文文文章章章章をををを読読読読んでんでんでんで、、、、私私私私はははは胸胸胸胸ががががキキキキュュュュンンンンとととと痛痛痛痛みみみみましたましたましたました。。。。ポポポポイイイイ捨捨捨捨てがなくならないてがなくならないてがなくならないてがなくならない。。。。大大大大人人人人たちはたちはたちはたちは、、、、だめですだめですだめですだめです。。。。今今今今までずっとなくならないまでずっとなくならないまでずっとなくならないまでずっとなくならない。。。。これをなくすのはこれをなくすのはこれをなくすのはこれをなくすのは子子子子供供供供たちですたちですたちですたちです。。。。徹徹徹徹底底底底してしてしてしてポポポポイイイイ捨捨捨捨てをなくすてをなくすてをなくすてをなくす。。。。たばこのたばこのたばこのたばこの吸殻吸殻吸殻吸殻ををををポポポポイイイイとととと捨捨捨捨てているてているてているてている大大大大人人人人がいたらがいたらがいたらがいたら、、、、拾拾拾拾いましょういましょういましょういましょう。。。。そしてそしてそしてそして徹徹徹徹底底底底してきれいにしましょしてきれいにしましょしてきれいにしましょしてきれいにしましょうううう。。。。 もうもうもうもう時時時時間間間間ですからですからですからですから、、、、まとめますまとめますまとめますまとめます。。。。最後最後最後最後にににに、、、、マルマルマルマルハハハハナナナナババババチチチチはなはなはなはなぜぜぜぜ飛飛飛飛べべべべるのでしょうかるのでしょうかるのでしょうかるのでしょうか、、、、答答答答えをえをえをえを言言言言いましょういましょういましょういましょう。。。。結結結結局局局局、、、、学学学学者者者者たちはたちはたちはたちは研究研究研究研究してもわからないものですからしてもわからないものですからしてもわからないものですからしてもわからないものですから、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは飛飛飛飛べべべべなななないということをいということをいということをいということを知知知知らないからというのがらないからというのがらないからというのがらないからというのが、、、、学学学学者者者者たちがたちがたちがたちが出出出出したしたしたした結結結結論論論論なんだそうですなんだそうですなんだそうですなんだそうです。。。。逆逆逆逆にににに言言言言えばえばえばえば、、、、飛飛飛飛べべべべるとるとるとると思思思思ってってってって、、、、当当当当たりたりたりたり前前前前にににに飛飛飛飛んでいるというわけですんでいるというわけですんでいるというわけですんでいるというわけです。。。。 
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ということでということでということでということで、、、、未未未未来来来来はははは変変変変えられますえられますえられますえられます。。。。未未未未来来来来はははは予予予予測測測測するものではなくするものではなくするものではなくするものではなく、、、、つくるものつくるものつくるものつくるもの。。。。自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの将来将来将来将来はははは自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで決決決決めるということでめるということでめるということでめるということで、、、、主主主主役役役役はははは若者若者若者若者ですですですです。。。。Boys and girls be ambitious! 皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、頑張頑張頑張頑張っっっってくださいてくださいてくださいてください。。。。マルマルマルマルハハハハナナナナババババチチチチはははは北北北北ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパでででで今日今日今日今日もももも飛飛飛飛んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。Think 

globally, act locally というというというという言言言言葉葉葉葉はははは皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも習習習習いましたいましたいましたいましたねねねね。。。。 どうもどうもどうもどうも、、、、きょうはごきょうはごきょうはごきょうはご清聴清聴清聴清聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  「「「「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会のののの構築構築構築構築をめざしてをめざしてをめざしてをめざして－－－－宮古島宮古島宮古島宮古島からのからのからのからの発信発信発信発信－」－」－」－」でございましたでございましたでございましたでございました。。。。おおおお話話話話はははは、、、、琉球大学観光産業科学部教授琉球大学観光産業科学部教授琉球大学観光産業科学部教授琉球大学観光産業科学部教授でででで、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム理事理事理事理事、、、、伊波伊波伊波伊波美智子美智子美智子美智子さんでございましたさんでございましたさんでございましたさんでございました。。。。ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。 

  さてさてさてさて、、、、会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様、、、、このこのこのこのゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム、、、、1 時時時時 10分分分分からからからからスタートスタートスタートスタートしましたしましたしましたしました。。。。現在現在現在現在時時時時刻刻刻刻はははは 3 時時時時 30分分分分をををを過過過過ぎぎぎぎたところですたところですたところですたところです。。。。トイレトイレトイレトイレにににに行行行行きたいきたいきたいきたい方方方方もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃるとるとるとると思思思思いますいますいますいますのでのでのでので、、、、5分分分分ほほほほどどどど休憩休憩休憩休憩をををを挟挟挟挟みみみみたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの後後後後にににに、、、、ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム・・・・パネパネパネパネルディスカッションルディスカッションルディスカッションルディスカッションをををを始始始始めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションではではではでは、、、、5人人人人ののののパネラーパネラーパネラーパネラーにににに登登登登壇壇壇壇いただいていただいていただいていただいて意見意見意見意見をををを出出出出しししし合合合合ってもらうってもらうってもらうってもらう予定予定予定予定ですですですです。。。。テーマテーマテーマテーマはははは、「、「、「、「エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島のののの将将将将来来来来をををを考考考考えるえるえるえる」」」」ですですですです。。。。 ではではではでは、、、、始始始始まるまるまるまる前前前前にはにはにはには場場場場内内内内アアアアナナナナウウウウンスンスンスンスをををを入入入入れますのでれますのでれますのでれますので、、、、5分分分分のののの休憩休憩休憩休憩をををを挟挟挟挟みみみみましてましてましてましてパネルディパネルディパネルディパネルディスカッションスカッションスカッションスカッションをををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。ではではではでは、、、、一一一一たんたんたんたん休憩休憩休憩休憩とさせていただきますとさせていただきますとさせていただきますとさせていただきます。。。。 （（（（休休休休            憩憩憩憩）））） 
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パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション 

 司会司会司会司会     会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様、、、、おおおお待待待待たせいたしましたたせいたしましたたせいたしましたたせいたしました。「。「。「。「ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム IN 宮古島宮古島宮古島宮古島 2008 ～～～～結結結結いでいでいでいでひひひひろろろろげげげげるるるる美美美美ぎぎぎぎ島宮古島宮古島宮古島宮古～～～～」、」、」、」、続続続続いてはいてはいてはいては、、、、パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションですですですです。。。。 

  エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島をどうをどうをどうをどう築築築築きききき上上上上げげげげていくかていくかていくかていくか。「。「。「。「我我我我んたがんたがんたがんたが美美美美ぎぎぎぎ島宮古島宮古島宮古島宮古」、」、」、」、このこのこのこのフレーフレーフレーフレーズズズズににににふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい宮古島宮古島宮古島宮古島をどうをどうをどうをどう守守守守りりりり、、、、行動行動行動行動していけばいいのかしていけばいいのかしていけばいいのかしていけばいいのか、、、、忌憚忌憚忌憚忌憚のないのないのないのない意見意見意見意見をををを出出出出しししし合合合合ってってってっていただこうといただこうといただこうといただこうと思思思思いますいますいますいます。。。。きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、パネリストパネリストパネリストパネリストにににに 5 名名名名のののの方方方方々々々々にににに登登登登壇壇壇壇いただくいただくいただくいただく予定予定予定予定となってとなってとなってとなっておりますおりますおりますおります。。。。きょうのきょうのきょうのきょうのパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションののののテーマテーマテーマテーマはははは、、、、ずばりずばりずばりずばり、「、「、「、「エコアエコアエコアエコアイランドイランドイランドイランド宮古島宮古島宮古島宮古島のののの将来将来将来将来をををを考考考考えるえるえるえる」」」」となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、パネラーパネラーパネラーパネラーのののの方方方方々々々々をををを 5 名続名続名続名続けてけてけてけて紹介紹介紹介紹介していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞ、、、、会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様のののの拍手拍手拍手拍手でおでおでおでお迎迎迎迎えくださいえくださいえくださいえください。。。。 

  まずはまずはまずはまずは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション・・・・プロジェクトアドバイザープロジェクトアドバイザープロジェクトアドバイザープロジェクトアドバイザー、、、、坂本憲一坂本憲一坂本憲一坂本憲一さんさんさんさん。。。。国連国連国連国連大学大学大学大学ののののゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション研究研究研究研究構構構構想想想想プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトにににに 1995年年年年からからからから科学科学科学科学アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザーとしてとしてとしてとして参画参画参画参画。。。。
2002 年年年年以降以降以降以降ははははゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム・・・・プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトののののアドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザーをををを務務務務めていますめていますめていますめています。。。。主主主主にににに国国国国内外内外内外内外におけるにおけるにおけるにおけるゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション・・・・リリリリササササーーーーチチチチ・・・・イイイイニニニニシアシアシアシアチチチチブブブブのののの学学学学術的術的術的術的理理理理論論論論研究研究研究研究及及及及びびびび普普普普及及及及活活活活動動動動にににに努努努努めていまめていまめていまめていますすすす。。。。きょうはよろしくおきょうはよろしくおきょうはよろしくおきょうはよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、宮古総合実業高校環境工学科教諭宮古総合実業高校環境工学科教諭宮古総合実業高校環境工学科教諭宮古総合実業高校環境工学科教諭、、、、前里和洋前里和洋前里和洋前里和洋さんさんさんさん。。。。2004 年年年年ににににアジアアジアアジアアジアでででで初初初初めめめめててててストックストックストックストックホホホホルムルムルムルム青青青青少少少少年年年年水水水水大大大大賞賞賞賞をををを受賞受賞受賞受賞したしたしたした宮古宮古宮古宮古農林農林農林農林高校環境高校環境高校環境高校環境班班班班のののの指指指指導者導者導者導者ですですですです。。。。地下水地下水地下水地下水汚染汚染汚染汚染のののの回回回回避避避避とととと農農農農業業業業のののの振興振興振興振興ををををテーマテーマテーマテーマにににに、、、、土土土土壌壌壌壌蓄積蓄積蓄積蓄積リンリンリンリンをををを活活活活用用用用してしてしてして環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい有有有有機機機機肥肥肥肥料料料料づくりづくりづくりづくり、、、、バイオバイオバイオバイオ－－－－ＰＰＰＰリンにににに成成成成功功功功。。。。現在現在現在現在ははははササササトトトトウウウウキキキキビビビビ生生生生産産産産のののの合合合合間間間間ににににニニニニホホホホンンンンソソソソババババをををを栽培栽培栽培栽培しししし、、、、化化化化学学学学肥肥肥肥料料料料にににに含含含含ままままれるれるれるれる窒窒窒窒素素素素をををを畑畑畑畑からからからから抜抜抜抜きききき取取取取ることることることることにににに成成成成功功功功していますしていますしていますしています。。。。 

  続続続続いていていていて、、、、株式株式株式株式会社会社会社会社りゅうせきりゅうせきりゅうせきりゅうせき、、、、バイオエタノールプロジェクトバイオエタノールプロジェクトバイオエタノールプロジェクトバイオエタノールプロジェクト推進室長推進室長推進室長推進室長、、、、奥島憲二奥島憲二奥島憲二奥島憲二さんさんさんさんですですですです。。。。ササササトトトトウウウウキキキキビビビビのののの島島島島、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島をををを舞台舞台舞台舞台にににに、、、、地地地地球球球球温暖化温暖化温暖化温暖化防止防止防止防止対対対対策策策策のののの最最最最前前前前線線線線にににに立立立立ちますちますちますちます。。。。ササササトトトトウウウウキキキキビビビビのののの糖蜜糖蜜糖蜜糖蜜からつくりからつくりからつくりからつくり出出出出すすすすバイオエタノールバイオエタノールバイオエタノールバイオエタノール燃料燃料燃料燃料のののの開発開発開発開発とととと促促促促進進進進にににに尽力尽力尽力尽力していますしていますしていますしています。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、エコピープルエコピープルエコピープルエコピープル代表代表代表代表、、、、山口靖子山口靖子山口靖子山口靖子さんさんさんさん。。。。環境社会環境社会環境社会環境社会検検検検定定定定試試試試験験験験、、、、通通通通称称称称エコエコエコエコ検検検検定定定定にににに宮古宮古宮古宮古でででで初初初初めてめてめてめて合合合合格格格格したしたしたした山口山口山口山口さんさんさんさん。。。。エコエコエコエコ検検検検定定定定はははは、、、、環境環境環境環境にににに対対対対するするするする幅幅幅幅広広広広いいいい知知知知識識識識をををを持持持持ちちちち、、、、社会社会社会社会のののの中中中中でででで率率率率先先先先してしてしてして環境環境環境環境問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ、、、、人人人人づくりづくりづくりづくり、、、、そしてそしてそしてそして環境環境環境環境とととと経済経済経済経済をををを両両両両立立立立させたさせたさせたさせた持持持持続続続続可能可能可能可能なななな社会社会社会社会をををを目目目目指指指指すことがすことがすことがすことがねねねねらいですらいですらいですらいです。。。。エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言をををを市民市民市民市民のののの代表代表代表代表としてもとしてもとしてもとしても歓歓歓歓迎迎迎迎するするするする山口山口山口山口ささささんんんん、、、、市民市民市民市民のののの代表代表代表代表としてとしてとしてとして、、、、そしてそしてそしてそして子子子子をををを持持持持つつつつ母母母母としてのとしてのとしてのとしての提提提提言言言言をををを期待期待期待期待しておりますしておりますしておりますしております。。。。どうぞよろどうぞよろどうぞよろどうぞよろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、伊志嶺亮宮古島市長伊志嶺亮宮古島市長伊志嶺亮宮古島市長伊志嶺亮宮古島市長。。。。今年今年今年今年のののの 3 月月月月 31 日日日日にはにはにはにはエコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。役役役役所所所所のののの部部部部署署署署にもにもにもにもエコタエコタエコタエコタウウウウンンンン推進室推進室推進室推進室をををを設設設設置置置置、、、、エコエコエコエコのののの島島島島、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島をををを築築築築いていきますいていきますいていきますいていきます。。。。自然自然自然自然とととと共共共共生生生生しながらしながらしながらしながら限限限限りあるりあるりあるりある資源資源資源資源をををを有有有有効効効効利用利用利用利用するするするする、、、、21 世紀世紀世紀世紀をををを環境環境環境環境のののの世紀世紀世紀世紀へとへとへとへと邁邁邁邁進進進進してまいしてまいしてまいしてまいりますりますりますります。。。。 

  このこのこのこのパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション、、、、コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターはははは、、、、基調講演基調講演基調講演基調講演でででで登登登登壇壇壇壇をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた、、、、琉琉琉琉球球球球大学観光産業科学部教授大学観光産業科学部教授大学観光産業科学部教授大学観光産業科学部教授、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム理事理事理事理事、、、、伊波美智子伊波美智子伊波美智子伊波美智子さんさんさんさんですですですです。。。。どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム IN 宮古島宮古島宮古島宮古島 2008、、、、パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション。。。。テテテテーマーマーマーマはははは、「、「、「、「エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島のののの将来将来将来将来をををを考考考考えるえるえるえる」」」」ですですですです。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、伊波伊波伊波伊波さんさんさんさん、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授（（（（コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター）））） 
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  皆様皆様皆様皆様、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。長長長長いいいい時時時時間間間間になりますけれどになりますけれどになりますけれどになりますけれど、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、頑張頑張頑張頑張ってよくってよくってよくってよく聞聞聞聞いてくださいてくださいてくださいてくださっっっってててていますいますいますいますねねねね。。。。ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに感感感感謝謝謝謝していますしていますしていますしています。。。。 きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、このこのこのこの舞台舞台舞台舞台のののの上上上上にににに若若若若いいいい人人人人のののの代表代表代表代表がいないのがちょっがいないのがちょっがいないのがちょっがいないのがちょっとととと残残残残念念念念ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、私私私私たたたたちのちのちのちの世世世世代代代代からからからから皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの若若若若いいいい世世世世代代代代にににに向向向向けてけてけてけて、、、、これまでやってきたことこれまでやってきたことこれまでやってきたことこれまでやってきたこと、、、、そしてこれからやっそしてこれからやっそしてこれからやっそしてこれからやっててててほほほほしいこととかしいこととかしいこととかしいこととか、、、、いろんなおいろんなおいろんなおいろんなお話話話話があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。そうしたこともしっかりそうしたこともしっかりそうしたこともしっかりそうしたこともしっかり聞聞聞聞いていたいていたいていたいていただいてだいてだいてだいて、、、、すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい宮古島宮古島宮古島宮古島をつくるをつくるをつくるをつくる参参参参考考考考にしてくださいにしてくださいにしてくださいにしてください。。。。ではではではでは、、、、これからこれからこれからこれからパネルディスカパネルディスカパネルディスカパネルディスカッションッションッションッションをををを始始始始めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

    それではそれではそれではそれでは、、、、まずまずまずまず、、、、最初最初最初最初にににに、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のののの坂本様坂本様坂本様坂本様からおからおからおからお話話話話をををを始始始始めていただきますめていただきますめていただきますめていただきます。。。。よろしよろしよろしよろしくおくおくおくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 坂本坂本坂本坂本アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー 

  皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木先生先生先生先生、、、、伊波伊波伊波伊波先生先生先生先生からすばらしいごからすばらしいごからすばらしいごからすばらしいご講演講演講演講演がございましがございましがございましがございましたたたた。。。。ままままずずずず、、、、最初最初最初最初にににに、、、、私私私私のののの全体全体全体全体ののののスコープスコープスコープスコープをちょっとをちょっとをちょっとをちょっとごごごご覧覧覧覧いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、1992 年年年年にににに国連国連国連国連ががががブブブブラジルラジルラジルラジルののののリオリオリオリオでででで開催開催開催開催いたしましたいたしましたいたしましたいたしました地地地地球球球球ササササミットミットミットミットのののの会議会議会議会議でででで、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが直面直面直面直面しているいろいろなしているいろいろなしているいろいろなしているいろいろな問問問問題題題題がががが、、、、ディスカッションディスカッションディスカッションディスカッションされましたされましたされましたされました。。。。そこでそこでそこでそこで確確確確認認認認されまされまされまされましたのはしたのはしたのはしたのは、、、、20世紀世紀世紀世紀のののの私私私私どものどものどものどもの持持持持っておりましたっておりましたっておりましたっておりました価値価値価値価値観観観観とかとかとかとかライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルはははは 21世紀世紀世紀世紀にそのにそのにそのにそのまままままままま持持持持ちちちち越越越越すことはできないすことはできないすことはできないすことはできない、、、、このままではこのままではこのままではこのままでは緑緑緑緑のののの地地地地球球球球をををを次世次世次世次世代代代代にににに引引引引きききき渡渡渡渡すことができないすことができないすことができないすことができない。。。。考考考考ええええ方方方方をををを考考考考ええええ直直直直そうということをそうということをそうということをそうということを誓誓誓誓ったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。 

  考考考考えてえてえてえてみみみみますとますとますとますと、、、、今今今今までまでまでまで国国国国ベベベベースースースースでででで行動行動行動行動がががが起起起起こされておりましたがこされておりましたがこされておりましたがこされておりましたが、、、、国国国国とかとかとかとか行行行行政政政政だけでだけでだけでだけではなくてはなくてはなくてはなくて、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんさんさんさんもももも、、、、企企企企業業業業のののの皆皆皆皆さんさんさんさんもももも、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは言言言言葉葉葉葉をををを変変変変えればえればえればえれば大大大大人人人人もももも子子子子供供供供もももも、、、、男男男男性性性性もももも女女女女性性性性もももも、、、、心心心心をををを 1 つにしてつにしてつにしてつにして、、、、新新新新しいしいしいしい世紀世紀世紀世紀にににに向向向向けてけてけてけて、、、、緑緑緑緑のののの地地地地球球球球をををを維持維持維持維持するためにするためにするためにするために行動行動行動行動しよしよしよしようということですうということですうということですうということです。。。。 

  国連国連国連国連のののの機機機機関関関関でありますでありますでありますであります国連大学国連大学国連大学国連大学はははは、、、、昭昭昭昭和和和和 50 年年年年、、、、1975 年年年年にににに東京東京東京東京にににに開開開開設設設設されましたされましたされましたされました。。。。地地地地球球球球ササササミットミットミットミットをををを受受受受けましてけましてけましてけまして新新新新しいしいしいしい研究研究研究研究がががが始始始始まりまりまりまりますがますがますがますが、、、、94 年年年年にににに、、、、実実実実践的践的践的践的ななななプログラムプログラムプログラムプログラムとしてとしてとしてとしてゼロゼロゼロゼロエミッションエミッションエミッションエミッションががががススススタートタートタートタートしましたしましたしましたしました。。。。そのそのそのその心心心心はははは、、、、一言一言一言一言でででで言言言言うならばうならばうならばうならば、、、、自然自然自然自然界界界界はははは、、、、動動動動物物物物もももも、、、、植植植植物物物物もももも、、、、循循循循環環環環型型型型共共共共生生生生社会社会社会社会であるということであるということであるということであるということをををを再再再再認識認識認識認識しししし、、、、我我我我々々々々はそのはそのはそのはそのことことことことをもをもをもをもうううう一一一一度度度度学学学学びびびび直直直直ししししてててて、、、、これをこれをこれをこれを理念理念理念理念としてとしてとしてとして持持持持続続続続可能可能可能可能なななな循循循循環環環環型型型型社会社会社会社会をつくろうということでをつくろうということでをつくろうということでをつくろうということでスタートスタートスタートスタートをををを始始始始めたわめたわめたわめたわけですけですけですけです。。。。幸幸幸幸いにしていにしていにしていにして、、、、我我我我々々々々のののの考考考考ええええ方方方方はははは国国国国、、、、自自自自治治治治体体体体のののの皆様皆様皆様皆様方方方方、、、、企企企企業業業業のののの皆様皆様皆様皆様方方方方、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様方方方方にににに理理理理解解解解されてされてされてされて、、、、日本日本日本日本ではではではではほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに普及普及普及普及してまいりましたしてまいりましたしてまいりましたしてまいりました。。。。最最最最近近近近ではではではでは、、、、日本日本日本日本だけではござだけではござだけではござだけではございませんいませんいませんいません。。。。中国中国中国中国やややや韓韓韓韓国国国国でもこのでもこのでもこのでもこの思思思思想想想想をををを理理理理解解解解いただきましていただきましていただきましていただきまして、、、、非常非常非常非常にににに広広広広がりつつあがりつつあがりつつあがりつつありますりますりますります。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、そのそのそのその様子様子様子様子ををををポポポポンンンンチチチチ絵絵絵絵にしたものでにしたものでにしたものでにしたもので、、、、一一一一番最初番最初番最初番最初はははは、、、、物物物物をつくるときにごをつくるときにごをつくるときにごをつくるときにごみみみみをつくをつくをつくをつくらないでらないでらないでらないで製製製製品品品品だけをだけをだけをだけをつくろうというところからつくろうというところからつくろうというところからつくろうというところからスタートスタートスタートスタートをしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。このこのこのこの考考考考えにえにえにえに、、、、共共共共鳴鳴鳴鳴いただきましいただきましいただきましいただきましたたたた企企企企業業業業さんがさんがさんがさんが、、、、そういうそういうそういうそういう行動行動行動行動をををを始始始始めたわけですめたわけですめたわけですめたわけです。。。。そのそのそのその企企企企業業業業 1 つずつのつずつのつずつのつずつの行動行動行動行動がががが、、、、次次次次にはにはにはには複複複複数数数数のののの企企企企業業業業がががが連連連連関関関関しししし合合合合うううう 1 つのつのつのつのグループグループグループグループをつくりましたをつくりましたをつくりましたをつくりました。。。。私私私私どもはこれをどもはこれをどもはこれをどもはこれをクラクラクラクラスタースタースタースターとととと呼呼呼呼んでおりますんでおりますんでおりますんでおりますがががが、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションにににに向向向向けてけてけてけて協力協力協力協力しししし合合合合うううう企企企企業業業業群群群群ができができができができ上上上上がってがってがってがっていったということいったということいったということいったということですですですです。。。。 

  次次次次ののののステップステップステップステップはははは、、、、考考考考えてえてえてえてみみみみますとますとますとますと、、、、私私私私どものどものどものどもの社会社会社会社会というものはというものはというものはというものは物物物物をををを生生生生産産産産するだけのするだけのするだけのするだけの社会社会社会社会ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。我我我我々々々々もももも、、、、会社会社会社会社でででで働働働働くくくく人人人人もももも、、、、自自自自治治治治体体体体でででで働働働働くくくく人人人人もももも、、、、家家家家にににに帰帰帰帰ればればればれば市民市民市民市民ですですですです。。。。そそそそこでいろんなものをこでいろんなものをこでいろんなものをこでいろんなものを消費消費消費消費するわけですがするわけですがするわけですがするわけですが、、、、そこからいろんなそこからいろんなそこからいろんなそこからいろんな廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが出出出出てくるわけですけてくるわけですけてくるわけですけてくるわけですけれどもれどもれどもれども、、、、それもできるそれもできるそれもできるそれもできるだけだけだけだけ出出出出さないでおこうさないでおこうさないでおこうさないでおこう、、、、そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、生生生生産産産産・・・・消費消費消費消費トータルトータルトータルトータルをををを含含含含めためためためた大大大大きなきなきなきな組組組組織織織織ができができができができ上上上上がりつつあるということでがりつつあるということでがりつつあるということでがりつつあるということでしてしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを右右右右のののの大大大大きなきなきなきな図図図図でででで示示示示してあしてあしてあしてありますりますりますります。。。。日本日本日本日本のののの状状状状況況況況はははは、、、、今今今今ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションがこういうがこういうがこういうがこういうぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに広広広広まっているということまっているということまっているということまっているということですですですです。。。。 
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  それではそれではそれではそれでは、、、、具具具具体的体的体的体的にどういうにどういうにどういうにどういうぐぐぐぐあいにしてあいにしてあいにしてあいにして進進進進めていくのかということでめていくのかということでめていくのかということでめていくのかということですすすす。。。。今今今今までのまでのまでのまでの大大大大きなきなきなきな方方方方針針針針というものはというものはというものはというものは、、、、国国国国、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自自自自治治治治体体体体がおがおがおがお決決決決めめめめになってになってになってになって、、、、我我我我々々々々はそれにはそれにはそれにはそれにフォローフォローフォローフォローししししてついていくというてついていくというてついていくというてついていくという社会社会社会社会でしたけれどもでしたけれどもでしたけれどもでしたけれども、、、、これからのこれからのこれからのこれからの社会社会社会社会はそうじはそうじはそうじはそうじゃゃゃゃございませんございませんございませんございません。。。。行行行行政政政政、、、、国国国国、、、、自自自自治治治治体体体体がががが大大大大きいきいきいきい力力力力をををを発発発発揮揮揮揮することはもちすることはもちすることはもちすることはもちろんですけれどもろんですけれどもろんですけれどもろんですけれども、、、、社会社会社会社会をををを構構構構成成成成するするするする企企企企業業業業のののの皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様方方方方もももも一一一一緒緒緒緒にににに連連連連携携携携ををををしてしてしてして、、、、心心心心をををを合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、ともにともにともにともに語語語語りりりり、、、、問問問問題題題題点点点点をををを探探探探りりりり、、、、そそそそのためののためののためののための行動行動行動行動をどうしていこうかというところがをどうしていこうかというところがをどうしていこうかというところがをどうしていこうかというところが非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題ですですですです。。。。理念理念理念理念をををを共共共共有有有有しししし、、、、動機動機動機動機づけづけづけづけるるるる。。。。それがそれがそれがそれが決決決決まればまればまればまれば、、、、どうしてどうしてどうしてどうして進進進進めるかというめるかというめるかというめるかという体体体体制制制制がががが決決決決まってまいりますまってまいりますまってまいりますまってまいります。。。。枠枠枠枠組組組組みみみみもももも決決決決まりますまりますまりますまります。。。。そこでそこでそこでそこで共共共共通通通通のののの目標目標目標目標にににに向向向向かってかってかってかって進進進進んでいくんでいくんでいくんでいく、、、、こういうこういうこういうこういう格好格好格好格好でででで行動行動行動行動がががが進進進進めらめらめらめられていくことになりれていくことになりれていくことになりれていくことになりますますますます。。。。 

  このこのこのこの中中中中でででで、、、、1 番目番目番目番目はははは自自自自治治治治体体体体のののの皆様皆様皆様皆様方方方方のののの行動行動行動行動。。。。2 番目番目番目番目はははは産業界産業界産業界産業界のののの皆様皆様皆様皆様のののの立場立場立場立場からのからのからのからの行動行動行動行動。。。。3番目番目番目番目はははは市民市民市民市民のののの立場立場立場立場からのからのからのからの行動行動行動行動をををを示示示示してしてしてしていいいいますがますがますがますが、、、、それぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれがやらなければならないやらなければならないやらなければならないやらなければならない任任任任務務務務とととということはいうことはいうことはいうことは明明明明確確確確にあるわけでしてにあるわけでしてにあるわけでしてにあるわけでして、、、、これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事ななななことことことことでででですすすす。。。。 

  そのそのそのその中中中中でもでもでもでも私私私私がががが特特特特にににに申申申申しししし上上上上げげげげたいのはたいのはたいのはたいのは、、、、自自自自治治治治体体体体のののの役役役役割割割割はははは基本基本基本基本的的的的でででで最最最最もももも重重重重要要要要であるというであるというであるというであるということですことですことですことです。。。。先先先先ほほほほどどどど鈴木鈴木鈴木鈴木先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話にございましたがにございましたがにございましたがにございましたが、、、、環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略環境立国戦略というようなというようなというようなというような、、、、国国国国全体全体全体全体としてのとしてのとしてのとしての方方方方針針針針はははは国国国国がおがおがおがお考考考考えになりえになりえになりえになり、、、、それをおつくりになってそれをおつくりになってそれをおつくりになってそれをおつくりになって、、、、我我我我々々々々にににに示示示示していただけるしていただけるしていただけるしていただけるわわわわけですけですけですけです。。。。だけれどもだけれどもだけれどもだけれども、、、、実実実実際際際際はははは、、、、国国国国がそうしたことをがそうしたことをがそうしたことをがそうしたことを示示示示したからといってしたからといってしたからといってしたからといって持持持持続続続続可能可能可能可能なななな社会社会社会社会、、、、循循循循環環環環型型型型社会社会社会社会ができるわけではありませんができるわけではありませんができるわけではありませんができるわけではありません。。。。各地域各地域各地域各地域のののの自自自自治治治治体体体体がそれをがそれをがそれをがそれを広広広広めていくことによっめていくことによっめていくことによっめていくことによってててて、、、、各地域各地域各地域各地域にそうしたことがにそうしたことがにそうしたことがにそうしたことが実実実実ってってってっていっていっていっていって初初初初めてめてめてめて全体全体全体全体としてのそういうとしてのそういうとしてのそういうとしてのそういう社会社会社会社会ができができができができ上上上上がっがっがっがっていくわけですていくわけですていくわけですていくわけです。。。。私私私私はははは、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションにににに関関関関係係係係してしてしてして、、、、非常非常非常非常にににに僣僣僣僣越越越越なことでありますけれなことでありますけれなことでありますけれなことでありますけれどもどもどもども、、、、こういうこういうこういうこういう機会機会機会機会がありますとがありますとがありますとがありますと自自自自治治治治体体体体のののの皆皆皆皆さんとおさんとおさんとおさんとお話話話話をしていろんなことををしていろんなことををしていろんなことををしていろんなことを申申申申しししし上上上上げげげげてててておりますおりますおりますおります。。。。1 つはつはつはつは、、、、自自自自治治治治体体体体のののの皆様皆様皆様皆様のののの責責責責務務務務、、、、責責責責任任任任ですがですがですがですが、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける理念理念理念理念形形形形成成成成とととと同時同時同時同時にににに、、、、行行行行動動動動のためののためののためののためのプロプロプロプロモモモモーターーターーターーターになっていただきたいになっていただきたいになっていただきたいになっていただきたい、、、、そういうおそういうおそういうおそういうお考考考考えをえをえをえをおつくりになられたらおつくりになられたらおつくりになられたらおつくりになられたら、、、、みみみみずからがずからがずからがずからが先先先先頭頭頭頭になってそれをになってそれをになってそれをになってそれを進進進進めていただきたいということでありますめていただきたいということでありますめていただきたいということでありますめていただきたいということであります。。。。 

  2 つつつつ目目目目はははは、、、、そのそのそのその構構構構想想想想、、、、理念理念理念理念のののの中中中中にににに何何何何をををを入入入入れれれれ込込込込むむむむかかかかということですがということですがということですがということですが、、、、私私私私はははは、、、、一一一一番番番番大事大事大事大事なこなこなこなことはとはとはとは、、、、地域地域地域地域のののの豊豊豊豊かなかなかなかな発発発発展展展展だとだとだとだと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな発発発発展展展展というのはというのはというのはというのは、、、、経済経済経済経済、、、、おおおお金金金金はははは大事大事大事大事であることはであることはであることはであることは言言言言うまでもありませんうまでもありませんうまでもありませんうまでもありません。。。。これなくしてはこれなくしてはこれなくしてはこれなくしては社会社会社会社会はははは成成成成りりりり立立立立ちませんちませんちませんちません。。。。しかししかししかししかし、、、、心心心心のののの問問問問題題題題、、、、それからそれからそれからそれから社会社会社会社会全体全体全体全体のののの連連連連帯帯帯帯、、、、連連連連携携携携というのもというのもというのもというのも非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なことでありまなことでありまなことでありまなことでありますすすす。。。。ともすればともすればともすればともすれば 20世紀世紀世紀世紀はははは経済経済経済経済とととと金金金金のところがのところがのところがのところが非常非常非常非常にににに脚脚脚脚光光光光をををを浴浴浴浴びびびびておりましたておりましたておりましたておりましたがががが、、、、21世紀世紀世紀世紀とととというのはいうのはいうのはいうのは心心心心のののの問問問問題題題題、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの連連連連携携携携というものがというものがというものがというものが非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題になってになってになってになっているいるいるいる、、、、そういうそういうそういうそういう考考考考ええええ方方方方をををを地域地域地域地域のののの考考考考ええええ方方方方のののの中中中中にににに取取取取りりりり込込込込んでいただきたいということでありますんでいただきたいということでありますんでいただきたいということでありますんでいただきたいということであります。。。。 

  3 つつつつ目目目目はははは、、、、地域地域地域地域のののの強強強強ささささ、、、、独独独独自自自自性性性性をををを生生生生かしていただきたいかしていただきたいかしていただきたいかしていただきたい。。。。先先先先ほほほほどどどど伊波伊波伊波伊波先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話にございにございにございにございましたがましたがましたがましたが、、、、ススススウウウウェーデンェーデンェーデンェーデンのすばらしいのすばらしいのすばらしいのすばらしい構構構構想想想想をををを日本日本日本日本へへへへ持持持持ってきてってきてってきてってきて、、、、そのままそのままそのままそのまま成成成成りりりり立立立立つつつつわけでわけでわけでわけではありませんはありませんはありませんはありません。。。。宮古島宮古島宮古島宮古島にはにはにはには宮古島宮古島宮古島宮古島のすのすのすのすぐぐぐぐれたれたれたれた自然自然自然自然とととと、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは伝伝伝伝統統統統、、、、文化文化文化文化、、、、産業産業産業産業ががががあるわあるわあるわあるわけですけですけですけです。。。。そういうもののそういうもののそういうもののそういうものの上上上上にににに 1 つのつのつのつの構構構構想想想想をつくっていただきたいをつくっていただきたいをつくっていただきたいをつくっていただきたい。。。。それともうそれともうそれともうそれともう一一一一つつつつ大事大事大事大事ななななことはことはことはことは、、、、それがそれがそれがそれが線線線線香香香香花花花花火火火火であってはいけないということですであってはいけないということですであってはいけないということですであってはいけないということです。。。。当初当初当初当初はいろんなことがあっはいろんなことがあっはいろんなことがあっはいろんなことがあってててて、、、、そのそのそのその行動行動行動行動をををを支支支支援援援援されるされるされるされる国国国国、、、、あるいはいろんなあるいはいろんなあるいはいろんなあるいはいろんな機機機機関関関関がありますけれどもがありますけれどもがありますけれどもがありますけれども、、、、それらのそれらのそれらのそれらの支支支支援援援援はははは長続長続長続長続きしなくてきしなくてきしなくてきしなくて、、、、そうしそうしそうしそうしたたたた意意意意味味味味ではではではでは、、、、みみみみずからのずからのずからのずからの地域地域地域地域のののの力力力力でそれをでそれをでそれをでそれを続続続続けていかなければけていかなければけていかなければけていかなければいけないいけないいけないいけない、、、、そういうことですそういうことですそういうことですそういうことです。。。。 

  あとあとあとあと 3 つつつつばかりばかりばかりばかり、、、、そうしたいろいろなそうしたいろいろなそうしたいろいろなそうしたいろいろな対対対対象象象象がががが違違違違いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、3 つのつのつのつの自自自自治治治治体体体体のののの事事事事例例例例をごをごをごをご紹介申紹介申紹介申紹介申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

1 つはつはつはつは名古名古名古名古屋屋屋屋市市市市ですですですです。。。。名古名古名古名古屋屋屋屋市市市市はははは人人人人口二口二口二口二百百百百数十万数十万数十万数十万。。。。日本日本日本日本のののの代表代表代表代表的的的的なななな大大大大都都都都市市市市ですですですですがががが、、、、実実実実はははは、、、、名古名古名古名古屋湾屋湾屋湾屋湾のののの北側北側北側北側にににに予定予定予定予定していたしていたしていたしていた藤前藤前藤前藤前干潟干潟干潟干潟というというというというごごごごみみみみのののの埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて場場場場がつくれなくがつくれなくがつくれなくがつくれなくなりましたなりましたなりましたなりました。。。。それでそれでそれでそれで、、、、名古名古名古名古屋屋屋屋市市市市はははは急急急急遽遽遽遽、、、、ゴゴゴゴミミミミ非常非常非常非常事事事事態態態態宣言宣言宣言宣言をををを出出出出してしてしてして、、、、みみみみずからがずからがずからがずからが新新新新しいしいしいしい行動行動行動行動指指指指針針針針をつくをつくをつくをつく
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るとるとるとると同時同時同時同時にににに、、、、産業界産業界産業界産業界、、、、市民市民市民市民ににににごごごごみみみみ排出排出排出排出削削削削減減減減行動行動行動行動をををを訴訴訴訴えたわけですえたわけですえたわけですえたわけです。。。。そのそのそのその結結結結果果果果はいかはいかはいかはいかがだっがだっがだっがだったでしょうかたでしょうかたでしょうかたでしょうか。。。。2000 年年年年にににに 102万万万万トントントントンであったものがであったものがであったものがであったものが、、、、2002 年年年年、、、、2 年年年年後後後後にはにはにはには 75万万万万トントントントン、、、、25%減減減減りましたりましたりましたりました。。。。こういうこういうこういうこういう 100 万万万万人人人人以以以以上上上上のののの自自自自治治治治体体体体でこのようにでこのようにでこのようにでこのように廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが激激激激減減減減するというのはするというのはするというのはするというのは極極極極めてまれなめてまれなめてまれなめてまれなケケケケースースースースですですですです。。。。国国国国ももももなかなかしなかなかしなかなかしなかなかしゃゃゃゃれたことをれたことをれたことをれたことをされたわけでありますがされたわけでありますがされたわけでありますがされたわけでありますが、、、、そのそのそのその表表表表彰彰彰彰をををを 220万万万万市民市民市民市民とととと名古名古名古名古屋屋屋屋市市市市にににに与与与与ええええ、、、、行行行行政政政政とととと市民市民市民市民とのとのとのとの協協協協働働働働のののの成果成果成果成果をたたえましたをたたえましたをたたえましたをたたえました。。。。 次次次次はははは、、、、長長長長野野野野県県県県飯飯飯飯田田田田市市市市のののの事事事事例例例例ですですですです。。。。このこのこのこの図図図図はははは 1997 年年年年、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学がががが主主主主催催催催いたしましたいたしましたいたしましたいたしました「「「「地域地域地域地域ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション」」」」というというというという会議会議会議会議でででで、、、、当当当当時時時時のののの飯飯飯飯田田田田市長市長市長市長さんがさんがさんがさんがごごごご発表発表発表発表になられになられになられになられましたましたましたました資資資資料料料料ででででししししてててて、、、、環境環境環境環境をををを主体主体主体主体ににににしたしたしたした新新新新しいしいしいしい地域地域地域地域をつくっていくというをつくっていくというをつくっていくというをつくっていくという、、、、大変大変大変大変すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい計画計画計画計画ですですですです。。。。そのそのそのその中中中中心心心心になるのはになるのはになるのはになるのは、、、、そのそのそのその下下下下にににに書書書書いてありますようにいてありますようにいてありますようにいてありますように、、、、まずまずまずまず人人人人づくりづくりづくりづくり、、、、それからそれからそれからそれから都都都都市市市市づくりづくりづくりづくり、、、、産業産業産業産業づくりづくりづくりづくりですですですです。。。。飯飯飯飯田田田田市市市市はははは、、、、このこのこのこの計画計画計画計画をををを着着着着々々々々とととと、、、、産業界産業界産業界産業界、、、、市民市民市民市民、、、、青青青青少少少少年年年年とととと共同共同共同共同でででで進進進進めめめめ、、、、優優優優れたれたれたれた実実実実績績績績をあをあをあをあげげげげられられられられ、、、、現在現在現在現在、、、、日本日本日本日本のののの代表代表代表代表的的的的環境環境環境環境自自自自治治治治体体体体のののの１１１１つとしてつとしてつとしてつとして評評評評価価価価をされていますをされていますをされていますをされています。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、山山山山形形形形県県県県のののの小小小小さなさなさなさな町町町町、、、、庄庄庄庄内町内町内町内町（（（（旧旧旧旧立立立立川川川川町町町町、、、、人人人人口口口口 7,000人人人人））））でででですがすがすがすが、、、、発発発発生生生生するするするする生生生生ごごごごみみみみををををコンコンコンコンポポポポストストストストにかえにかえにかえにかえるるるる設設設設備備備備をををを 20 年前年前年前年前につくりにつくりにつくりにつくり、、、、そのそのそのそのコンコンコンコンポポポポストストストストをををを地域地域地域地域のののの基基基基幹幹幹幹産業産業産業産業であるであるであるである米米米米作作作作、、、、米米米米つくりつくりつくりつくりにににに生生生生かしたかしたかしたかした事事事事例例例例でででで、、、、環境環境環境環境改改改改善善善善とととと地域活地域活地域活地域活性性性性化化化化にににに貢献貢献貢献貢献しましたしましたしましたしました。。。。 

  このこのこのこの図図図図はははは、、、、躍躍躍躍進進進進するするするするエコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島ののののイイイイメメメメージージージージをををを、、、、私私私私なりになりになりになりにがががが描描描描かせていただかせていただかせていただかせていただいいいいたものですたものですたものですたものです。。。。図図図図中中中中のののの３３３３人人人人のののの人物人物人物人物像像像像はははは、、、、実実実実はははは飯飯飯飯田田田田市市市市がががが 1997 年年年年にににに作作作作成成成成されたされたされたされたエコタエコタエコタエコタウウウウンプランンプランンプランンプランのののの中中中中ののののイイイイメメメメージージージージでででで、、、、それをそれをそれをそれを利用利用利用利用させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました。。。。このこのこのこの躍躍躍躍動動動動するするするする姿姿姿姿にににに、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島のののの３３３３つつつつののののコンコンコンコンセセセセプトプトプトプト－－－－環境環境環境環境とととと地下水地下水地下水地下水のののの保保保保全全全全・・・・循循循循環環環環型型型型社会社会社会社会のののの構築構築構築構築・・・・産業環境産業環境産業環境産業環境のののの推進推進推進推進－－－－をををを重重重重ねねねねあわせあわせあわせあわせ、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド構構構構想想想想にこめられたにこめられたにこめられたにこめられた皆様皆様皆様皆様のののの思思思思いといといといと未未未未来来来来へのへのへのへの希望希望希望希望をををを私私私私なりになりになりになりに表表表表現現現現させてさせてさせてさせていただきましたいただきましたいただきましたいただきました。。。。 

  私私私私はははは、、、、このこのこのこのエコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島宣言宣言宣言宣言のののの強強強強ささささはははは、、、、実実実実はははは心心心心であるとであるとであるとであると思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。「「「「結結結結いいいいのののの輪輪輪輪」、」、」、」、すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい言言言言葉葉葉葉ですですですですねねねね、、、、それをそれをそれをそれを宣言宣言宣言宣言のののの中中中中心心心心思思思思想想想想にににに据据据据えられたということえられたということえられたということえられたということ。。。。地域地域地域地域でででで皆皆皆皆がががが協力協力協力協力してしてしてしてエコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島ををををつくっていこうということですつくっていこうということですつくっていこうということですつくっていこうということですねねねね。。。。それとそれとそれとそれと、、、、2 つつつつ目目目目はははは、、、、環境教環境教環境教環境教育育育育のののの重重重重視視視視ですですですです。。。。きょうきょうきょうきょう、、、、最初最初最初最初にににに、、、、ライライライライブブブブがががが、、、、高等学校高等学校高等学校高等学校のののの生徒生徒生徒生徒さんのさんのさんのさんの演演演演奏奏奏奏ががががありまありまありまありまししししたたたた。。。。最後最後最後最後にににに、、、、またまたまたまた小小小小中中中中高校高校高校高校のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言をををを読読読読まれまれまれまれるるるるのですのですのですのですねねねね。。。。私私私私はははは、、、、これをこれをこれをこれを通通通通してしてしてして、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島のすばらしいのすばらしいのすばらしいのすばらしい将来将来将来将来のののの姿姿姿姿をををを見見見見るるるる思思思思いがいたしますいがいたしますいがいたしますいがいたします。。。。宮古島宮古島宮古島宮古島のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、ぜひぜひぜひぜひ、、、、力力力力をををを合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、21 世紀世紀世紀世紀にににに輝輝輝輝くこのくこのくこのくこのエコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島をををを実実実実現現現現なさっなさっなさっなさってくだてくだてくだてくださいさいさいさい。。。。私私私私どももどももどももどもも、、、、ごごごご一一一一緒緒緒緒にににに協力協力協力協力をさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。どうぞよろしくどうぞよろしくどうぞよろしくどうぞよろしくおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、次次次次にににに、、、、前里前里前里前里先生先生先生先生、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいいいたいたいたいたしますしますしますします。。。。 

 前里教諭前里教諭前里教諭前里教諭 

  会場会場会場会場のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。紹介紹介紹介紹介がありましたがありましたがありましたがありました、、、、宮古総合実業高校宮古総合実業高校宮古総合実業高校宮古総合実業高校のののの前里前里前里前里といいますといいますといいますといいます。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞ宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  今日今日今日今日はははは、、、、多多多多くのくのくのくの若若若若いいいい世世世世代代代代のののの小小小小学学学学生生生生、、、、中学中学中学中学生生生生、、、、高校高校高校高校生生生生のののの人人人人たちがたくさんたちがたくさんたちがたくさんたちがたくさん来来来来ますよというますよというますよというますよという連連連連絡絡絡絡がありがありがありがあり、、、、多分若多分若多分若多分若いいいい世世世世代代代代にににに向向向向かってかってかってかって少少少少しししし応応応応援援援援メメメメッッッッセセセセージージージージをということでをということでをということでをということで私私私私がががが呼呼呼呼ばれたんばれたんばれたんばれたんじじじじゃゃゃゃないかとないかとないかとないかと思思思思ってってってっていますいますいますいます。。。。今日今日今日今日のののの話話話話としてとしてとしてとして持持持持ちちちち時時時時間間間間はははは 6分分分分ですですですです。。。。6分分分分のののの中中中中でででで早早早早口口口口になるかになるかになるかになるかもしれませんがもしれませんがもしれませんがもしれませんが、、、、おおおお聞聞聞聞きききき苦苦苦苦しいしいしいしい点点点点はおはおはおはお許許許許しししし下下下下さいさいさいさい。。。。それからそれからそれからそれから、、、、多分多分多分多分大大大大人人人人のののの方方方方々々々々にはにはにはには少少少少しししし耳耳耳耳のののの痛痛痛痛いいいい話話話話がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん出出出出てくるかとてくるかとてくるかとてくるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、これはこれはこれはこれは島島島島のののの環境環境環境環境をををを良良良良くしたいくしたいくしたいくしたい、、、、ゴゴゴゴミミミミをををを少少少少ししししでもでもでもでも無無無無くしてくしてくしてくして大大大大切切切切なななな地下水地下水地下水地下水をををを保保保保全全全全したいというしたいというしたいというしたいという思思思思いがありますのでいがありますのでいがありますのでいがありますので、、、、ぜひぜひぜひぜひ一一一一緒緒緒緒にににに考考考考えていえていえていえてい
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ただければとただければとただければとただければと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  「「「「環境環境環境環境保保保保全全全全でででで世世世世界界界界ののののモモモモデルデルデルデルにににに」、「」、「」、「」、「エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランドをををを目目目目指指指指してしてしてして」。」。」。」。宮古島宮古島宮古島宮古島はははは、、、、世世世世界界界界でもでもでもでも非常非常非常非常にににに類類類類をををを見見見見ないないないない、、、、地下水地下水地下水地下水がががが唯唯唯唯一一一一のののの飲料飲料飲料飲料水源水源水源水源。。。。飲料飲料飲料飲料水源水源水源水源としてとしてとしてとして川川川川やややや湖湖湖湖がないがないがないがない、、、、地下地下地下地下水水水水しかないしかないしかないしかない島島島島嶼嶼嶼嶼、、、、非常非常非常非常にににに世世世世界界界界的的的的にもにもにもにも珍珍珍珍しいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島がががが持持持持続続続続的的的的にににに発発発発展可能展可能展可能展可能なななな島島島島としとしとしとしてててて次次次次のののの世世世世代代代代にににに地下水地下水地下水地下水がががが引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐことができることができることができることができる。。。。美美美美しいしいしいしい島島島島のののの環境環境環境環境をををを引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐことができればことができればことができればことができれば、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題についてについてについてについて、、、、世世世世界界界界にににに注目注目注目注目されるされるされるされる島島島島になりになりになりになり、、、、真真真真ののののエコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランドがががが実実実実現現現現できるのではできるのではできるのではできるのではないかとないかとないかとないかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、言言言言いかえればいかえればいかえればいかえれば、、、、このこのこのこの地下水地下水地下水地下水しかないしかないしかないしかない島島島島ではではではでは、、、、本来本来本来本来ごごごごみみみみがががが散乱散乱散乱散乱していてはいけないしていてはいけないしていてはいけないしていてはいけない島島島島だとだとだとだと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど鈴木鈴木鈴木鈴木先生先生先生先生、、、、それからそれからそれからそれから伊波伊波伊波伊波先生先生先生先生からもあったんですがからもあったんですがからもあったんですがからもあったんですが、、、、授業授業授業授業でででで使使使使っているものをっているものをっているものをっているものを簡簡簡簡単単単単にににに話話話話をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いますいますいますいます。「。「。「。「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションはははは」」」」というというというという、、、、今日今日今日今日ののののメメメメインタイトルインタイトルインタイトルインタイトルにもあにもあにもあにもあるのですがるのですがるのですがるのですが、、、、生徒生徒生徒生徒たちにはたちにはたちにはたちには次次次次のようにのようにのようにのように教教教教えていますえていますえていますえています。。。。ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションとはとはとはとは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物などをなどをなどをなどを、、、、限限限限りなくりなくりなくりなくゼロゼロゼロゼロにしていくにしていくにしていくにしていく取取取取りりりり組組組組みみみみ。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを再再再再利用利用利用利用とかとかとかとかリリリリササササイクルイクルイクルイクルによりによりによりにより再再再再資源資源資源資源化化化化していこうというしていこうというしていこうというしていこうという意味意味意味意味。。。。宮古島宮古島宮古島宮古島のののの外外外外からからからから入入入入ってくるってくるってくるってくる物物物物、、、、使用使用使用使用したしたしたした後後後後のののの発発発発生生生生したしたしたした廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを燃燃燃燃やしたりやしたりやしたりやしたり捨捨捨捨てたりするのではなくてたりするのではなくてたりするのではなくてたりするのではなく、、、、工工工工夫夫夫夫してしてしてして再再再再資源化資源化資源化資源化をををを目目目目指指指指していこうというしていこうというしていこうというしていこうという取取取取りりりり組組組組みみみみ。。。。 

  次次次次にににに、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島にどれにどれにどれにどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの物資物資物資物資がががが入入入入ってくるかってくるかってくるかってくるか、、、、そしてどれそしてどれそしてどれそしてどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの物資物資物資物資がががが出出出出ていくていくていくていくかということですがかということですがかということですがかということですが、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、平成平成平成平成 17 年年年年ののののデータデータデータデータでででで紹介紹介紹介紹介しますとしますとしますとしますと、、、、約約約約 103万万万万トントントントン、、、、このこのこのこの入入入入荷荷荷荷というというというという部部部部分分分分ですがですがですがですが、、、、このこのこのこの 103万万万万トントントントンのののの物資物資物資物資がががが宮古島宮古島宮古島宮古島にににに移移移移入入入入されますされますされますされます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、約約約約 54万万万万トトトトンンンンのののの物資物資物資物資がががが島島島島からからからから移出移出移出移出されていきますされていきますされていきますされていきます。。。。ということはということはということはということは、、、、引引引引きききき算算算算しますとしますとしますとしますと、、、、50 万万万万トントントントン以以以以上上上上、、、、約約約約半半半半分分分分がこのがこのがこのがこの島島島島にににに残残残残るということになりまするということになりまするということになりまするということになります。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん有有有有効効効効にににに使使使使われるものもたくさんあわれるものもたくさんあわれるものもたくさんあわれるものもたくさんあるんですがるんですがるんですがるんですが、、、、大部大部大部大部分分分分がががが廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして廃棄廃棄廃棄廃棄されるといいますかされるといいますかされるといいますかされるといいますか、、、、ごごごごみみみみとなっていくということなっていくということなっていくということなっていくということですとですとですとです。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、このこのこのこの部部部部分分分分をうまくをうまくをうまくをうまく、、、、可能可能可能可能なななな限限限限りりりり、、、、これでもかこれでもかこれでもかこれでもか、、、、これでもかとうまくこれでもかとうまくこれでもかとうまくこれでもかとうまく利用利用利用利用するというするというするというするという仕仕仕仕組組組組みみみみをこれからをこれからをこれからをこれから島民島民島民島民みみみみんなでんなでんなでんなで考考考考えていくえていくえていくえていく必要必要必要必要があるかとがあるかとがあるかとがあるかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。     そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味からしからしからしからしますとますとますとますと、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島はははは、、、、非常非常非常非常にににに平平平平坦坦坦坦なななな島島島島でででで、、、、平平平平均均均均標標標標高高高高はははは 66メメメメートルートルートルートルぐぐぐぐららららいですけどいですけどいですけどいですけど、、、、我我我我々々々々のののの生活生活生活生活空空空空間間間間（（（（陸陸陸陸上上上上））））のののの下下下下にはにはにはには大大大大切切切切なななな地下水地下水地下水地下水があるわけですががあるわけですががあるわけですががあるわけですが、、、、このこのこのこの島島島島ででででやはりやはりやはりやはり望望望望まれるのはまれるのはまれるのはまれるのは循循循循環環環環型型型型社会社会社会社会をいかにをいかにをいかにをいかに構築構築構築構築していくかしていくかしていくかしていくか。。。。ということでということでということでということで、、、、つまりそのためつまりそのためつまりそのためつまりそのためにににに低低低低炭炭炭炭素素素素アイランドアイランドアイランドアイランドのののの形形形形成成成成がががが大事大事大事大事だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  宮古島宮古島宮古島宮古島はははは古来古来古来古来よりよりよりより非常非常非常非常にににに水水水水のののの乏乏乏乏しいしいしいしい島島島島としてとしてとしてとして位置位置位置位置づけられづけられづけられづけられ、、、、我我我我々々々々のののの先先先先祖祖祖祖はははは水水水水をををを求求求求めてめてめてめて大大大大変変変変苦労苦労苦労苦労したことだとしたことだとしたことだとしたことだと思思思思いますいますいますいます。。。。理理理理由由由由はははは、、、、透透透透水水水水性性性性のののの高高高高いいいいササササンンンンゴゴゴゴ礁礁礁礁がががが隆隆隆隆起起起起してできたしてできたしてできたしてできた島島島島でありでありでありであり、、、、地上地上地上地上にににに川川川川やややや湖湖湖湖がががが形形形形成成成成されにくくされにくくされにくくされにくく、、、、簡単簡単簡単簡単にににに水水水水をををを得得得得るるるる環境環境環境環境になかったとになかったとになかったとになかったと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。しかししかししかししかし、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島のののの地下地下地下地下にはにはにはには、、、、神神神神様様様様がしっかりとがしっかりとがしっかりとがしっかりと水水水水をををを守守守守ってくれていてってくれていてってくれていてってくれていて、、、、莫莫莫莫大大大大なななな量量量量のののの地下水地下水地下水地下水があるこがあるこがあるこがあることがわかりましたとがわかりましたとがわかりましたとがわかりました。。。。約約約約 1.4億億億億トントントントンのののの地下水地下水地下水地下水がありますがありますがありますがあります。。。。これをこれをこれをこれを飲料飲料飲料飲料水水水水にににに使使使使ったりったりったりったり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地下地下地下地下ダムダムダムダムのののの水源水源水源水源としてとしてとしてとして農農農農業業業業にににに使使使使ったりということをしてきているわけですったりということをしてきているわけですったりということをしてきているわけですったりということをしてきているわけです。。。。 

  このこのこのこの仕仕仕仕組組組組みみみみはははは、、、、全全全全国国国国はこのようにはこのようにはこのようにはこのように降降降降ったったったった雨雨雨雨のかなりののかなりののかなりののかなりの部部部部分分分分がががが地地地地表表表表水水水水としてとしてとしてとして川川川川やややや湖湖湖湖にににに流流流流れれれれていくのですがていくのですがていくのですがていくのですが、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島はちょうどそのはちょうどそのはちょうどそのはちょうどその逆逆逆逆でででで、、、、このこのこのこの 40%がががが地下地下地下地下にににに流流流流れてれてれてれて、、、、地下水地下水地下水地下水としてことしてことしてことしてこれをくれをくれをくれをくみみみみ上上上上げげげげてててて利用利用利用利用しているということになりますしているということになりますしているということになりますしているということになります。。。。 

  ところがところがところがところが、、、、このこのこのこの大大大大切切切切なななな地下水地下水地下水地下水、、、、地上地上地上地上でででで我我我我々々々々がががが生活生活生活生活していることしていることしていることしていること、、、、いいいいろんなことがろんなことがろんなことがろんなことが地下水地下水地下水地下水にににに直直直直接接接接影響影響影響影響しますしますしますします。。。。これはこれはこれはこれは新聞新聞新聞新聞のののの見出見出見出見出しなのですがしなのですがしなのですがしなのですが、、、、たくさんのごたくさんのごたくさんのごたくさんのごみみみみがががが不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄されていされていされていされているというるというるというるという現現現現場場場場ですですですですねねねね。。。。自分自分自分自分のののの大大大大切切切切なななな島島島島をなをなをなをなぜぜぜぜ汚汚汚汚すのですかというすのですかというすのですかというすのですかというタイトルタイトルタイトルタイトルがありますがありますがありますがあります。「。「。「。「モモモモラルラルラルラルのののの低低低低さにさにさにさに憤憤憤憤りりりり」、」、」、」、非常非常非常非常にににに困困困困ったことですったことですったことですったことです。。。。 

  このこのこのこの場合場合場合場合、、、、思思思思うのはうのはうのはうのは、、、、このこのこのこの島島島島はははは、、、、つまりつまりつまりつまり地下水地下水地下水地下水しかないしかないしかないしかない、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは周周周周りをりをりをりをササササンンンンゴゴゴゴ礁礁礁礁にににに囲囲囲囲まれているまれているまれているまれている美美美美しいしいしいしい島島島島であるこのであるこのであるこのであるこの島島島島はははは、、、、今今今今をををを生生生生きるきるきるきる我我我我々々々々のものかというとのものかというとのものかというとのものかというと、、、、違違違違いますよいますよいますよいますよねねねね。。。。これはこれはこれはこれは、、、、先先先先祖祖祖祖からからからから引引引引きききき継継継継いでいでいでいで、、、、我我我我々々々々はははは次次次次のののの世世世世代代代代にににに、、、、子子子子やややや孫孫孫孫にににに引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ責責責責任任任任があるわけですがあるわけですがあるわけですがあるわけです。。。。エエエエメメメメラルドグリーンラルドグリーンラルドグリーンラルドグリーンのきれいなのきれいなのきれいなのきれいな海海海海ややややササササンンンンゴゴゴゴ礁礁礁礁、、、、白白白白いいいい砂浜砂浜砂浜砂浜、、、、地下水地下水地下水地下水もももも、、、、これはこれはこれはこれは今今今今のののの我我我我々々々々がつがつがつがつ
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くったものではありませんくったものではありませんくったものではありませんくったものではありません。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、利利利利益益益益をををを求求求求めてめてめてめて造造造造ったものではないんですがったものではないんですがったものではないんですがったものではないんですが、、、、今今今今我我我我々々々々はそのはそのはそのはその恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた地下水地下水地下水地下水とととと自然自然自然自然環境環境環境環境のののの中中中中でででで生生生生かされているわけですかされているわけですかされているわけですかされているわけです。。。。しかししかししかししかし、、、、これをこれをこれをこれを軽軽軽軽くくくく見見見見てはいけないてはいけないてはいけないてはいけない。。。。1回回回回壊壊壊壊してしまえばしてしまえばしてしまえばしてしまえば、、、、元元元元どおりになるのにかなりのどおりになるのにかなりのどおりになるのにかなりのどおりになるのにかなりの年月年月年月年月をををを要要要要しますしますしますします。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、地下水地下水地下水地下水をををを例例例例にとりますとにとりますとにとりますとにとりますと、、、、地下水地下水地下水地下水はははは、、、、1回汚染回汚染回汚染回汚染してしまいますとしてしまいますとしてしまいますとしてしまいますと、、、、そのそのそのその再再再再生生生生にはにはにはには数十数十数十数十年年年年、、、、数数数数百百百百年年年年。。。。今今今今、、、、世世世世界界界界的的的的にはにはにはには 1,400 年年年年ということでということでということでということで、、、、1回汚染回汚染回汚染回汚染してしまうとしてしまうとしてしまうとしてしまうと 1,000 年年年年単単単単位位位位のののの時時時時間間間間がががが必要必要必要必要になるということでになるということでになるということでになるということで、、、、何何何何としてもとしてもとしてもとしても地下水地下水地下水地下水をををを保保保保全全全全するするするする必要必要必要必要がありがありがありがありますますますます。。。。 

  つまりつまりつまりつまり、、、、ゴゴゴゴミミミミをををを捨捨捨捨てるてるてるてる人人人人がいるからがいるからがいるからがいるから、、、、難難難難儀儀儀儀してしてしてしてゴゴゴゴミミミミをををを拾拾拾拾うううう人人人人がいるがいるがいるがいる。。。。いろんなごいろんなごいろんなごいろんなごみみみみがががが不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄されているのがされているのがされているのがされているのが現状現状現状現状ですですですです。。。。多分多分多分多分、、、、推推推推測測測測でででで申申申申しわけありませんがしわけありませんがしわけありませんがしわけありませんが、、、、子子子子供供供供はははは捨捨捨捨てないとてないとてないとてないと思思思思うのですうのですうのですうのですねねねね。。。。大大大大人人人人がががが捨捨捨捨てているとてているとてているとてていると思思思思いますいますいますいます。。。。厄厄厄厄介介介介ですですですですねねねね。。。。 

  またまたまたまた、、、、行行行行政政政政はははは、、、、莫莫莫莫大大大大なななな税税税税金金金金をををを使使使使ってってってって後後後後片付片付片付片付けをするけをするけをするけをする。。。。循循循循環環環環とととと言言言言いましたけどいましたけどいましたけどいましたけど、、、、今今今今度度度度はははは悪悪悪悪循循循循環環環環というわけですというわけですというわけですというわけです。。。。 

  まさにまさにまさにまさに無無無無駄駄駄駄ですですですです。。。。以以以以前前前前、、、、もったいないということでもったいないということでもったいないということでもったいないということでノーノーノーノーベベベベルルルル賞賞賞賞をををを取取取取ったったったったマータイマータイマータイマータイさんとさんとさんとさんといういういういう方方方方がおられますががおられますががおられますががおられますが、、、、本本本本当当当当にもったいないにもったいないにもったいないにもったいない。。。。こういうこういうこういうこういう予予予予算算算算があればがあればがあればがあれば、、、、人人人人材材材材育成育成育成育成にににに手当手当手当手当ててててができるとができるとができるとができると思思思思うのですうのですうのですうのですがががが、、、、本本本本当当当当にもったいないですにもったいないですにもったいないですにもったいないですねねねね。。。。 

  これはこれはこれはこれは最最最最近近近近のののの新聞新聞新聞新聞ですですですです。。。。まさにまさにまさにまさに恥恥恥恥ずかしいのですがずかしいのですがずかしいのですがずかしいのですが、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄宮古宮古宮古宮古最多最多最多最多。。。。県全体県全体県全体県全体のののの 36%をををを占占占占めるめるめるめる。。。。というというというという内容内容内容内容でででで、、、、とてもとてもとてもとても恥恥恥恥ずかしいずかしいずかしいずかしい新聞新聞新聞新聞ですですですです。。。。でもでもでもでも、、、、これがこれがこれがこれが現現現現実実実実だということでだということでだということでだということですすすす。。。。言言言言いいいい換換換換えればえればえればえれば不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄宮古宮古宮古宮古最多最多最多最多はははは、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島のののの実実実実力力力力だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私はははは、、、、授業授業授業授業でででで生徒生徒生徒生徒にににに話話話話をするときはをするときはをするときはをするときは、、、、まずまずまずまず現現現現実実実実をををを認識認識認識認識するということをするということをするということをするということを話話話話しますしますしますします。。。。本校本校本校本校のののの環境環境環境環境班班班班のののの生徒達生徒達生徒達生徒達はははは、、、、今年今年今年今年でででで１２１２１２１２年年年年目目目目になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、地下水地下水地下水地下水保保保保全全全全をををを目的目的目的目的にににに地下水地下水地下水地下水のののの硝硝硝硝酸酸酸酸態態態態窒窒窒窒素素素素濃度濃度濃度濃度ののののモニモニモニモニタリンタリンタリンタリンググググにににに取取取取りりりり組組組組んでいますがんでいますがんでいますがんでいますが、、、、このことはこのことはこのことはこのことは地下水地下水地下水地下水にににに含有含有含有含有されるされるされるされる硝硝硝硝酸酸酸酸態態態態窒窒窒窒素素素素濃度濃度濃度濃度のののの現状現状現状現状をををを把把把把握握握握ししししなければなければなければなければ、、、、進進進進展展展展しませんしませんしませんしません。。。。現現現現実実実実をををを把把把把握握握握することのすることのすることのすることの大大大大切切切切さをさをさをさを生徒達生徒達生徒達生徒達にはにはにはには指指指指導導導導していますしていますしていますしています。。。。不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄をしてをしてをしてをして島島島島のののの環境環境環境環境をををを汚汚汚汚しているしているしているしている、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島にににに住住住住むむむむ我我我我々々々々島民島民島民島民のののの実実実実力力力力ですですですです。。。。 

  そのことはそのことはそのことはそのことは、、、、島民一島民一島民一島民一人人人人ひひひひとりのとりのとりのとりの地下水地下水地下水地下水保保保保全全全全・・・・ゴゴゴゴミゼロミゼロミゼロミゼロにににに対対対対するするするする意識意識意識意識改改改改革革革革がががが求求求求められるのめられるのめられるのめられるのではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 今今今今世世世世界界界界ではではではでは 8 分間分間分間分間にににに 1 人人人人のののの割割割割合合合合でででで水水水水のののの汚染汚染汚染汚染やややや水水水水にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる問問問問題題題題でででで幼幼幼幼いいいい子子子子どものどものどものどもの命命命命がががが失失失失わわわわれていますれていますれていますれています。。。。我我我我々々々々はははは今今今今をををを生生生生きききき、、、、宮古宮古宮古宮古にににに住住住住むむむむ者者者者としてとしてとしてとして安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全なななな飲料飲料飲料飲料水水水水であるであるであるである地下水地下水地下水地下水にににに恵恵恵恵まれているまれているまれているまれている。。。。そういうことをありがたいとそういうことをありがたいとそういうことをありがたいとそういうことをありがたいと感感感感じてじてじてじて、、、、次次次次のののの行動行動行動行動をどうするかということがをどうするかということがをどうするかということがをどうするかということが問問問問われているとわれているとわれているとわれていると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  現在現在現在現在、、、、私私私私はははは宮古島宮古島宮古島宮古島のののの命命命命のののの源源源源であるであるであるである大大大大切切切切なななな地下水地下水地下水地下水をををを教教教教育資源育資源育資源育資源としてとしてとしてとして生徒生徒生徒生徒たちのたちのたちのたちの成成成成長長長長にににに役役役役立立立立つつつつ工工工工夫夫夫夫ができないかとのができないかとのができないかとのができないかとの思思思思いでいでいでいで取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。何何何何がしたいかといいますとがしたいかといいますとがしたいかといいますとがしたいかといいますと、、、、つまりつまりつまりつまり、、、、人人人人材材材材育成育成育成育成とととと言言言言うとうとうとうと少少少少しししし大大大大げげげげさなんですがさなんですがさなんですがさなんですが、、、、このこのこのこの島島島島はははは天天天天然資源然資源然資源然資源にににに恵恵恵恵まれていませんまれていませんまれていませんまれていません。。。。というというというということはことはことはことは、、、、このこのこのこの島島島島がががが持持持持続続続続可能可能可能可能なななな発発発発展展展展をををを成成成成しししし遂遂遂遂げげげげるためにもるためにもるためにもるためにも人人人人材材材材しかないとしかないとしかないとしかないと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。そそそそしてしてしてして、、、、教教教教育育育育はははは大事大事大事大事なことだとなことだとなことだとなことだと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。そういうそういうそういうそういう仕仕仕仕事事事事をさせてもらうをさせてもらうをさせてもらうをさせてもらう一一一一人人人人としてとしてとしてとして本本本本当当当当にににに幸幸幸幸せにせにせにせに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  「「「「子子子子供供供供がががが変変変変わればわればわればわれば、、、、大大大大人人人人がががが変変変変わるわるわるわる」」」」とととと。。。。 

  ここをここをここをここを何何何何とかとかとかとか頑張頑張頑張頑張らなければとらなければとらなければとらなければと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  それでそれでそれでそれで、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島のののの美美美美しいしいしいしい自然自然自然自然とととと命命命命のののの源源源源であるであるであるである大大大大切切切切なななな地下水地下水地下水地下水をををを次次次次のののの世世世世代代代代へへへへ引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐことをことをことをことを希望希望希望希望していますしていますしていますしています。。。。ゴゴゴゴミミミミ問問問問題題題題、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄のののの問問問問題題題題解決解決解決解決、「、「、「、「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション」」」」はははは地下水地下水地下水地下水保保保保全全全全にににに繋繋繋繋がりますがりますがりますがります。。。。 

    以以以以上上上上ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授     ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。熱熱熱熱いいいい思思思思いをいをいをいを持持持持ったったったった皆様皆様皆様皆様ががががそろっているそろっているそろっているそろっているものですからものですからものですからものですから、、、、どうもどうもどうもどうも
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皆皆皆皆さんさんさんさん時時時時間間間間ををををオーバーオーバーオーバーオーバーしてしまうんですがしてしまうんですがしてしまうんですがしてしまうんですが、、、、またまたまたまた次次次次、、、、これもまたこれもまたこれもまたこれもまた熱熱熱熱いいいい方方方方ですですですです。。。。奥島様奥島様奥島様奥島様、、、、よよよよろしくおろしくおろしくおろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 奥島室長奥島室長奥島室長奥島室長 

  皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。私私私私はははは、、、、りゅうせきのりゅうせきのりゅうせきのりゅうせきの奥島奥島奥島奥島でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、平成平成平成平成 16 年年年年からからからから 19 年年年年度度度度にかけましてにかけましてにかけましてにかけまして環境省環境省環境省環境省のののの事業事業事業事業でででで、、、、ササササトトトトウウウウキキキキビビビビのののの、、、、おおおお砂砂砂砂糖糖糖糖をををを取取取取ったったったった後後後後のののの残残残残りかすになりますけりかすになりますけりかすになりますけりかすになりますけれどもれどもれどもれども、、、、糖蜜糖蜜糖蜜糖蜜、、、、ごごごご存存存存じだとじだとじだとじだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、それからそれからそれからそれからバイオエタノールバイオエタノールバイオエタノールバイオエタノール燃料燃料燃料燃料をつくるをつくるをつくるをつくる生生生生産産産産技術技術技術技術プロプロプロプロセセセセスススス開発開発開発開発をしてまいりましたをしてまいりましたをしてまいりましたをしてまいりました。。。。更更更更にそのにそのにそのにその燃料燃料燃料燃料ををををガソガソガソガソリンリンリンリンにににに 3%ままままぜぜぜぜてててて製製製製造造造造をしをしをしをし、、、、それをそれをそれをそれを現在現在現在現在のところのところのところのところ公公公公用車用車用車用車等等等等でででで 300 台動台動台動台動かしているかしているかしているかしている実実実実証証証証研究研究研究研究がががが終終終終了了了了しましたしましたしましたしました。。。。そのそのそのその結結結結果果果果をををを国国国国ののののほほほほうからうからうからうから高高高高いいいい評評評評価価価価をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、このこのこのこの次次次次はははは、、、、19 年年年年度度度度からのからのからのからの継継継継続続続続でででで、、、、バイオエタノールバイオエタノールバイオエタノールバイオエタノール燃料燃料燃料燃料をををを実実実実用用用用化化化化レレレレベベベベルルルルのののの事業事業事業事業でででで継継継継続続続続をしていきますをしていきますをしていきますをしていきます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、燃料燃料燃料燃料化化化化というというというという目目目目線線線線でででで、、、、経済経済経済経済産業省産業省産業省産業省のののの技技技技術術術術開発事業開発事業開発事業開発事業ですがですがですがですが、、、、実実実実際際際際にににに、、、、実実実実用用用用化化化化ベベベベースースースースでででで新新新新しいしいしいしい燃料燃料燃料燃料のののの製製製製造造造造とととと、、、、それをそれをそれをそれを実実実実証証証証していくしていくしていくしていくレレレレベベベベルルルルのののの事業事業事業事業をををを 23 年年年年度度度度までのまでのまでのまでの予定予定予定予定でででで続続続続くくくく予定予定予定予定でおりますでおりますでおりますでおります。。。。これはこれはこれはこれは 1府府府府 5 省省省省、、、、内内内内閣府閣府閣府閣府、、、、経済経済経済経済産業省産業省産業省産業省、、、、農林農林農林農林水水水水産省産省産省産省、、、、環境省環境省環境省環境省、、、、総務省総務省総務省総務省、、、、財財財財務省務省務省務省、、、、それからそれからそれからそれから消消消消防防防防庁庁庁庁のののの連連連連携携携携事業事業事業事業ということでということでということでということで進進進進められておりますめられておりますめられておりますめられております。。。。 

  このこのこのこの中中中中のののの一一一一番番番番のののの目的目的目的目的はははは何何何何かといいますとかといいますとかといいますとかといいますと、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島はははは、、、、経済経済経済経済のののの基基基基盤盤盤盤ははははササササトトトトウウウウキキキキビビビビ産業産業産業産業といといといということがうことがうことがうことが根根根根底底底底にあってにあってにあってにあって成成成成りりりり立立立立っているっているっているっている経済経済経済経済基基基基盤盤盤盤だとだとだとだと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。皆皆皆皆さんのごさんのごさんのごさんのご家家家家族族族族のどのどのどのどなたかがなたかがなたかがなたかがササササトトトトウウウウキキキキビビビビをつくっているわけですをつくっているわけですをつくっているわけですをつくっているわけです。。。。これはこれはこれはこれは国国国国のののの補補補補助助助助事業事業事業事業ということでということでということでということで、、、、買買買買いいいい取取取取りりりり事業事業事業事業とととということですいうことですいうことですいうことです。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、やはりやはりやはりやはり誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持ってってってって農農農農業業業業をしていってもらってをしていってもらってをしていってもらってをしていってもらって、、、、宮古宮古宮古宮古島島島島ののののエコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランドがががが成成成成りりりり立立立立つかつかつかつか成成成成りりりり立立立立たないかというのもたないかというのもたないかというのもたないかというのも、、、、やはりやはりやはりやはり一一一一番経済番経済番経済番経済基基基基盤盤盤盤がしっがしっがしっがしっかりするかどうかかりするかどうかかりするかどうかかりするかどうか、、、、このこのこのこの基基基基盤盤盤盤をしっかりつくれるかどうかがをしっかりつくれるかどうかがをしっかりつくれるかどうかがをしっかりつくれるかどうかが大大大大切切切切でででで、、、、これからこれからこれからこれから継継継継続続続続していしていしていしていくくくく事業事業事業事業においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、持持持持続続続続的的的的にににに経済経済経済経済基基基基盤盤盤盤をををを評評評評価価価価できるできるできるできる仕仕仕仕組組組組みみみみがががが最最最最もももも大大大大切切切切だとだとだとだと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。ですからですからですからですから、、、、経済経済経済経済基基基基盤盤盤盤がしっかりするがしっかりするがしっかりするがしっかりする。。。。これはこれはこれはこれは宮古島宮古島宮古島宮古島においてはにおいてはにおいてはにおいては農農農農業業業業ののののササササトトトトウウウウキキキキビビビビ産業産業産業産業のののの環環環環境基境基境基境基盤盤盤盤をしっかりつくらなきをしっかりつくらなきをしっかりつくらなきをしっかりつくらなきゃゃゃゃいけないということにつながるものといけないということにつながるものといけないということにつながるものといけないということにつながるものと思思思思いますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、ササササトトトトウウウウキキキキビビビビ農農農農業業業業がががが繁栄繁栄繁栄繁栄するためのするためのするためのするための支支支支援援援援をすをすをすをするるるる事業事業事業事業であるということですであるということですであるということですであるということです。。。。ササササトトトトウウウウキキキキビビビビをたをたをたをたくさんつくってもらってくさんつくってもらってくさんつくってもらってくさんつくってもらって、、、、砂砂砂砂糖糖糖糖をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん取取取取ってもらったってもらったってもらったってもらった後後後後にはにはにはには糖蜜糖蜜糖蜜糖蜜がががが出出出出ますよますよますよますよ。。。。そのそのそのその糖糖糖糖蜜蜜蜜蜜をををを逆逆逆逆ににににエタノールエタノールエタノールエタノール燃料燃料燃料燃料というものにというものにというものにというものに製製製製造造造造していくしていくしていくしていく技術技術技術技術開発開発開発開発をしていくをしていくをしていくをしていく。。。。これはこれはこれはこれは日本日本日本日本のののの技技技技術術術術のののの粋粋粋粋をををを集集集集めてつくっておりますめてつくっておりますめてつくっておりますめてつくっております。。。。このこのこのこの島島島島でできたでできたでできたでできた燃料燃料燃料燃料をををを、、、、島島島島のののの人人人人、、、、燃料燃料燃料燃料のののの一部一部一部一部としてとしてとしてとして使使使使っていくっていくっていくっていく。。。。そのそのそのその結結結結果果果果としてとしてとしてとして温暖化温暖化温暖化温暖化防止防止防止防止につながるというにつながるというにつながるというにつながるという、、、、そういうそういうそういうそういうコンコンコンコンセセセセプトプトプトプトででででプロジェプロジェプロジェプロジェクトクトクトクトをををを進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、一一一一番番番番大大大大切切切切なのはなのはなのはなのは、、、、農農農農業業業業がどういうがどういうがどういうがどういうふふふふうにしてうにしてうにしてうにして繁栄繁栄繁栄繁栄していくかというしていくかというしていくかというしていくかという循循循循環環環環シスシスシスシステムテムテムテムですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、エタノールエタノールエタノールエタノール燃料燃料燃料燃料をつくったをつくったをつくったをつくった後後後後にはにはにはには蒸蒸蒸蒸留留留留したしたしたした後後後後のののの残残残残渣液渣液渣液渣液、、、、これはこれはこれはこれは畑畑畑畑のののの土土土土からからからからミネラルミネラルミネラルミネラル分分分分ををををササササトトトトウウウウキキキキビビビビがががが吸吸吸吸収収収収したものがしたものがしたものがしたものが濃濃濃濃縮縮縮縮してしてしてして残残残残っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。これはこれはこれはこれは畑畑畑畑のののの土土土土からからからから吸吸吸吸収収収収したものですからしたものですからしたものですからしたものですから、、、、もうもうもうもう一一一一度土度土度土度土にににに肥肥肥肥料料料料としてとしてとしてとして返返返返すことができるすことができるすことができるすことができる。。。。これはこれはこれはこれは海外海外海外海外ででででももももエタノールエタノールエタノールエタノール先先先先進国進国進国進国であるであるであるであるブブブブラジルラジルラジルラジルとかとかとかとか、、、、ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパとかとかとかとか、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカはははは飼飼飼飼料料料料にににに主主主主にににに使使使使いまいまいまいますがすがすがすが、、、、肥肥肥肥料料料料としてとしてとしてとして還還還還元元元元することができるものですすることができるものですすることができるものですすることができるものです。。。。ですからですからですからですから、、、、プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトではそういうではそういうではそういうではそういう研究研究研究研究をしていますをしていますをしていますをしています。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、発発発発酵酵酵酵にはにはにはには酵母菌酵母菌酵母菌酵母菌というものをというものをというものをというものを使使使使っていますっていますっていますっています。。。。酵母菌酵母菌酵母菌酵母菌はははは、、、、基本基本基本基本的的的的にはにはにはには蛋蛋蛋蛋白白白白質質質質でででですからすからすからすから、、、、きょうのきょうのきょうのきょうの新聞新聞新聞新聞にもにもにもにも記事記事記事記事がありましたけれどもがありましたけれどもがありましたけれどもがありましたけれども、、、、飼飼飼飼料料料料のののの価価価価格格格格がががが上上上上がっているがっているがっているがっている。。。。これこれこれこれはははは配配配配合合合合飼飼飼飼料料料料、、、、素飼素飼素飼素飼料料料料、、、、大大大大分上分上分上分上がっておりますがっておりますがっておりますがっております。。。。しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの酵母菌酵母菌酵母菌酵母菌というのはというのはというのはというのは蛋蛋蛋蛋白白白白質質質質でででで、、、、良性良性良性良性のののの蛋蛋蛋蛋白白白白質質質質ですですですです。。。。非常非常非常非常にににに子子子子ウウウウシシシシのののの飼飼飼飼育育育育にいいとにいいとにいいとにいいと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。これのこれのこれのこれの飼飼飼飼料料料料化化化化のののの研究研究研究研究実実実実証証証証事業事業事業事業をををを今年今年今年今年からからからから始始始始めておりますめておりますめておりますめております。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、基本基本基本基本的的的的ににににエタノールエタノールエタノールエタノールがががが進進進進めばめばめばめば、、、、そういそういそういそういうううう地力地力地力地力増強増強増強増強をするをするをするをする肥肥肥肥料料料料化化化化をしていくとかをしていくとかをしていくとかをしていくとか、、、、酵母酵母酵母酵母はははは飼飼飼飼料料料料化化化化するとかするとかするとかするとか、、、、あわせてあわせてあわせてあわせてササササトトトトウウウウキキキキビビビビにににに
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はははは捨捨捨捨てるところはてるところはてるところはてるところはほほほほとんどないとんどないとんどないとんどない使使使使いいいい方方方方をををを研究研究研究研究するわけですするわけですするわけですするわけです。。。。今今今今まではまではまではまでは、、、、外外外外からからからから持持持持ってきたってきたってきたってきた肥肥肥肥料料料料やややや飼飼飼飼料料料料をををを使使使使っていたものをっていたものをっていたものをっていたものを、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島のののの中中中中でででで循循循循環環環環させようというようなさせようというようなさせようというようなさせようというような試試試試みみみみをこれからをこれからをこれからをこれからやってやってやってやっていきたいいきたいいきたいいきたい。。。。そういうことがそういうことがそういうことがそういうことが、、、、結結結結局局局局はははは、、、、そのそのそのその農農農農業業業業のののの基基基基盤盤盤盤のもとでのもとでのもとでのもとで地下地下地下地下ダムダムダムダム水源水源水源水源のののの水水水水質質質質保保保保全全全全のののの問問問問題題題題につながりますにつながりますにつながりますにつながります。。。。化化化化学学学学肥肥肥肥料料料料のののの量量量量をををを減減減減らしらしらしらし、、、、有有有有機機機機肥肥肥肥料料料料化化化化することによってすることによってすることによってすることによって化化化化学学学学肥肥肥肥料料料料はははは減減減減るわけでするわけでするわけでするわけです。。。。結結結結果的果的果的果的にににに水水水水質質質質のののの保保保保全全全全につながるということでにつながるということでにつながるということでにつながるということで、、、、持持持持続続続続的的的的にににに宮古島宮古島宮古島宮古島のののの最最最最もももも大大大大切切切切なななな水資源水資源水資源水資源、、、、をををを守守守守っていくことができるでしょうっていくことができるでしょうっていくことができるでしょうっていくことができるでしょう。。。。それからそれからそれからそれから、、、、基基基基幹幹幹幹産業産業産業産業であるであるであるである経済経済経済経済基基基基盤盤盤盤ののののササササトトトトウウウウキキキキビビビビ農農農農業業業業をををを繁栄繁栄繁栄繁栄させることができるさせることができるさせることができるさせることができる。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででで新新新新たなたなたなたな農農農農業業業業、、、、新新新新たなたなたなたなササササトトトトウウウウキキキキビビビビ農農農農業業業業のののの機機機機械械械械化化化化とかとかとかとか、、、、あるあるあるある意味意味意味意味ではではではでは、、、、きょうはきょうはきょうはきょうは若若若若いいいい方方方方々々々々がががが来来来来られていますがられていますがられていますがられていますが、、、、新新新新しいしいしいしい農農農農業業業業をををを担担担担っていくっていくっていくっていく子子子子供供供供たちができてくるたちができてくるたちができてくるたちができてくる。。。。それそれそれそれからからからから、、、、エタノールエタノールエタノールエタノールをつくるところにはをつくるところにはをつくるところにはをつくるところには日本日本日本日本のののの先先先先端端端端のののの技術技術技術技術がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん集集集集まっていますのでまっていますのでまっていますのでまっていますので、、、、ここからここからここからここから新新新新しいしいしいしい産業産業産業産業ができるというができるというができるというができるという可能可能可能可能性性性性がががが非非非非常常常常にににに多多多多くなるとくなるとくなるとくなると思思思思われますわれますわれますわれます。。。。 ですからですからですからですから、、、、こういうものをこういうものをこういうものをこういうものを含含含含めてめてめてめて、、、、これからあとこれからあとこれからあとこれからあと 4 年年年年間間間間、、、、これからこれからこれからこれから産業産業産業産業のののの種種種種もももも出出出出てくるてくるてくるてくるでしょうしでしょうしでしょうしでしょうし、、、、一一一一番番番番大大大大切切切切なのはなのはなのはなのは、、、、きょうきょうきょうきょう来来来来ていただいたていただいたていただいたていただいた若若若若いいいい中学中学中学中学生生生生やややや高校高校高校高校生生生生のののの方方方方々々々々にににに、、、、こうこうこうこういういういういう事業事業事業事業がががが動動動動いていていていていていていていて、、、、宮古宮古宮古宮古のののの産業産業産業産業としてどういうとしてどういうとしてどういうとしてどういうふふふふうになっていくといううになっていくといううになっていくといううになっていくという考考考考えるえるえるえるヒヒヒヒントントントントをきょうもらってをきょうもらってをきょうもらってをきょうもらって帰帰帰帰っていただければいいなとっていただければいいなとっていただければいいなとっていただければいいなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。またきょうまたきょうまたきょうまたきょう来来来来られているられているられているられている方方方方々々々々のののの中中中中にににに農農農農家家家家のののの方方方方々々々々もおられるともおられるともおられるともおられると思思思思いますいますいますいます。。。。農農農農家家家家のののの方方方方々々々々にはにはにはには、、、、今今今今我我我我々々々々がやっているがやっているがやっているがやっているバイバイバイバイオエタノールオエタノールオエタノールオエタノール燃料燃料燃料燃料をつくっているをつくっているをつくっているをつくっている事業事業事業事業だけではないだけではないだけではないだけではない、、、、これはこれはこれはこれはササササトトトトウウウウキキキキビビビビ農農農農業業業業をををを支支支支援援援援していしていしていしていくくくく事業事業事業事業であるということをごであるということをごであるということをごであるということをご理理理理解解解解いただきながらいただきながらいただきながらいただきながら、、、、今今今今後後後後一一一一緒緒緒緒にににに、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島のののの方方方方々々々々がががが育育育育てていてていてていてていってもらえるようなってもらえるようなってもらえるようなってもらえるような事業事業事業事業につなにつなにつなにつなげげげげていくためにていくためにていくためにていくために我我我我々々々々はははは努努努努力力力力していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。以以以以上上上上ですですですです。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。次次次次にににに、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島でででで初初初初めてめてめてめてエコエコエコエコ検検検検定定定定にににに合合合合格格格格したしたしたしたエコピープエコピープエコピープエコピープルルルル代表代表代表代表のおのおのおのお一一一一人人人人ということでということでということでということで、、、、山口様山口様山口様山口様、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 山口代表山口代表山口代表山口代表 

  こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。エコピープルエコピープルエコピープルエコピープルのののの山口山口山口山口ですですですです。。。。エコピープルエコピープルエコピープルエコピープルとととといってもいってもいってもいっても、、、、別別別別にににに宇宙宇宙宇宙宇宙人人人人ではありではありではありではありませんのでませんのでませんのでませんので、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん安心安心安心安心なさってくださいなさってくださいなさってくださいなさってください。。。。私私私私はははは九州九州九州九州出身出身出身出身ですがですがですがですが、、、、きょうはきょうはきょうはきょうは地地地地球球球球人人人人としてとしてとしてとしてもおもおもおもお話話話話をさせていただければなとをさせていただければなとをさせていただければなとをさせていただければなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 ちょっとこのようなちょっとこのようなちょっとこのようなちょっとこのような場所場所場所場所はははは初初初初めてですのでめてですのでめてですのでめてですので、、、、いろいろおいろいろおいろいろおいろいろお聞聞聞聞きづらいところもあるかときづらいところもあるかときづらいところもあるかときづらいところもあるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、まずまずまずまず、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島のののの将来将来将来将来のためにのためにのためにのために私私私私はまずはまずはまずはまず原原原原点点点点にににに立立立立ちちちち返返返返るというこるというこるというこるということがとがとがとが大大大大切切切切だとだとだとだと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。原原原原点点点点というのはというのはというのはというのは、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは自然自然自然自然環境環境環境環境にににに生生生生かされているかされているかされているかされている存在存在存在存在なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。地地地地球球球球カレンダーカレンダーカレンダーカレンダーというものがございましてというものがございましてというものがございましてというものがございまして、、、、これはこれはこれはこれは、、、、地地地地球球球球がががが 46億億億億年前年前年前年前にできにできにできにできてからてからてからてから 21世紀世紀世紀世紀になるまでをになるまでをになるまでをになるまでを 1 年年年年ののののカレカレカレカレンダーンダーンダーンダーにににに圧圧圧圧縮縮縮縮したものなんですしたものなんですしたものなんですしたものなんです。。。。これでいいますとこれでいいますとこれでいいますとこれでいいますと、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、1 月月月月 1 日日日日のののの元元元元旦旦旦旦がががが地地地地球球球球 46億億億億年年年年誕誕誕誕生生生生したとしますとしたとしますとしたとしますとしたとしますと、、、、地地地地球球球球上上上上にににに生命生命生命生命がががが誕誕誕誕生生生生したのはしたのはしたのはしたのは
38億億億億年前年前年前年前のののの海海海海のののの中中中中ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは日日日日付付付付でででで例例例例えますとえますとえますとえますと 2 月月月月 25 日日日日ですですですです。。。。ちょうどちょうどちょうどちょうど宮古宮古宮古宮古ではではではでは十十十十六六六六日日日日祭祭祭祭のあるころですのあるころですのあるころですのあるころですねねねね。。。。ちなちなちなちなみみみみにににに、、、、海海海海のののの中中中中でででで誕誕誕誕生生生生したしたしたした命命命命はははは、、、、光合光合光合光合成成成成をををを行行行行ってってってって、、、、そのそのそのその光合光合光合光合成成成成をををを行行行行ったったったった酸素酸素酸素酸素がががが、、、、海海海海のののの中中中中をををを出出出出てててて、、、、地上地上地上地上にどんどんにどんどんにどんどんにどんどん増増増増えていきえていきえていきえていき始始始始めるのがめるのがめるのがめるのが 27億億億億年前年前年前年前。。。。これはこれはこれはこれは 5月月月月 31 日日日日ですですですです。。。。たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの酸素酸素酸素酸素がががが集集集集まってまってまってまって、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層がががが形形形形成成成成されされされされ始始始始めてめてめてめて、、、、有有有有害害害害なななな紫紫紫紫外外外外線線線線がががが宇宇宇宇宙宙宙宙からどんどんいっからどんどんいっからどんどんいっからどんどんいっぱぱぱぱいこのいこのいこのいこの地地地地球球球球上上上上にににに入入入入ってくるんですけどってくるんですけどってくるんですけどってくるんですけど、、、、生生生生きききき物物物物というのはというのはというのはというのは、、、、紫紫紫紫外外外外線線線線がたくさんあるとすめませんがたくさんあるとすめませんがたくさんあるとすめませんがたくさんあるとすめません。。。。それでそれでそれでそれで、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層がががが、、、、酸素酸素酸素酸素がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん増増増増えてえてえてえて形形形形成成成成されされされされ始始始始めめめめましたましたましたました。。。。それがそれがそれがそれが 6 億億億億年前年前年前年前ですですですです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、飛飛飛飛んでんでんでんで 11 月月月月 14 日日日日になりますになりますになりますになります。。。。それからそれからそれからそれから動動動動物物物物やややや植植植植物物物物がががが地上地上地上地上にすにすにすにすみみみみやすいやすいやすいやすい環境環境環境環境になってになってになってになって、、、、さらにさらにさらにさらに森森森森がががが形形形形成成成成されされされされ始始始始めますめますめますめます。。。。それはそれはそれはそれは 4 億億億億年前年前年前年前のこのこのこのこ
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とになりますとになりますとになりますとになります。。。。それがそれがそれがそれが、、、、2週週週週間後間後間後間後のののの、、、、今今今今度度度度はははは 11 月月月月 28 日日日日ですですですです。。。。それからまたそれからまたそれからまたそれからまた時時時時間間間間がたってがたってがたってがたって、、、、最初最初最初最初のののの人類人類人類人類がががが誕誕誕誕生生生生するのがするのがするのがするのが 450万万万万年前年前年前年前。。。。これはこれはこれはこれは日日日日付付付付でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと 12 月月月月 31 日日日日、、、、大大大大晦晦晦晦日日日日ですですですです。。。。皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが大大大大掃除掃除掃除掃除でででで大変大変大変大変忙忙忙忙しいしいしいしい時時時時間間間間帯帯帯帯ですですですですねねねね。。。。夕夕夕夕方方方方のののの 4 時時時時ですですですです。。。。人類人類人類人類がががが最初最初最初最初にににに誕誕誕誕生生生生すすすするのがるのがるのがるのが大大大大晦晦晦晦日日日日なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。それからかなりそれからかなりそれからかなりそれからかなり時時時時間間間間がたってがたってがたってがたって、、、、地地地地球球球球上上上上でででで産業産業産業産業革革革革命命命命。。。。このこのこのこの産業産業産業産業革革革革命命命命といといといというのはうのはうのはうのは、、、、化化化化石燃料石燃料石燃料石燃料のののの消費消費消費消費がががが始始始始まったときなんですけどまったときなんですけどまったときなんですけどまったときなんですけど、、、、これがまたこれがまたこれがまたこれがまた 200 年前年前年前年前ですですですです。。。。200 年前年前年前年前でしたらでしたらでしたらでしたら、、、、日日日日付付付付でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと、、、、12 月月月月 31 日日日日のののの 11 時時時時 59分分分分 58秒秒秒秒。。。。あとあとあとあと 2秒秒秒秒でででで新新新新年年年年がががが始始始始まるまるまるまる。。。。それからそれからそれからそれから 21世紀世紀世紀世紀のののの 2001 年年年年がががが 12 月月月月 31 日日日日のののの 11 時時時時 59分分分分 59秒秒秒秒。。。。あとあとあとあと 1秒秒秒秒でででで新新新新しいしいしいしい年年年年。。。。これでこれでこれでこれで人間人間人間人間がががが誕誕誕誕生生生生してからしてからしてからしてからほほほほんとうにわずかなんとうにわずかなんとうにわずかなんとうにわずかな時時時時間間間間でででで、、、、あっというあっというあっというあっという間間間間にににに私私私私たちはたちはたちはたちは自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの生存生存生存生存がががが立立立立ちちちち行行行行かなくなってしまうようなかなくなってしまうようなかなくなってしまうようなかなくなってしまうような環境環境環境環境をををを今今今今までにつくりまでにつくりまでにつくりまでにつくり上上上上げげげげてしまいましたてしまいましたてしまいましたてしまいました。。。。 そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに気気気気のののの長長長長くなるようなくなるようなくなるようなくなるような、、、、人人人人のののの頭頭頭頭でははかりかでははかりかでははかりかでははかりかねねねねないないないない、、、、そんなそんなそんなそんな長長長長いいいい時時時時間間間間をかけてをかけてをかけてをかけて地地地地球球球球のののの上上上上ではではではでは私私私私たちがたちがたちがたちが生生生生きていけるようなきていけるようなきていけるようなきていけるような環境環境環境環境をををを財財財財産産産産としてとしてとしてとして蓄積蓄積蓄積蓄積しししし続続続続けけけけてくれたんだとてくれたんだとてくれたんだとてくれたんだと思思思思いますいますいますいます。。。。そういったもののおかそういったもののおかそういったもののおかそういったもののおかげげげげでででで、、、、人間人間人間人間だけじだけじだけじだけじゃゃゃゃなくなくなくなく、、、、すすすすべべべべてのてのてのての生生生生きききき物物物物たちがたちがたちがたちが協力協力協力協力しししし合合合合ってってってって今今今今にににに至至至至るまでるまでるまでるまで生生生生かされてきているんですがかされてきているんですがかされてきているんですがかされてきているんですが、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、今今今今ちょっちょっちょっちょっとととと非常非常非常非常にににに危危危危機機機機的的的的なななな状状状状況況況況がががが叫叫叫叫ばれていますばれていますばれていますばれていますねねねね。。。。 

  私私私私はははは、、、、宮古宮古宮古宮古にににに来来来来てててて、、、、宮古宮古宮古宮古のののの文化文化文化文化をををを学学学学ばせてもらっていますばせてもらっていますばせてもらっていますばせてもらっています。。。。まだまだわからないこともまだまだわからないこともまだまだわからないこともまだまだわからないこともあるのですがあるのですがあるのですがあるのですが、、、、そのそのそのその中中中中でででで非常非常非常非常にににに感感感感動動動動しておりますのがしておりますのがしておりますのがしておりますのが、、、、自分自分自分自分はははは今今今今、、、、池間池間池間池間島島島島というところにというところにというところにというところに住住住住ませていただいていますませていただいていますませていただいていますませていただいています。。。。ここにはまだここにはまだここにはまだここにはまだ昔昔昔昔ながらのながらのながらのながらの自然自然自然自然へのへのへのへの感感感感謝謝謝謝をををを捧捧捧捧げげげげるるるる祭祭祭祭祀祀祀祀がががが残残残残ってってってっていますいますいますいます。。。。自然自然自然自然のののの恵恵恵恵みみみみにににに対対対対するするするする感感感感謝謝謝謝とととと、、、、またまたまたまた来年来年来年来年もももも豊作豊作豊作豊作大大大大漁漁漁漁でありますようにというおでありますようにというおでありますようにというおでありますようにというお祈祈祈祈りりりりなんですがなんですがなんですがなんですが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、『『『『ササササシバシバシバシバ舞舞舞舞うううう空空空空』』』』というというというという絵絵絵絵本本本本をかかれたをかかれたをかかれたをかかれた秋秋秋秋野野野野亥左牟亥左牟亥左牟亥左牟い さ む さんというさんというさんというさんという方方方方にちにちにちにちょっとおょっとおょっとおょっとお話話話話をををを聞聞聞聞いたことがありますいたことがありますいたことがありますいたことがあります。。。。宮古宮古宮古宮古のののの祭祭祭祭祀祀祀祀というのはというのはというのはというのは沖縄沖縄沖縄沖縄のののの島島島島々々々々のののの中中中中でとてもでとてもでとてもでとても原原原原始始始始的的的的だそうですだそうですだそうですだそうです。。。。八八八八重重重重山山山山諸諸諸諸島島島島、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄ののののほほほほうにもまわられたそうですうにもまわられたそうですうにもまわられたそうですうにもまわられたそうです。。。。さらにさらにさらにさらに宮古宮古宮古宮古郷郷郷郷土史土史土史土史研究研究研究研究会会員会会員会会員会会員のののの新新新新城城城城日日日日出出出出郎郎郎郎氏氏氏氏によるによるによるによる、、、、宮古宮古宮古宮古毎毎毎毎日日日日新聞新聞新聞新聞のののの掲載掲載掲載掲載記事記事記事記事がががが非常非常非常非常にににに印印印印象象象象的的的的だったんですがだったんですがだったんですがだったんですが、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、このこのこのこの方方方方はははは、、、、世世世世界界界界のののの民話民話民話民話やややや童童童童話話話話をををを研究研究研究研究されているされているされているされている方方方方なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパ、、、、西西西西洋洋洋洋のののの童童童童話話話話のののの中中中中ではではではでは、、、、人間人間人間人間とととと自然自然自然自然はははは区区区区別別別別されているんですされているんですされているんですされているんですねねねね。。。。区区区区切切切切りがあるりがあるりがあるりがある。。。。日本日本日本日本になりますになりますになりますになりますとととと、、、、自然自然自然自然とのとのとのとの交流交流交流交流はあるんですがはあるんですがはあるんですがはあるんですが、、、、一一一一体化体化体化体化はははは拒拒拒拒絶絶絶絶されていますされていますされていますされています。。。。しかししかししかししかし非常非常非常非常にににに情情情情緒緒緒緒的的的的でででで、、、、母母母母性性性性的的的的だそうですだそうですだそうですだそうです。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、宮古宮古宮古宮古のののの民話民話民話民話などをなどをなどをなどを見見見見ててててみみみみますとますとますとますと、、、、自然自然自然自然とととと人間人間人間人間がががが、、、、非常非常非常非常につなにつなにつなにつながりがあってがりがあってがりがあってがりがあって、、、、動動動動物物物物とととと人間人間人間人間がががが結結結結婚婚婚婚をするというおをするというおをするというおをするというお話話話話もあるんですもあるんですもあるんですもあるんですねねねね。。。。一一一一体化体化体化体化するんですするんですするんですするんです。。。。そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを原原原原母母母母的的的的とととと表表表表現現現現さささされておりますれておりますれておりますれております。。。。そこにそこにそこにそこに非常非常非常非常にににに特色特色特色特色があるというかがあるというかがあるというかがあるというか、、、、宮古宮古宮古宮古のののの祭祭祭祭祀祀祀祀世世世世界界界界のののの根根根根本本本本をををを流流流流れているのはれているのはれているのはれているのは、、、、自然自然自然自然とつながっていることなのだとすごくとつながっていることなのだとすごくとつながっていることなのだとすごくとつながっていることなのだとすごく感感感感じておりじておりじておりじておりますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、野野野野本本本本三三三三吉吉吉吉氏氏氏氏のののの「「「「海海海海とととと森森森森のののの思思思思想想想想～～～～琉球琉球琉球琉球弧弧弧弧４４４４５５５５島島島島フィールドノートフィールドノートフィールドノートフィールドノート～～～～」」」」にににに興興興興味深味深味深味深いいいい記記記記載載載載がありますがありますがありますがあります。。。。このこのこのこの本本本本のののの中中中中ではではではでは、、、、近近近近代代代代主主主主義義義義のののの典典典典型型型型であるであるであるである欧欧欧欧米米米米のののの合理合理合理合理主主主主義義義義がががが行行行行きききき詰詰詰詰まりまりまりまりををををみみみみせせせせ、、、、東東東東洋洋洋洋文化文化文化文化にににに近近近近代代代代をををを超超超超えるえるえるえる新新新新たなたなたなたな文明文明文明文明のののの型型型型があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと示唆示唆示唆示唆されていますされていますされていますされています。。。。神神神神道道道道研究家研究家研究家研究家のののの神神神神田田田田孝孝孝孝一氏一氏一氏一氏がががが「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄のののの原原原原始始始始信信信信仰仰仰仰はははは人類人類人類人類社会社会社会社会のののの新新新新しいしいしいしい秩序秩序秩序秩序確確確確立立立立にににに重重重重大大大大ななななヒヒヒヒントントントントをををを与与与与ええええ、、、、方向方向方向方向をををを示唆示唆示唆示唆するするするする火種火種火種火種でなかろうかでなかろうかでなかろうかでなかろうか」」」」というというというという見見見見方方方方がががが沖縄沖縄沖縄沖縄のののの原原原原始始始始信信信信仰仰仰仰にににに対対対対するするするする評評評評価価価価ににににあるとあるとあるとあると指指指指摘摘摘摘もしていますもしていますもしていますもしています。。。。私私私私はははは、、、、こういったこういったこういったこういった宮古宮古宮古宮古のののの原原原原母母母母的的的的なななな精神精神精神精神風風風風土土土土やややや祭祭祭祭祀祀祀祀世世世世界界界界にこれかにこれかにこれかにこれからららら地地地地球球球球規模規模規模規模でででで世世世世のののの中中中中がががが環境環境環境環境とととと仲仲仲仲良良良良くくくく共共共共存存存存しながらしながらしながらしながら生生生生きていくためのすばらしいきていくためのすばらしいきていくためのすばらしいきていくためのすばらしいメメメメッッッッセセセセージージージージがあるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  きょうきょうきょうきょう会場会場会場会場にいらしているにいらしているにいらしているにいらしている中学中学中学中学生生生生やややや小小小小学学学学生生生生のののの皆皆皆皆さんにもさんにもさんにもさんにも、、、、自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる島島島島にはにはにはにはこんなすばらしいこんなすばらしいこんなすばらしいこんなすばらしい、、、、それこそそれこそそれこそそれこそ今今今今求求求求められているようなめられているようなめられているようなめられているような価値価値価値価値観観観観をををを含含含含んだものがあるんだものがあるんだものがあるんだものがある、、、、そういそういそういそういったことをわかっていただけたらなとすごくったことをわかっていただけたらなとすごくったことをわかっていただけたらなとすごくったことをわかっていただけたらなとすごく思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  あとはあとはあとはあとは、、、、ちなちなちなちなみみみみにににに、、、、ハハハハワイワイワイワイはははは、、、、ハハハハワイワイワイワイ語語語語ででででオオオオハハハハナナナナというというというという言言言言葉葉葉葉があるんですががあるんですががあるんですががあるんですが、、、、これはこれはこれはこれは家家家家族族族族をををを意味意味意味意味しますしますしますします。。。。血血血血がつながっているがつながっているがつながっているがつながっている家家家家族族族族というというというという意味意味意味意味だけではなくてだけではなくてだけではなくてだけではなくて、、、、地地地地球球球球にににに生生生生きるきるきるきる命命命命はははは



 30 

すすすすべべべべてつながっているてつながっているてつながっているてつながっている。。。。アアアアメメメメリカリカリカリカにもにもにもにも、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカ先先先先住住住住民民民民のののの人人人人たちのたちのたちのたちの知知知知恵恵恵恵がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん書書書書かれかれかれかれていたていたていたていた本本本本がががが今今今今たくさんたくさんたくさんたくさん出出出出回回回回っているようでっているようでっているようでっているようで、、、、やっやっやっやっぱぱぱぱりこういったりこういったりこういったりこういった昔昔昔昔のののの人人人人たちがたちがたちがたちが自然自然自然自然とととと共共共共存存存存していたようなしていたようなしていたようなしていたような価値価値価値価値観観観観というのはというのはというのはというのは今今今今すごくすごくすごくすごく必要必要必要必要とされているととされているととされているととされていると思思思思いますいますいますいます。。。。宮古島宮古島宮古島宮古島にはこのにはこのにはこのにはこのすばらしいすばらしいすばらしいすばらしい財財財財産産産産がががが、、、、先人先人先人先人のののの方方方方たちがたちがたちがたちが、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい自然自然自然自然のののの中中中中でででで耐耐耐耐えてつくってえてつくってえてつくってえてつくって残残残残してきたしてきたしてきたしてきた知知知知恵恵恵恵ががががありますのでありますのでありますのでありますので、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、そのそのそのその知知知知恵恵恵恵をををを誇誇誇誇りにりにりにりに持持持持ってしっかりってしっかりってしっかりってしっかり継継継継承承承承してしてしてして、、、、エコアイランエコアイランエコアイランエコアイランドドドド宮古島宮古島宮古島宮古島というというというという取取取取りりりり組組組組みみみみとともにとともにとともにとともに、、、、世世世世界界界界にににに発信発信発信発信していただきたいなとしていただきたいなとしていただきたいなとしていただきたいなと私私私私はははは思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  以以以以上上上上ですですですです。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授     どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。最後最後最後最後となりましたがとなりましたがとなりましたがとなりましたが、、、、伊志嶺市長伊志嶺市長伊志嶺市長伊志嶺市長にはにはにはには、、、、エコアイランエコアイランエコアイランエコアイランドドドド宮古島構宮古島構宮古島構宮古島構想想想想にかけるにかけるにかけるにかける決決決決意意意意をおをおをおをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 伊志嶺市長伊志嶺市長伊志嶺市長伊志嶺市長 

  はいはいはいはい。。。。先先先先ほほほほどどどどエコピープルエコピープルエコピープルエコピープルのののの山口山口山口山口さんもおっしさんもおっしさんもおっしさんもおっしゃゃゃゃっていましたようにっていましたようにっていましたようにっていましたように、、、、宮古宮古宮古宮古のののの人人人人たちはたちはたちはたちは、、、、昔昔昔昔はははは、、、、自然自然自然自然にににに対対対対してしてしてしてほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに謙虚謙虚謙虚謙虚にににに、、、、尊尊尊尊敬敬敬敬をををを持持持持ってってってって生生生生きていたんじきていたんじきていたんじきていたんじゃゃゃゃないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思うんうんうんうんですよですよですよですよねねねね。。。。それはそれはそれはそれは、、、、大大大大きなきなきなきな木木木木のののの生生生生えたところやえたところやえたところやえたところや、、、、森森森森とかとかとかとか、、、、大大大大きなきなきなきな石石石石、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは井戸井戸井戸井戸とかとかとかとか、、、、そういうところにはそういうところにはそういうところにはそういうところには必必必必ずずずずほほほほこらがあこらがあこらがあこらがあってってってって、、、、宮古宮古宮古宮古ではそこにおではそこにおではそこにおではそこにお参参参参りをするんですよりをするんですよりをするんですよりをするんですよ。。。。私私私私がががが生生生生まれまれまれまれ、、、、現在現在現在現在住住住住んでいるところにもんでいるところにもんでいるところにもんでいるところにもウウウウマリマリマリマリガガガガーーーーというというというという場所場所場所場所があるがあるがあるがあるんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、そこはそこはそこはそこは、、、、水水水水がががが湧湧湧湧いておりいておりいておりいており、、、、降降降降りていってりていってりていってりていって水水水水をくをくをくをくむむむむところでところでところでところで、、、、やはりそこにもちやはりそこにもちやはりそこにもちやはりそこにもちゃゃゃゃんとんとんとんとほほほほこらがあってこらがあってこらがあってこらがあって、、、、生命生命生命生命のののの源源源源はこのはこのはこのはこの自然自然自然自然がくれているんだということをがくれているんだということをがくれているんだということをがくれているんだということを宮古宮古宮古宮古のののの人人人人たちはわかっていたとたちはわかっていたとたちはわかっていたとたちはわかっていたと思思思思うんうんうんうんですよですよですよですよねねねね。。。。最最最最近近近近ではではではでは、、、、地下水地下水地下水地下水をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり守守守守ろうということでろうということでろうということでろうということで、、、、行行行行政政政政でででで、、、、地下水地下水地下水地下水のののの保保保保護護護護管管管管理理理理条条条条例例例例をつくったりをつくったりをつくったりをつくったり、、、、それからそれからそれからそれから、、、、市市市市町町町町村合村合村合村合併併併併前前前前のののの上水上水上水上水道道道道企企企企業業業業団団団団がががが水水水水道道道道水源水源水源水源保保保保護護護護条条条条例例例例をつくっをつくっをつくっをつくったりたりたりたり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは天天天天女女女女のののの水祭水祭水祭水祭りというりというりというりという祭祭祭祭りをしてりをしてりをしてりをして、、、、子子子子供供供供たちからたちからたちからたちから大大大大人人人人たちたちたちたちまでまでまでまで、、、、しっかりしっかりしっかりしっかり水水水水をををを大事大事大事大事にしようよというようなにしようよというようなにしようよというようなにしようよというような取取取取りりりり組組組組みみみみをしておりましたをしておりましたをしておりましたをしておりました。。。。またまたまたまた、、、、市民市民市民市民ののののレレレレベベベベルルルルでもでもでもでも、、、、宮宮宮宮古古古古のののの水水水水をををを守守守守るるるる会等会等会等会等のいろいろなのいろいろなのいろいろなのいろいろな NPO のののの活活活活動動動動がありましたがありましたがありましたがありました。。。。 

  またまたまたまた、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題にににに関関関関してしてしてして言言言言うとうとうとうと、、、、行行行行政政政政ササササイドイドイドイドとしてはとしてはとしてはとしては、、、、八八八八重重重重干干干干瀬瀬瀬瀬や び じ をををを保保保保全全全全するためにするためにするためにするために、、、、ササササンンンンゴゴゴゴ礁礁礁礁ガガガガイドイドイドイドのののの養養養養成成成成をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは歴歴歴歴史史史史文化文化文化文化ロードロードロードロードののののガガガガイドイドイドイド養養養養成成成成をしたりしておりまをしたりしておりまをしたりしておりまをしたりしておりますすすす。。。。またまたまたまた、、、、資源資源資源資源リリリリササササイクルイクルイクルイクルセセセセンターンターンターンター、、、、牛糞牛糞牛糞牛糞やややや生生生生ゴゴゴゴミミミミなどをなどをなどをなどを利用利用利用利用したしたしたしたバイオマスバイオマスバイオマスバイオマス事業事業事業事業にもにもにもにも取取取取りりりり組組組組んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。企企企企業業業業としてもとしてもとしてもとしても、、、、これまでこれまでこれまでこれまで沖縄沖縄沖縄沖縄電電電電力力力力さんによってさんによってさんによってさんによって風風風風力力力力発発発発電電電電やややや太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電電電電のののの実実実実証証証証試試試試験験験験もももも行行行行われておりますしわれておりますしわれておりますしわれておりますし、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄製糖製糖製糖製糖さんやさんやさんやさんや宮古宮古宮古宮古製糖製糖製糖製糖さんではさんではさんではさんではババババガガガガススススをををを利用利用利用利用したしたしたした発発発発電電電電をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。またまたまたまた、、、、泡泡泡泡盛盛盛盛工場工場工場工場ではではではでは、、、、泡泡泡泡盛盛盛盛のののの絞絞絞絞りかすでりかすでりかすでりかすでメメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵をををを利用利用利用利用したしたしたした発発発発電電電電などもしておりますなどもしておりますなどもしておりますなどもしております。。。。そしてそしてそしてそして、、、、先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話のあったのあったのあったのあった奥島奥島奥島奥島さんのさんのさんのさんのバイオエタノールバイオエタノールバイオエタノールバイオエタノールもももも宮古宮古宮古宮古のののの基基基基幹幹幹幹産業産業産業産業であるであるであるであるササササトトトトウウウウキキキキビビビビからからからから出出出出たたたた廃廃廃廃糖蜜糖蜜糖蜜糖蜜よりよりよりよりエタノールエタノールエタノールエタノール燃料燃料燃料燃料をををを生生生生産産産産するするするする等等等等、、、、先先先先進進進進的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみをしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。またまたまたまた、、、、学校学校学校学校やややや市民市民市民市民レレレレベベベベルルルルではではではでは、、、、先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話のあったのあったのあったのあった前里前里前里前里先生先生先生先生のののの総総総総合実業高校合実業高校合実業高校合実業高校がががが、、、、バイオバイオバイオバイオ－－－－ＰＰＰＰリンのののの研究研究研究研究をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、ソソソソババババのののの栽培栽培栽培栽培をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは池間池間池間池間中学校中学校中学校中学校やややや下地下地下地下地小小小小学校学校学校学校ののののほほほほうではうではうではうでは環境環境環境環境クラクラクラクラブブブブをつくってをつくってをつくってをつくって活活活活動動動動しておりますしておりますしておりますしております。。。。特特特特にににに池間池間池間池間中学中学中学中学はははは環境大環境大環境大環境大臣臣臣臣賞賞賞賞をををを取取取取ったというったというったというったというニニニニュュュュースースースースもあったりしてもあったりしてもあったりしてもあったりして、、、、子子子子供供供供たちもたちもたちもたちもほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに頑張頑張頑張頑張っておりますっておりますっておりますっております。。。。ままままたたたた、、、、NPO のののの宮古島宮古島宮古島宮古島美美美美かぎぎぎぎ島島島島すま宮古宮古宮古宮古みゃーくグリーンネットグリーンネットグリーンネットグリーンネット、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは宮古環境宮古環境宮古環境宮古環境クラクラクラクラブブブブのののの植林植林植林植林活活活活動動動動やややや、、、、野野野野鳥鳥鳥鳥のののの会会会会によるによるによるによる渡渡渡渡りりりり鳥鳥鳥鳥ののののカカカカウウウウントントントントやややや、、、、探鳥探鳥探鳥探鳥会会会会のののの開催開催開催開催、、、、少少少少年年年年自然自然自然自然のののの家家家家によるによるによるによる自然体自然体自然体自然体験験験験等等等等、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに市民市民市民市民レレレレベベベベルルルルでででで頑張頑張頑張頑張っているしっているしっているしっているし、、、、企企企企業業業業レレレレベベベベルルルルでもでもでもでも頑張頑張頑張頑張っていますっていますっていますっています。。。。行行行行政政政政もももも頑張頑張頑張頑張っていっていっていっているんですけれどもるんですけれどもるんですけれどもるんですけれども、、、、報報報報道道道道でもありますようにでもありますようにでもありますようにでもありますように、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄についてはについてはについてはについては宮古島宮古島宮古島宮古島がががが沖縄沖縄沖縄沖縄県内県内県内県内でででで一一一一番番番番なんていうなんていうなんていうなんていう話話話話がでるとがでるとがでるとがでると、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島のののの環境環境環境環境はははは、、、、みみみみんなんなんなんな頑頑頑頑張張張張っているんだけどっているんだけどっているんだけどっているんだけど、、、、やっやっやっやっぱぱぱぱりりりり市民市民市民市民のののの意識意識意識意識をいまをいまをいまをいま一一一一度度度度変変変変えてえてえてえて、、、、考考考考ええええ直直直直さなければならないですさなければならないですさなければならないですさなければならないです。。。。そんなこともありそんなこともありそんなこともありそんなこともあり、、、、このままこのままこのままこのまま
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ではではではでは、、、、子子子子供供供供たちにたちにたちにたちに宮古宮古宮古宮古のののの環境環境環境環境をををを残残残残すことがすことがすことがすことが出出出出来来来来ないのではというおそれがないのではというおそれがないのではというおそれがないのではというおそれが大変大大変大大変大大変大きくなっきくなっきくなっきくなってきましててきましててきましててきまして、、、、行行行行政政政政からだけではなくからだけではなくからだけではなくからだけではなく、、、、市民市民市民市民のののの側側側側からもからもからもからも大大大大きなうきなうきなうきなうねねねねりがりがりがりが起起起起きてきてきてきてきてきてきてきて、、、、自然自然自然自然発発発発生的生的生的生的にこのにこのにこのにこのエコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言をしましたをしましたをしましたをしました。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに宮古宮古宮古宮古ののののバイオエタノールバイオエタノールバイオエタノールバイオエタノールとかとかとかとか、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを視察視察視察視察にににに来来来来るるるる人人人人もももも多多多多いいいいしししし、、、、地下地下地下地下ダムダムダムダムをををを視察視察視察視察にににに来来来来てくれるてくれるてくれるてくれる人人人人もももも多多多多いしいしいしいし、、、、これをしっかりとこれをしっかりとこれをしっかりとこれをしっかりと我我我我々々々々がががが、、、、宮古宮古宮古宮古はははは環境環境環境環境をこをこをこをこんなにんなにんなにんなに守守守守っているんだよというこっているんだよというこっているんだよというこっているんだよということをしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかり自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで実実実実践践践践してしてしてして取取取取りりりり組組組組めばめばめばめば、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく今今今今のののの環境環境環境環境問問問問題題題題というのはというのはというのはというのは、、、、洞爺湖洞爺湖洞爺湖洞爺湖ササササミットミットミットミットでもあるでもあるでもあるでもあるぐぐぐぐらいですかららいですかららいですかららいですから、、、、もうこれもうこれもうこれもうこれ、、、、地地地地球球球球的的的的なななな問問問問題題題題ですからですからですからですから、、、、日本日本日本日本のののの環境環境環境環境モモモモデルデルデルデル都都都都市市市市というだけではなくてというだけではなくてというだけではなくてというだけではなくて、、、、世世世世界界界界のののの環境環境環境環境モモモモデルデルデルデルのののの島島島島としとしとしとしてててて大大大大いにいにいにいにアピールアピールアピールアピールできるんじできるんじできるんじできるんじゃゃゃゃないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思うんですようんですようんですようんですよ。。。。そしてそしてそしてそして、、、、宮古宮古宮古宮古はははは、、、、人人人人口口口口 5万万万万 5,000人人人人程程程程でででで、、、、いろんないろんないろんないろんな実実実実証証証証をするのにいいをするのにいいをするのにいいをするのにいい島島島島ですのでですのでですのでですので、、、、きっちりときっちりときっちりときっちりと環境環境環境環境ののののモモモモデルデルデルデル都都都都市市市市としてとしてとしてとしてエエエエコアイランドコアイランドコアイランドコアイランド宣言宣言宣言宣言をををを皆皆皆皆でででで守守守守ってってってって、、、、ぜひぜひぜひぜひ子子子子供供供供たちにすばらしいたちにすばらしいたちにすばらしいたちにすばらしい宮古島宮古島宮古島宮古島をををを残残残残していきたいものしていきたいものしていきたいものしていきたいものだとだとだとだと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  以以以以上上上上ですですですです。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。皆様皆様皆様皆様それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ熱熱熱熱いいいい思思思思いをいをいをいを持持持持っておられるっておられるっておられるっておられる方方方方々々々々ばかりなのでばかりなのでばかりなのでばかりなので、、、、実実実実はははは、、、、与与与与えられたえられたえられたえられた時時時時間間間間はとっくはとっくはとっくはとっくにににに過過過過ぎぎぎぎておりますておりますておりますております。。。。それでそれでそれでそれで、、、、きょうきょうきょうきょう、、、、これだけこれだけこれだけこれだけ皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに集集集集まっていただいているのはまっていただいているのはまっていただいているのはまっていただいているのは、、、、3 月月月月 31 日日日日ににににエコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言をしたわけですをしたわけですをしたわけですをしたわけですねねねね。。。。ここここれからこれをどうれからこれをどうれからこれをどうれからこれをどう実実実実践践践践にににに移移移移していくかということがしていくかということがしていくかということがしていくかということが今一今一今一今一番問番問番問番問われていることですわれていることですわれていることですわれていることです。。。。立立立立派派派派なななな宣言宣言宣言宣言はははは、、、、アドバルーンアドバルーンアドバルーンアドバルーンはははは打打打打ちちちち上上上上げげげげたけれどたけれどたけれどたけれど、、、、足元足元足元足元にごにごにごにごみみみみがいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいいいい散散散散らかっていたのではらかっていたのではらかっていたのではらかっていたのでは、、、、とてもそんなとてもそんなとてもそんなとてもそんな看板看板看板看板もももも泣泣泣泣いてしまいいてしまいいてしまいいてしまいますますますますねねねね。。。。恥恥恥恥ずかしいですずかしいですずかしいですずかしいですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、5人人人人のののの方方方方々々々々ののののおおおお話話話話をををを伺伺伺伺いましてもいましてもいましてもいましても、、、、自自自自治治治治体体体体のののの役役役役割割割割からからからから始始始始まってまってまってまって、、、、やはりやはりやはりやはりキキキキーワードーワードーワードーワードはははは「「「「水水水水」」」」、、、、そしてやはりそしてやはりそしてやはりそしてやはり「「「「ごごごごみみみみ」」」」かなということをかなということをかなということをかなということを感感感感じましたじましたじましたじました。。。。 ごごごごみみみみとはとはとはとは言言言言ってもさまざまなごってもさまざまなごってもさまざまなごってもさまざまなごみみみみがありますがありますがありますがあります。。。。ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションのののの「「「「エミッションエミッションエミッションエミッション」」」」とととというのはいうのはいうのはいうのは、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが普普普普通通通通にににに見見見見るるるる固固固固形形形形のごのごのごのごみみみみだけではなくてだけではなくてだけではなくてだけではなくて、、、、液液液液体体体体、、、、水水水水をををを汚汚汚汚さないというこさないというこさないというこさないということもともともともゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションですですですです。。。。そこからもちろんそこからもちろんそこからもちろんそこからもちろんリリリリササササイクルイクルイクルイクルをををを進進進進めてめてめてめて、、、、目目目目にににに見見見見えるえるえるえるごごごごみみみみをををを出出出出さないというさないというさないというさないというののののももももゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションであであであでありますけどりますけどりますけどりますけど、、、、水水水水をををを汚汚汚汚さないということもさないということもさないということもさないということもゼロエミゼロエミゼロエミゼロエミッションッションッションッション。。。。そしてそしてそしてそして、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島にいるとにいるとにいるとにいると、、、、空空空空気気気気があまりにもきれいですからがあまりにもきれいですからがあまりにもきれいですからがあまりにもきれいですから感感感感じないかもしれじないかもしれじないかもしれじないかもしれませんけどませんけどませんけどませんけど、、、、空空空空気気気気をををを汚汚汚汚さないということもさないということもさないということもさないということもゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、それそれそれそれもももも含含含含めめめめてててて水水水水、、、、そしてそしてそしてそしてゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションががががキキキキーワードーワードーワードーワードかなとかなとかなとかなと思思思思いいいいますますますます。。。。これをこれをこれをこれを実実実実践践践践していくことがしていくことがしていくことがしていくことが大事大事大事大事ですですですですねねねね。。。。結結結結果果果果をををを出出出出していかなければしていかなければしていかなければしていかなければいけませんいけませんいけませんいけません。。。。 

  最後最後最後最後にににに、、、、もうもうもうもう時時時時間間間間ははははほほほほとんどありませんのでとんどありませんのでとんどありませんのでとんどありませんので、、、、すすすすみみみみませんませんませんません、、、、もうたくさんもうたくさんもうたくさんもうたくさん言言言言いたいこといたいこといたいこといたいことがあるとがあるとがあるとがあると思思思思うんですけれどうんですけれどうんですけれどうんですけれど、、、、一言一言一言一言、、、、これをこれをこれをこれを行動行動行動行動するためにどうしたらいいかするためにどうしたらいいかするためにどうしたらいいかするためにどうしたらいいか、、、、行動行動行動行動にににに対対対対ししししてててて、、、、皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに行動行動行動行動してしてしてしてほほほほしいことしいことしいことしいこと、、、、行動行動行動行動するにはするにはするにはするには何何何何をすをすをすをすべべべべきかきかきかきか、、、、それをそれをそれをそれを一言一言一言一言ずつずつずつずつ、、、、1 分分分分 30秒秒秒秒かかかか 1 分分分分ぐぐぐぐらいということでらいということでらいということでらいということで、、、、大変大変大変大変申申申申しわけありませんがしわけありませんがしわけありませんがしわけありませんが、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしまいいたしまいいたしまいいたしますすすす。。。。順序順序順序順序はははは同同同同じくじくじくじく、、、、坂本様坂本様坂本様坂本様からからからから始始始始まってまってまってまって、、、、伊志嶺市長伊志嶺市長伊志嶺市長伊志嶺市長までまでまでまで、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 坂本坂本坂本坂本アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー 

  私私私私はははは、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ講師講師講師講師のののの皆様皆様皆様皆様からおからおからおからお話話話話をををを伺伺伺伺ってってってって、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島のののの現状現状現状現状のののの認識認識認識認識をををを新新新新たにしましたたにしましたたにしましたたにしました。。。。私私私私はははは、、、、一一一一番番番番基本基本基本基本になりになりになりになり確確確確実実実実にににに成果成果成果成果をををを生生生生むむむむのはのはのはのは環境教環境教環境教環境教育育育育だとだとだとだと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。そそそそれはれはれはれは、、、、子子子子供供供供さんがさんがさんがさんが、、、、家家家家庭庭庭庭でででで、、、、ごごごご両両両両親親親親とととと一一一一緒緒緒緒にににに考考考考ええええ行動行動行動行動するためのするためのするためのするための大大大大きいきいきいきい力力力力になるからでになるからでになるからでになるからですすすす。。。。「「「「おおおお父父父父さんさんさんさん、、、、おおおお母母母母さんさんさんさん、、、、僕僕僕僕らのらのらのらの時代時代時代時代をををを一一一一緒緒緒緒につくっていこうよにつくっていこうよにつくっていこうよにつくっていこうよ」」」」ということですということですということですということです。。。。これをこれをこれをこれをキキキキーワードーワードーワードーワードににににしていただけたらとしていただけたらとしていただけたらとしていただけたらと思思思思いますいますいますいます。。。。市長市長市長市長さんさんさんさんからからからからもももも、、、、すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい小小小小学校学校学校学校・・・・中学校中学校中学校中学校ののののごごごご紹介紹介紹介紹介があがあがあがあ
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りまりまりまりましたしたしたした。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、そういうそういうそういうそういう行動行動行動行動をををを全全全全市市市市のののの小小小小学校学校学校学校、、、、中学校中学校中学校中学校にににに広広広広めてめてめてめていただければいただければいただければいただければ新新新新しいしいしいしい力力力力になるんじになるんじになるんじになるんじゃゃゃゃないかなとないかなとないかなとないかなと、、、、このようにこのようにこのようにこのように思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

 前里教諭前里教諭前里教諭前里教諭 

 今今今今、、、、伊波伊波伊波伊波先生先生先生先生からおからおからおからお話話話話がありましたけれどもがありましたけれどもがありましたけれどもがありましたけれども、、、、やはりやはりやはりやはり絵絵絵絵にかいたもちではにかいたもちではにかいたもちではにかいたもちでは何何何何事事事事もももも進進進進みみみみませませませませんんんん。。。。まずまずまずまず何何何何をするかをするかをするかをするか、、、、ですですですですねねねね。。。。このこのこのこの島島島島はははは、、、、はっきりはっきりはっきりはっきり言言言言いましていましていましていまして、、、、農農農農業業業業のののの島島島島だとだとだとだと思思思思っていまっていまっていまっていますすすす。。。。やはりやはりやはりやはり将来将来将来将来もももも、、、、産業構産業構産業構産業構造造造造のののの基基基基盤盤盤盤はははは農農農農業業業業だとだとだとだと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。ですからですからですからですから、、、、農農農農業業業業がががが、、、、あるあるあるある面面面面、、、、今今今今生生生生産産産産性性性性はしっかりしているとはしっかりしているとはしっかりしているとはしっかりしていると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、今今今今度度度度はいかにはいかにはいかにはいかに環境環境環境環境にににに配配配配慮慮慮慮したしたしたした、、、、地下水地下水地下水地下水にににに配配配配慮慮慮慮したしたしたした農農農農業業業業ができるかということだとができるかということだとができるかということだとができるかということだと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、地下水地下水地下水地下水保保保保全型全型全型全型農農農農業業業業ということということということということをををを出出出出しているわけですけれどもしているわけですけれどもしているわけですけれどもしているわけですけれども、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、やはりやはりやはりやはり基本基本基本基本的的的的にはあまりにはあまりにはあまりにはあまり化化化化学学学学肥肥肥肥料料料料やややや化化化化学学学学農農農農薬薬薬薬にににに依依依依存存存存しないしないしないしない農農農農業業業業をいかにをいかにをいかにをいかに実実実実践践践践できるかできるかできるかできるか。。。。それはそれはそれはそれは、、、、ビビビビニニニニールールールールやややや廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、含含含含めてですがめてですがめてですがめてですが、、、、そそそそういうういうういうういう廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をいかにをいかにをいかにをいかに出出出出さないかさないかさないかさないか。。。。必要最必要最必要最必要最小限小限小限小限なななな施施施施設設設設でのでのでのでの農農農農業業業業、、、、可能可能可能可能なななな限限限限りりりり、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを出出出出さないさないさないさない農農農農業業業業はできないかということをはできないかということをはできないかということをはできないかということを 1 つのつのつのつのキキキキーワードーワードーワードーワードにしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  以以以以上上上上ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  すすすすみみみみませんませんませんません。。。。一言一言一言一言ずつずつずつずつ、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 奥島室長奥島室長奥島室長奥島室長 

  バイオエタノールバイオエタノールバイオエタノールバイオエタノールをやっているをやっているをやっているをやっている基本基本基本基本的的的的なななな背背背背景景景景はははは、、、、ササササトトトトウウウウキキキキビビビビ産業産業産業産業をををを支支支支援援援援するするするする、、、、ササササトトトトウウウウキキキキビビビビ農農農農業業業業をををを繁栄繁栄繁栄繁栄させるためのさせるためのさせるためのさせるための支支支支援援援援事業事業事業事業であるということはであるということはであるということはであるということは、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん少少少少しおわかりになったとしおわかりになったとしおわかりになったとしおわかりになったと思思思思うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、やはりこれからやはりこれからやはりこれからやはりこれから農農農農業業業業のののの基基基基盤盤盤盤をををを強強強強化化化化するためにするためにするためにするために何何何何がががが必要必要必要必要かということかということかということかということになるとになるとになるとになると、、、、今今今今までのまでのまでのまでの農農農農業業業業ではではではでは考考考考えられなかったえられなかったえられなかったえられなかった切切切切りりりり口口口口やややや見方見方見方見方でででで、、、、科学科学科学科学的的的的なななな検検検検証証証証とかとかとかとか、、、、科学科学科学科学的的的的なななな農農農農業業業業のありのありのありのあり方方方方とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう新新新新たなたなたなたな目目目目線線線線をををを入入入入れていくということがれていくということがれていくということがれていくということが大大大大切切切切だとだとだとだと思思思思っていっていっていっていますますますます。。。。 そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味においてにおいてにおいてにおいて、、、、ササササトトトトウウウウキキキキビビビビもももも、、、、まだまだまだまだ砂砂砂砂糖糖糖糖をををを取取取取るだけでるだけでるだけでるだけで終終終終わっていてわっていてわっていてわっていて、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、ババババガガガガススススやややや鞘鞘鞘鞘頭頭頭頭部部部部がもっとがもっとがもっとがもっと有有有有効効効効利用利用利用利用できないかできないかできないかできないか。。。。今今今今、、、、穀穀穀穀物物物物飼飼飼飼料料料料がががが問問問問題題題題になっていますがになっていますがになっていますがになっていますが、、、、飼飼飼飼料料料料にもにもにもにも非常非常非常非常にににに有有有有効効効効にににに使使使使えるというえるというえるというえるという話話話話があるがあるがあるがある、、、、ババババガガガガススススもももも使使使使えるというえるというえるというえるという話話話話があるがあるがあるがある。。。。それがそれがそれがそれが我我我我々々々々からからからから出出出出てくるてくるてくるてくる酵母酵母酵母酵母もももも、、、、蛋蛋蛋蛋白白白白質質質質原原原原としてとしてとしてとして非常非常非常非常にににに価値価値価値価値があるというがあるというがあるというがあるというふふふふうにうにうにうに言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。そそそそういうものをういうものをういうものをういうものを使使使使っていけるかどうかというのはっていけるかどうかというのはっていけるかどうかというのはっていけるかどうかというのは科学科学科学科学的的的的検検検検証証証証がががが必要必要必要必要なんですなんですなんですなんです。。。。 そういうのとかそういうのとかそういうのとかそういうのとか、、、、もうもうもうもう一一一一つすごいのはつすごいのはつすごいのはつすごいのは、、、、昔昔昔昔からからからから砂砂砂砂糖糖糖糖、、、、黒砂黒砂黒砂黒砂糖糖糖糖のののの中中中中にはにはにはには薬薬薬薬のののの成分成分成分成分があるとがあるとがあるとがあると言言言言われていてわれていてわれていてわれていて、、、、体体体体にいいにいいにいいにいい有有有有価成分価成分価成分価成分がががが非常非常非常非常にあるにあるにあるにある。。。。おおおお砂砂砂砂糖糖糖糖はははは、、、、結結結結晶晶晶晶化化化化してしてしてして白白白白砂砂砂砂糖糖糖糖になるものになるものになるものになるものだけどだけどだけどだけど、、、、そのそのそのその後後後後にににに、、、、残残残残されたされたされたされた糖蜜糖蜜糖蜜糖蜜のののの中中中中にもっとにもっとにもっとにもっと人間人間人間人間のののの体体体体にににに生生生生理理理理活活活活性性性性成分成分成分成分でででで非常非常非常非常にににに有有有有効効効効なのなのなのなのがたくさんあるがたくさんあるがたくさんあるがたくさんある。。。。これをこれをこれをこれを抽抽抽抽出出出出するのもするのもするのもするのも科学科学科学科学技技技技術術術術なんですなんですなんですなんです。。。。そういうそういうそういうそういう有有有有価物価物価物価物にはにはにはには、、、、食食食食生活生活生活生活にににに還還還還元元元元するものもあるわけですするものもあるわけですするものもあるわけですするものもあるわけです。。。。ですからですからですからですから、、、、これをこれをこれをこれをほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに商商商商品品品品化化化化してしてしてして、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島のののの産業産業産業産業にににに育育育育てるためにもてるためにもてるためにもてるためにも、、、、農農農農業基業基業基業基盤盤盤盤ををををベベベベースースースースにしてにしてにしてにして、、、、新新新新しいしいしいしい技術技術技術技術、、、、科学科学科学科学技術技術技術技術のののの芽芽芽芽というものをというものをというものをというものを、、、、将将将将来来来来、、、、ここにここにここにここに来来来来られているられているられているられている若若若若いいいい子子子子たちがたちがたちがたちが担担担担えるようなえるようなえるようなえるような新新新新たなたなたなたな芽芽芽芽をををを今今今今からつくっていくというからつくっていくというからつくっていくというからつくっていくということもこともこともことも必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  大変大変大変大変夢夢夢夢のあるおのあるおのあるおのあるお話話話話でででで、、、、まさしくまさしくまさしくまさしく、、、、ササササトトトトウウウウキキキキビビビビのののの総合総合総合総合利用利用利用利用、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションののののモモモモデルデルデルデルでででですすすす。。。。じじじじゃゃゃゃ、、、、山口山口山口山口さんさんさんさん。。。。 
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山口代表山口代表山口代表山口代表 

  私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、健康健康健康健康でででで、、、、健健健健全全全全なななな自然自然自然自然環境環境環境環境がなければがなければがなければがなければ生生生生きていけないきていけないきていけないきていけない存在存在存在存在だというだというだというだという現現現現実実実実、、、、事実事実事実事実をををを皆皆皆皆さんしっかりさんしっかりさんしっかりさんしっかり理理理理解解解解していただいてしていただいてしていただいてしていただいて、、、、そのそのそのその上上上上でででで宮古島宮古島宮古島宮古島においてはどういうにおいてはどういうにおいてはどういうにおいてはどういうライフスタイライフスタイライフスタイライフスタイルルルルをををを家家家家庭庭庭庭のののの中中中中でででで送送送送ればいいのかればいいのかればいいのかればいいのか、、、、どういうどういうどういうどういう島社会島社会島社会島社会をつくっていけばいいのかというをつくっていけばいいのかというをつくっていけばいいのかというをつくっていけばいいのかという事事事事をしをしをしをしっかりっかりっかりっかり考考考考えていただけるえていただけるえていただけるえていただける、、、、今日今日今日今日のこういうのこういうのこういうのこういうフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムがきっかけになればとがきっかけになればとがきっかけになればとがきっかけになればと思思思思っておりまっておりまっておりまっておりますすすす。。。。 あとあとあとあと、、、、水水水水はははは、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん使使使使ったったったった後後後後はははは排水排水排水排水としてとしてとしてとして流流流流しますしますしますします。。。。流流流流したしたしたした後後後後にににに消消消消えるわけではないんえるわけではないんえるわけではないんえるわけではないんですですですですねねねね。。。。またまたまたまた、、、、水水水水はははは、、、、新新新新しいしいしいしい水水水水がががが宇宙宇宙宇宙宇宙からからからから降降降降ってくるわけじってくるわけじってくるわけじってくるわけじゃゃゃゃないないないない。。。。同同同同じじじじ水水水水をををを循循循循環環環環させなさせなさせなさせながらがらがらがらみみみみんなんなんなんな使使使使っているんですっているんですっているんですっているんですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、水水水水をををを汚汚汚汚せばせばせばせば、、、、今今今今度度度度はははは自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの飲飲飲飲みみみみ水水水水がががが汚汚汚汚れれれれたたたた水水水水としてまたとしてまたとしてまたとしてまた返返返返ってってってってきますきますきますきます。。。。そういったそういったそういったそういった意味意味意味意味でもでもでもでも、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに地下水地下水地下水地下水もももも含含含含めてめてめてめて、、、、おおおお水水水水をををを大事大事大事大事にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  あとあとあとあと、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島はははは森林率森林率森林率森林率がががが非常非常非常非常にににに低低低低いんですいんですいんですいんですねねねね。。。。森森森森というのはというのはというのはというのは、、、、水水水水をきれいにするをきれいにするをきれいにするをきれいにする浄浄浄浄化化化化作作作作用用用用やややや保保保保水能力水能力水能力水能力がありますがありますがありますがあります。。。。私私私私はははは森林農森林農森林農森林農業業業業というというというという農農農農業業業業にににに関関関関心心心心がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、これはこれはこれはこれは森森森森、、、、木木木木をををを伐伐伐伐採採採採しないでしないでしないでしないで、、、、木木木木々々々々のののの間間間間にににに農農農農作作作作物物物物をををを植植植植えながらえながらえながらえながら生生生生産産産産していくしていくしていくしていく農農農農業業業業なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、こういったこういったこういったこういった森林農森林農森林農森林農業業業業のようなのようなのようなのような農農農農業業業業もももも宮古島宮古島宮古島宮古島のののの森森森森をををを増増増増やしながらやしながらやしながらやしながら、、、、何何何何かかかか宮古宮古宮古宮古のののの自然自然自然自然条件条件条件条件ににににぴぴぴぴったりったりったりったり合合合合っっっったたたた農農農農作作作作物物物物をををを見見見見つけてつけてつけてつけて、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに、、、、人人人人のののの暮暮暮暮らしもらしもらしもらしも森森森森もももも豊豊豊豊かでかでかでかで、、、、水水水水もきれいでもきれいでもきれいでもきれいで、、、、海海海海もももも美美美美しいしいしいしい宮古島宮古島宮古島宮古島をををを、、、、子子子子供供供供にはにはにはには財財財財産産産産でででではなくはなくはなくはなく、、、、そういうそういうそういうそういう自然自然自然自然環境環境環境環境とととと社会社会社会社会をををを残残残残してあしてあしてあしてあげげげげたいなとたいなとたいなとたいなと思思思思ってってってっていますいますいますいます。。。。ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。ではではではでは、、、、最後最後最後最後にににに、、、、市長市長市長市長、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 伊志嶺市長伊志嶺市長伊志嶺市長伊志嶺市長 

  はいはいはいはい。。。。環境環境環境環境もももも大事大事大事大事ですがですがですがですが、、、、行行行行政政政政としてはとしてはとしてはとしては、、、、地域地域地域地域のののの活活活活性性性性化化化化もももも考考考考えなくてはなりませんえなくてはなりませんえなくてはなりませんえなくてはなりません。。。。そそそそこでこでこでこで環境環境環境環境をををを地域活地域活地域活地域活性性性性のののの起起起起爆剤爆剤爆剤爆剤としてとしてとしてとして、、、、観光観光観光観光とととと農農農農業業業業とをとをとをとをリンクリンクリンクリンクさせたさせたさせたさせた地域地域地域地域のののの活活活活性性性性化化化化についてについてについてについて、、、、今今今今、、、、慶應慶應慶應慶應義義義義塾塾塾塾大学等大学等大学等大学等ともともともとも連連連連携携携携してしてしてして事業事業事業事業をををを進進進進めているところですめているところですめているところですめているところです。。。。これでこれでこれでこれで宮古宮古宮古宮古のおいしいのおいしいのおいしいのおいしい、、、、健康健康健康健康なななな野野野野菜菜菜菜をををを日本中日本中日本中日本中のののの人人人人ににににぜひぜひぜひぜひ食食食食べべべべさせてあさせてあさせてあさせてあげげげげたいなとたいなとたいなとたいなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 またまたまたまた、、、、今日今日今日今日はたくさんのはたくさんのはたくさんのはたくさんの子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが来来来来ていますていますていますています。。。。今今今今、、、、小小小小・・・・中中中中・・・・高高高高ではではではでは下地下地下地下地とととと池間池間池間池間にしかにしかにしかにしか環境環境環境環境プログラムプログラムプログラムプログラムはないとはないとはないとはないと聞聞聞聞いていますけれどもいていますけれどもいていますけれどもいていますけれども、、、、ぜひぜひぜひぜひ宮古宮古宮古宮古のののの子子子子供供供供たちにたちにたちにたちに環境環境環境環境プログラムプログラムプログラムプログラムをををを実実実実施施施施してもらいたいとしてもらいたいとしてもらいたいとしてもらいたいと思思思思いますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして市市市市としてとしてとしてとしてはははは、、、、環境環境環境環境副副副副読読読読本本本本をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、みみみみんなにんなにんなにんなに配配配配っっっってててて、、、、ぜひぜひぜひぜひ子子子子供供供供たちにたちにたちにたちに未未未未来来来来のののの宮古島宮古島宮古島宮古島をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと担担担担ってもらえるようなってもらえるようなってもらえるようなってもらえるような基基基基盤盤盤盤づくりをしていづくりをしていづくりをしていづくりをしていきたいときたいときたいときたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  はいはいはいはい、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。最後最後最後最後にににに、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木先生先生先生先生、、、、講講講講評評評評をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 鈴木学界鈴木学界鈴木学界鈴木学界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表 

  客客客客席席席席ののののほほほほうでうでうでうで、、、、5人人人人のののの方方方方々々々々のののの熱熱熱熱いいいい思思思思いをいをいをいを聞聞聞聞かせていただきましてかせていただきましてかせていただきましてかせていただきまして、、、、ここにおここにおここにおここにお集集集集まりのまりのまりのまりの方方方方々々々々とととと同様同様同様同様にににに、、、、このこのこのこの集集集集まりがまりがまりがまりが、、、、このこのこのこの宮古島宮古島宮古島宮古島のののの新新新新しいしいしいしい出出出出発発発発点点点点となるとなるとなるとなる 1 つのきっかけであるというつのきっかけであるというつのきっかけであるというつのきっかけであるという、、、、そういうそういうそういうそういう確確確確信信信信にににに満満満満ちたものをちたものをちたものをちたものを感感感感じさせていただきましたじさせていただきましたじさせていただきましたじさせていただきました。。。。 将来将来将来将来、、、、一一一一体体体体どうなっていくのかどうなっていくのかどうなっていくのかどうなっていくのか。。。。最初最初最初最初のののの話話話話でででで申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、やはりやはりやはりやはり将来将来将来将来ビジョビジョビジョビジョンンンン、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島がどうなっていくかというがどうなっていくかというがどうなっていくかというがどうなっていくかという将来将来将来将来ビジョンビジョンビジョンビジョンをををを共共共共有有有有することがすることがすることがすることが大大大大切切切切ではないかとおではないかとおではないかとおではないかとおもいますもいますもいますもいます。。。。何何何何かかかかビジョンビジョンビジョンビジョンというとというとというとというと夢夢夢夢のようなのようなのようなのような何何何何かをというのではなくてかをというのではなくてかをというのではなくてかをというのではなくて、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、二二二二酸酸酸酸化化化化
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炭炭炭炭素素素素にににに関関関関してはしてはしてはしては 2050 年年年年にににに 50%削削削削減減減減というというというという話話話話がありましたががありましたががありましたががありましたが、、、、2020 年年年年はあるいははあるいははあるいははあるいは、、、、30 年年年年ははははどうするのかどうするのかどうするのかどうするのか。。。。このようにこのようにこのようにこのように、、、、ごごごごくくくく身身身身近近近近なところでなところでなところでなところで、、、、やはりやはりやはりやはり島島島島をどうするのかということををどうするのかということををどうするのかということををどうするのかということを考考考考えていらっしえていらっしえていらっしえていらっしゃゃゃゃるといいとるといいとるといいとるといいと思思思思いますいますいますいます。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、まずまずまずまず現状現状現状現状のののの問問問問題題題題をををを解決解決解決解決するというするというするというするということもこともこともことも 1 つですつですつですつです。。。。それだけではなくてそれだけではなくてそれだけではなくてそれだけではなくて、、、、やはりやはりやはりやはり長期長期長期長期的的的的将来将来将来将来にににに向向向向かってかってかってかって何何何何をどうするのかをどうするのかをどうするのかをどうするのか、、、、こういうようなことがこういうようなことがこういうようなことがこういうようなことが必要必要必要必要だろうとだろうとだろうとだろうと思思思思いますいますいますいます。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには宮古島宮古島宮古島宮古島はははは一一一一体体体体どういうものにどういうものにどういうものにどういうものに依依依依りりりり立立立立ってってってって成成成成りりりり立立立立っているのかっているのかっているのかっているのか、、、、これをこれをこれをこれを考考考考えていただくことがえていただくことがえていただくことがえていただくことが重重重重要要要要でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。きょうもきょうもきょうもきょうも的的的的確確確確にいろいろなおにいろいろなおにいろいろなおにいろいろなお話話話話がががが出出出出たとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。当面当面当面当面のののの問問問問題題題題はははは、、、、地下水地下水地下水地下水のののの汚染汚染汚染汚染であったりであったりであったりであったり、、、、あるいあるいあるいあるいはごはごはごはごみみみみのののの問問問問題題題題であったりであったりであったりであったり、、、、まあまあまあまあ、、、、いろいろおいろいろおいろいろおいろいろお話話話話があったとおりですがあったとおりですがあったとおりですがあったとおりですがががが、、、、将来将来将来将来的的的的にはやはりにはやはりにはやはりにはやはり島島島島のののの産業産業産業産業をををを、、、、農農農農業業業業、、、、しかもしかもしかもしかもササササトトトトウウウウキキキキビビビビというようなものをというようなものをというようなものをというようなものをベベベベースースースースにしてこれからもにしてこれからもにしてこれからもにしてこれからも進進進進めてめてめてめていくいくいくいく。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものをベベベベースースースースにしてにしてにしてにして、、、、物物物物質質質質循循循循環環環環系系系系をつくりをつくりをつくりをつくり上上上上げげげげるるるる。。。。このためにはこのためにはこのためにはこのためには、、、、島島島島にとってはやはりにとってはやはりにとってはやはりにとってはやはり水水水水ととととエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーというものがというものがというものがというものが最最最最低低低低限限限限必要必要必要必要なことでもありますなことでもありますなことでもありますなことでもありますねねねね、、、、食糧食糧食糧食糧もそうですもそうですもそうですもそうです。。。。そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを一一一一体体体体どこからどこからどこからどこから得得得得るのかるのかるのかるのか。。。。 水水水水ということになるとということになるとということになるとということになると、、、、地下水地下水地下水地下水はははは本本本本当当当当にににに脆弱脆弱脆弱脆弱なんですなんですなんですなんですねねねね、、、、壊壊壊壊れやすいものれやすいものれやすいものれやすいもの。。。。一一一一たんたんたんたん汚汚汚汚ししししてしまったらてしまったらてしまったらてしまったら、、、、もうあとはもうあとはもうあとはもうあとは大変大変大変大変ですですですです。。。。10 年年年年、、、、20 年年年年できれいになるなんてできれいになるなんてできれいになるなんてできれいになるなんて思思思思っていたらだめっていたらだめっていたらだめっていたらだめですですですです。。。。それはもうそれはもうそれはもうそれはもう数数数数世世世世代代代代後後後後にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼすすすす。。。。いかにしていかにしていかにしていかにして汚汚汚汚さないようにするかさないようにするかさないようにするかさないようにするか、、、、これがまこれがまこれがまこれがまずずずず第第第第 1 だろうとだろうとだろうとだろうと思思思思っていましたらっていましたらっていましたらっていましたら、、、、先先先先ほほほほどどどど前里前里前里前里先生先生先生先生のののの、、、、湧湧湧湧きききき水水水水のののの硝硝硝硝酸酸酸酸イオンイオンイオンイオンのののの濃度濃度濃度濃度がががが 8.6でしたかでしたかでしたかでしたか、、、、びびびびっくりしましたっくりしましたっくりしましたっくりしました。。。。これはもうこれはもうこれはもうこれはもう 10 をををを超超超超えたらえたらえたらえたら、、、、子子子子供供供供たちやたちやたちやたちや赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんにはんにはんにはんには飲飲飲飲ませませませませられないですられないですられないですられないですねねねね。。。。メメメメトトトトヘヘヘヘモモモモグロビングロビングロビングロビン血血血血症症症症というというというという、、、、赤赤赤赤血血血血球球球球のののの酸素輸酸素輸酸素輸酸素輸送送送送能力能力能力能力にににに危害危害危害危害をををを与与与与えますえますえますえます。。。。そういうところまでもうそういうところまでもうそういうところまでもうそういうところまでもう来来来来てしまっているとすればてしまっているとすればてしまっているとすればてしまっているとすれば、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに気気気気をつけなきをつけなきをつけなきをつけなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。地下水地下水地下水地下水もももも、、、、今今今今まではきれいだったまではきれいだったまではきれいだったまではきれいだった、、、、しかししかししかししかし、、、、人間活人間活人間活人間活動動動動がこれだけがこれだけがこれだけがこれだけ活活活活発発発発になったからどんどになったからどんどになったからどんどになったからどんどんんんん汚汚汚汚れていっているということでしょうれていっているということでしょうれていっているということでしょうれていっているということでしょう。。。。だからだからだからだから、、、、今今今今ともかくともかくともかくともかく何何何何かしかしかしかしなければいけないなければいけないなければいけないなければいけない。。。。これはもうこれはもうこれはもうこれはもうマストマストマストマスト(must)ですですですですねねねね。。。。今今今今すすすすぐぐぐぐやらなきやらなきやらなきやらなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。やはりやはりやはりやはり将来将来将来将来にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、食糧食糧食糧食糧、、、、農農農農業業業業、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、ここではここではここではここでは、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島にとってにとってにとってにとってバイオエタノールバイオエタノールバイオエタノールバイオエタノールののののプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトというのというのというのというのはははは世世世世界界界界ののののモモモモデルデルデルデルになりうるになりうるになりうるになりうる貴重貴重貴重貴重ななななプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトですですですです。。。。日本日本日本日本ではもちろんですがではもちろんですがではもちろんですがではもちろんですが、、、、これをいこれをいこれをいこれをいかにかにかにかに、、、、どうやってどうやってどうやってどうやって育育育育てるかてるかてるかてるか。。。。もうもうもうもう、、、、思思思思いいいい切切切切ってってってって、、、、ここのここのここのここの島島島島へへへへ来来来来たらたらたらたらガソガソガソガソリンリンリンリンのにおいがしのにおいがしのにおいがしのにおいがしないないないない。。。。エタノールエタノールエタノールエタノールででででみみみみんなんなんなんな走走走走っているっているっているっている。。。。それをそれをそれをそれを変変変変えなければえなければえなければえなければ、、、、もうもうもうもう車車車車をとめるをとめるをとめるをとめる。「。「。「。「ここへここへここへここへ行行行行きききき来来来来するするするする船船船船ははははエタノールエタノールエタノールエタノールでででで走走走走りりりり、、、、飛飛飛飛行機行機行機行機ももももエタノールエタノールエタノールエタノールでででで飛飛飛飛ぶぶぶぶ」」」」ぐぐぐぐらいのところをらいのところをらいのところをらいのところを目目目目指指指指してしてしてしてややややってってってってみみみみられたらいかがでしょうられたらいかがでしょうられたらいかがでしょうられたらいかがでしょう。。。。まあまあまあまあ、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと極極極極端端端端なことをなことをなことをなことを申申申申しししし上上上上げげげげますがますがますがますが、、、、それそれそれそれぐぐぐぐらいのことがありますとらいのことがありますとらいのことがありますとらいのことがありますと、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島にさらにまたそのにさらにまたそのにさらにまたそのにさらにまたその活活活活動動動動にににに参加参加参加参加したいとしたいとしたいとしたいと思思思思われるわれるわれるわれる外外外外のののの方方方方々々々々がががが増増増増えるでしょうえるでしょうえるでしょうえるでしょう。。。。そういうそういうそういうそういう方方方方をををを受受受受けけけけ入入入入れてれてれてれて、、、、じじじじゃゃゃゃ、、、、観光産業観光産業観光産業観光産業、、、、環境観光環境観光環境観光環境観光、、、、環境環境環境環境をををを観光観光観光観光化化化化していくとしたらしていくとしたらしていくとしたらしていくとしたら、、、、一一一一体体体体環境環境環境環境としてどういうものをとしてどういうものをとしてどういうものをとしてどういうものを準備準備準備準備してしてしてして、、、、そしてそういうもののそしてそういうもののそしてそういうもののそしてそういうものの参加参加参加参加者者者者にもきっちりとにもきっちりとにもきっちりとにもきっちりと負担負担負担負担をしてもらうというをしてもらうというをしてもらうというをしてもらうという、、、、そういうそういうそういうそういう新新新新しいしいしいしい仕仕仕仕組組組組みみみみができるのではないでができるのではないでができるのではないでができるのではないでしょうかしょうかしょうかしょうか。。。。 

  自然自然自然自然とととと人間人間人間人間とのつながりということでとのつながりということでとのつながりということでとのつながりということで、、、、昔昔昔昔のいろいろのいろいろのいろいろのいろいろ伝伝伝伝統統統統的的的的なななな話話話話であったりであったりであったりであったり、、、、自然自然自然自然とととと信信信信仰仰仰仰のののの問問問問題題題題であったりであったりであったりであったり、、、、いろいろなものがいろいろなものがいろいろなものがいろいろなものが、、、、これはこれはこれはこれは昔昔昔昔、、、、日本日本日本日本にににに間違間違間違間違いなくあったものがいなくあったものがいなくあったものがいなくあったものが、、、、すすすすべべべべてててて西西西西洋洋洋洋化化化化されてされてされてされて消消消消えていってしまってえていってしまってえていってしまってえていってしまって、、、、ここにまだここにまだここにまだここにまだ一部一部一部一部がががが残残残残っているというっているというっているというっているという、、、、そういうそういうそういうそういうことなのかもしれませんことなのかもしれませんことなのかもしれませんことなのかもしれません。。。。失失失失われるわれるわれるわれる前前前前にににに、、、、やはりこういうものもきっちりとやはりこういうものもきっちりとやはりこういうものもきっちりとやはりこういうものもきっちりと、、、、それなりのそれなりのそれなりのそれなりの形形形形でででで育育育育てていくてていくてていくてていく。。。。地地地地球環境球環境球環境球環境のののの問問問問題題題題でありでありでありであり、、、、多多多多くのくのくのくの環境環境環境環境問問問問題題題題がががが、、、、先先先先ほほほほどどどど産業産業産業産業革革革革命命命命とととと申申申申しししし上上上上げげげげましたがましたがましたがましたが、、、、近近近近代科学代科学代科学代科学がががが生生生生まれたことによってまれたことによってまれたことによってまれたことによって自然自然自然自然をををを人間人間人間人間がががが弱弱弱弱体化体化体化体化していったしていったしていったしていった、、、、これによっこれによっこれによっこれによってててて生生生生まれたものなんですまれたものなんですまれたものなんですまれたものなんですねねねね。。。。西西西西洋洋洋洋ののののササササイエンティストイエンティストイエンティストイエンティストのののの多多多多くのくのくのくの人人人人がががが、、、、これからのこれからのこれからのこれからの人間人間人間人間とととと環環環環境境境境のののの問問問問題題題題をををを考考考考えていくときにえていくときにえていくときにえていくときに、、、、東東東東洋洋洋洋のようにのようにのようにのように、、、、やはりやはりやはりやはり人間人間人間人間がががが自然自然自然自然のののの一部一部一部一部であるであるであるである、、、、一一一一体化体化体化体化ししししてててて考考考考えていくというえていくというえていくというえていくという哲哲哲哲学学学学がががが必要必要必要必要ではないかというようなことをではないかというようなことをではないかというようなことをではないかというようなことを西西西西洋洋洋洋のののの方方方方々々々々もおっしもおっしもおっしもおっしゃゃゃゃるよるよるよるようになってきておりますうになってきておりますうになってきておりますうになってきております。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味でもでもでもでも、、、、ここもここもここもここも、、、、あるあるあるある意味意味意味意味ではではではでは 1 つのつのつのつの例例例例をををを示示示示すようすようすようすよう
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なことになるのかもしれないとなことになるのかもしれないとなことになるのかもしれないとなことになるのかもしれないと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  私私私私はははは、、、、先先先先ほほほほどどどど、、、、このこのこのこのシンシンシンシンポポポポジジジジウウウウムムムムのののの前前前前のののの、、、、高校高校高校高校生生生生のののの方方方方々々々々ののののバンドバンドバンドバンドをををを 2 つつつつ聞聞聞聞かせていただかせていただかせていただかせていただいていていていて、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、男男男男性性性性ののののバンドバンドバンドバンドのののの若若若若いいいい二二二二人人人人がががが、、、、あまりあまりあまりあまり尊尊尊尊いいいい自然自然自然自然、、、、土土土土でありでありでありであり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは緑緑緑緑ででででありありありあり、、、、海海海海でありでありでありであり、、、、身身身身近近近近にありにありにありにあり過過過過ぎぎぎぎてててて大大大大切切切切さをさをさをさを見失見失見失見失っているのではないかというようなことっているのではないかというようなことっているのではないかというようなことっているのではないかというようなことにににに近近近近いことをおっしいことをおっしいことをおっしいことをおっしゃゃゃゃいましていましていましていまして、、、、私私私私はははは、、、、本本本本当当当当ににににそのとおりだとそのとおりだとそのとおりだとそのとおりだと思思思思いますいますいますいます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、なおかなおかなおかなおかつつつつ、、、、今環境今環境今環境今環境にににに対対対対してしてしてして私私私私たちがたちがたちがたちが何何何何かをしようというのはかをしようというのはかをしようというのはかをしようというのは、、、、実実実実はははは若若若若いいいい方方方方々々々々はやりたいとはやりたいとはやりたいとはやりたいと思思思思ってってってってもももも、、、、照照照照れくさいれくさいれくさいれくさい面面面面もあるんですよもあるんですよもあるんですよもあるんですよねねねね。。。。ななななぜぜぜぜかかかか。。。。大大大大人人人人がやっていないからですがやっていないからですがやっていないからですがやっていないからですねねねね。。。。そういうそういうそういうそういうところをところをところをところをぜひぜひぜひぜひ乗乗乗乗りりりり越越越越えてえてえてえて、、、、勇勇勇勇気気気気をををを持持持持ってってってって、、、、ぜひぜひぜひぜひ環境環境環境環境問問問問題題題題にいろいろにいろいろにいろいろにいろいろ参加参加参加参加されるといいのでされるといいのでされるといいのでされるといいのではないかはないかはないかはないか。。。。そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、大大大大人人人人のののの側側側側もももも、、、、そのそのそのその受受受受けけけけ皿皿皿皿をしっかりとつくってをしっかりとつくってをしっかりとつくってをしっかりとつくって、、、、大大大大人人人人のののの側側側側もやはもやはもやはもやはりりりり努努努努力力力力をするをするをするをする。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、ぜひぜひぜひぜひこのこのこのこの宮古島宮古島宮古島宮古島、、、、そしてそしてそしてそして新新新新しいしいしいしい世世世世代代代代にににに共共共共有有有有されるされるされるされるモモモモデルデルデルデルをおつくりいただければとをおつくりいただければとをおつくりいただければとをおつくりいただければと、、、、そんなことをそんなことをそんなことをそんなことを願願願願っていますっていますっていますっています。。。。そのためにもまたそのためにもまたそのためにもまたそのためにもまた制制制制度度度度づづづづくりくりくりくり、、、、仕仕仕仕組組組組みみみみづくりづくりづくりづくり、、、、行行行行政政政政ののののほほほほうはいろいろうはいろいろうはいろいろうはいろいろ大変大変大変大変なことがおありだろうとなことがおありだろうとなことがおありだろうとなことがおありだろうと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、NPO的的的的なななな活活活活動動動動ももももぜひぜひぜひぜひ育育育育てていただきたいとてていただきたいとてていただきたいとてていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。祈祈祈祈ることることることること、、、、願願願願うことがたくさんあってうことがたくさんあってうことがたくさんあってうことがたくさんあって、、、、まとまとまとまとめになりませんがめになりませんがめになりませんがめになりませんが、、、、ただただただただ、、、、こういうことでこういうことでこういうことでこういうことで活活活活動動動動がががが着着着着々々々々とととと進進進進んでいくんでいくんでいくんでいく状状状状況況況況がががが、、、、外外外外からもからもからもからも、、、、中中中中のののの人人人人たちにもたちにもたちにもたちにも、、、、見見見見えるようなえるようなえるようなえるような、、、、そういうそういうそういうそういう指指指指標標標標がもしあるとがもしあるとがもしあるとがもしあると、、、、非常非常非常非常にすばらしいものになるにすばらしいものになるにすばらしいものになるにすばらしいものになるんじんじんじんじゃゃゃゃないかないかないかないか。。。。そのそのそのその辺辺辺辺についてもについてもについてもについても、、、、島島島島のののの中中中中でででで皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの議議議議論論論論でででで進進進進めていただきたいとめていただきたいとめていただきたいとめていただきたいと思思思思ってってってっていますいますいますいます。。。。こんなところでよろしいでしょうかこんなところでよろしいでしょうかこんなところでよろしいでしょうかこんなところでよろしいでしょうか。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

  一一一一応応応応これでこれでこれでこれで一一一一通通通通りりりり終終終終わりましたがわりましたがわりましたがわりましたが、、、、私私私私がががが、、、、最後最後最後最後にににに、、、、皆様皆様皆様皆様のおのおのおのお話話話話をををを聞聞聞聞いていていていて思思思思うのはうのはうのはうのは、、、、もうもうもうもう残残残残されているされているされているされている時時時時間間間間はあまりないはあまりないはあまりないはあまりない。。。。前里前里前里前里先生先生先生先生がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃられたようにられたようにられたようにられたように、、、、水水水水がががが汚染汚染汚染汚染されているされているされているされている。。。。もしかしたらもしかしたらもしかしたらもしかしたら、、、、想想想想像像像像はしたくないけれどはしたくないけれどはしたくないけれどはしたくないけれど、、、、水水水水がががが汚染汚染汚染汚染されてされてされてされて飲飲飲飲めなくなったらめなくなったらめなくなったらめなくなったら、、、、島島島島をををを捨捨捨捨てなてなてなてないといけなくなるかもしれませんいといけなくなるかもしれませんいといけなくなるかもしれませんいといけなくなるかもしれません。。。。そういうそういうそういうそういう水水水水難難難難民民民民にならないようににならないようににならないようににならないように、、、、今今今今からすからすからすからすぐぐぐぐにににに行動行動行動行動していかなければいけしていかなければいけしていかなければいけしていかなければいけませんませんませんません。。。。すすすすぐぐぐぐにににに、、、、できることからできることからできることからできることから始始始始めましょうめましょうめましょうめましょう。。。。ごごごごみみみみははははポポポポイイイイ捨捨捨捨てしてしてしてしないないないない、、、、水水水水はははは汚汚汚汚さないようにさないようにさないようにさないように、、、、落落落落ちていたごちていたごちていたごちていたごみみみみもももも拾拾拾拾いましょういましょういましょういましょう。。。。大大大大人人人人たちたちたちたちやりませんからやりませんからやりませんからやりませんから、、、、子子子子供供供供たちがやってたちがやってたちがやってたちがやって、、、、大大大大人人人人たちをたちをたちをたちを少少少少しししし、、、、しっかりしっかりしっかりしっかり、、、、大大大大人人人人たちのたちのたちのたちの士士士士気気気気をををを高高高高めてめてめてめていきましょういきましょういきましょういきましょう。。。。 

  ということでということでということでということで、、、、パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションはははは終終終終わらせていただきましてわらせていただきましてわらせていただきましてわらせていただきまして、、、、次次次次ののののプログラムプログラムプログラムプログラムにににに入入入入りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。総合司会総合司会総合司会総合司会のののの方方方方、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 司会司会司会司会 

  どうもおどうもおどうもおどうもお疲疲疲疲れさまでしたれさまでしたれさまでしたれさまでした。。。。パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション、、、、テーマテーマテーマテーマはははは「「「「エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島のののの将来将来将来将来をををを考考考考えるえるえるえる」」」」とととと題題題題してしてしてして行行行行いましたいましたいましたいました。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞ、、、、会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様からもからもからもからも大大大大きなきなきなきな拍手拍手拍手拍手をおをおをおをお寄寄寄寄せくせくせくせくださいださいださいださい。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

  パネリストパネリストパネリストパネリストのののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、そしてそしてそしてそしてコーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターのののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、そしてそしてそしてそして講講講講評評評評をををを述述述述べべべべたたたた鈴木様鈴木様鈴木様鈴木様ににににはそのままでおはそのままでおはそのままでおはそのままでお待待待待ちいただきたいとちいただきたいとちいただきたいとちいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 
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こどもこどもこどもこどもメッセージメッセージメッセージメッセージ 

 司会司会司会司会 

  今今今今回回回回ののののフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムはははは子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが主人公主人公主人公主人公ということでということでということでということで、、、、今今今今度度度度はははは、、、、子子子子供供供供たちのたちのたちのたちの目目目目線線線線からからからから環境環境環境環境についてについてについてについて考考考考ええええることることることること。。。。メメメメッッッッセセセセージージージージとしてとしてとしてとして、、、、このこのこのこの場場場場でおでおでおでお伝伝伝伝えをしてえをしてえをしてえをしていただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  こどもこどもこどもこどもメメメメッッッッセセセセージージージージ、、、、「「「「環境環境環境環境問問問問題題題題をををを考考考考えるえるえるえる」」」」とととと題題題題してしてしてして、、、、池間池間池間池間中学校中学校中学校中学校のののの勝勝勝勝連連連連拓海君拓海君拓海君拓海君ににににメメメメッッッッセセセセーーーージジジジをををを伝伝伝伝えてもらおうとえてもらおうとえてもらおうとえてもらおうと思思思思いますいますいますいます。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞ会場会場会場会場のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、拍手拍手拍手拍手でおでおでおでお迎迎迎迎えくださいえくださいえくださいえください。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

  池間池間池間池間中学校中学校中学校中学校ではではではでは、、、、7 年前年前年前年前からからからから、、、、総合学総合学総合学総合学習習習習のののの時時時時間間間間でごでごでごでごみみみみ拾拾拾拾いをいをいをいを行行行行っているということですっているということですっているということですっているということです。。。。テーマテーマテーマテーマのののの内容内容内容内容はははは、「、「、「、「Think globally, act locally」、「」、「」、「」、「考考考考えはえはえはえは地地地地球球球球規模規模規模規模でででで、、、、行動行動行動行動はははは足元足元足元足元からからからから」」」」といといといということでうことでうことでうことで、、、、年年年年にににに四四四四、、、、五五五五回回回回のごのごのごのごみみみみ拾拾拾拾いをいをいをいを行行行行っているということですっているということですっているということですっているということです。。。。それそれそれそれをををを通通通通してのしてのしてのしてのメメメメッッッッセセセセージージージージですですですです。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、勝勝勝勝連連連連君君君君、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 勝勝勝勝連連連連君君君君 「「「「あなたのあなたのあなたのあなたの住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる場所場所場所場所ににににゴゴゴゴミミミミはははは落落落落ちていませんかちていませんかちていませんかちていませんか」」」」というというというという質質質質問問問問にににに対対対対しししし、「、「、「、「落落落落ちていちていちていちていませんませんませんません」」」」とととと答答答答えたえたえたえた人人人人はおそらくいないとはおそらくいないとはおそらくいないとはおそらくいないと思思思思いますいますいますいます。。。。    実実実実際際際際、、、、僕僕僕僕のののの住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる池間池間池間池間島島島島にもにもにもにもゴゴゴゴミミミミはははは落落落落ちていますちていますちていますちています。。。。島島島島のののの外外外外からからからから見見見見るとるとるとると海海海海はははは青青青青くくくく透透透透きききき通通通通りりりり、、、、自然自然自然自然がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいのとてもきれいないのとてもきれいないのとてもきれいないのとてもきれいな島島島島ですですですです。。。。    しかししかししかししかし、、、、砂浜砂浜砂浜砂浜にはにはにはには漂着物漂着物漂着物漂着物がががが散乱散乱散乱散乱しししし、、、、道道道道端端端端にはにはにはには、、、、島島島島のののの人人人人がががが捨捨捨捨てたとてたとてたとてたと思思思思われるわれるわれるわれるジジジジュュュュースースースースのののの缶缶缶缶やおやおやおやお菓菓菓菓子子子子のののの袋袋袋袋等等等等がががが落落落落ちていますちていますちていますちています。。。。    ではではではでは、、、、ななななぜぜぜぜこのようなこのようなこのようなこのようなゴゴゴゴミミミミはなくならないのでしょうかはなくならないのでしょうかはなくならないのでしょうかはなくならないのでしょうか。。。。僕僕僕僕がこうがこうがこうがこう思思思思ったのはったのはったのはったのは次次次次のようのようのようのようなななな事事事事からですからですからですからです。。。。    僕僕僕僕がががが通通通通っているっているっているっている池間池間池間池間中学校中学校中学校中学校ではではではでは、、、、7777年前年前年前年前からからからから総合総合総合総合のののの時時時時間間間間でででで環境環境環境環境についてのについてのについてのについての学学学学習習習習をしていまをしていまをしていまをしていますすすす。。。。そのそのそのその内容内容内容内容はははは「「「「Think globally Act locallyThink globally Act locallyThink globally Act locallyThink globally Act locally    考考考考えはえはえはえは地地地地球球球球規模規模規模規模でででで行動行動行動行動はははは足足足足もとからもとからもとからもとから」」」」というというというというテーマテーマテーマテーマのもとのもとのもとのもと調調調調べべべべ学学学学習習習習をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、ゴゴゴゴミミミミ拾拾拾拾いをしたりしていをしたりしていをしたりしていをしたりして地域地域地域地域のののの人人人人やややや他他他他のののの学校学校学校学校のののの先生先生先生先生のののの前前前前ででででそのそのそのその調調調調べべべべたたたた事事事事をををを発表発表発表発表するというものですするというものですするというものですするというものです。。。。    そのようなそのようなそのようなそのような学学学学習習習習をををを行行行行ってきたためってきたためってきたためってきたため、、、、学校学校学校学校ではではではでは島島島島内内内内ののののゴゴゴゴミミミミ拾拾拾拾いをいをいをいを年年年年にににに4444～～～～5555回回回回行行行行いますいますいますいます。。。。去去去去年年年年、、、、僕僕僕僕たちがよくたちがよくたちがよくたちがよく遊遊遊遊びびびびにににに行行行行くくくく海海海海をををを掃除掃除掃除掃除しましたしましたしましたしました。。。。以以以以前前前前からからからから、、、、空空空空きききき缶缶缶缶がががが捨捨捨捨てられてられてられてられ、、、、水水水水がががが少少少少しししし濁濁濁濁っていたのでっていたのでっていたのでっていたので、、、、あまりきれいではないなとあまりきれいではないなとあまりきれいではないなとあまりきれいではないなと思思思思っていましたっていましたっていましたっていました。。。。    清清清清掃掃掃掃をををを始始始始めるとめるとめるとめると、、、、ビビビビニニニニールールールール袋袋袋袋、、、、空空空空きききき缶缶缶缶、、、、ビンビンビンビンなどなどなどなど、、、、島島島島のののの人人人人がががが捨捨捨捨てたとてたとてたとてたと思思思思われるわれるわれるわれるゴゴゴゴミミミミがたがたがたがたくさんありくさんありくさんありくさんあり、、、、中中中中にはにはにはには袋袋袋袋ごとごとごとごと捨捨捨捨ててあるものやててあるものやててあるものやててあるものや自自自自転転転転車車車車もありましたもありましたもありましたもありました。。。。予予予予想想想想以以以以上上上上ののののゴゴゴゴミミミミのののの量量量量にににに本本本本当当当当ににににびびびびっくりしましたっくりしましたっくりしましたっくりしました。。。。そのそのそのその後後後後もももも島島島島のののの周周周周辺辺辺辺のののの清清清清掃掃掃掃をしましたがをしましたがをしましたがをしましたが、、、、どこにもたくさんのどこにもたくさんのどこにもたくさんのどこにもたくさんのゴゴゴゴミミミミがありましたがありましたがありましたがありました。。。。    池間池間池間池間中学校中学校中学校中学校はははは2222年前年前年前年前、、、、地域地域地域地域のののの数数数数カカカカ所所所所にににに「「「「環境環境環境環境保保保保全全全全宣言宣言宣言宣言」」」」のののの看板看板看板看板をををを設設設設置置置置しましたしましたしましたしました。。。。環境環境環境環境保保保保全全全全宣言宣言宣言宣言とはとはとはとは、、、、    一一一一つつつつ、、、、私達私達私達私達ははははポポポポイイイイ捨捨捨捨てはしませんてはしませんてはしませんてはしません。。。。    一一一一つつつつ、、、、私達私達私達私達はははは自分自分自分自分ののののゴゴゴゴミミミミはははは持持持持ちちちち帰帰帰帰りますりますりますります。。。。    一一一一つつつつ、、、、私達私達私達私達はははは節節節節電電電電・・・・節水節水節水節水・・・・省省省省エネエネエネエネをををを心心心心がけますがけますがけますがけます。。。。    一一一一つつつつ、、、、私達私達私達私達はははは食食食食べべべべ物物物物をををを大大大大切切切切にしますにしますにしますにします。。。。    一一一一つつつつ、、、、私達私達私達私達はははは公公公公共共共共のののの場場場場をををを汚汚汚汚しませんしませんしませんしません。。。。    というものですというものですというものですというものです。。。。    去去去去るるるる5555月月月月30303030日日日日にもにもにもにも530530530530（（（（ゴゴゴゴミゼロミゼロミゼロミゼロ））））運運運運動動動動でででで地域地域地域地域ののののゴゴゴゴミミミミ拾拾拾拾いをしましたいをしましたいをしましたいをしました。。。。以以以以前前前前ゴゴゴゴミミミミ拾拾拾拾いをしいをしいをしいをしたたたた場所場所場所場所のののの清清清清掃掃掃掃をしてをしてをしてをしてみみみみるとるとるとると、、、、またまたまたまた新新新新たにたにたにたにゴゴゴゴミミミミがががが捨捨捨捨てられていましたてられていましたてられていましたてられていました。。。。確確確確かにかにかにかに、、、、前前前前とととと比比比比べべべべるるるる
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ととととゴゴゴゴミミミミのののの量量量量はははは減減減減りましたりましたりましたりました。。。。でもでもでもでも、、、、僕僕僕僕たちがたちがたちがたちがゴゴゴゴミミミミ拾拾拾拾いをしたりいをしたりいをしたりいをしたり、、、、看板看板看板看板をををを設設設設置置置置してもしてもしてもしても、、、、まだまだまだまだゴゴゴゴミミミミをををを捨捨捨捨てているてているてているてている人人人人がいるというがいるというがいるというがいるという事事事事がとてもがとてもがとてもがとても残残残残念念念念でしたでしたでしたでした。。。。僕僕僕僕はははは「「「「自分自分自分自分だけがだけがだけがだけがゴゴゴゴミミミミをををを捨捨捨捨てないてないてないてない」」」」とととと思思思思っていてもっていてもっていてもっていてもゴゴゴゴミミミミはなくならないとはなくならないとはなくならないとはなくならないと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。一一一一人人人人一一一一人人人人がががが「「「「ゴゴゴゴミミミミをなくそうをなくそうをなくそうをなくそう」「」「」「」「島島島島ををををきれいにしようきれいにしようきれいにしようきれいにしよう」」」」というというというという気気気気持持持持ちをちをちをちを持持持持たないとたないとたないとたないとゴゴゴゴミミミミはなくならないのですはなくならないのですはなくならないのですはなくならないのです。。。。    「「「「家家家家にににに持持持持ちちちち帰帰帰帰るのがめんどうだからるのがめんどうだからるのがめんどうだからるのがめんどうだから」「」「」「」「自分自分自分自分だけだからだけだからだけだからだけだから」」」」などなどなどなど、、、、そういうそういうそういうそういう気気気気持持持持ちでちでちでちでゴゴゴゴミミミミをををを捨捨捨捨てていませんかてていませんかてていませんかてていませんか。。。。ビビビビニニニニールールールール袋袋袋袋をををを海海海海ガガガガメメメメがががが間違間違間違間違えてえてえてえて飲飲飲飲んでしまえばのどをつまらせてんでしまえばのどをつまらせてんでしまえばのどをつまらせてんでしまえばのどをつまらせて死死死死んでしまいますんでしまいますんでしまいますんでしまいます。。。。濁濁濁濁ったったったった水水水水のののの場所場所場所場所にににに魚魚魚魚はははは住住住住めませんめませんめませんめません。。。。そのようなそのようなそのようなそのような事事事事がががが人間人間人間人間のののの身勝手身勝手身勝手身勝手なななな行動行動行動行動でおこっていいのでしょうかでおこっていいのでしょうかでおこっていいのでしょうかでおこっていいのでしょうか。。。。漂着物漂着物漂着物漂着物やややや道道道道端端端端ののののゴゴゴゴミミミミがまだまだあるのはがまだまだあるのはがまだまだあるのはがまだまだあるのは、、、、人間人間人間人間ががががゴゴゴゴミミミミをををを捨捨捨捨てててて続続続続けているけているけているけている事事事事がががが原因原因原因原因ですですですです。。。。ですがですがですがですが、「、「、「、「人間人間人間人間ががががゴゴゴゴミミミミををををポポポポイイイイ捨捨捨捨てしないてしないてしないてしない」」」」というというというという事事事事だけでだけでだけでだけで解解解解決決決決してしまうしてしまうしてしまうしてしまう問問問問題題題題ですですですです。。。。    他他他他のののの環境環境環境環境問問問問題題題題だってだってだってだって同同同同じですじですじですじです。。。。ふふふふだんだんだんだん僕僕僕僕たちがよくたちがよくたちがよくたちがよく使使使使うううう自自自自動動動動車車車車のののの排排排排気気気気ガガガガススススにはにはにはには、、、、たくさたくさたくさたくさんのんのんのんの二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素がががが含含含含まれていますまれていますまれていますまれています。。。。このこのこのこの二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素等等等等がががが地地地地球球球球温暖化温暖化温暖化温暖化をををを引引引引きききき起起起起こしているのこしているのこしているのこしているのですですですです。。。。このこのこのこの問問問問題題題題もももも一一一一人人人人一一一一人人人人がががが省省省省エネエネエネエネをををを心心心心がけることでがけることでがけることでがけることで解決解決解決解決できることですできることですできることですできることです。。。。    このままこのままこのままこのまま環境環境環境環境問問問問題題題題をそのままにしておけばをそのままにしておけばをそのままにしておけばをそのままにしておけば海海海海はははは汚汚汚汚れれれれ、、、、魚魚魚魚などがいなくなりなどがいなくなりなどがいなくなりなどがいなくなり、、、、異常異常異常異常気気気気象象象象ががががおこればおこればおこればおこれば作作作作物物物物はははは育育育育たなくなりますたなくなりますたなくなりますたなくなります。。。。そうなればそうなればそうなればそうなれば僕僕僕僕達達達達のののの命命命命もももも危危危危うくなりますうくなりますうくなりますうくなります。。。。    皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、考考考考えそしてえそしてえそしてえそして行動行動行動行動してしてしてしてみみみみてててて下下下下さいさいさいさい。「。「。「。「だれかがやるからいいだれかがやるからいいだれかがやるからいいだれかがやるからいい」」」」そそそそんなんなんなんな気気気気持持持持ちではちではちではちでは何何何何もももも変変変変わりませんわりませんわりませんわりません。「。「。「。「Think globally Act locallyThink globally Act locallyThink globally Act locallyThink globally Act locally    考考考考えはえはえはえは地地地地球球球球規模規模規模規模でででで行動行動行動行動はははは足足足足下下下下からからからから」」」」自分自分自分自分にできるにできるにできるにできる事事事事からからからから始始始始めてめてめてめてみみみみてててて下下下下さいさいさいさい。。。。    僕僕僕僕はははは、、、、節水節水節水節水・・・・節節節節電電電電・・・・省省省省エネエネエネエネをををを心心心心がけがけがけがけ、、、、ポポポポイイイイ捨捨捨捨てをせずてをせずてをせずてをせず、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけゴゴゴゴミミミミをををを出出出出さないさないさないさない努努努努力力力力をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    大大大大人人人人になってからもになってからもになってからもになってからも青青青青いいいい海海海海とととと豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然がががが残残残残っていてっていてっていてっていてほほほほしいしいしいしい、、、、そうそうそうそう思思思思いますいますいますいます。。。。（（（（拍手拍手拍手拍手））））    
 司会司会司会司会 

  ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。「。「。「。「環境環境環境環境問問問問題題題題をををを考考考考えるえるえるえる」」」」こどもこどもこどもこどもメメメメッッッッセセセセージージージージはははは、、、、池間池間池間池間中学校中学校中学校中学校のののの勝勝勝勝連連連連拓海君拓海君拓海君拓海君でしたでしたでしたでした。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞ大大大大きなきなきなきな拍手拍手拍手拍手をおをおをおをお寄寄寄寄せくださいせくださいせくださいせください。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） そうですそうですそうですそうです、、、、ごごごごみみみみをつをつをつをつくるくるくるくるほほほほうもうもうもうも人間人間人間人間ですですですです。。。。人間人間人間人間一一一一人人人人ひひひひとりがとりがとりがとりが変変変変わるとわるとわるとわると、、、、環境環境環境環境もももも劇劇劇劇的的的的にににに変変変変わるかもしれませんわるかもしれませんわるかもしれませんわるかもしれません。。。。 

  さあさあさあさあ、、、、続続続続いてはいてはいてはいては、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言をををを声声声声高高高高々々々々にににに宣言宣言宣言宣言していただこうとしていただこうとしていただこうとしていただこうと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  パネリストパネリストパネリストパネリストのののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、そしてそしてそしてそしてコーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターのののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、そしてそしてそしてそして講講講講評評評評をををを語語語語っていただいっていただいっていただいっていただいたたたた鈴木鈴木鈴木鈴木先生先生先生先生もももも、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ前前前前ののののほほほほうへおうへおうへおうへお並並並並びびびびくださいくださいくださいください。。。。これからこれからこれからこれから、、、、宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市内内内内のののの小小小小・・・・中中中中・・・・高校高校高校高校生生生生のののの代表代表代表代表をををを舞台舞台舞台舞台のののの上上上上におにおにおにお招招招招きしてきしてきしてきして、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言のののの前前前前文文文文、、、、本本本本文文文文をををを声声声声高高高高々々々々にににに宣宣宣宣言言言言していただこうとしていただこうとしていただこうとしていただこうと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

  さあさあさあさあ、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ、、、、横横横横一一一一列列列列におにおにおにお並並並並びびびびくださいくださいくださいください。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。あまりあまりあまりあまり後後後後ろのろのろのろのほほほほうにならないようにしてくださいうにならないようにしてくださいうにならないようにしてくださいうにならないようにしてくださいねねねね。。。。子子子子供供供供たちもたちもたちもたちも前前前前ののののほほほほうにうにうにうに並並並並びびびびますますますます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、ステージステージステージステージののののほほほほうにうにうにうに子子子子供供供供たちをおたちをおたちをおたちをお招招招招きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。名前名前名前名前をををを呼呼呼呼ばれましたばれましたばれましたばれましたらららら、、、、速速速速やかにごやかにごやかにごやかにご登登登登壇壇壇壇くださいくださいくださいください。。。。そしてそしてそしてそして、、、、会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様はははは大大大大きなきなきなきな拍手拍手拍手拍手でおでおでおでお迎迎迎迎えいただきますよえいただきますよえいただきますよえいただきますようううう、、、、ごごごご協力協力協力協力よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  まずはまずはまずはまずは、、、、上上上上野小野小野小野小学校学校学校学校 6 年年年年、、、、砂砂砂砂川川川川元元元元希君希君希君希君、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ前前前前へおへおへおへお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  久久久久松松松松小小小小学校学校学校学校 3 年年年年、、、、譜譜譜譜久久久久島島島島雄雄雄雄太太太太君君君君、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ前前前前へへへへ。。。。 

  西西西西城城城城中学校中学校中学校中学校 3 年年年年、、、、新新新新里里里里英英英英二二二二君君君君、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ前前前前へおへおへおへお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  砂砂砂砂川川川川中学校中学校中学校中学校 3 年年年年、、、、砂砂砂砂川川川川勇勇勇勇助君助君助君助君。。。。 

  宮古高校宮古高校宮古高校宮古高校 2 年年年年、、、、下地下地下地下地康康康康博君博君博君博君。。。。 

  北北北北中学校中学校中学校中学校 3 年年年年、、、、三三三三井井井井莉莉莉莉世世世世さんさんさんさん。。。。 
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  以以以以上上上上のののの 6 名名名名のののの皆皆皆皆さんですさんですさんですさんです。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞ、、、、会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様、、、、大大大大きなきなきなきな拍手拍手拍手拍手をよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

  さあさあさあさあ、、、、激激激激励励励励をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。声声声声高高高高々々々々にににに宣言宣言宣言宣言をしていただきますをしていただきますをしていただきますをしていただきます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、前前前前文文文文をををを読読読読んでいんでいんでいんでいただくのはただくのはただくのはただくのは、、、、宮古島市長宮古島市長宮古島市長宮古島市長、、、、伊志嶺亮伊志嶺亮伊志嶺亮伊志嶺亮でございますでございますでございますでございます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、会場会場会場会場のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんのほほほほうにもこのうにもこのうにもこのうにもこのようなようなようなようなパンフレットパンフレットパンフレットパンフレットがあるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。こちらをこちらをこちらをこちらを見見見見ながらながらながらながら、、、、裏裏裏裏ののののほほほほうううう、、、、一一一一番最後番最後番最後番最後ののののほほほほうにうにうにうにはははは「「「「エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言」」」」のののの前前前前文文文文とととと本本本本文文文文 6 項項項項目目目目がありますがありますがありますがあります。。。。こちらをこちらをこちらをこちらを見見見見ながらながらながらながら進進進進めめめめていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  さあさあさあさあ、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、前前前前文文文文のののの朗朗朗朗読読読読でござでござでござでございますいますいますいます。。。。前前前前文文文文はははは、、、、宮古島市長宮古島市長宮古島市長宮古島市長、、、、伊志嶺亮伊志嶺亮伊志嶺亮伊志嶺亮がががが朗朗朗朗読読読読しましましましますすすす。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 伊志嶺市長伊志嶺市長伊志嶺市長伊志嶺市長 

  エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言。。。。 「「「「私私私私たちのたちのたちのたちの宮古島宮古島宮古島宮古島はははは、、、、エエエエメメメメラルドグリーンラルドグリーンラルドグリーンラルドグリーンのののの海海海海とととと色色色色とりどりのとりどりのとりどりのとりどりの植植植植物物物物、、、、そしてまばそしてまばそしてまばそしてまばゆゆゆゆいいいい太陽太陽太陽太陽て ぃ だのののの輝輝輝輝くくくく南南南南のののの島島島島ですですですです。。。。四四四四方方方方をををを海海海海にににに囲囲囲囲まれまれまれまれ、、、、隆隆隆隆起起起起ササササンンンンゴゴゴゴ礁礁礁礁からなるからなるからなるからなる低低低低いいいい平平平平坦坦坦坦なななな地地地地形形形形はははは、、、、台台台台風風風風やややや干干干干ばつのばつのばつのばつの被被被被害害害害をををを受受受受けやすくけやすくけやすくけやすく、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい自然自然自然自然環境環境環境環境にありますにありますにありますにあります。。。。生活生活生活生活用用用用水水水水をををを含含含含めめめめ、、、、水源水源水源水源のすのすのすのすべべべべててててをををを地下水地下水地下水地下水にににに頼頼頼頼っているっているっているっている現状現状現状現状とととと合合合合わせわせわせわせ、、、、住住住住民民民民のののの生活生活生活生活およおよおよおよびびびび産業産業産業産業をををを潤潤潤潤すすすす重重重重要要要要なななな要要要要素素素素であるであるであるである海海海海ととととのののの相相相相互互互互保保保保全全全全はははは重重重重要要要要なななな課課課課題題題題となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。そのようなそのようなそのようなそのような中中中中、、、、今今今今世世世世界界界界的的的的規模規模規模規模でででで問問問問題題題題となってとなってとなってとなっているいるいるいる環境環境環境環境問問問問題題題題のののの改改改改善善善善はははは、、、、各地域各地域各地域各地域ごとのごとのごとのごとの小小小小さなさなさなさな取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、活活活活動動動動がががが求求求求められることからめられることからめられることからめられることから、、、、私私私私たたたたちはちはちはちは共共共共にににに考考考考ええええ、、、、行動行動行動行動しししし、、、、地地地地球環境球環境球環境球環境にににに優優優優しいしいしいしい、、、、我我我我ばんたがたがたがたが美美美美かぎぎぎぎ島島島島すま宮古宮古宮古宮古みゃーくをつくることををつくることををつくることををつくることを宣言宣言宣言宣言しますしますしますします。」。」。」。」 

 司会司会司会司会 

  ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。前前前前文文文文のののの朗朗朗朗読読読読はははは、、、、宮古島市長宮古島市長宮古島市長宮古島市長、、、、伊志嶺亮伊志嶺亮伊志嶺亮伊志嶺亮でしたでしたでしたでした。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様へここでごへここでごへここでごへここでご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いしたいんですがいしたいんですがいしたいんですがいしたいんですが、、、、このこのこのこの後後後後、、、、宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市のののの小小小小・・・・中中中中・・・・高校高校高校高校生生生生のののの代表代表代表代表 6 人人人人がががが、、、、本本本本文文文文 6 項項項項目目目目をそれぞれがをそれぞれがをそれぞれがをそれぞれが朗朗朗朗読読読読していきますしていきますしていきますしていきます。。。。まずまずまずまず 1 人目人目人目人目がががが朗朗朗朗読読読読しましたらしましたらしましたらしましたら、、、、会場会場会場会場のののの皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも、、、、そのそのそのその後後後後ににににぜひぜひぜひぜひ声声声声をををを合合合合わせてわせてわせてわせて復復復復唱唱唱唱していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。最初最初最初最初にににに砂砂砂砂川川川川君君君君がががが読読読読みみみみますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、私私私私ののののほほほほうでうでうでうで、「、「、「、「それではそれではそれではそれでは会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様もどうぞもどうぞもどうぞもどうぞ」」」」とととと合合合合図図図図をををを出出出出しますのでしますのでしますのでしますので、、、、一一一一緒緒緒緒にににに復復復復唱唱唱唱していただきますようしていただきますようしていただきますようしていただきますよう、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言、、、、本本本本文文文文のののの朗朗朗朗読読読読にいきたいとにいきたいとにいきたいとにいきたいと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、そそそそのののの前前前前にににに、、、、私私私私もももも 1 つつつつ忘忘忘忘れておりましたれておりましたれておりましたれておりました。。。。子子子子供供供供たちにたちにたちにたちに、、、、どんなどんなどんなどんな取取取取りりりり組組組組みみみみをしているのかをしているのかをしているのかをしているのか、、、、環境環境環境環境についてのについてのについてのについての取取取取りりりり組組組組みみみみもまずはもまずはもまずはもまずは聞聞聞聞いていきたいといていきたいといていきたいといていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  まずはまずはまずはまずは、、、、上上上上野小野小野小野小学校学校学校学校 6 年年年年生生生生のののの砂砂砂砂川川川川元元元元希君希君希君希君ですですですです。。。。環境環境環境環境についてのについてのについてのについての取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、どんなことをどんなことをどんなことをどんなことをしていますかしていますかしていますかしていますか。。。。 

 砂砂砂砂川川川川君君君君 

  学校学校学校学校やややや自自自自宅宅宅宅でででで、、、、水水水水をををを出出出出しっしっしっしっ放放放放しにしないようにしにしないようにしにしないようにしにしないように気気気気をつけたりをつけたりをつけたりをつけたり、、、、僕僕僕僕のののの教室教室教室教室ではではではでは、、、、教室教室教室教室をををを出出出出るときにまめにるときにまめにるときにまめにるときにまめに電電電電気気気気をををを消消消消すことをすことをすことをすことをみみみみんなでんなでんなでんなで心心心心がけていますがけていますがけていますがけています。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  はいはいはいはい、、、、すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい。。。。そしてそしてそしてそして、、、、久久久久松松松松小小小小学校学校学校学校 3 年年年年のののの譜譜譜譜久久久久島島島島雄雄雄雄太太太太君君君君ですですですです。。。。どんなどんなどんなどんな取取取取りりりり組組組組みみみみをしをしをしをしていますかていますかていますかていますか。。。。 

 譜譜譜譜久久久久島島島島君君君君 

  僕僕僕僕はははは、、、、おうちではおうちではおうちではおうちでは、、、、使使使使わないわないわないわない部部部部屋屋屋屋はははは電電電電気気気気をををを消消消消していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた、、、、学校学校学校学校ではではではでは、、、、五五五五勇勇勇勇士士士士のののの日日日日
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活活活活動動動動といってといってといってといって、、、、2 年年年年生生生生はははは学校学校学校学校のののの中中中中をををを、、、、3 年年年年生生生生からからからから 6 年年年年生生生生はははは、、、、久久久久松漁港松漁港松漁港松漁港のごのごのごのごみみみみ拾拾拾拾いをしましたいをしましたいをしましたいをしました。。。。（（（（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  五五五五勇勇勇勇士士士士のののの日日日日活活活活動動動動ということですということですということですということです。。。。さあさあさあさあ、、、、そしてそしてそしてそして、、、、西西西西城城城城中学中学中学中学校校校校 3 年年年年のののの新新新新里里里里英英英英二二二二君君君君ですですですです。。。。ささささてててて、、、、どんなどんなどんなどんな取取取取りりりり組組組組みみみみをしていますかをしていますかをしていますかをしていますか。。。。 

 新新新新里里里里君君君君 

  私私私私のののの学校学校学校学校ではではではでは、、、、緑緑緑緑をををを守守守守りりりり、、、、育育育育てるということでてるということでてるということでてるということで、、、、毎毎毎毎月月月月 1 回回回回、、、、全全全全校校校校生徒生徒生徒生徒でででで美美美美化化化化デーデーデーデー（（（（一一一一人人人人１１１１エリアエリアエリアエリア運運運運動動動動））））をををを行行行行っていますっていますっていますっています。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  はいはいはいはい。。。。これからもこれからもこれからもこれからも続続続続けていただきたいとけていただきたいとけていただきたいとけていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、砂砂砂砂川川川川中学校中学校中学校中学校 3 年年年年のののの砂砂砂砂川川川川勇勇勇勇助君助君助君助君ですですですです。。。。さてさてさてさて、、、、砂砂砂砂川川川川中学校中学校中学校中学校のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、どんなものどんなものどんなものどんなものがありますかがありますかがありますかがありますか。。。。 

 砂砂砂砂川川川川君君君君 

  僕僕僕僕のののの学校学校学校学校ではではではでは、、、、毎毎毎毎日日日日のようにのようにのようにのように、、、、緑緑緑緑をををを育育育育てるてるてるてる活活活活動動動動をしていますをしていますをしていますをしています。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  何何何何をををを植植植植えましたえましたえましたえました？？？？ 

 砂砂砂砂川川川川君君君君     ええとええとええとええと……………………。。。。 

 司会司会司会司会 

  花花花花でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか、、、、木木木木でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、大大大大きくきくきくきく育育育育ててくださいててくださいててくださいててくださいねねねね。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、宮古高校宮古高校宮古高校宮古高校 2 年年年年のののの下地下地下地下地康康康康博君博君博君博君ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。どんなどんなどんなどんな取取取取りりりり組組組組みみみみをしをしをしをしていますかていますかていますかていますか。。。。 

 下地君下地君下地君下地君 

  僕僕僕僕のののの学校学校学校学校ではではではでは、、、、学校学校学校学校周周周周辺辺辺辺のののの道路道路道路道路をををを清清清清掃掃掃掃していますしていますしていますしています。。。。あとあとあとあと、、、、授業授業授業授業でででで移移移移動動動動するときのするときのするときのするときの教室教室教室教室のののの電電電電気気気気はつけっはつけっはつけっはつけっ放放放放しになっているのでしになっているのでしになっているのでしになっているので、、、、それをちそれをちそれをちそれをちゃゃゃゃんとんとんとんと消消消消そうとそうとそうとそうとみみみみんなにんなにんなにんなに声声声声をかけていますをかけていますをかけていますをかけています。。。。 （（（（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  細細細細かいところからなんですかいところからなんですかいところからなんですかいところからなんですねねねね、、、、ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。 

  続続続続いてはいてはいてはいては、、、、北北北北中学校中学校中学校中学校 3 年年年年のののの三三三三井井井井莉莉莉莉世世世世さんですさんですさんですさんです。。。。どんなどんなどんなどんな取取取取りりりり組組組組みみみみしていますかしていますかしていますかしていますか。。。。 

 三三三三井井井井さんさんさんさん 

  私私私私はははは、、、、吹吹吹吹奏奏奏奏学部学部学部学部にににに所所所所属属属属していてしていてしていてしていて、、、、休休休休日日日日のののの練練練練習習習習のののの前前前前にににに、、、、全全全全員員員員みみみみんなでんなでんなでんなで校校校校内内内内のごのごのごのごみみみみ拾拾拾拾いをしいをしいをしいをしていますていますていますています。。。。それからそれからそれからそれから、、、、生徒生徒生徒生徒会会会会活活活活動動動動ではではではでは、、、、意見意見意見意見などをまとめるときになどをまとめるときになどをまとめるときになどをまとめるときに不用不用不用不用紙紙紙紙のののの裏裏裏裏をををを使使使使ってまってまってまってまとめていますとめていますとめていますとめています。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 
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 司会司会司会司会 

  不用不用不用不用紙紙紙紙のののの裏裏裏裏をををを使使使使っているんですっているんですっているんですっているんですねねねね。。。。これからもこれからもこれからもこれからも続続続続けてくださいけてくださいけてくださいけてくださいねねねね。。。。 

  さてさてさてさて、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言のののの前前前前文文文文をををを先先先先ほほほほどどどど市長市長市長市長ののののほほほほうにうにうにうに朗朗朗朗読読読読してもらいましたけしてもらいましたけしてもらいましたけしてもらいましたけれどもれどもれどもれども、、、、続続続続いてはいてはいてはいては、、、、本本本本文文文文ののののほほほほうをうをうをうを朗朗朗朗読読読読してもらいますしてもらいますしてもらいますしてもらいます。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞ、、、、会場会場会場会場のののの皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも、、、、追追追追ってってってって復復復復唱唱唱唱していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  まずはまずはまずはまずは、、、、本本本本文文文文、、、、第第第第 1 項項項項目目目目、、、、読読読読みみみみ上上上上げげげげるのはるのはるのはるのは、、、、上上上上野小野小野小野小学校学校学校学校 6 年年年年、、、、砂砂砂砂川川川川元元元元希君希君希君希君ですですですです。。。。よろしよろしよろしよろしくおくおくおくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 砂砂砂砂川川川川君君君君 

  「「「「一一一一、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、島島島島のののの生活生活生活生活をををを支支支支えるかけがえのないえるかけがえのないえるかけがえのないえるかけがえのない地下水地下水地下水地下水をををを守守守守りますりますりますります。」。」。」。」 

 司会司会司会司会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、会場会場会場会場のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞ。（。（。（。（第第第第 1項項項項目目目目復復復復唱唱唱唱）））） 

  ちょっとちょっとちょっとちょっと声声声声がががが小小小小さいですよさいですよさいですよさいですよねねねね。。。。砂砂砂砂川川川川君君君君、、、、もうもうもうもう一一一一回回回回いきましょうかいきましょうかいきましょうかいきましょうか。。。。さあさあさあさあ、、、、会場会場会場会場のののの皆皆皆皆さんさんさんさんもももも声声声声をををを合合合合わせていきましょうかわせていきましょうかわせていきましょうかわせていきましょうか。。。。ここここここここ、、、、大事大事大事大事だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、もうもうもうもう一一一一度度度度いきましょういきましょういきましょういきましょう。。。。上上上上野小野小野小野小学校学校学校学校 6 年年年年のののの砂砂砂砂川川川川元元元元希君希君希君希君、、、、第第第第 1 項項項項目目目目、、、、よろしくよろしくよろしくよろしくおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 砂砂砂砂川川川川君君君君 「「「「一一一一、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、島島島島のののの生活生活生活生活をををを支支支支えるかけがえのないえるかけがえのないえるかけがえのないえるかけがえのない地下水地下水地下水地下水をををを守守守守りますりますりますります。」。」。」。」 

 司会司会司会司会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様ですですですです。。。。せせせせーーーーのののの。（。（。（。（第第第第 1項項項項目目目目復復復復唱唱唱唱）））） 

  ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、第第第第 2項項項項目目目目目目目目、、、、久久久久松松松松小小小小学校学校学校学校 3 年年年年のののの譜譜譜譜久久久久島島島島雄雄雄雄太太太太君君君君ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 譜譜譜譜久久久久島島島島君君君君 

  「「「「私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、美美美美しいしいしいしい珊瑚珊瑚珊瑚珊瑚礁礁礁礁のののの海海海海をををを守守守守りますりますりますります。」。」。」。」 

 司会司会司会司会 

  ではではではでは、、、、会場会場会場会場のののの皆皆皆皆さんですさんですさんですさんです。。。。せせせせーーーーのののの、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ。（。（。（。（第第第第 2項項項項目目目目復復復復唱唱唱唱）））） 

  ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。 

  3項項項項目目目目目目目目ですですですです。。。。西西西西城城城城中学校中学校中学校中学校 3 年年年年のののの新新新新里里里里英英英英二二二二君君君君ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 新新新新里里里里君君君君 「「「「一一一一、、、、    私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、みみみみんなのんなのんなのんなの知知知知恵恵恵恵とととと工工工工夫夫夫夫でででで、、、、限限限限りあるりあるりあるりある資源資源資源資源ととととエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーをををを大大大大切切切切にしますにしますにしますにします。」。」。」。」 

 司会司会司会司会 

  ではではではでは、、、、よろしよろしよろしよろしくおくおくおくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞ。（。（。（。（第第第第 3項項項項目目目目復復復復唱唱唱唱）））） 

  続続続続いていていていて、、、、4項項項項目目目目目目目目ですですですです。。。。砂砂砂砂川川川川中学校中学校中学校中学校 3 年年年年、、、、砂砂砂砂川川川川勇勇勇勇助君助君助君助君ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 砂砂砂砂川川川川君君君君 
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  「「「「一一一一、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、ごごごごみみみみのないのないのないのない地地地地球球球球にににに、、、、優優優優しいしいしいしい美美美美ぎぎぎぎ島宮古島島宮古島島宮古島島宮古島をををを目目目目指指指指しししし、、、、一一一一人人人人一一一一人人人人行動行動行動行動しましましましますすすす。」。」。」。」 

 司会司会司会司会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ。（。（。（。（第第第第 4項項項項目目目目復復復復唱唱唱唱）））） 

  第第第第 5項項項項目目目目目目目目ですですですです。。。。宮古高校宮古高校宮古高校宮古高校 2 年年年年、、、、下地下地下地下地康康康康博博博博さんさんさんさん、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 下地君下地君下地君下地君 「「「「一一一一、、、、    私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、よりよいよりよいよりよいよりよい地地地地球環境球環境球環境球環境をををを取取取取りりりり戻戻戻戻しししし、、、、守守守守るためるためるためるため、、、、世世世世界界界界のののの人人人人々々々々とともにとともにとともにとともに考考考考ええええ、、、、行動行動行動行動しししし、、、、未未未未来来来来へへへへバトンタッバトンタッバトンタッバトンタッチチチチしますしますしますします。」。」。」。」 

 司会司会司会司会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ。（。（。（。（第第第第 5項項項項目目目目復復復復唱唱唱唱）））） 

  ではではではでは、、、、第第第第 6項項項項目目目目目目目目ですですですです。。。。北北北北中学校中学校中学校中学校 3 年年年年のののの三三三三井井井井莉莉莉莉世世世世さんですさんですさんですさんです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 ミミミミツツツツイイイイさんさんさんさん 

  「「「「一一一一、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、緑緑緑緑、、、、海海海海、、、、空空空空をををを守守守守りりりり、、、、すすすすべべべべてのてのてのての生物生物生物生物がともにがともにがともにがともに生生生生きていけるきていけるきていけるきていける環境環境環境環境づくりのづくりのづくりのづくりのためためためため行動行動行動行動しますしますしますします。」。」。」。」 

 司会司会司会司会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。せせせせーーーーのののの。（。（。（。（第第第第 6項項項項目目目目復復復復唱唱唱唱）））） 

  会場会場会場会場のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言、、、、宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市内内内内のののの小小小小・・・・中中中中・・・・高校高校高校高校生生生生のののの代表代表代表代表らとともにらとともにらとともにらとともに合合合合唱唱唱唱をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞ大大大大きなきなきなきな拍手拍手拍手拍手をよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお願願願願いしまいしまいしまいしますすすす。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

  さあさあさあさあ、、、、これでこれでこれでこれで会場会場会場会場のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの脳脳脳脳にもにもにもにも体体体体にもにもにもにもインプットインプットインプットインプットされたこととされたこととされたこととされたことと思思思思いいいいますますますます。。。。このこのこのこの宣言宣言宣言宣言どおりのどおりのどおりのどおりの宮古島宮古島宮古島宮古島をつくりをつくりをつくりをつくり上上上上げげげげていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

  さあさあさあさあ、、、、続続続続いてはいてはいてはいては、、、、フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムのののの開催開催開催開催をををを祝祝祝祝してしてしてして、、、、今今今今後後後後ももももエコエコエコエコのののの島島島島、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島をををを目目目目指指指指すすすす意意意意気気気気込込込込みみみみをををを会場会場会場会場のののの皆皆皆皆さんとともにさんとともにさんとともにさんとともに叫叫叫叫んでいきたいとんでいきたいとんでいきたいとんでいきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞ、、、、関関関関係係係係者者者者のののの皆皆皆皆さんもさんもさんもさんもステーステーステーステージジジジののののほほほほうにおうにおうにおうにお上上上上がりくださいがりくださいがりくださいがりください。。。。そしてそしてそしてそして、、、、会場会場会場会場のののの皆皆皆皆さんにもごさんにもごさんにもごさんにもご協力協力協力協力いただきたいんですけれいただきたいんですけれいただきたいんですけれいただきたいんですけれどもどもどもども、、、、これからこれからこれからこれから気気気気勢勢勢勢をををを上上上上げげげげていただきたいんですけれどもていただきたいんですけれどもていただきたいんですけれどもていただきたいんですけれども、、、、どうぞごどうぞごどうぞごどうぞご起起起起立願立願立願立願いたいといたいといたいといたいと思思思思いいいいますますますます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  どうぞどうぞどうぞどうぞ、、、、関関関関係係係係者者者者のののの皆様皆様皆様皆様ははははステージステージステージステージののののほほほほうにおうにおうにおうにお上上上上がりくださいがりくださいがりくださいがりください。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  ささささああああ、、、、会場会場会場会場ののののほほほほうにはうにはうにはうには、、、、皆皆皆皆さんがごさんがごさんがごさんがご起起起起立立立立しましたしましたしましたしました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ステージステージステージステージののののほほほほうにはうにはうにはうには関関関関係係係係者者者者がががが登登登登壇壇壇壇していますしていますしていますしています。。。。このこのこのこの後後後後にににに、、、、意意意意気気気気込込込込みみみみをををを大大大大きなきなきなきな声声声声でででで叫叫叫叫んでいただけるんでいただけるんでいただけるんでいただける代表代表代表代表のののの方方方方をおをおをおをお招招招招ききききしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、午午午午後後後後 1 時時時時からからからから、、、、このこのこのこの会場会場会場会場ののののほほほほうでうでうでうで、「、「、「、「ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム IN 宮古島宮古島宮古島宮古島
2008～～～～結結結結いでいでいでいでひひひひろろろろげげげげるるるる美美美美ぎぎぎぎ島宮古島宮古島宮古島宮古」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会のののの構築構築構築構築についてについてについてについて考考考考えてまいりましたえてまいりましたえてまいりましたえてまいりました。。。。きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、高校高校高校高校生生生生ののののバンドバンドバンドバンド演演演演奏奏奏奏、、、、そしてそしてそしてそして基調講演基調講演基調講演基調講演、、、、記念講演記念講演記念講演記念講演、、、、そしそしそしそしててててパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションがががが行行行行われていますわれていますわれていますわれています。。。。 

  さあさあさあさあ、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様、、、、準備準備準備準備よろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうか。。。。まずはまずはまずはまずは、、、、フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム開催開催開催開催をををを祝祝祝祝しししし、、、、そしてそしてそしてそして今今今今後後後後ののののエコエコエコエコのののの島宮古島島宮古島島宮古島島宮古島をををを目目目目指指指指すすすす意意意意気気気気込込込込みみみみをををを声声声声高高高高々々々々にににに叫叫叫叫んでいただけるこのんでいただけるこのんでいただけるこのんでいただけるこの方方方方をををを紹介紹介紹介紹介していこうとしていこうとしていこうとしていこうと思思思思いますいますいますいます。。。。東東東東小小小小学校学校学校学校 6 年年年年のののの池池池池田田田田凛凛凛凛君君君君ですですですです。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞ前前前前へおへおへおへお進進進進みみみみくださいくださいくださいください。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞ拍手拍手拍手拍手でおでおでおでお迎迎迎迎えくださいえくださいえくださいえください。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 
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  さてさてさてさて、、、、このこのこのこの後後後後、、、、池池池池田田田田君君君君がががが声声声声高高高高々々々々にににに気合気合気合気合をををを入入入入れていただくわけですけれどもれていただくわけですけれどもれていただくわけですけれどもれていただくわけですけれども、、、、会場会場会場会場のののの皆皆皆皆ささささんもんもんもんも、、、、池池池池田田田田君君君君のののの呼呼呼呼びびびびかけにかけにかけにかけに、、、、右右右右手手手手ここここぶぶぶぶしをつくってしをつくってしをつくってしをつくって、「、「、「、「おおおおおおおお！！！！」」」」とこたえていただきたいととこたえていただきたいととこたえていただきたいととこたえていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。これをこれをこれをこれを 3 回回回回繰繰繰繰りりりり返返返返しますしますしますします。。。。池池池池田田田田君君君君、、、、きょうはきょうはきょうはきょうは何何何何とととと言言言言いますかいますかいますかいますか？？？？    何何何何とととと宣言宣言宣言宣言しましましましますかすかすかすか。。。。 

 池池池池田田田田君君君君     「「「「宮古島宮古島宮古島宮古島エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランドをををを目目目目指指指指すぞすぞすぞすぞ」。」。」。」。 

 司会司会司会司会     「「「「エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島をををを目目目目指指指指すぞすぞすぞすぞ」」」」とととと言言言言いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら、、、、会場会場会場会場のののの皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは、「、「、「、「おおおおおおおお！！！！」」」」でこたえてあでこたえてあでこたえてあでこたえてあげげげげてくださいてくださいてくださいてくださいねねねね。。。。これをこれをこれをこれを 3 回回回回繰繰繰繰りりりり返返返返しますしますしますします。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞ、、、、会場会場会場会場のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 まずはまずはまずはまずは一一一一度度度度練練練練習習習習してしてしてしてみみみみたいとたいとたいとたいと思思思思うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、気合気合気合気合ののののほほほほうはよろしいでしうはよろしいでしうはよろしいでしうはよろしいでしょうかょうかょうかょうか。。。。じじじじゃゃゃゃ、、、、1回回回回練練練練習習習習してしてしてしてみみみみましょうかましょうかましょうかましょうか。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、練練練練習習習習、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 （（（（練練練練        習習習習）））） 

 司会司会司会司会     はいはいはいはい、、、、会場会場会場会場のののの皆皆皆皆さんはすばらしいさんはすばらしいさんはすばらしいさんはすばらしい気合気合気合気合でしたけれどもでしたけれどもでしたけれどもでしたけれども、、、、池池池池田田田田君君君君、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと元元元元気気気気がなかっがなかっがなかっがなかったですたですたですたですねねねね。。。。もうもうもうもう少少少少しししし元元元元気気気気をををを出出出出していきましょうかしていきましょうかしていきましょうかしていきましょうか。。。。じじじじゃゃゃゃ、、、、もうもうもうもう一一一一回回回回いきましょういきましょういきましょういきましょう。。。。練練練練習習習習でででですすすす。。。。せせせせーーーーのののの。。。。 

 （（（（練練練練        習習習習）））） 

 司会司会司会司会     ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。さあさあさあさあ、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、本本本本番番番番をいきましょうかをいきましょうかをいきましょうかをいきましょうか。。。。     ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム IN 宮古島宮古島宮古島宮古島 2008、「、「、「、「結結結結いでいでいでいでひひひひろろろろげげげげるるるる美美美美ぎぎぎぎ島宮古島宮古島宮古島宮古」、」、」、」、さあさあさあさあ、、、、そそそそれではれではれではれでは、、、、声声声声高高高高々々々々にににに締締締締めのめのめのめの気気気気勢勢勢勢をををを上上上上げげげげていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。掛掛掛掛けけけけ声声声声はははは、、、、東東東東小小小小学校学校学校学校 6 年年年年、、、、池池池池田田田田凛凛凛凛君君君君ですですですです。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 「「「「エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島をををを目目目目指指指指すぞすぞすぞすぞ」「」「」「」「おおおおおおおお！！！！」」」」 「「「「目目目目指指指指すぞすぞすぞすぞ」「」「」「」「おおおおおおおお！！！！」」」」 「「「「目目目目指指指指すぞすぞすぞすぞ」」」」「「「「おおおおおおおお！！！！」」」」 

 司会司会司会司会     ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。以以以以上上上上をもちましてをもちましてをもちましてをもちまして、、、、ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム IN 宮古島宮古島宮古島宮古島
2008、、、、すすすすべべべべてのてのてのてのプログラムプログラムプログラムプログラムはははは終終終終了了了了となりますとなりますとなりますとなります。。。。きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの皆皆皆皆さんにおさんにおさんにおさんにお越越越越しいたしいたしいたしいただきましてだきましてだきましてだきまして、、、、まことにありがとうございますまことにありがとうございますまことにありがとうございますまことにありがとうございます。。。。記念講演記念講演記念講演記念講演、、、、基調講演基調講演基調講演基調講演、、、、そしてそしてそしてそしてパネルディスパネルディスパネルディスパネルディスカッションカッションカッションカッションとととと、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな知知知知識識識識とととと、、、、気気気気づきとづきとづきとづきと、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな行動行動行動行動のののの指指指指針針針針となるものがとなるものがとなるものがとなるものが見見見見えてえてえてえてきたときたときたときたと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこのフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムをををを機機機機にににに、、、、そしてあすからとはそしてあすからとはそしてあすからとはそしてあすからとは言言言言わずわずわずわず、、、、今今今今からからからから皆皆皆皆さんさんさんさん行動行動行動行動をををを始始始始めてくださいめてくださいめてくださいめてください。。。。エコエコエコエコのののの島島島島、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島をつくりをつくりをつくりをつくり上上上上げげげげていきましょうていきましょうていきましょうていきましょう。。。。 

  以以以以上上上上でででで、、、、ゼロエミゼロエミゼロエミゼロエミッションフォーラムッションフォーラムッションフォーラムッションフォーラム IN 宮古島宮古島宮古島宮古島 2008 をををを終終終終了了了了とさせていただきますとさせていただきますとさせていただきますとさせていただきます。。。。本本本本
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日日日日、、、、司会進行司会進行司会進行司会進行はははは、、、、宮古宮古宮古宮古テレビアテレビアテレビアテレビアナナナナウウウウンンンンササササーーーーのののの浦崎淳浦崎淳浦崎淳浦崎淳でしたでしたでしたでした。。。。どうもありがとうございますどうもありがとうございますどうもありがとうございますどうもありがとうございます。。。。（（（（拍手拍手拍手拍手）））） 

 

 ――――――――    了了了了    ―――――――― 


