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全国全国全国全国エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン大会大会大会大会 

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 2008 in あいちあいちあいちあいち                                                             基調講演基調講演基調講演基調講演およびおよびおよびおよび報告報告報告報告のののの部部部部 

 日時日時日時日時    ：：：：    2008 年年年年 11 月月月月 12 日日日日（（（（水水水水））））10:00－－－－12:30 場所場所場所場所    ：：：：    中部国際空港中部国際空港中部国際空港中部国際空港セントレアセントレアセントレアセントレアホールホールホールホール 

 プログラムプログラムプログラムプログラム 主催者主催者主催者主催者挨拶挨拶挨拶挨拶        神田真秋神田真秋神田真秋神田真秋    氏氏氏氏 愛知県知事愛知県知事愛知県知事愛知県知事 

              深谷紘一深谷紘一深谷紘一深谷紘一  氏氏氏氏      環境環境環境環境パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・CLUB 会長会長会長会長 君塚秀喜君塚秀喜君塚秀喜君塚秀喜  氏氏氏氏      経済産業省環境調和産業推進室長経済産業省環境調和産業推進室長経済産業省環境調和産業推進室長経済産業省環境調和産業推進室長 

              藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸  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ゼロエミッションフゼロエミッションフゼロエミッションフォーラムォーラムォーラムォーラム会長会長会長会長 

 基調講演基調講演基調講演基調講演 I        「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発展発展発展発展とととと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」」」」 武内和彦武内和彦武内和彦武内和彦  氏氏氏氏      国連大学国連大学国連大学国連大学副学長副学長副学長副学長 

                                東京大学大学院農学生命科学研究科教授東京大学大学院農学生命科学研究科教授東京大学大学院農学生命科学研究科教授東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

                                東京大学東京大学東京大学東京大学サステイナビリティサステイナビリティサステイナビリティサステイナビリティ学連携研究機構副機構長学連携研究機構副機構長学連携研究機構副機構長学連携研究機構副機構長 

 基調講演基調講演基調講演基調講演 2    「「「「エコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウンの発展形発展形発展形発展形－－－－リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル施設施設施設施設からからからから環境都市環境都市環境都市環境都市にににに－」－」－」－」 

              藤田藤田藤田藤田    壮壮壮壮  氏氏氏氏      独立行政法人国立環境研究所環境技術評価独立行政法人国立環境研究所環境技術評価独立行政法人国立環境研究所環境技術評価独立行政法人国立環境研究所環境技術評価システムシステムシステムシステム                                                                 研究室長研究室長研究室長研究室長                                                                 東洋大学教授東洋大学教授東洋大学教授東洋大学教授 

 報告報告報告報告 I        「「「「エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン政策政策政策政策のののの成果成果成果成果とととと課題課題課題課題」」」」 君塚秀喜君塚秀喜君塚秀喜君塚秀喜    氏氏氏氏      経済産業省環境調和産業推進室長経済産業省環境調和産業推進室長経済産業省環境調和産業推進室長経済産業省環境調和産業推進室長 

 報告報告報告報告 II        「「「「モノづくりモノづくりモノづくりモノづくり愛知愛知愛知愛知のエコタウンとそののエコタウンとそののエコタウンとそののエコタウンとその展開展開展開展開」」」」 藤井藤井藤井藤井敏夫敏夫敏夫敏夫  氏氏氏氏      愛知県環境部長愛知県環境部長愛知県環境部長愛知県環境部長 

 

 議事議事議事議事 

 司会司会司会司会 

  皆様皆様皆様皆様、、、、おはようございますおはようございますおはようございますおはようございます。。。。本日本日本日本日はははは、、、、朝早朝早朝早朝早くからくからくからくから「「「「全国全国全国全国エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン大会大会大会大会＆＆＆＆ゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッションフォーラムョンフォーラムョンフォーラムョンフォーラム 2008 in あいちあいちあいちあいち」」」」にごにごにごにご参集賜参集賜参集賜参集賜りましてりましてりましてりまして、、、、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。。。。 

  このこのこのこの催催催催しはしはしはしは、、、、経経経経済産業省済産業省済産業省済産業省とととと環境省環境省環境省環境省がががが進進進進めてまいりましためてまいりましためてまいりましためてまいりました、、、、地域産業地域産業地域産業地域産業とととと連携連携連携連携しつつしつつしつつしつつ取取取取りりりり組組組組むむむむ、、、、環境調和型環境調和型環境調和型環境調和型まちづくりであるまちづくりであるまちづくりであるまちづくりである「「「「エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン」」」」のののの最新事情最新事情最新事情最新事情とととと、、、、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がンフォーラムがンフォーラムがンフォーラムが提唱提唱提唱提唱しておりますしておりますしておりますしております、、、、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経済社会経済社会経済社会経済社会、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会づくりであるゼづくりであるゼづくりであるゼづくりであるゼロエミッションのロエミッションのロエミッションのロエミッションの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて、「、「、「、「私私私私たちのたちのたちのたちの未来未来未来未来はははは、、、、産業産業産業産業だけでもだけでもだけでもだけでも、、、、環境環境環境環境だけでもだけでもだけでもだけでも成成成成りりりり立立立立たないたないたないたない」」」」をスローガンにをスローガンにをスローガンにをスローガンに、、、、全国全国全国全国エコエコエコエコタウンタウンタウンタウン大会大会大会大会とゼロエミッションフォーラムがとゼロエミッションフォーラムがとゼロエミッションフォーラムがとゼロエミッションフォーラムが情報交情報交情報交情報交換換換換のののの場場場場をををを実現実現実現実現するためのするためのするためのするための初初初初めてのめてのめてのめての同時開催同時開催同時開催同時開催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。。。。 

  本日本日本日本日はははは、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県、、、、環境環境環境環境パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・CLUB、、、、経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省、、、、国連国連国連国連大学大学大学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のンフォーラムのンフォーラムのンフォーラムの主催主催主催主催、、、、環境省中部地方環境事務所環境省中部地方環境事務所環境省中部地方環境事務所環境省中部地方環境事務所のののの共催共催共催共催、、、、名古屋商工会議所名古屋商工会議所名古屋商工会議所名古屋商工会議所、、、、社団法人中社団法人中社団法人中社団法人中部経済連合会部経済連合会部経済連合会部経済連合会、、、、社団法人日本都市計画学会社団法人日本都市計画学会社団法人日本都市計画学会社団法人日本都市計画学会のののの後援後援後援後援でででで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。。。。 

  なおなおなおなお、、、、本日本日本日本日のスケジュールのスケジュールのスケジュールのスケジュール、、、、講師講師講師講師などにつきましてはなどにつきましてはなどにつきましてはなどにつきましては、、、、入入入入りりりり口口口口ののののほほほほうでおうでおうでおうでお渡渡渡渡しいたしましいたしましいたしましいたしましたプログラムをごしたプログラムをごしたプログラムをごしたプログラムをご参参参参照照照照くださいくださいくださいください。。。。 
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  申申申申しおくしおくしおくしおくれれれれましたがましたがましたがましたが、、、、私私私私、、、、本日本日本日本日のののの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めさめさめさせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます武田武田武田武田むつみむつみむつみむつみとととと申申申申ししししますますますます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくおしくおしくお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。。。。 

 主催者主催者主催者主催者あいさつあいさつあいさつあいさつ    
 司会司会司会司会 

  そそそそれれれれではではではでは、、、、主催主催主催主催 4 団団団団体体体体のののの代表代表代表代表者者者者よりよりよりより、、、、主催者主催者主催者主催者あいさつといたしましてあいさつといたしましてあいさつといたしましてあいさつといたしまして、、、、順順順順にににに、、、、一一一一言言言言ずずずずつつつつ、、、、ごあいさつをごあいさつをごあいさつをご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。。。。 

  ままままずずずず、、、、初初初初めにめにめにめに、、、、愛知県知事愛知県知事愛知県知事愛知県知事、、、、神田真秋神田真秋神田真秋神田真秋よりよりよりより一一一一言言言言ごあいさつをごあいさつをごあいさつをご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。。。。 

 神田知事神田知事神田知事神田知事 

  皆皆皆皆ささささんんんん、、、、おはようございますおはようございますおはようございますおはようございます。。。。愛知県知事愛知県知事愛知県知事愛知県知事のののの神田神田神田神田でございますでございますでございますでございます。。。。 

 「「「「全国全国全国全国エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン大会大会大会大会＆＆＆＆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 2008 in あいちあいちあいちあいち」」」」にににに、、、、こうしてこうしてこうしてこうして多多多多くくくくのののの皆様方皆様方皆様方皆様方がおがおがおがお集集集集まりをいただきまりをいただきまりをいただきまりをいただき、、、、ここここここここ、、、、中部国際空港中部国際空港中部国際空港中部国際空港セントレアでセントレアでセントレアでセントレアで開催開催開催開催できますことをできますことをできますことをできますことを、、、、主催者主催者主催者主催者のののの一一一一員員員員としてとしてとしてとして大大大大変変変変ありがたくありがたくありがたくありがたく、、、、感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

  ごごごご承承承承知知知知のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、このこのこのこの中部国際空港中部国際空港中部国際空港中部国際空港でございますけでございますけでございますけでございますけれれれれどもどもどもども、、、、3 年年年年前前前前、、、、愛知愛知愛知愛知万博万博万博万博がががが開催開催開催開催さささされれれれたそのたそのたそのたその直前直前直前直前にににに開港開港開港開港したものしたものしたものしたものでございますでございますでございますでございます。。。。このセントレアはこのセントレアはこのセントレアはこのセントレアは、、、、建建建建設設設設段階段階段階段階からからからから開港開港開港開港したしたしたした後後後後のののの運営運営運営運営までまでまでまで、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷をををを最最最最少少少少にしようということでにしようということでにしようということでにしようということで、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな試試試試みをみをみをみを行行行行いいいい、、、、またまたまたまた実実実実効効効効をををを上上上上げげげげてているとこてているとこてているとこてているところろろろ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、、、、今回今回今回今回のこのフォーラムののこのフォーラムののこのフォーラムののこのフォーラムの会場会場会場会場としてとてもとしてとてもとしてとてもとしてとてもふふふふささささわわわわしいしいしいしい場所場所場所場所だなとだなとだなとだなと思思思思っているとこっているとこっているとこっているところろろろでございますでございますでございますでございます。。。。多多多多くのくのくのくの皆様方皆様方皆様方皆様方におにおにおにお越越越越しをいただきましたことしをいただきましたことしをいただきましたことしをいただきましたことをををを心心心心からおからおからおからお礼申礼申礼申礼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。。。。 

  さてさてさてさて、、、、改改改改めてめてめてめて振振振振りりりり返返返返ってみますとってみますとってみますとってみますと、、、、我我我我がががが国国国国はははは、、、、今今今今からからからから約約約約 40 年年年年前前前前にににに、、、、高度高度高度高度経済成長経済成長経済成長経済成長期期期期にににに入入入入りましたりましたりましたりました。。。。次次次次々々々々とととと工場工場工場工場がつくらがつくらがつくらがつくられれれれましてましてましてまして、、、、工場工場工場工場からからからから生生生生ままままれれれれたたたた製品製品製品製品のののの数数数数々々々々によってによってによってによって私私私私どものどものどものどもの生生生生活活活活はとてもはとてもはとてもはとても豊豊豊豊かにかにかにかに、、、、そしてそしてそしてそして便利便利便利便利になりましたになりましたになりましたになりました。。。。けけけけれれれれどもどもどもども、、、、そのそのそのその豊豊豊豊かさかさかさかさ、、、、便利便利便利便利さはさはさはさは、、、、大大大大量量量量生産生産生産生産、、、、大大大大量消費量消費量消費量消費、、、、そしてそしてそしてそして大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄というというというという時時時時代代代代をもたらすことになりをもたらすことになりをもたらすことになりをもたらすことになり、、、、さまざまさまざまさまざまさまざま社会社会社会社会のののの中中中中でででで問問問問題題題題をををを起起起起こしこしこしこし、、、、いびつないびつないびつないびつな状況状況状況状況をををを招招招招くことになりましたくことになりましたくことになりましたくことになりました。。。。 

  こうしたことのこうしたことのこうしたことのこうしたことの反反反反省省省省にたちましてにたちましてにたちましてにたちまして、、、、今今今今からからからから十数十数十数十数年年年年前前前前、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学からからからから、、、、すすすすべべべべてのてのてのての廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを新新新新たにたにたにたに他他他他のののの分野分野分野分野のののの原料原料原料原料としてとしてとしてとして活用活用活用活用しししし、、、、あらあらあらあらゆゆゆゆるるるる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をゼロにすることををゼロにすることををゼロにすることををゼロにすることを目指目指目指目指すゼロエミすゼロエミすゼロエミすゼロエミッションッションッションッション構構構構想想想想がががが提唱提唱提唱提唱さささされれれれたことはたことはたことはたことは、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方御高承御高承御高承御高承のとおりでございますのとおりでございますのとおりでございますのとおりでございます。。。。一方一方一方一方、、、、国国国国におきにおきにおきにおきましてもましてもましてもましても、、、、このゼロエミッションのこのゼロエミッションのこのゼロエミッションのこのゼロエミッションの理念理念理念理念をををを取取取取りりりり入入入入れれれれらららられれれれ、、、、環境産業環境産業環境産業環境産業のののの振興振興振興振興、、、、環境環境環境環境調和型調和型調和型調和型ののののまちづくりをまちづくりをまちづくりをまちづくりを進進進進めるエコタウンめるエコタウンめるエコタウンめるエコタウン事業事業事業事業をををを推進推進推進推進してこらしてこらしてこらしてこられれれれたとこたとこたとこたところろろろでございますでございますでございますでございます。。。。 こうしたこうしたこうしたこうした背景背景背景背景のののの中中中中でででで、、、、今今今今やややや資源循資源循資源循資源循環型環型環型環型のののの社会社会社会社会づくりにづくりにづくりにづくりに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは、、、、全国全国全国全国津津津津々々々々浦浦浦浦々々々々にににに広広広広がっておがっておがっておがっておりますりますりますります。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、今回今回今回今回初初初初めてめてめてめて、、、、同同同同じじじじ目的目的目的目的をををを有有有有するするするする全国全国全国全国エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン大会大会大会大会ととととゼロゼロゼロゼロエミッションフォーラムをエミッションフォーラムをエミッションフォーラムをエミッションフォーラムを合同合同合同合同でででで開催開催開催開催ささささせせせせていただきていただきていただきていただき、、、、2 日日日日間間間間ににににわわわわたりたりたりたり、、、、全国全国全国全国のすのすのすのすぐれぐれぐれぐれたたたた事事事事例例例例のののの数数数数々々々々をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介することにいたしたとこすることにいたしたとこすることにいたしたとこすることにいたしたところろろろでございますでございますでございますでございます。。。。 とことことこところろろろでででで、、、、私私私私どもどもどもども愛知県愛知県愛知県愛知県はははは、、、、我我我我がががが国国国国をををを代表代表代表代表するものづくりのするものづくりのするものづくりのするものづくりの県県県県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、、、、すすすすぐれぐれぐれぐれたたたた技術技術技術技術をををを持持持持ちちちち、、、、すすすすぐれぐれぐれぐれたたたた活動活動活動活動をををを行行行行っているっているっているっている企企企企業業業業やややや団団団団体体体体がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんございますございますございますございます。。。。またまたまたまた、、、、愛知愛知愛知愛知万博万博万博万博をををを契契契契機機機機にしましてにしましてにしましてにしまして、、、、県県県県民民民民のののの皆様方皆様方皆様方皆様方のののの中中中中にににに、、、、環境環境環境環境をををを大大大大切切切切にしなけにしなけにしなけにしなければればればればならないならないならないならない、、、、あるいあるいあるいあるいはははは環境環境環境環境をををを優先優先優先優先しなけしなけしなけしなければればればればならないというならないというならないというならないという機機機機運運運運がががが、、、、おおおお陰陰陰陰さまでさまでさまでさまで定着定着定着定着しししし、、、、高高高高まってまいりましまってまいりましまってまいりましまってまいりましたたたた。。。。こうしたこうしたこうしたこうした地域地域地域地域のののの力力力力をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、昨昨昨昨年年年年、、、、愛知愛知愛知愛知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・・・・コミュコミュコミュコミュニニニニティティティティ構構構構想想想想をををを策策策策定定定定いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、現現現現在在在在さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな事業事業事業事業モモモモデデデデルのルのルのルの構構構構築築築築、、、、具体化具体化具体化具体化をををを進進進進めているとこめているとこめているとこめているところろろろでございまでございまでございまでございますすすす。。。。私私私私どもといたしましてもどもといたしましてもどもといたしましてもどもといたしましても、、、、今回今回今回今回のののの催催催催しししし物物物物をををを通通通通じじじじてててて得得得得たさまざまなたさまざまなたさまざまなたさまざまな成果成果成果成果をををを今今今今後後後後のののの資源循資源循資源循資源循環型社会環型社会環型社会環型社会づくりのづくりのづくりのづくりの施策施策施策施策にににに生生生生かしていきたいとかしていきたいとかしていきたいとかしていきたいと考考考考ええええているとこているとこているとこているところろろろ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、、、、このフォこのフォこのフォこのフォーラムのーラムのーラムのーラムの成成成成果果果果にににに大大大大いにいにいにいに期待期待期待期待をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろでございますでございますでございますでございます。。。。 どうかおどうかおどうかおどうかお集集集集まりのまりのまりのまりの皆様方皆様方皆様方皆様方におかにおかにおかにおかれれれれましてもましてもましてもましても、、、、そそそそれぞれれぞれれぞれれぞれのののの地域地域地域地域におきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、環境環境環境環境とととと産業産業産業産業、、、、そしてそしてそしてそして私私私私たちのたちのたちのたちの暮暮暮暮らしがらしがらしがらしがババババランスよくランスよくランスよくランスよく持続持続持続持続していくためのしていくためのしていくためのしていくための取取取取りりりり組組組組みにつなみにつなみにつなみにつなげげげげていただけていただけていただけていただけれれれれ
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ばばばば、、、、とてもありがたくとてもありがたくとてもありがたくとてもありがたく思思思思っているとこっているとこっているとこっているところろろろでございますでございますでございますでございます。。。。 終終終終わわわわりにりにりにりに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、このこのこのこの大会大会大会大会、、、、フォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの開催開催開催開催にににに当当当当たりたりたりたり大大大大変変変変ごごごご尽力尽力尽力尽力をいただきまをいただきまをいただきまをいただきましたしたしたした環境環境環境環境パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・CLUB、、、、経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省、、、、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をゼロエミッションフォーラムをゼロエミッションフォーラムをゼロエミッションフォーラムをははははじじじじめめめめ多多多多くのくのくのくの関係関係関係関係のののの皆様方皆様方皆様方皆様方のののの親身親身親身親身なごなごなごなご協力協力協力協力にににに心心心心からからからから感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げげげげますとともにますとともにますとともにますとともに、、、、どうかどうかどうかどうか、、、、遠遠遠遠来来来来からおからおからおからお越越越越しいただいたしいただいたしいただいたしいただいた方方方方もたくさもたくさもたくさもたくさんんんんいらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるるるるわわわわけでございますけけでございますけけでございますけけでございますけれれれれどもどもどもども、、、、せせせせっかっかっかっかくおくおくおくお越越越越しをいただきましたのでしをいただきましたのでしをいただきましたのでしをいただきましたので、、、、このこのこのこの愛知愛知愛知愛知もももも、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方、、、、直接体験直接体験直接体験直接体験をしをしをしをし、、、、眺眺眺眺めていただきまめていただきまめていただきまめていただきましてしてしてして、、、、いいいいいいいい思思思思いいいい出出出出をつくっていただきますようをつくっていただきますようをつくっていただきますようをつくっていただきますよう心心心心からからからから念願念願念願念願をしをしをしをし、、、、私私私私からのあいさつとさからのあいさつとさからのあいさつとさからのあいさつとさせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。ききききょょょょうはありがとうございましたうはありがとうございましたうはありがとうございましたうは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 

  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。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、環境環境環境環境パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・CLUB 会長会長会長会長、、、、深谷紘一深谷紘一深谷紘一深谷紘一よりよりよりより一一一一言言言言ごあいさつをごあいさつをごあいさつをご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。。。。 

 深谷会長深谷会長深谷会長深谷会長 

  環境環境環境環境パートナーシップのパートナーシップのパートナーシップのパートナーシップの会長会長会長会長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深谷深谷深谷深谷でございますでございますでございますでございます。。。。一一一一言言言言ごあいさつをさごあいさつをさごあいさつをさごあいさつをさせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。 

  本日本日本日本日はははは、、、、行政行政行政行政がががが地域産業地域産業地域産業地域産業とととと連携連携連携連携してしてしてして取取取取りりりり組組組組むむむむ環境調和型環境調和型環境調和型環境調和型まちづくりであるエコタウンまちづくりであるエコタウンまちづくりであるエコタウンまちづくりであるエコタウン大大大大会会会会とととと、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学がががが提唱提唱提唱提唱さささされれれれていていていていますますますます、、、、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社会社会社会社会づくりであるゼロエミッショづくりであるゼロエミッショづくりであるゼロエミッショづくりであるゼロエミッションフォーラムのンフォーラムのンフォーラムのンフォーラムの全国初全国初全国初全国初のののの共同開催共同開催共同開催共同開催がなさがなさがなさがなされれれれ、、、、このこのこのこの愛知県愛知県愛知県愛知県でででで開催開催開催開催さささされれれれるるるるにににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、私私私私どももどももどももどもも共催者共催者共催者共催者としてとしてとしてとして名名名名をををを連連連連ねねねねらららられれれれたことをたことをたことをたことを大大大大変光栄変光栄変光栄変光栄にににに思思思思っているっているっているっている次第次第次第次第でございますでございますでございますでございます。。。。 

  環境環境環境環境パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・CLUB、、、、略称略称略称略称 EPOC とととと私私私私どもどもどもども呼呼呼呼んんんんでいただいておりますがでいただいておりますがでいただいておりますがでいただいておりますが、、、、中中中中部部部部圏圏圏圏からからからから環境環境環境環境対応対応対応対応にににに関関関関するさまざまなするさまざまなするさまざまなするさまざまな情報発情報発情報発情報発信信信信をををを行行行行いましていましていましていまして、、、、世界世界世界世界にににに誇誇誇誇れれれれるるるる環境環境環境環境先先先先進地域進地域進地域進地域になになになになろろろろうとうとうとうと、、、、こういうこういうこういうこういう流流流流れれれれのもとにのもとにのもとにのもとに、、、、安安安安全全全全、、、、かつかつかつかつ快適快適快適快適なななな循循循循環型経済社会環型経済社会環型経済社会環型経済社会のののの構構構構築築築築にににに貢献貢献貢献貢献しよしよしよしようということをうということをうということをうということを目指目指目指目指しましてしましてしましてしまして、、、、環境環境環境環境のののの世紀世紀世紀世紀とととと言言言言われわれわれわれるるるる 21 世紀世紀世紀世紀をををを目前目前目前目前にしたにしたにしたにした 2000 年年年年のののの 2 月月月月にににに、、、、私私私私どものどものどものどもの先輩先輩先輩先輩でありますでありますでありますであります産業産業産業産業界界界界のリーのリーのリーのリーダダダダーがーがーがーが中中中中心心心心になってになってになってになって設立設立設立設立をしたものでございまをしたものでございまをしたものでございまをしたものでございますすすす。。。。 

  EPOC にはにはにはには、、、、ここここれれれれまでまでまでまで業業業業種種種種やややや規模規模規模規模のののの垣根垣根垣根垣根をををを超超超超ええええたたたた約約約約 300 社社社社のののの企企企企業業業業がががが集集集集まっておりますまっておりますまっておりますまっております。。。。またまたまたまた、、、、EPOC にはにはにはには産産産産、、、、官官官官、、、、学学学学にににに加加加加ええええましてましてましてまして市市市市民民民民をもをもをもをも巻巻巻巻きききき込込込込んんんんでででで一一一一体体体体となったとなったとなったとなった活動活動活動活動をををを展開展開展開展開しししし、、、、各各各各社社社社でのでのでのでの環境環境環境環境活動活動活動活動のレのレのレのレベベベベルアップのみならルアップのみならルアップのみならルアップのみならずずずず、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるパートナーシップをるパートナーシップをるパートナーシップをるパートナーシップを通通通通じじじじましてましてましてまして、、、、環境行環境行環境行環境行動動動動のののの社会社会社会社会へへへへのののの浸透浸透浸透浸透ということをということをということをということをねねねねらっておりますらっておりますらっておりますらっております。。。。産産産産、、、、官官官官、、、、学学学学とととと市市市市民民民民のののの連携連携連携連携でででで、、、、環環環環境境境境とととと経済経済経済経済のののの両両両両立立立立をををを目指目指目指目指すすすす今回今回今回今回のののの大会大会大会大会というものがというものがというものがというものが、、、、EPOC のこののこののこののこの活動理念活動理念活動理念活動理念にににに全全全全くくくく通通通通ずずずずるとるとるとるとこここころろろろ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。。。。本大会本大会本大会本大会でででで持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会へへへへのののの活動活動活動活動事事事事例例例例やややや成果成果成果成果をををを共共共共有有有有してしてしてして、、、、深深深深くくくく議議議議論論論論をしていくことはをしていくことはをしていくことはをしていくことは大大大大変有意義変有意義変有意義変有意義だとだとだとだと考考考考ええええているているているている次第次第次第次第でございますでございますでございますでございます。。。。 

  昨今昨今昨今昨今のののの我我我我々々々々をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく動向動向動向動向はははは、、、、ここここれれれれまでにないまでにないまでにないまでにない速速速速さでグローさでグローさでグローさでグローババババルなルなルなルな激激激激しさをしさをしさをしさを増増増増しておりしておりしておりしておりますますますます。。。。環境環境環境環境面面面面でもさまざまなでもさまざまなでもさまざまなでもさまざまな大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題がががが山積山積山積山積しているとしているとしているとしていると考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。こういったグこういったグこういったグこういったグローローローローババババルなルなルなルな課題課題課題課題にににに対応対応対応対応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、、、、国国国国やややや行政行政行政行政のトップのトップのトップのトップダダダダウンのウンのウンのウンの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに加加加加ええええましましましましてててて、、、、ローローローローカカカカルでのルでのルでのルでの多多多多様様様様なななな企企企企業業業業やややや団団団団体体体体でのでのでのでのボボボボトムアップのトムアップのトムアップのトムアップの取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも大大大大変重要変重要変重要変重要だとだとだとだと考考考考ええええていていていているるるる次第次第次第次第でございますでございますでございますでございます。。。。そそそそれゆえれゆえれゆえれゆえ、、、、さらにさらにさらにさらに業業業業種種種種やややや規模規模規模規模のののの枠枠枠枠をををを超超超超ええええたたたた多多多多様様様様なななな視点視点視点視点でででで循循循循環環環環のののの輪輪輪輪、、、、連携連携連携連携がががが広広広広がっていくことががっていくことががっていくことががっていくことが重要重要重要重要だとだとだとだと考考考考ええええているているているている次第次第次第次第でございますでございますでございますでございます。。。。 

  次次次次のののの時時時時代代代代のののの新新新新たなたなたなたな環境環境環境環境のののの連連連連鎖鎖鎖鎖をををを生生生生みみみみ出出出出すためにすためにすためにすために、、、、今回今回今回今回のののの大会大会大会大会がそのがそのがそのがその取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの種種種種ややややコラコラコラコラボボボボレーションのきっかけをレーションのきっかけをレーションのきっかけをレーションのきっかけを増増増増していくしていくしていくしていく、、、、そういうそういうそういうそういう場場場場になになになになればればればればとととと願願願願っているっているっているっている次第次第次第次第でございまでございまでございまでございますすすす。。。。このこのこのこの大会大会大会大会からからからから全国全国全国全国にににに、、、、さらにさらにさらにさらに環境環境環境環境のののの連連連連鎖鎖鎖鎖・・・・連携連携連携連携がががが一一一一つでもつでもつでもつでも多多多多くくくく生生生生ままままれれれれることをることをることをることを祈念祈念祈念祈念いいいいたしましてたしましてたしましてたしまして、、、、私私私私のあいさつにかのあいさつにかのあいさつにかのあいさつにかええええささささせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。 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）））） 
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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。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、経済産業省産業技術環境経済産業省産業技術環境経済産業省産業技術環境経済産業省産業技術環境局局局局環境調和産業推進室長環境調和産業推進室長環境調和産業推進室長環境調和産業推進室長、、、、君塚秀喜君塚秀喜君塚秀喜君塚秀喜よりよりよりより一一一一言言言言ごあごあごあごあいさつをいさつをいさつを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。。。。 

 君塚室長君塚室長君塚室長君塚室長 

  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、、、、経済産業省環境調和産業推進室長経済産業省環境調和産業推進室長経済産業省環境調和産業推進室長経済産業省環境調和産業推進室長のののの君塚君塚君塚君塚ですですですです。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくおしくおしくお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。。。。 

  本日本日本日本日はははは、、、、皆様皆様皆様皆様おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、このこのこのこの「「「「全国全国全国全国エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン大会大会大会大会＆＆＆＆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 2008 

in あいちあいちあいちあいち」」」」にごにごにごにご参参参参加加加加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、、、、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。。。。またまたまたまた、、、、本大会本大会本大会本大会をををを経経経経済産業省済産業省済産業省済産業省ととととともにともにともにともに主催主催主催主催いただいておりますいただいておりますいただいておりますいただいております愛知県愛知県愛知県愛知県、、、、そそそそれれれれからからからから環境環境環境環境パートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップ CLUB、、、、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、、、、またまたまたまた共催共催共催共催いただいておりますいただいておりますいただいておりますいただいております環境省環境省環境省環境省をはをはをはをはじじじじめめめめ関係関係関係関係するするするする皆様皆様皆様皆様にににに厚厚厚厚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。。。。本大会本大会本大会本大会のののの開催開催開催開催にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、一一一一言言言言ごあいごあいごあいごあいさつをさつをさつをさつを申申申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。。。。 

  皆様皆様皆様皆様ごごごご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン事業事業事業事業はははは、、、、地域地域地域地域がががが一一一一体体体体となったとなったとなったとなった廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発生発生発生発生のののの抑制抑制抑制抑制、、、、ああああるいはリサイクルのるいはリサイクルのるいはリサイクルのるいはリサイクルの推進推進推進推進のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを支支支支援援援援するするするする事業事業事業事業といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、平平平平成成成成 9 年年年年度度度度からからからから、、、、当当当当初初初初はははは通通通通商産業省商産業省商産業省商産業省とととと厚厚厚厚生省生省生省生省ということでございましたがということでございましたがということでございましたがということでございましたが、、、、平平平平成成成成 13 年年年年度以降度以降度以降度以降、、、、経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省とととと環環環環境境境境省省省省がががが連携連携連携連携したしたしたした形形形形でででで実施実施実施実施してまいったしてまいったしてまいったしてまいったわわわわけでございますけでございますけでございますけでございます。。。。 

  エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン事業事業事業事業はははは、、、、地方地方地方地方自治体自治体自治体自治体がエコタウンプランをがエコタウンプランをがエコタウンプランをがエコタウンプランを作作作作成成成成いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、そそそそれれれれをををを経済産経済産経済産経済産業省業省業省業省とととと環境省環境省環境省環境省がががが共同共同共同共同承認承認承認承認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るということで、、、、このプランにこのプランにこのプランにこのプランに位置位置位置位置づけらづけらづけらづけられれれれたたたた先先先先進進進進的的的的なリサイなリサイなリサイなリサイクルクルクルクル施設施設施設施設整備整備整備整備事業事業事業事業にににに対対対対するするするするハハハハーーーードドドド支支支支援援援援、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは普及啓普及啓普及啓普及啓発発発発等等等等ののののソソソソフトフトフトフト支支支支援援援援をををを行行行行ってまいっってまいっってまいっってまいったとこたとこたとこたところろろろでございますでございますでございますでございます。。。。このこのこのこの結結結結果果果果、、、、ここここれれれれまでまでまでまで全国全国全国全国でででで 26 のエコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウン承認承認承認承認地域地域地域地域がががが誕誕誕誕生生生生しておしておしておしておりますりますりますります。。。。そしてそしてそしてそして、、、、62 のののの施設施設施設施設にににに対対対対しましてしましてしましてしまして財財財財政政政政支支支支援援援援をををを行行行行ってまいったとこってまいったとこってまいったとこってまいったところろろろでございますでございますでございますでございます。。。。 

  三位三位三位三位一一一一体改革体改革体改革体改革などもございましてなどもございましてなどもございましてなどもございまして、、、、平平平平成成成成 17 年年年年度度度度にににに補補補補助金助金助金助金がががが廃廃廃廃止止止止さささされれれれたたたたわわわわけでございますけでございますけでございますけでございますけけけけれれれれどもどもどもども、、、、ここここれれれれまでまでまでまで 10 年年年年間間間間ににににわわわわたりましてたりましてたりましてたりまして、、、、エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン事業事業事業事業はははは我我我我がががが国国国国のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルビジビジビジビジネネネネスのスのスのスの振興振興振興振興、、、、そそそそれれれれからからからから環境調和型環境調和型環境調和型環境調和型のまちづくりにのまちづくりにのまちづくりにのまちづくりに貢献貢献貢献貢献してまいったしてまいったしてまいったしてまいったわわわわけでございますけでございますけでございますけでございます。。。。ここここれれれれはははは我我我我がががが国国国国のののの資資資資産産産産とととと考考考考ええええておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、このこのこのこの資資資資産産産産をををを今今今今後後後後さらにさらにさらにさらに発展発展発展発展ささささせせせせましてましてましてまして、、、、真真真真のののの資資資資源循源循源循源循環型社会環型社会環型社会環型社会のののの構構構構築築築築をををを目指目指目指目指していきたいというしていきたいというしていきたいというしていきたいというぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。 

  このこのこのこの全国全国全国全国エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン大会大会大会大会でございますけでございますけでございますけでございますけれれれれどもどもどもども、、、、エコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウンの抱抱抱抱ええええるさまざまなるさまざまなるさまざまなるさまざまな課題課題課題課題をををを明明明明らかにしてらかにしてらかにしてらかにして、、、、全国全国全国全国のエコタウンをはのエコタウンをはのエコタウンをはのエコタウンをはじじじじめとするめとするめとするめとする関係関係関係関係者者者者のののの皆様皆様皆様皆様のののの知知知知見見見見とノウとノウとノウとノウハハハハウをウをウをウを結結結結集集集集ししししていたていたていたていただきましてだきましてだきましてだきまして、、、、全国一全国一全国一全国一体体体体となってこのとなってこのとなってこのとなってこの課題課題課題課題のののの解決解決解決解決をををを図図図図りりりり、、、、将将将将来来来来のエコタウンのさらなのエコタウンのさらなのエコタウンのさらなのエコタウンのさらなるるるる発展発展発展発展にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めるということをめるということをめるということをめるということを目的目的目的目的にににに開催開催開催開催しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、今回今回今回今回でででで 5 回目回目回目回目ということになりますということになりますということになりますということになります。。。。本年本年本年本年はははは愛知県愛知県愛知県愛知県でででで開催開催開催開催いただいておりますけいただいておりますけいただいておりますけいただいておりますけれれれれどもどもどもども、、、、皆様皆様皆様皆様ごごごご存存存存じじじじののののとおりとおりとおりとおり、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県はははは全国全国全国全国トップのものづくりのトップのものづくりのトップのものづくりのトップのものづくりの県県県県でございますでございますでございますでございます。。。。愛地愛地愛地愛地球博球博球博球博もございましてもございましてもございましてもございまして、、、、環境環境環境環境へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも一一一一層活層活層活層活発発発発化化化化しているしているしているしている状況状況状況状況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、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率もももも、、、、全国全国全国全国平均平均平均平均よりもよりもよりもよりも高高高高いといういといういといういという県県県県でございますでございますでございますでございます。。。。愛知県愛知県愛知県愛知県のエコタウンプランはのエコタウンプランはのエコタウンプランはのエコタウンプランは、、、、平平平平成成成成 16 年年年年にににに承認承認承認承認さささされれれれてててておりますけおりますけおりますけおりますけれれれれどもどもどもども、、、、産学産学産学産学官官官官がががが連携連携連携連携いたしいたしいたしいたしましてましてましてまして、、、、製造製造製造製造業業業業をををを中中中中心心心心としてとしてとしてとして、、、、ものづくりのノウものづくりのノウものづくりのノウものづくりのノウハハハハウウウウやややや技術技術技術技術をををを生生生生かしていただきましてかしていただきましてかしていただきましてかしていただきまして、、、、リサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルを展開展開展開展開してきているということでしてきているということでしてきているということでしてきているということで、、、、ままままさにさにさにさに全国大会開催全国大会開催全国大会開催全国大会開催ににににふふふふささささわわわわしいしいしいしい地域地域地域地域であであであであろろろろうといううといううといううというぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに考考考考ええええてございますてございますてございますてございます。。。。 

  経産省経産省経産省経産省ではではではでは、、、、今今今今後後後後のエコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウン発展発展発展発展のためにはのためにはのためにはのためにはややややはりはりはりはり広広広広域域域域的的的的なななな連携連携連携連携がががが必必必必要要要要であるとであるとであるとであると考考考考ええええてございますてございますてございますてございます。。。。昨昨昨昨年年年年度度度度、、、、調調調調査査査査をいたしましてをいたしましてをいたしましてをいたしまして、、、、エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン事業事業事業事業のアンケートをいたしましのアンケートをいたしましのアンケートをいたしましのアンケートをいたしましたけたけたけたけれれれれどもどもどもども、、、、資源資源資源資源のののの受受受受けけけけ入入入入れニれニれニれニーーーーズズズズ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは阻害阻害阻害阻害要要要要因因因因、、、、そそそそれれれれからリサイクルのからリサイクルのからリサイクルのからリサイクルの高高高高付付付付加加加加価価価価値値値値化化化化をどうしていくかをどうしていくかをどうしていくかをどうしていくか、、、、こういったとここういったとここういったとここういったところろろろについていについていについていについていろろろろいいいいろろろろ意見意見意見意見をいただきましをいただきましをいただきましをいただきましたたたた。。。。またまたまたまた、、、、広広広広域域域域的的的的なななな物物物物流流流流のののの問問問問題題題題やややや課題課題課題課題をををを把握把握把握把握したしたしたした上上上上でででで、、、、エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン関係関係関係関係者者者者ののののニニニニーーーーズズズズににににママママッッッッチチチチしたしたしたしたしたしたしたした資源資源資源資源のののの提提提提供供供供やややや、、、、低低低低コストのコストのコストのコストの輸送輸送輸送輸送のありのありのありのあり方方方方、、、、こういったことをこういったことをこういったことをこういったことを検討検討検討検討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。。。。 

  ききききょょょょうごうごうごう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東洋大東洋大東洋大東洋大のののの藤田教授藤田教授藤田教授藤田教授にもごにもごにもごにもご指指指指導導導導賜賜賜賜りながらりながらりながらりながら検討検討検討検討をををを進進進進めてまいっめてまいっめてまいっめてまいっ
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たとこたとこたとこたところろろろでございますでございますでございますでございます。。。。後後後後ほほほほどどどど、、、、私私私私ののののほほほほうからそのうからそのうからそのうからその辺辺辺辺もごもごもごもご紹介紹介紹介紹介ささささせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。 

  経産省経産省経産省経産省はははは、、、、関係関係関係関係省省省省庁庁庁庁とととと自治体自治体自治体自治体、、、、そそそそれれれれからからからから学学学学識識識識経経経経験験験験者者者者、、、、事業者事業者事業者事業者、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな皆様皆様皆様皆様とともにとともにとともにとともに連携連携連携連携をしてをしてをしてをして今今今今後後後後のエコタウンをのエコタウンをのエコタウンをのエコタウンを考考考考ええええ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。。。。皆様皆様皆様皆様からのからのからのからの幅幅幅幅広広広広いごいごいごいご知知知知見見見見をををを賜賜賜賜りましてエコタウりましてエコタウりましてエコタウりましてエコタウンのンのンのンの一一一一層層層層のののの充充充充実実実実につなにつなにつなにつなげげげげていきたいというていきたいというていきたいというていきたいというぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに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。。。。 

  今回今回今回今回のののの大会大会大会大会がががが、、、、官民官民官民官民のののの関係関係関係関係者者者者がががが一一一一体体体体となったとなったとなったとなった資源循資源循資源循資源循環型社会環型社会環型社会環型社会のののの実現実現実現実現のののの契契契契機機機機となりとなりとなりとなり、、、、よりよりよりより一一一一層層層層全国全国全国全国のエコタウンがともにのエコタウンがともにのエコタウンがともにのエコタウンがともに発展発展発展発展していけることをしていけることをしていけることをしていけることを祈念祈念祈念祈念いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、私私私私のあいさつとのあいさつとのあいさつとのあいさつとささささせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。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どうもありがとうございます。（。（。（。（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。。。。 

  そそそそれれれれではではではでは、、、、最後最後最後最後にににに、、、、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一一一一言言言言ごあごあごあごあいさつをいさつをいさつを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。。。。 

 藤村会長藤村会長藤村会長藤村会長 

  おはようございますおはようございますおはようございますおはようございます。。。。ごごごご紹介紹介紹介紹介にあにあにあにあずずずずかりましたかりましたかりましたかりました藤村藤村藤村藤村でございますでございますでございますでございます。。。。 

  ここここんんんんなにたくさなにたくさなにたくさなにたくさんんんんのののの皆様方皆様方皆様方皆様方のごのごのごのご参参参参加加加加をいただきましてをいただきましてをいただきましてをいただきまして、、、、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。。。。またまたまたまた、、、、公公公公務務務務でごでごでごでご多忙多忙多忙多忙なとこなとこなとこなところろろろ、、、、神田知事様神田知事様神田知事様神田知事様、、、、そしてパートナーシップのそしてパートナーシップのそしてパートナーシップのそしてパートナーシップの深谷会長深谷会長深谷会長深谷会長、、、、経済産経済産経済産経済産業省業省業省業省君塚室長君塚室長君塚室長君塚室長からあいさつをいただきましてからあいさつをいただきましてからあいさつをいただきましてからあいさつをいただきまして、、、、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。。。。そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの大会大会大会大会にににに向向向向けてけてけてけて大大大大変変変変なごなごなごなご尽力尽力尽力尽力をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました関係関係関係関係者者者者のののの皆様方皆様方皆様方皆様方、、、、特特特特にににに愛知県愛知県愛知県愛知県のののの皆様方皆様方皆様方皆様方にににに、、、、厚厚厚厚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ますますますます。。。。ほんほんほんほんとうにありがとうございましたとうにありがとうございましたとうにありがとうございましたとうにありがとうございました。。。。 

  ゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションは、、、、1994 年年年年にににに国連大学国連大学国連大学国連大学においてにおいてにおいてにおいて提唱提唱提唱提唱さささされれれれたものでございますたものでございますたものでございますたものでございます。。。。ここここれれれれはははは、、、、ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、92 年年年年にリにリにリにリオオオオのののの環境環境環境環境サミットにおサミットにおサミットにおサミットにおいていていていて宣宣宣宣言言言言さささされれれれましたましたましたました持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発展発展発展発展をををを具具具具体的体的体的体的にににに実施実施実施実施するためのするためのするためのするための行行行行動動動動のためのコンセプトのためのコンセプトのためのコンセプトのためのコンセプト、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは手手手手法法法法としてとしてとしてとして提唱提唱提唱提唱さささされれれれたものでごたものでごたものでごたものでございますざいますざいますざいます。。。。幸幸幸幸いにしていにしていにしていにして、、、、大大大大変変変変学学学学界界界界、、、、産業産業産業産業界界界界、、、、自治体自治体自治体自治体、、、、そしてそしてそしてそして市市市市民民民民のののの皆様方皆様方皆様方皆様方のののの支支支支持持持持をををを得得得得ましましましましてててて、、、、普及普及普及普及してまいったしてまいったしてまいったしてまいったわわわわけでございますがけでございますがけでございますがけでございますが、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ではではではでは、、、、2000 年年年年にににに、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる進展進展進展進展をををを図図図図るためにるためにるためにるために、、、、学学学学界界界界、、、、産業産業産業産業界界界界、、、、そしてそしてそしてそして自治体自治体自治体自治体ををををネネネネットットットットワワワワークとするゼロエミッションフォーラークとするゼロエミッションフォーラークとするゼロエミッションフォーラークとするゼロエミッションフォーラムをムをムをムを立立立立ちちちち上上上上げげげげましてましてましてまして、、、、そのそのそのその活動活動活動活動をををを強強強強化化化化したしたしたしたわわわわけでございますけでございますけでございますけでございます。。。。大大大大変変変変幸幸幸幸いなことですがいなことですがいなことですがいなことですが、、、、現現現現在在在在ではではではでは多多多多くのくのくのくの自治体自治体自治体自治体、、、、産業産業産業産業界界界界、、、、そしてそしてそしてそして市市市市民民民民のののの皆様方皆様方皆様方皆様方がががが、、、、活活活活発発発発にごにごにごにご活動活動活動活動いただいていただいていただいていただいておりますおりますおりますおりますしししし、、、、海外海外海外海外においてもいにおいてもいにおいてもいにおいてもいろろろろいいいいろろろろなななな国国国国でででで活動活動活動活動がががが開開開開始始始始さささされれれれているているているている状状状状態態態態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、、、、大大大大変変変変ううううれれれれしくしくしくしく感謝感謝感謝感謝いたしているとこいたしているとこいたしているとこいたしているところろろろでございますでございますでございますでございます。。。。 

  ゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションという言言言言葉葉葉葉そのものもそのものもそのものもそのものも、、、、今今今今ではではではでは辞書辞書辞書辞書にもにもにもにも記載記載記載記載さささされれれれたたたた言言言言葉葉葉葉までにまでにまでにまでに普及普及普及普及すすすするにるにるにるに至至至至りましたりましたりましたりました。。。。当当当当初初初初はははは、、、、ゼロエミッションはゼロコミッションであるというようなゼロエミッションはゼロコミッションであるというようなゼロエミッションはゼロコミッションであるというようなゼロエミッションはゼロコミッションであるというようなふふふふざざざざけたけたけたけた話話話話もあったもあったもあったもあったわわわわけでございますがけでございますがけでございますがけでございますが、、、、このようなこのようなこのようなこのような状状状状態態態態になりましたになりましたになりましたになりました。。。。そのそのそのその普及普及普及普及のためにのためにのためにのために大大大大変変変変にににに大大大大きなきなきなきな力力力力になりましたのはになりましたのはになりましたのはになりましたのは、、、、このエコタウンこのエコタウンこのエコタウンこのエコタウン活動活動活動活動でございますでございますでございますでございます。。。。実実実実はははは、、、、ゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッションがョンがョンがョンが提唱提唱提唱提唱さささされれれれましてましてましてまして間間間間もないもないもないもない 1997年年年年にににに、、、、当当当当時時時時のののの通通通通産産産産省省省省がががが政策政策政策政策としてとしてとしてとして取取取取りりりり上上上上げげげげらららられれれれましてましてましてまして、、、、エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン事業事業事業事業をををを開開開開始始始始さささされれれれたたたたわわわわけでございますけでございますけでございますけでございます。。。。そのエコタウンそのエコタウンそのエコタウンそのエコタウン事業事業事業事業、、、、現現現現在在在在ではではではでは 26カカカカ所所所所でででで、、、、非常非常非常非常にすにすにすにすばばばばらしいらしいらしいらしい活動活動活動活動になってまいっておりますになってまいっておりますになってまいっておりますになってまいっております。。。。このこのこのこの活動活動活動活動をををを通通通通じじじじましてましてましてまして、、、、世界世界世界世界にににに、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなアジアのなアジアのなアジアのなアジアの国国国国々々々々とのとのとのとの交交交交流流流流もももも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、このゼロエミッションというこのゼロエミッションというこのゼロエミッションというこのゼロエミッションという活動活動活動活動がががが大大大大きくきくきくきく普普普普及及及及したということでしたということでしたということでしたということで、、、、大大大大変変変変にににに感謝感謝感謝感謝いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。 

  そそそそれれれれからからからから 10 年年年年、、、、世世世世のののの中大中大中大中大変変変変変変変変わわわわってしまいましたってしまいましたってしまいましたってしまいました。。。。当当当当初初初初思思思思ったよりもったよりもったよりもったよりも非常非常非常非常にににに速速速速いスいスいスいスピピピピーーーードドドドでででで世世世世のののの中中中中がががが変変変変わわわわってきておりますってきておりますってきておりますってきております。。。。資源問資源問資源問資源問題題題題、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは気候気候気候気候変動問変動問変動問変動問題題題題、、、、非常非常非常非常にににに重重重重くくくく世界世界世界世界にににに覆覆覆覆いかいかいかいかぶぶぶぶさっておりますさっておりますさっておりますさっております。。。。資資資資源循源循源循源循環社会環社会環社会環社会、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは低炭素低炭素低炭素低炭素社会社会社会社会ということをということをということをということをベベベベースにいースにいースにいースにいたしましてたしましてたしましてたしまして新新新新しいしいしいしい持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づくりづくりづくりづくりがががが、、、、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、、、、新新新新しいしいしいしいエコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウンの進進進進化化化化、、、、進展進展進展進展がががが見見見見らららられれれれるようにるようにるようにる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。。。。本日本日本日本日とととと明明明明日日日日とととと、、、、いいいいろんろんろんろんなななな立立立立派派派派なななな発発発発表表表表がなさがなさがなさがなされれれれますますますますがががが、、、、そのテーそのテーそのテーそのテーママママをををを拝拝拝拝見見見見いたしましてもいたしましてもいたしましてもいたしましても、、、、このこのこのこの新新新新しいしいしいしい進進進進化化化化をををを実実実実感感感感するとこするとこするとこするところろろろでございますでございますでございますでございます。。。。 
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  どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、いいいいろんろんろんろんなななな発発発発表表表表、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは討討討討議議議議をををを通通通通じじじじましてましてましてまして、、、、知知知知識識識識をををを共共共共有有有有しししし、、、、みみみみんんんんなでなでなでなで考考考考ええええ、、、、そそそそしてみしてみしてみしてみんんんんなでなでなでなで実行実行実行実行のスのスのスのスピピピピーーーードドドドをををを早早早早めてめてめてめて、、、、我我我我々々々々にににに非常非常非常非常にににに短短短短いいいい、、、、限限限限らららられれれれたたたた時時時時間間間間をををを克服克服克服克服するするするする努努努努力力力力をしていかなけをしていかなけをしていかなけをしていかなければればればればならないというならないというならないというなら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。。。。 

  皆皆皆皆ささささまままま方方方方にとりましてもにとりましてもにとりましてもにとりましても、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは社会社会社会社会にとりましてもにとりましてもにとりましてもにとりましても、、、、このこのこのこの大会大会大会大会、、、、フォーラムがフォーラムがフォーラムがフォーラムが有有有有益益益益なものになりますことをなものになりますことをなものになりますことをなものになりますことを祈願祈願祈願祈願いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、ごあいさつといたしますごあいさつといたしますごあいさつといたしますごあいさつといたします。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうございましたございましたございましたございました。（。（。（。（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。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、基調講演基調講演基調講演基調講演 I へへへへとととと参参参参りますがりますがりますがりますが、、、、準準準準備備備備ができますまでができますまでができますまでができますまで、、、、いましいましいましいましばばばばらくおらくおらくおらくお待待待待ちくちくちくちくださいださいださいださい。。。。 
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基調講演基調講演基調講演基調講演 IIII        司会司会司会司会            そそそそれれれれではではではでは、、、、おおおお待待待待たたたたせせせせいたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。基調講演基調講演基調講演基調講演 IIII へへへへとととと進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの時時時時間間間間はははは、「、「、「、「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発展発展発展発展とゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッション」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、国連大学副学長国連大学副学長国連大学副学長国連大学副学長、、、、東京大学東京大学東京大学東京大学大学院農大学院農大学院農大学院農学生命科学研究科教授学生命科学研究科教授学生命科学研究科教授学生命科学研究科教授、、、、東京大学東京大学東京大学東京大学サステイナビリティサステイナビリティサステイナビリティサステイナビリティ学連携研究機構副機構長学連携研究機構副機構長学連携研究機構副機構長学連携研究機構副機構長、、、、武内和彦武内和彦武内和彦武内和彦先先先先生生生生にごにごにごに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。。。。武内武内武内武内先先先先生生生生、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくお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。。。。        武内教授武内教授武内教授武内教授            どうもどうもどうもどうも皆皆皆皆ささささんんんん、、、、おはようございますおはようございますおはようございますおはようございます。。。。武内武内武内武内でございますでございますでございますでございます。。。。私私私私、、、、ずずずずっとっとっとっと東京大学東京大学東京大学東京大学にににに勤勤勤勤務務務務ししししていますがていますがていますがていますが、、、、今今今今年年年年のののの 7777 月月月月 1111 日日日日からからからから、、、、東大東大東大東大のののの教授教授教授教授のののの職職職職をををを残残残残したままでしたままでしたままでしたままで国連大学国連大学国連大学国連大学のののの副学長副学長副学長副学長にににに就就就就任任任任いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。そそそそれれれれ以以以以来来来来、、、、藤村会長藤村会長藤村会長藤村会長からはからはからはからは何何何何度度度度もいもいもいもいろんろんろんろんなとこなとこなとこなところろろろにににに話話話話をしにいくようにをしにいくようにをしにいくようにをしにいくようにというというというという要要要要請請請請がございましてがございましてがございましてがございまして、、、、ききききょょょょうもそのうもそのうもそのうもその指指指指示示示示でででで皆皆皆皆ささささんんんんにににに話話話話をするということでをするということでをするということでをするということで参参参参りましりましりましりましたたたた。。。。先先先先ほほほほどどどど来来来来、、、、久久久久ししししぶぶぶぶりにりにりにりに神田知事神田知事神田知事神田知事ととととおおおお会会会会いいたしましたいいたしましたいいたしましたいいたしました。。。。実実実実はははは、、、、このこのこのこの中中中中にはごにはごにはごにはご存存存存じじじじのののの方方方方もおらもおらもおらもおられれれれるとるとるとると思思思思いますけいますけいますけいますけれれれれどもどもどもども、、、、私私私私はははは、、、、大大大大変変変変深深深深くくくく愛知愛知愛知愛知万博万博万博万博にににに関関関関与与与与いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、つらいつらいつらいつらい思思思思いもいたしましたがいもいたしましたがいもいたしましたがいもいたしましたが、、、、万博万博万博万博はははは結結結結果果果果的的的的にににに大大大大変変変変なななな大成大成大成大成功功功功をおさめましたをおさめましたをおさめましたをおさめました。。。。そしてこそしてこそしてこそしてこれれれれがががが愛知県愛知県愛知県愛知県、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは名古屋市名古屋市名古屋市名古屋市におけるにおけるにおけるにおける環境環境環境環境をををを考考考考ええええるるるる大大大大きなきっかけになったということをきなきっかけになったということをきなきっかけになったということをきなきっかけになったということを、、、、先先先先ほほほほどどどど知知知知事事事事からからからから伺伺伺伺いましていましていましていまして、、、、大大大大変変変変ううううれれれれしくしくしくしく思思思思ったとこったとこったとこったところろろろですですですです。。。。            ききききょょょょうはうはうはうは、、、、今今今今後後後後のののの愛知県愛知県愛知県愛知県のののの環境行政環境行政環境行政環境行政にもにもにもにもややややややややかかかかかかかかわわわわるかもしるかもしるかもしるかもしれれれれまままませんせんせんせんがががが、、、、ゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッションをョンをョンをョンを中中中中心心心心におにおにおにお話話話話をさをさをさをさせせせせていただいてていただいてていただいてていただいて、、、、最後最後最後最後にににに、、、、ここここれれれれもももも皆皆皆皆ささささんんんんごごごご承承承承知知知知だとだとだとだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、私私私私もきもきもきもきょょょょうううう、、、、ババババッジもつけさッジもつけさッジもつけさッジもつけさせせせせていただいていますがていただいていますがていただいていますがていただいていますが、、、、COP10COP10COP10COP10にちにちにちにちょょょょっとっとっとっとふれふれふれふれささささせせせせていただきていただきていただきていただきますますますます。。。。COPCOPCOPCOPというとというとというとというと、、、、気候気候気候気候変動枠変動枠変動枠変動枠組組組組条条条条約約約約のののの締締締締約約約約国会議国会議国会議国会議のこととのこととのこととのことと思思思思っているっているっているっている人人人人がががが多多多多いいいいんんんんですがですがですがですが、、、、国連国連国連国連のののの条条条条約約約約がががが全部全部全部全部締締締締約約約約国会議国会議国会議国会議でしてでしてでしてでして、、、、生物生物生物生物多多多多様様様様性条性条性条性条約約約約についてのについてのについてのについての COPCOPCOPCOP のののの第第第第 10101010 番番番番目目目目がががが 2010201020102010年年年年にににに愛知愛知愛知愛知、、、、名古屋名古屋名古屋名古屋でででで開催開催開催開催さささされれれれるということでるということでるということでるということで、、、、ここここれれれれまたまたまたまた大大大大変変変変新新新新しいしいしいしい環境環境環境環境のののの時時時時代代代代をををを切切切切りりりり開開開開くくくくにににに当当当当たってたってたってたって重要重要重要重要なイなイなイなイベベベベントだとントだとントだとントだと私私私私はははは考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。最最最最近近近近はははは愛知県愛知県愛知県愛知県のののの皆皆皆皆ささささんんんんとはとはとはとは交交交交流流流流のののの機機機機会会会会がががが少少少少なかったのですがなかったのですがなかったのですがなかったのですが、、、、私私私私もももも国連大学国連大学国連大学国連大学ののののほほほほうでこのうでこのうでこのうでこの生物生物生物生物多多多多様様様様性条性条性条性条約約約約にもにもにもにも関係関係関係関係いたしておいたしておいたしておいたしておりますのでりますのでりますのでりますので、、、、ぜひぜひぜひぜひまたまたまたまた皆皆皆皆ささささんんんんとととと一一一一緒緒緒緒にににに仕仕仕仕事事事事ができるができるができるができる機会機会機会機会があがあがあがあればればればればとととと考考考考ええええていますていますていますています。。。。            国連大学国連大学国連大学国連大学というのはというのはというのはというのは、、、、国連機国連機国連機国連機関関関関としてはとしてはとしてはとしては唯唯唯唯一日本一日本一日本一日本にににに本部本部本部本部をををを持持持持つつつつ組組組組織織織織でででで、、、、知知知知識識識識のののの創創創創出出出出、、、、人人人人々々々々のののの能能能能力力力力育育育育成成成成、、、、そそそそれれれれらのらのらのらの社会社会社会社会へへへへのののの普及普及普及普及というようなことをというようなことをというようなことをというようなことをややややっておりますっておりますっておりますっております。。。。私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、ゼロゼロゼロゼロエミッションのエミッションのエミッションのエミッションの活動活動活動活動というのはというのはというのはというのは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学がががが世界世界世界世界およびおよびおよびおよび日本日本日本日本のののの社会社会社会社会にににに対対対対してしてしてして情報情報情報情報をををを発発発発信信信信すすすするるるる上上上上でででで重要重要重要重要なななな取取取取りりりり組組組組みだとみだとみだとみだと考考考考ええええていますていますていますています。。。。            国連大学国連大学国連大学国連大学はいはいはいはいろんろんろんろんなことをなことをなことをなことをややややっていますっていますっていますっています。。。。そそそそれれれれ自身自身自身自身がががが 1111 つのつのつのつの学術学術学術学術的的的的なななな組組組組織織織織であるとであるとであるとであると同時同時同時同時にににに、、、、国連国連国連国連とととと社会社会社会社会をををを結結結結びつけるびつけるびつけるびつける、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは国連国連国連国連のシンクタンクとしてののシンクタンクとしてののシンクタンクとしてののシンクタンクとしての役割役割役割役割をををを持持持持っていますっていますっていますっています。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学のののの学長学長学長学長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連事務国連事務国連事務国連事務総総総総長長長長のののの直直直直属属属属にあたりますにあたりますにあたりますにあたります。。。。国連事務国連事務国連事務国連事務総総総総長長長長はははは、、、、今今今今ババババン・ン・ン・ン・ギギギギムンさムンさムンさムンさんんんんですですですです。。。。最最最最近近近近日本日本日本日本にににに来来来来らららられれれれたたたたんんんんですがですがですがですが、、、、ババババン・ン・ン・ン・ギギギギムンさムンさムンさムンさんんんんからもからもからもからも、、、、ぜひぜひぜひぜひ気気気気候候候候変動変動変動変動をはをはをはをはじじじじめとしてめとしてめとしてめと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みたいのでみたいのでみたいのでみたいので、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のののの方方方方でいいでいいでいいでいい知知知知恵恵恵恵があったらがあったらがあったらがあったらぜひぜひぜひぜひ私私私私にににに直接直接直接直接伝伝伝伝ええええるようにというるようにというるようにというるようにという話話話話がございましたしがございましたしがございましたしがございましたし、、、、事務事務事務事務総総総総長長長長がががが、、、、日本日本日本日本にににに来来来来らららられれれれてててて、、、、ククククールビールビールビールビズズズズがががが日本日本日本日本でででで普及普及普及普及していることをしていることをしていることをしていることを認認認認識識識識さささされれれれてててて、、、、ごごごご自身自身自身自身ももももネネネネクタイをクタイをクタイをクタイを取取取取らららられれれれてててて、「、「、「、「私私私私ががががネネネネクタイをクタイをクタイをクタイを取取取取ってってってって講演講演講演講演するのはするのはするのはするのは初初初初めてですめてですめてですめてです」」」」とととと言言言言ったったったったわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、帰帰帰帰ってってってってニニニニューューューューヨヨヨヨークでークでークでークで早早早早速速速速室内室内室内室内温温温温度度度度をををを上上上上げげげげるようにしましたるようにしましたるようにしましたるようにしました。。。。もともともともともともともともと国国国国連連連連のののの組組組組織織織織というのはというのはというのはというのは、、、、夏夏夏夏のののの冷房温冷房温冷房温冷房温度度度度がががが 22222222度度度度だったのですだったのですだったのですだったのです。。。。寒寒寒寒いいいいぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの温温温温度度度度ですですですです。。。。そそそそれれれれをををを 25252525度度度度にするというにするというにするというにするという英断英断英断英断をををを彼彼彼彼がしたのですがしたのですがしたのですがしたのです。。。。ここここれれれれももももややややっっっっぱぱぱぱりりりり日本日本日本日本のののの活動活動活動活動がががが広広広広くくくく国連国連国連国連のののの中中中中にににに広広広広まっていったということのあかしだとまっていったということのあかしだとまっていったということのあかしだとまっていったということのあかしだと思思思思いいいいますますますます。。。。            国連大学国連大学国連大学国連大学はははは、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな新新新新しいしいしいしい社会社会社会社会へへへへのののの普及普及普及普及にににに関関関関するするするする取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの場場場場をををを提提提提供供供供するというこするというこするというこするということでとでとでとで、、、、まさにこのゼロエミッションフォーラムはまさにこのゼロエミッションフォーラムはまさにこのゼロエミッションフォーラムはまさにこのゼロエミッションフォーラムは日本日本日本日本のののの産業産業産業産業界界界界、、、、自治体自治体自治体自治体、、、、市市市市民民民民をををを巻巻巻巻きききき込込込込んんんんだだだだ新新新新しいしいしいしい土俵土俵土俵土俵、、、、アリーナをアリーナをアリーナをアリーナを皆皆皆皆ささささんんんんにににに提提提提供供供供ささささせせせせていただくということでていただくということでていただくということでていただくということで、、、、ここここれれれれはははは大大大大変重要変重要変重要変重要なななな
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活動活動活動活動だとだとだとだと私私私私もももも考考考考ええええておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、副学長副学長副学長副学長としてとしてとしてとしてぜひぜひぜひぜひ今今今今後後後後ともこうしともこうしともこうしともこうしたたたた活動活動活動活動をををを継継継継続続続続、、、、発展発展発展発展ささささせせせせ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えええていますていますていますています。。。。            国連大学国連大学国連大学国連大学はははは、、、、日本日本日本日本にあるにあるにあるにある組組組組織織織織ですがですがですがですが、、、、世界世界世界世界にににに 13131313ののののブブブブランランランランチチチチといといといといろんろんろんろんなプログラムがありなプログラムがありなプログラムがありなプログラムがありますますますます。。。。このこのこのこの地地地地図図図図でででで点点点点がががが打打打打たたたたれれれれているとこているとこているとこているところろろろがががが、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学がががが今活動今活動今活動今活動しているしているしているしている場所場所場所場所ですがですがですがですが、、、、途途途途上上上上国国国国もももも含含含含めめめめ、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな活動活動活動活動がががが展開展開展開展開さささされれれれていますていますていますています。。。。ここここれれれれをををを環境環境環境環境のののの時時時時代代代代というというというという点点点点でででで考考考考ええええますますますますとととと、、、、日本日本日本日本だけをよくしてもだけをよくしてもだけをよくしてもだけをよくしても、、、、例例例例えばえばえばえば地地地地球球球球温暖温暖温暖温暖化化化化はははは解決解決解決解決できないできないできないできないわわわわけでけでけでけで、、、、そのそのそのその意意意意味味味味ではではではでは、、、、新新新新興興興興国国国国、、、、途途途途上上上上国国国国をどうするかがをどうするかがをどうするかがをどうするかが大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題ですですですです。。。。特特特特にににに今今今今、、、、気候気候気候気候変動変動変動変動でででで話話話話題題題題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、、、、気候気候気候気候変動変動変動変動がががが避避避避けらけらけらけられれれれないときにないときにないときにないときに、、、、そのそのそのその影響影響影響影響をををを最最最最もももも受受受受けるのはけるのはけるのはけるのは、、、、実実実実はははは CO2CO2CO2CO2 をををを排排排排出出出出しているしているしているしている先先先先進国進国進国進国やややや新新新新興興興興国国国国ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、アフリアフリアフリアフリカカカカのののの最最最最貧貧貧貧国国国国のようなのようなのようなのような地域地域地域地域ですですですです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、そういうとそういうとそういうとそういうとこここころろろろにいかににいかににいかににいかに我我我我々々々々がががが手手手手をををを差差差差しししし伸伸伸伸べべべべていけるのかはていけるのかはていけるのかはていけるのかは、、、、国連国連国連国連としてはとしてはとしてはとし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課題課題課題課題だといだといだといだということですうことですうことですうことです。。。。日本日本日本日本もももも、、、、そしてそしてそしてそして日本日本日本日本のののの自治体自治体自治体自治体もももも、、、、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろにまでにまでにまでにまで思思思思いをいをいをいを馳馳馳馳せせせせてててて、、、、国際国際国際国際協力協力協力協力もももも含含含含めてめてめてめて、、、、環境環境環境環境のののの問問問問題題題題はははは考考考考ええええていかなけていかなけていかなけていかなければればればればならないならないならないならない。。。。自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの地域地域地域地域だけがよけだけがよけだけがよけだけがよけれれれればばばばいいということではないといいということではないといいということではないといいということではないと考考考考ええええておくておくておくておく必必必必要要要要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。。。。            さてさてさてさて、、、、最最最最近近近近、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性（（（（サステイナビリティサステイナビリティサステイナビリティサステイナビリティ））））がががが大大大大きなきなきなきな話話話話題題題題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。。。。私私私私もももも、、、、東京大学東京大学東京大学東京大学にサステイナビリにサステイナビリにサステイナビリにサステイナビリティティティティ学連携研究機構学連携研究機構学連携研究機構学連携研究機構をををを設立設立設立設立しししし、、、、小宮小宮小宮小宮山山山山総総総総長長長長（（（（機構長機構長機構長機構長））））のもとでのもとでのもとでのもとで副機構長副機構長副機構長副機構長としてとしてとしてとして活動活動活動活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。。。。このこのこのこの機構機構機構機構はははは、、、、東京大学東京大学東京大学東京大学以以以以外外外外にもにもにもにも、、、、京都大学京都大学京都大学京都大学、、、、大大大大阪阪阪阪大学大学大学大学、、、、北海道北海道北海道北海道大学大学大学大学、、、、茨城茨城茨城茨城大学大学大学大学などのなどのなどのなどの大学大学大学大学・・・・研究機研究機研究機研究機関関関関ががががチチチチームをつくってームをつくってームをつくってームをつくって、、、、オオオオールジールジールジールジャャャャパンでパンでパンでパンで持続持続持続持続可能可能可能可能性性性性のののの問問問問題題題題をををを追求追求追求追求しようというしようというしようというしようという取取取取りりりり組組組組みですみですみですみです。。。。このこのこのこの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに当当当当たってたってたってたって、、、、ななななぜぜぜぜ我我我我々々々々はははは環環環環境境境境というというというという言言言言葉葉葉葉ではなくてではなくてではなくてではなくて持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性というというというという言言言言葉葉葉葉をををを使使使使わわわわなけなけなけなければればればればいけないのかについていけないのかについていけないのかについていけないのかについて考考考考ええええたことがありますたことがありますたことがありますたことがあります。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん環境環境環境環境はははは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事ですがですがですがですが、、、、環境環境環境環境というというというという言言言言葉葉葉葉だけをだけをだけをだけを使使使使うとうとうとうと、、、、環環環環境境境境とととと経済経済経済経済というのをというのをというのをというのを切切切切りりりり離離離離してしてしてして、、、、ややややややややもするともするともするともすると環境環境環境環境のことだのことだのことだのことだけをけをけをけを考考考考ええええるるるる、、、、そしてそしてそしてそして経済経済経済経済をををを大大大大事事事事にするにするにするにする人人人人はははは経済経済経済経済のことだけをのことだけをのことだけをのことだけを考考考考ええええるるるる。。。。そのそのそのその結結結結果果果果 2222つのつのつのつの異異異異なるなるなるなる道筋道筋道筋道筋となってとなってとなってとなって、、、、対対対対立構立構立構立構造造造造がががが生生生生ままままれれれれるるるる。。。。そそそそれれれれにににに対対対対してしてしてして、、、、国連国連国連国連ののののブブブブルントラントルントラントルントラントルントラント委委委委員員員員会会会会でででで、、、、議長議長議長議長をををを務務務務めらめらめらめられれれれたたたたブブブブルントラルントラルントラルントラントさントさントさントさんんんんのののの指指指指揮下揮下揮下揮下のもとにのもとにのもとにのもとに持続可能持続可能持続可能持続可能なななな開発開発開発開発（（（（サステイナサステイナサステイナサステイナブブブブル・ル・ル・ル・デベデベデベデベロップロップロップロップメメメメントントントント））））というというというという概概概概念念念念がががが生生生生ままままれれれれ、、、、そしてそしてそしてそして世界世界世界世界にににに普及普及普及普及していったのですしていったのですしていったのですしていったのです。。。。このこのこのこの考考考考ええええ方方方方のののの根根根根本本本本はははは、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済はははは不不不不可可可可分分分分のものでありのものでありのものでありのものであり、、、、そのそのそのその両両両両方方方方がうまくいくようながうまくいくようながうまくいくようながうまくいくような社会社会社会社会のシステムをつくらないのシステムをつくらないのシステムをつくらないのシステムをつくらない限限限限りりりり地地地地球球球球環境環境環境環境のののの将将将将来来来来はないはないはないはない、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた人人人人間間間間生生生生活活活活のののの将将将将来来来来もないということをもないということをもないということをもないということを明明明明示示示示的的的的にににに示示示示したのですしたのですしたのですしたのです。。。。ですですですですからからからから、、、、非常非常非常非常にににに日本人日本人日本人日本人にとってはなかなかにとってはなかなかにとってはなかなかにとってはなかなか理解理解理解理解がががが難難難難しいですがしいですがしいですがしいですが、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性（（（（サステイサステイサステイサステイナビリティナビリティナビリティナビリティ））））にににに関関関関してしてしてして開発開発開発開発（（（（デベデベデベデベロップロップロップロップメメメメントントントント））））というというというという言言言言葉葉葉葉がががが付随付随付随付随しているのはしているのはしているのはしているのは、、、、まさにまさにまさにまさにそういうそういうそういうそういうふふふふうなうなうなうな意意意意味味味味なのですなのですなのですなのです。。。。         国連国連国連国連がこのがこのがこのがこのブブブブルントラントさルントラントさルントラントさルントラントさんんんんのののの考考考考ええええ方方方方をををを受受受受けてけてけてけて、、、、1992199219921992 年年年年にににに、、、、そのそのそのその後後後後のののの歴史歴史歴史歴史にににに残残残残るるるる国際国際国際国際会議会議会議会議をををを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。ここここれれれれががががブブブブラジルでラジルでラジルでラジルで開催開催開催開催さささされれれれたたたた地地地地球球球球サミットですサミットですサミットですサミットです。。。。地地地地球球球球サミットのサミットのサミットのサミットの正式正式正式正式のののの名名名名称称称称をををを皆皆皆皆ささささんんんんぜひぜひぜひぜひ覚覚覚覚ええええておいていただきたいのですがておいていただきたいのですがておいていただきたいのですがておいていただきたいのですが、、、、そそそそれれれれはははは、「、「、「、「環境環境環境環境とととと開発開発開発開発にににに関関関関するするするする国国国国連会議連会議連会議連会議」」」」ですですですです。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、環境環境環境環境だけをだけをだけをだけを議議議議論論論論するのではなくするのではなくするのではなくするのではなく、、、、開発開発開発開発をセットでをセットでをセットでをセットで議議議議論論論論するといするといするといするというううう、、、、まさにまさにまさにまさにブブブブルントラントルントラントルントラントルントラント委委委委員員員員会会会会がががが提唱提唱提唱提唱したしたしたした持続可能持続可能持続可能持続可能なななな開発開発開発開発（（（（サステイナサステイナサステイナサステイナブブブブル・ル・ル・ル・デベデベデベデベロップロップロップロップメメメメントントントント））））のののの考考考考ええええ方方方方にににに基基基基づいてづいてづいてづいて議議議議論論論論がなさがなさがなさがなされれれれたのですたのですたのですたのです。。。。そそそそれれれれがががが、、、、そのそのそのその後後後後世界世界世界世界にににに普及普及普及普及したというしたというしたというしたということですことですことですことです。。。。このこのこのこの会議会議会議会議をををを契契契契機機機機にににに誕誕誕誕生生生生したしたしたした条条条条約約約約がががが幾幾幾幾つかありますつかありますつかありますつかあります。。。。            そのうちのそのうちのそのうちのそのうちの一一一一つがつがつがつが、、、、気候気候気候気候変動枠変動枠変動枠変動枠組組組組条条条条約約約約、、、、もうもうもうもう一一一一つがつがつがつが生物生物生物生物多多多多様様様様性条性条性条性条約約約約ですですですです。。。。私私私私がががが関係関係関係関係してしてしてしているいるいるいる、、、、あまりあまりあまりあまり皆皆皆皆ささささんんんんごごごご存存存存じじじじないないないない条条条条約約約約がもうがもうがもうがもう一一一一つありますがつありますがつありますがつありますが、、、、そそそそれれれれはははは砂漠砂漠砂漠砂漠化対化対化対化対処条処条処条処条約約約約ですですですです。。。。砂漠砂漠砂漠砂漠化化化化はははは、、、、日本日本日本日本ではではではでは、、、、鳥鳥鳥鳥取取取取砂丘砂丘砂丘砂丘がなくなるとがなくなるとがなくなるとがなくなると困困困困るというのでるというのでるというのでるというので一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命木木木木をををを植植植植ええええているているているているぐぐぐぐららららいですからいですからいですからいですから、、、、深深深深刻刻刻刻ではありまではありまではありまではありませんせんせんせんがががが、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、中国中国中国中国ややややモンモンモンモンゴゴゴゴルのルのルのルの砂漠砂漠砂漠砂漠化化化化がががが日本日本日本日本にににに及及及及ぼぼぼぼすすすす影影影影響響響響をををを考考考考ええええるとるとるとると、、、、ここここれれれれもももも非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな条条条条約約約約だとだとだとだと私私私私自身自身自身自身はははは考考考考ええええていましてていましてていましてていまして、、、、ぜひぜひぜひぜひそうそうそうそう条条条条約約約約のこのこのこのこともともともとも頭頭頭頭のののの片隅片隅片隅片隅にににに置置置置いていただきいていただきいていただきいていただき、、、、ここここれれれれからのからのからのからの国連国連国連国連のののの活動活動活動活動にににに注注注注目目目目をしていただけるとありがをしていただけるとありがをしていただけるとありがをしていただけるとありがたいとたいとたいと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。。。。    
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        リリリリオオオオのののの地地地地球球球球サミットのサミットのサミットのサミットの中中中中でででで、、、、アジアジアジアジェェェェンンンンダダダダ 21212121というというというという宣宣宣宣言言言言がががが公公公公表表表表さささされれれれましたましたましたました。。。。ここここれれれれはははは、、、、我我我我々々々々がががが持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をつくるをつくるをつくるをつくる際際際際のののの幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの規規規規範範範範をををを明明明明確確確確にににに提提提提示示示示さささされれれれましたましたましたました。。。。さらにローさらにローさらにローさらにローカカカカルアルアルアルアジジジジェェェェンンンンダダダダ 21212121ということでということでということでということで、、、、特特特特にににに自治体自治体自治体自治体がががが産業産業産業産業界界界界やややや市市市市民民民民とととと一一一一緒緒緒緒にいかなるにいかなるにいかなるにいかなる取取取取りりりり組組組組みをしていみをしていみをしていみをしていくのかがくのかがくのかがくのかが宣宣宣宣言言言言のののの中中中中にににに記記記記さささされれれれていますていますていますています。。。。このようにこのようにこのようにこのように、、、、このこのこのこの 1111992992992992年年年年というのはというのはというのはというのは、、、、環境環境環境環境とととと開発開発開発開発にににに関関関関してしてしてして世界世界世界世界のののの人人人人々々々々がががが一一一一緒緒緒緒にににに物物物物をををを考考考考ええええるようになりるようになりるようになりるようになり、、、、そしてそしてそしてそして地地地地球球球球にににに対対対対するするするする大大大大きなきなきなきな試試試試練練練練にににに対対対対ししししてててて国際社会国際社会国際社会国際社会がががが協協協協働働働働でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでいこうということをでいこうということをでいこうということをでいこうということを明明明明確確確確にににに皆皆皆皆がががが認認認認識識識識したしたしたした最初最初最初最初のののの出発出発出発出発点点点点といといといということになるとうことになるとうことになるとうことになる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、、、、そうしたそうしたそうしたそうした考考考考ええええ方方方方をををを受受受受けてけてけてけて、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ではゼロエミッシではゼロエミッシではゼロエミッシではゼロエミッションというョンというョンというョンという議議議議論論論論をををを展開展開展開展開いたしますいたしますいたしますいたします。。。。            ゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションという言言言言葉葉葉葉はははは、、、、当当当当時国連大学時国連大学時国連大学時国連大学にいたグンター・パウリというにいたグンター・パウリというにいたグンター・パウリというにいたグンター・パウリという人人人人がががが最初最初最初最初にににに提唱提唱提唱提唱したものでしたものでしたものでしたもので、、、、私私私私どもはそのどもはそのどもはそのどもはその概概概概念念念念をををを引引引引きききき継継継継いでいますがいでいますがいでいますがいでいますが、、、、当当当当初初初初はははは、、、、CO2CO2CO2CO2のののの排排排排出出出出のようなのようなのようなのような問問問問題題題題はあまりはあまりはあまりはあまり意意意意識識識識せずせずせずせずにににに、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを資源資源資源資源にににに置置置置きききき換換換換ええええることでることでることでることで廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がゼロになるがゼロになるがゼロになるがゼロになる、、、、言言言言ってってってってみるとみるとみるとみるとゴゴゴゴミゼロというようなミゼロというようなミゼロというようなミゼロというような意意意意味味味味でゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションを考考考考ええええたたたたわわわわけですけですけですけです。。。。しかししかししかししかし、、、、後後後後からからからから考考考考ええええてみるとてみるとてみるとてみると、、、、このこのこのこの言言言言葉葉葉葉はははは非常非常非常非常にいいにいいにいいにいい言言言言葉葉葉葉ななななんんんんですですですですねねねね。。。。といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは、、、、今今今今のののの地地地地球球球球温暖温暖温暖温暖化化化化をもたらしているをもたらしているをもたらしているをもたらしている CO2CO2CO2CO2のののの排排排排出出出出、、、、ああああれれれれはははは英語英語英語英語ではではではでは CO2CO2CO2CO2のののの emissionemissionemissionemissionとととと言言言言うのですうのですうのですうのですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、エミッションというエミッションというエミッションというエミッションという言言言言葉葉葉葉はははは、、、、ただただただただ単単単単にごみがゼロであるということだけではなくてにごみがゼロであるということだけではなくてにごみがゼロであるということだけではなくてにごみがゼロであるということだけではなくて、、、、気候気候気候気候変動変動変動変動にににに影響影響影響影響をもたらすをもたらすをもたらすをもたらす温温温温室室室室効効効効果果果果ガスのガスのガスのガスの排排排排出出出出もももも限限限限りなくゼロにりなくゼロにりなくゼロにりなくゼロに近近近近づけていくというづけていくというづけていくというづけていくというふふふふうなうなうなうな意意意意味味味味合合合合いがいがいがいが同時同時同時同時にあるにあるにあるにあるわわわわけですけですけですけです。。。。            私私私私自身自身自身自身はははは、、、、今今今今、、、、国国国国のののの審審審審議会議会議会議会等等等等でこういうことをでこういうことをでこういうことをでこういうことを申申申申しししし上上上上げげげげておりますておりますておりますております。。。。最最最最近近近近はははは、、、、ややややややややもすもすもすもするとるとるとると、、、、低炭素低炭素低炭素低炭素社会社会社会社会とととと切切切切りりりり離離離離してしてしてして、、、、まるでまるでまるでまるで CO2CO2CO2CO2 をををを減減減減らすことがらすことがらすことがらすことが社会社会社会社会のののの最最最最終目的終目的終目的終目的であるかのよであるかのよであるかのよであるかのようなうなうなうな言言言言いいいい方方方方がががが強過強過強過強過ぎぎぎぎるるるる。。。。そそそそれれれれにににに対対対対してしてしてして私私私私はははは、、、、問問問問題題題題はははは多多多多岐岐岐岐にににに渡渡渡渡りりりり、、、、そのそのそのその中中中中にはにはにはには循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会のののの問問問問題題題題もありもありもありもあり、、、、そそそそれれれれからからからから生物生物生物生物多多多多様様様様性性性性をををを保保保保全全全全したしたしたした自自自自然然然然共生社会共生社会共生社会共生社会のののの問問問問題題題題もありもありもありもあり、、、、またまたまたまた人人人人々々々々のののの豊豊豊豊かかかかなななな暮暮暮暮らしもありらしもありらしもありらしもあり、、、、地域地域地域地域らしさのらしさのらしさのらしさの維維維維持持持持のののの問問問問題題題題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問問問問題題題題をトータルにをトータルにをトータルにをトータルに考考考考ええええるるるる中中中中のののの一一一一つのつのつのつの重要重要重要重要なななな手段手段手段手段としてとしてとしてとして CO2CO2CO2CO2 のののの削減削減削減削減をををを図図図図っていくというようにっていくというようにっていくというようにっていくというように考考考考ええええていくていくていくていくべべべべきだときだときだときだと申申申申しししし上上上上げげげげているているているているわわわわけですけですけですけです。。。。そのそのそのその意意意意味味味味でででで、、、、ゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションという言言言言葉葉葉葉はははは、、、、低炭素低炭素低炭素低炭素社会社会社会社会とととと循循循循環型社環型社環型社環型社会会会会をををを大大大大きくつなきくつなきくつなきくつなぐぐぐぐコンセプトになりコンセプトになりコンセプトになりコンセプトになり得得得得るとるとるとると私私私私はははは考考考考ええええていますていますていますています。。。。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ををををぜひぜひぜひぜひ、、、、日日日日本本本本のみならのみならのみならのみならずずずず、、、、世界世界世界世界にににに発発発発信信信信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。。。。            当当当当初初初初のゼロエミッションののゼロエミッションののゼロエミッションののゼロエミッションの考考考考ええええ方方方方はははは、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、もともともともともともともともと廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして外外外外にににに出出出出ていくもていくもていくもていくものがのがのがのが、、、、まるでまるでまるでまるで価価価価値値値値のないもののないもののないもののないもの、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、場合場合場合場合によってはそによってはそによってはそによってはそれれれれをををを処処処処理理理理するのにおするのにおするのにおするのにお金金金金がかかがかかがかかがかかるというるというるというるという意意意意味味味味でででで、、、、むしむしむしむしろろろろママママイナスのイナスのイナスのイナスの価価価価値値値値をををを持持持持つものとつものとつものとつものと考考考考ええええらららられれれれていたものをていたものをていたものをていたものを、、、、そうではなそうではなそうではなそうではなくてくてくてくて、、、、そそそそれれれれはもうはもうはもうはもう一一一一回回回回使使使使ええええるるるる資源資源資源資源だとだとだとだと考考考考ええええるようになってきたるようになってきたるようになってきたるようになってきた。。。。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宣宣宣宣言言言言ととととしてしてしてして示示示示したものですしたものですしたものですしたものです。。。。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がゼロエミッションだということですがゼロエミッションだということですがゼロエミッションだということですがゼロエミッションだということです。。。。            別別別別なななな言言言言いいいい方方方方をするとをするとをするとをすると、、、、今今今今までのまでのまでのまでの物物物物のののの製造製造製造製造過程過程過程過程はははは、、、、自自自自然然然然資源資源資源資源をををを取取取取りりりり出出出出してしてしてして、、、、そそそそれれれれをををを人人人人間間間間のののの都合都合都合都合のいいようにのいいようにのいいようにのいいように加加加加工工工工してしてしてして、、、、使使使使いいいい終終終終わわわわったらったらったらったら捨捨捨捨てるてるてるてる。。。。またまたまたまた製品製品製品製品がががが欲欲欲欲しくなしくなしくなしくなればればればれば、、、、またまたまたまた天然天然天然天然資源資源資源資源からからからから物物物物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、、、、天然天然天然天然資源資源資源資源がどがどがどがどんんんんどどどどんんんんとととと枯渇枯渇枯渇枯渇しししし、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん地域地域地域地域のののの環境環境環境環境のののの中中中中にににに蓄蓄蓄蓄積積積積していくしていくしていくしていく。。。。こういうこういうこういうこういう、、、、いいいいわばわばわばわば一方一方一方一方向向向向のののの過程過程過程過程であったであったであったであったわわわわけですけですけですけです。。。。そそそそれれれれにににに対対対対してこのゼロエミッションというのはしてこのゼロエミッションというのはしてこのゼロエミッションというのはしてこのゼロエミッションというのは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを資源資源資源資源とすることによってとすることによってとすることによってとすることによって天然天然天然天然資資資資源源源源のののの使使使使用量用量用量用量をををを減減減減らすことでらすことでらすことでらすことで地地地地球球球球環境環境環境環境にににに負荷負荷負荷負荷をををを減減減減らしてらしてらしてらして、、、、資源資源資源資源をををを人人人人間間間間のののの社会社会社会社会のののの中中中中でででで回回回回しししし使使使使いいいいをしていこうというをしていこうというをしていこうというをしていこうという考考考考ええええ方方方方だということになるだということになるだということになるだということになるわわわわけですけですけですけです。。。。            そのそのそのその意意意意味味味味でででで、、、、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資源資源資源資源にににに置置置置きききき換換換換ええええるかがるかがるかがるかが非常非常非常非常にににに大事大事大事大事ですですですです。。。。私私私私はははは、、、、このゼロエこのゼロエこのゼロエこのゼロエミッションのミッションのミッションのミッションの考考考考ええええ方方方方をををを取取取取りりりり入入入入れれれれたのがたのがたのがたのが、、、、循循循循環型社会形成推進基本計画環型社会形成推進基本計画環型社会形成推進基本計画環型社会形成推進基本計画だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの計画計画計画計画はははは、、、、法法法法律律律律によってによってによってによって策策策策定定定定がががが義義義義務務務務づけらづけらづけらづけられれれれているているているているわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、このこのこのこの法法法法律律律律をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、循循循循環環環環資源資源資源資源というというというという言言言言葉葉葉葉がががが出出出出てきますてきますてきますてきます。。。。このこのこのこの循循循循環環環環資源資源資源資源というというというという言言言言葉葉葉葉はははは、、、、天然天然天然天然資源資源資源資源にににに対対対対してのしてのしてのしての循循循循環環環環資源資源資源資源というというというという言言言言葉葉葉葉ですがですがですがですが、、、、本来本来本来本来はははは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とととと言言言言われわれわれわれていたものですていたものですていたものですていたものです。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして見見見見ればればればれば、、、、負負負負のののの価価価価値値値値しかしかしかしか持持持持たないたないたないたない。。。。しかししかししかししかし、、、、そそそそれれれれをををを循循循循環環環環資源資源資源資源とととと見見見見ることによってることによってることによってることによって正正正正のののの経済経済経済経済的的的的価価価価値値値値をもをもをもをもたらすとたらすとたらすとたらすと同時同時同時同時にににに、、、、資源循資源循資源循資源循環環環環をををを通通通通してしてしてして環境環境環境環境にににに対対対対するするするする負荷負荷負荷負荷をををを軽減軽減軽減軽減ささささせせせせていくことができていくことができていくことができていくことができ、、、、そそそそれれれれをををを産業産業産業産業のののの場場場場にににに適用適用適用適用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考考考考ええええらららられれれれたたたた。。。。ここここれれれれがががが、、、、ききききょょょょうううう皆皆皆皆ささささんんんんがおがおがおがお集集集集まりいただいまりいただいまりいただいまりいただい
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ているエコタウンというもののているエコタウンというもののているエコタウンというもののているエコタウンというも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ではないかとではないかとではないかとではないかと私私私私はははは思思思思っていますっていますっていますっています。。。。            当当当当初初初初のエコタウンののエコタウンののエコタウンののエコタウンの原原原原型型型型はははは、、、、あるあるあるある産業産業産業産業からからからから出出出出るるるる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが、、、、そのそのそのその産業産業産業産業でもうでもうでもうでもう一一一一回回回回使使使使いいいい回回回回ししししができができができができればればればればいいのですがいいのですがいいのですがいいのですが、、、、なかなかそうはいかなくてなかなかそうはいかなくてなかなかそうはいかなくてなかなかそうはいかなくて、、、、別別別別のののの産業産業産業産業ならならならなら何何何何とかとかとかとか使使使使ええええるといっるといっるといっるといったことはあるたことはあるたことはあるたことはあるわわわわけですけですけですけです。。。。そういうときにそういうときにそういうときにそういうときに、、、、産業立地産業立地産業立地産業立地をうまくをうまくをうまくをうまく組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせるるるる。。。。今今今今まではまではまではまでは廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物ですからですからですからですから、、、、企企企企業業業業がどうがどうがどうがどう組組組組みみみみ合合合合わわわわさるかはどうでもよかったさるかはどうでもよかったさるかはどうでもよかったさるかはどうでもよかったわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを資源資源資源資源ととととしてしてしてして循循循循環環環環的的的的にににに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観観観観点点点点からからからから言言言言うとうとうとうと、、、、あるあるあるある企企企企業業業業のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが別別別別のののの企企企企業業業業のののの資源資源資源資源になるになるになるになるといったといったといったといった組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせができるといったができるといったができるといったができるといった形形形形でのつながりがでのつながりがでのつながりがでのつながりが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。一一一一つのつのつのつの企企企企業業業業のののの中中中中でのつでのつでのつでのつながりがながりがながりがながりが企企企企業業業業間間間間のつながりのつながりのつながりのつながり、、、、さらにはさらにはさらにはさらには地域地域地域地域のつながりというようにのつながりというようにのつながりというようにのつながりというように進進進進化化化化していくしていくしていくしていく。。。。そしてそしてそしてそして最最最最終的終的終的終的にはにはにはには、、、、そそそそれれれれがゼロエミッションのコンセプトをがゼロエミッションのコンセプトをがゼロエミッションのコンセプトをがゼロエミッションのコンセプトをベベベベースにしたエコタウンになっていースにしたエコタウンになっていースにしたエコタウンになっていースにしたエコタウンになっていくということですくということですくということですくということです。。。。そそそそれれれれがががが、、、、今今今今日日日日、、、、二二二二つのつのつのつの組組組組織織織織をををを一一一一緒緒緒緒にににに合合合合わせわせわせわせてこのフォーラムをてこのフォーラムをてこのフォーラムをてこのフォーラムを開催開催開催開催ししししているということのているということのているということのているということの趣旨趣旨趣旨趣旨ではなではなではなではないかといかといかといかと思思思思ううううわわわわけですけですけですけです。。。。            世界世界世界世界中中中中でいでいでいでいろんろんろんろんなななな考考考考ええええ方方方方がございますがございますがございますがございます。。。。産業産業産業産業エコシステムとかエコシステムとかエコシステムとかエコシステムとか、、、、クロークロークロークローズズズズドドドド・システム・システム・システム・システムとかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッション。。。。アアアアメメメメリリリリカカカカではではではでは産業産業産業産業エコロジーというエコロジーというエコロジーというエコロジーという言言言言いいいい方方方方をしていますをしていますをしていますをしています。。。。そそそそれれれれからからからから、、、、東京大学東京大学東京大学東京大学のののの総総総総長長長長をさをさをさをされれれれておらておらておらておられれれれ、、、、今今今今はははは国連大学国連大学国連大学国連大学協力協力協力協力会会会会のののの理理理理事長事長事長事長をおをおをおをお願願願願いしておりますいしておりますいしておりますいしております吉川弘之吉川弘之吉川弘之吉川弘之先先先先生生生生はははは東大東大東大東大のののの工学部長時工学部長時工学部長時工学部長時代代代代にににに、、、、逆逆逆逆工場工場工場工場というコンセプトをというコンセプトをというコンセプトをというコンセプトを出出出出さささされれれれましたましたましたました。。。。どういうことかというとどういうことかというとどういうことかというとどういうことかというと、、、、物物物物をつくってをつくってをつくってをつくって廃棄廃棄廃棄廃棄するするするする、、、、ここここれれれれはははは工場工場工場工場というというというという概概概概念念念念ですですですです。。。。そそそそれれれれにににに対対対対してしてしてして、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ではなくてではなくてではなくてではなくて循循循循環環環環資源資源資源資源とみなしてもうとみなしてもうとみなしてもうとみなしてもう一一一一回資源回資源回資源回資源にににに戻戻戻戻ししししていくていくていくていく。。。。ここここれれれれをををを廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理理理理とととと言言言言わずわずわずわず、、、、概概概概念念念念からからからから言言言言うとこうとこうとこうとこれれれれはははは工場工場工場工場のののの逆逆逆逆でででで、、、、逆逆逆逆工場工場工場工場であるであるであるである。。。。英語英語英語英語ではではではでは inverseinverseinverseinverse    manufacturingmanufacturingmanufacturingmanufacturing とととと言言言言いますがいますがいますがいますが、、、、そういうそういうそういうそういう概概概概念念念念でででで系系系系をををを閉閉閉閉じじじじささささせせせせることをることをることをることを提提提提唱唱唱唱さささされれれれているのですているのですているのですているのです。。。。私私私私はははは、、、、ゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションと逆逆逆逆工場工場工場工場のコンセプトをのコンセプトをのコンセプトをのコンセプトを、、、、企企企企業業業業、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは産業産業産業産業というというというという立場立場立場立場でででで考考考考ええええるとるとるとると、、、、両両両両者者者者はははは、、、、基本基本基本基本的的的的にはにはにはには同同同同じじじじことをことをことをことを言言言言っているとっているとっているとっていると考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。            来年来年来年来年、、、、気候気候気候気候変動枠変動枠変動枠変動枠組組組組条条条条約約約約のののの第第第第 15151515回回回回締締締締約約約約国会議国会議国会議国会議ががががデデデデンンンンママママークのコークのコークのコークのコペペペペンンンンハハハハーーーーゲゲゲゲンでンでンでンで開催開催開催開催さささされれれれますますますます。。。。ここここれれれれはとてもはとてもはとてもはとても重要重要重要重要なななな会議会議会議会議ですですですです。。。。ななななぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、京都議京都議京都議京都議定定定定書書書書以降以降以降以降にににに世界世界世界世界はどうするはどうするはどうするはどうするということをということをということをということを決決決決めるめるめるめる会議会議会議会議ななななわわわわけですけですけですけです。。。。特特特特にににに新新新新興興興興国国国国、、、、中国中国中国中国ややややインインインインドドドドがそのがそのがそのがその枠枠枠枠組組組組みにみにみにみに入入入入らないらないらないらないとととと、、、、世界世界世界世界でででで本本本本当当当当にににに効効効効果果果果のあるのあるのあるのある取取取取りりりり組組組組みはできまみはできまみはできまみはできませんせんせんせん。。。。またまたまたまた、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげたようにたようにたようにたように、、、、途途途途上上上上国国国国、、、、特特特特にアフリにアフリにアフリにアフリカカカカのののの最最最最貧貧貧貧国国国国にににに対対対対してのしてのしてのしての対対対対策策策策をををを考考考考ええええるるるる、、、、ここここれれれれもももも大大大大変重要変重要変重要変重要ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、現現現現時時時時点点点点ではではではでは、、、、デデデデンンンンママママークのークのークのークの COP15COP15COP15COP15 ではではではでは最最最最終的終的終的終的なななな結論結論結論結論はははは出出出出せせせせないのではないかとないのではないかとないのではないかとないのではないかと言言言言われわれわれわれておりておりておりておりますますますます。。。。一一一一つのつのつのつの大大大大きなきなきなきな原原原原因因因因はははは、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカのののの次期次期次期次期大大大大統領統領統領統領ががががオオオオババババママママささささんんんんにににに決決決決まったまったまったまった。。。。オオオオババババママママささささんんんんはははは、、、、ブブブブッシュさッシュさッシュさッシュさんんんんとととと全全全全くくくく違違違違ってってってって、、、、気候気候気候気候変動問変動問変動問変動問題題題題にににに非常非常非常非常にににに積積積積極極極極的的的的でででで、、、、彼彼彼彼がががが大大大大統領選挙統領選挙統領選挙統領選挙でアでアでアでアメメメメリリリリカカカカのののの CO2CO2CO2CO2をををを 2050205020502050年年年年までにまでにまでにまでに 80%80%80%80%削減削減削減削減するとするとするとする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。。。。ブブブブッシュさッシュさッシュさッシュさんんんんはははは、、、、2030203020302030年年年年までにまでにまでにまでに排排排排出出出出をををを増増増増ややややさないようにするとさないようにするとさないようにするとさないようにすると言言言言っていたのとはっていたのとはっていたのとはっていたのとは大大大大きなきなきなきな違違違違いですいですいですいです。。。。しかししかししかししかし、、、、そのアそのアそのアそのアメメメメリリリリカカカカがががが新政新政新政新政権権権権のののの下下下下でのでのでのでの準準準準備備備備ができないのではないかということでができないのではないかということでができないのではないかということでができないのではないかということで、、、、結局結局結局結局 COP16COP16COP16COP16 あたりであたりであたりであたりで最最最最終的終的終的終的なななな決着決着決着決着がつくのではないかとがつくのではないかとがつくのではないかとがつくのではないかと言言言言われわれわれわれていますていますていますています。。。。    COP15COP15COP15COP15がががが開催開催開催開催さささされれれれるるるるデデデデンンンンママママークというのはークというのはークというのはークというのは、、、、気候気候気候気候変動変動変動変動にににに対対対対してしてしてして今今今今いいいいろんろんろんろんなななな取取取取りりりり組組組組みをしてみをしてみをしてみをしていますがいますがいますがいますが、、、、実実実実はははは、、、、循循循循環型社会形成環型社会形成環型社会形成環型社会形成ではではではでは成成成成功功功功したしたしたした地域地域地域地域だとだとだとだと言言言言われわれわれわれていますていますていますています。。。。私私私私もももも行行行行ったことったことったことったことがありますががありますががありますががありますが、、、、カカカカルンルンルンルンボボボボーというーというーというーという地域地域地域地域がががが、、、、全全全全体体体体としてゼロエミッションになっているのでとしてゼロエミッションになっているのでとしてゼロエミッションになっているのでとしてゼロエミッションになっているのですすすす。。。。火火火火力力力力発発発発電電電電所所所所のののの廃廃廃廃熱熱熱熱をををを地域地域地域地域暖房暖房暖房暖房にににに使使使使ったりったりったりったり、、、、石油精石油精石油精石油精製製製製過程過程過程過程でででで出出出出るるるる脱硫石膏脱硫石膏脱硫石膏脱硫石膏をををを建建建建材材材材にににに使使使使っっっったりしていますたりしていますたりしていますたりしています。。。。おもしおもしおもしおもしろろろろいのはいのはいのはいのは、、、、製製製製薬薬薬薬会社会社会社会社がががが薬薬薬薬をつくるをつくるをつくるをつくる過程過程過程過程でででで生生生生ままままれれれれるるるる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを家畜家畜家畜家畜ににににええええさとしてさとしてさとしてさとして食食食食べべべべささささせせせせていることですていることですていることですていることです。。。。そのそのそのその結結結結果果果果、、、、非常非常非常非常にににに腸腸腸腸内環境内環境内環境内環境のいいのいいのいいのいい、、、、清潔清潔清潔清潔ななななブブブブタをタをタをタを養養養養育育育育することができてすることができてすることができてすることができて、、、、非常非常非常非常にににに肉質肉質肉質肉質もよくてもよくてもよくてもよくて、、、、皆皆皆皆ささささんんんんにににに健康健康健康健康ななななブブブブタとしてタとしてタとしてタとして好好好好ままままれれれれているといているといているといているというううう状況状況状況状況をををを現場現場現場現場でででで見見見見たりしてきましたたりしてきましたたりしてきましたたりしてきました。。。。産業産業産業産業とととと言言言言ってもってもってもっても、、、、経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省系系系系のののの産業産業産業産業だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、農農農農林林林林水産省水産省水産省水産省系系系系のののの産業産業産業産業をををを一一一一体的体的体的体的にににに考考考考ええええているているているている。。。。日本日本日本日本はははは、、、、ややややややややもするともするともするともすると、、、、壁壁壁壁をつくってをつくってをつくってをつくって議議議議論論論論すすすすることがることがることがることが多多多多いのですがいのですがいのですがいのですが、、、、そそそそれれれれがないというがないというがないというがないという点点点点もももも大大大大きなきなきなきな特特特特徴徴徴徴だとだとだとだと思思思思ったったったった次第次第次第次第ですですですです。。。。            逆逆逆逆工場工場工場工場のののの話話話話にににに戻戻戻戻りますがりますがりますがりますが、、、、私私私私はははは吉川吉川吉川吉川先先先先生生生生からからからから、、、、逆逆逆逆工場工場工場工場、、、、そそそそれれれれからからからから先先先先生生生生のののの考考考考ええええるるるる循循循循環型社環型社環型社環型社会会会会、、、、ゼロエミッションについていゼロエミッションについていゼロエミッションについていゼロエミッションについていろろろろいいいいろろろろとおとおとおとお話話話話をををを伺伺伺伺うううう機会機会機会機会がありましたがありましたがありましたがありました。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、吉吉吉吉川川川川先先先先生生生生がががが、「、「、「、「武内武内武内武内ささささんんんん、、、、僕僕僕僕のののの逆逆逆逆工場工場工場工場のののの概概概概念念念念というのはみというのはみというのはみというのはみんんんんなななな一一一一面的面的面的面的にしかとらにしかとらにしかとらにしかとらええええていないていないていないていないんんんん
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だよだよだよだよ」、」、」、」、とととと言言言言われわれわれわれたのですたのですたのですたのです。「。「。「。「何何何何がががが一一一一面的面的面的面的かというとかというとかというとかというと、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、物物物物がががが回回回回っていくというこっていくというこっていくというこっていくということだけをとだけをとだけをとだけを皆皆皆皆ささささんんんんはははは注注注注目目目目してしてしてして私私私私のののの考考考考ええええ方方方方だとだとだとだと言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、私私私私のののの考考考考ええええ方方方方はははは、、、、そそそそれれれれだけではなだけではなだけではなだけではなくてくてくてくて、、、、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やややや循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会のののの考考考考ええええ方方方方はははは、、、、そそそそれれれれがががが正正正正しいかどうかといしいかどうかといしいかどうかといしいかどうかというのはうのはうのはうのは社会社会社会社会がががが評価評価評価評価するしかないするしかないするしかないするしかない。。。。ここここれれれれはははは、、、、大学大学大学大学のののの中中中中でででで絶絶絶絶対対対対真真真真理理理理をををを探探探探求求求求するのとはするのとはするのとはするのとは違違違違うううう。。。。だからだからだからだから、、、、私私私私のののの考考考考ええええ方方方方はははは、、、、製造製造製造製造物物物物がががが社会社会社会社会にににに出出出出てててて、、、、社会社会社会社会がそがそがそがそれれれれをどうをどうをどうをどう再再再再資源化資源化資源化資源化にににに向向向向けていくかというけていくかというけていくかというけていくかという行行行行動動動動、、、、意意意意識識識識をををを含含含含めてめてめてめて社会社会社会社会にににに受受受受けけけけ入入入入れれれれらららられれれれてててて、、、、そのそのそのその結結結結果果果果、、、、またまたまたまた物物物物のつくりのつくりのつくりのつくり方方方方がががが変変変変わわわわってくるってくるってくるってくる。。。。このこのこのこのようなようなようなような流流流流れれれれがががが社会全社会全社会全社会全体体体体をををを大大大大きくきくきくきく変変変変ええええていくていくていくていく。。。。そのことがそのことがそのことがそのことが私私私私のののの議議議議論論論論のののの中中中中でもうでもうでもうでもう一一一一つつつつ言言言言いたいいたいいたいいたい大事大事大事大事なことななことななことななことなんんんんですですですです。。。。だからだからだからだから、、、、このゼロエミッションとかこのゼロエミッションとかこのゼロエミッションとかこのゼロエミッションとか循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会のののの議議議議論論論論でででで大事大事大事大事なのはなのはなのはなのは、、、、専門専門専門専門家家家家がががが資源資源資源資源をををを回回回回しししし使使使使いすることをいすることをいすることをいすることを一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命考考考考ええええるだけるだけるだけるだけじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、社会社会社会社会とととと対対対対話話話話しながらしながらしながらしながら、、、、社会社会社会社会によってによってによってによって評価評価評価評価さささされれれれながらこのながらこのながらこのながらこの議議議議論論論論をををを進進進進めていくことがもうめていくことがもうめていくことがもうめていくことがもう一一一一つつつつ非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なななな点点点点ななななんんんんだだだだ」」」」というというというというふふふふうなことをうなことをうなことをうなことを言言言言われわれわれわれたのですたのですたのですたのです。。。。吉川吉川吉川吉川先先先先生生生生はははは、、、、よくよくよくよく科学者科学者科学者科学者はははは社会社会社会社会とととと対対対対話話話話しなけしなけしなけしなけれれれればばばばならないとならないとならないとならないと言言言言われわれわれわれるのですがるのですがるのですがるのですが、、、、そのことをそのことをそのことをそのことを改改改改めてめてめてめて私私私私はははは吉川吉川吉川吉川先先先先生生生生のののの話話話話をををを聞聞聞聞いていていていて実実実実感感感感したしたしたしたわわわわけですけですけですけです。。。。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、、、、私私私私としてはとしてはとしてはとしては、、、、このゼロエミッションのこのゼロエミッションのこのゼロエミッションのこのゼロエミッションの話話話話はははは、、、、社会社会社会社会とととと対対対対話話話話するするするする中中中中でででで議議議議論論論論がががが進進進進化化化化していくというとこしていくというとこしていくというとこしていくというところろろろをををを強強強強調調調調しておきたいとしておきたいとしておきたいとしておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。            循循循循環型社会形成推進基本計画環型社会形成推進基本計画環型社会形成推進基本計画環型社会形成推進基本計画、、、、長長長長いのでいのでいのでいので、、、、循循循循環基本計画環基本計画環基本計画環基本計画というというというというふふふふうにうにうにうに申申申申しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、ここここれれれれはははは国国国国のレのレのレのレベベベベルでつくっておりますしルでつくっておりますしルでつくっておりますしルでつくっておりますし、、、、そそそそれれれれからからからから、、、、自治体自治体自治体自治体のののの皆皆皆皆ささささんんんんににににももももぜひぜひぜひぜひこういうこういうこういうこういう計計計計画画画画をつくっていただきたいおをつくっていただきたいおをつくっていただきたいおをつくっていただきたいお願願願願いをしていますいをしていますいをしていますいをしています。。。。            今今今今、、、、私私私私はははは、、、、中中中中央央央央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会のののの循循循循環型社会計画部会長環型社会計画部会長環型社会計画部会長環型社会計画部会長をしておりましてをしておりましてをしておりましてをしておりまして、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど今今今今年年年年のののの 3333月月月月にににに、、、、第第第第二二二二次循次循次循次循環基本計画環基本計画環基本計画環基本計画をををを公公公公表表表表ささささせせせせていただきましたていただきましたていただきましたていただきました。。。。第第第第二二二二次次次次についてはについてはについてはについては、、、、幾幾幾幾つかつかつかつか目目目目玉玉玉玉になるようなになるようなになるようなになるような取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを提提提提案案案案ささささせせせせていただいていましてていただいていましてていただいていましてていただいていまして、、、、1111つはつはつはつは、、、、国際国際国際国際循循循循環環環環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ででですすすす。。。。もうもうもうもう、、、、日本日本日本日本のののの中中中中でででで閉閉閉閉じじじじてててて議議議議論論論論しているだけではしているだけではしているだけではしているだけでは限限限限界界界界があるということでがあるということでがあるということでがあるということで、、、、東東東東アジアをアジアをアジアをアジアを中中中中心心心心にしたにしたにしたにした国際国際国際国際循循循循環環環環をををを提唱提唱提唱提唱ささささせせせせていただきましたていただきましたていただきましたていただきました。。。。ここここれれれれはははは、、、、国国国国のののの政策政策政策政策でででで国際国際国際国際ということをということをということをということを言言言言うならうならうならうなら、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか皆皆皆皆ささささんんんん抵抗抵抗抵抗抵抗があるのですががあるのですががあるのですががあるのですが、、、、まあまあまあまあ、、、、何何何何とかとかとかとか提提提提案案案案ささささせせせせていただきましたていただきましたていただきましたていただきました。。。。    そしてもうそしてもうそしてもうそしてもう一一一一つがつがつがつが、、、、地域地域地域地域循循循循環環環環圏圏圏圏というというというという概概概概念念念念ですですですです。。。。ここここれれれれはははは私私私私自身自身自身自身がががが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと前前前前にににに考考考考ええええたたたたことがあってことがあってことがあってことがあって、、、、本本本本にもにもにもにも書書書書いていましたいていましたいていましたいていました。。。。別別別別にににに、、、、部会長部会長部会長部会長だからだからだからだから強引強引強引強引にににに入入入入れれれれたということではたということではたということではたということではありまありまありまありませんせんせんせん。。。。先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげたようにたようにたようにたように、、、、ゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションは進進進進化化化化のののの過程過程過程過程にあるにあるにあるにある。。。。一一一一つのつのつのつの企企企企業業業業のののの中中中中ででででややややりとりをするりとりをするりとりをするりとりをする、、、、幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの企企企企業業業業ででででややややりとりをするりとりをするりとりをするりとりをする、、、、地域全地域全地域全地域全体体体体でエコタウンとしてでエコタウンとしてでエコタウンとしてでエコタウンとして取取取取りりりり組組組組んんんんでいくでいくでいくでいく。。。。エコタウンにとどまらエコタウンにとどまらエコタウンにとどまらエコタウンにとどまらずずずず、、、、住宅住宅住宅住宅地域地域地域地域やややや農農農農林林林林業地域業地域業地域業地域をををを含含含含めるようなめるようなめるようなめるような、、、、資源資源資源資源をををを回回回回しししし使使使使いするいするいするいする地域地域地域地域ということでということでということでということで、、、、地域地域地域地域スケールでスケールでスケールでスケールで考考考考ええええていくていくていくていくべべべべききききじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか、、、、とととというというというというとこここころろろろまでまでまでまで来来来来たたたたわわわわけですけですけですけです。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、回回回回しししし使使使使いするといってもいするといってもいするといってもいするといっても、、、、徹底徹底徹底徹底してしてしてして狭狭狭狭いとこいとこいとこいところろろろだけでだけでだけでだけでややややるとなるとるとなるとるとなるとるとなると、、、、ここここれれれれはははは江戸江戸江戸江戸時時時時代代代代ですですですです。。。。今今今今はははは、、、、ややややはりグローはりグローはりグローはりグローババババルなルなルなルなママママーケットのーケットのーケットのーケットの中中中中でででで物物物物がががが流流流流れれれれているているているているわわわわけですからけですからけですからけですから、、、、そこにおのそこにおのそこにおのそこにおのずずずずからあるからあるからあるからある資源資源資源資源にとってにとってにとってにとってふふふふささささわわわわしいしいしいしい規模規模規模規模というのがあというのがあというのがあというのがあるはるはるはるはずずずずですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、小小小小さなさなさなさな単単単単位位位位でででで回回回回すすすすほほほほうがうがうがうがふふふふささささわわわわしいものはしいものはしいものはしいものは小小小小さなさなさなさな範範範範囲囲囲囲でででで回回回回しししし、、、、そしそしそしそしてててて、、、、大大大大きなきなきなきな範範範範囲囲囲囲でででで回回回回すすすすほほほほうがうがうがうがふふふふささささわわわわしいものはしいものはしいものはしいものは大大大大きなきなきなきな範範範範囲囲囲囲でででで回回回回していくしていくしていくしていくべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか、、、、そのようなそのようなそのようなそのような考考考考ええええ方方方方をををを示示示示したのがしたのがしたのがしたのが階層的階層的階層的階層的地域地域地域地域循循循循環環環環圏圏圏圏ですですですです。。。。    今今今今、、、、日本日本日本日本のののの社会社会社会社会でのでのでのでの大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題はははは、、、、本来地域本来地域本来地域本来地域でででで回回回回しているしているしているしている資資資資源源源源がががが国際国際国際国際循循循循環環環環になっているになっているになっているになっている。。。。逆逆逆逆にににに、、、、本来国際本来国際本来国際本来国際循循循循環環環環できちっとできちっとできちっとできちっと回回回回すすすすべべべべきききき資源資源資源資源があるがあるがあるがある特特特特定定定定のののの国国国国にににに行行行行ってしまっているというってしまっているというってしまっているというってしまっているという問問問問題題題題ですですですです。。。。具体的具体的具体的具体的にににに言言言言いますといますといますといますと、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、食食食食料料料料やややや木材木材木材木材、、、、こういうものはこういうものはこういうものはこういうものは海外海外海外海外からたくさからたくさからたくさからたくさんんんん持持持持ってきますとってきますとってきますとってきますと、、、、海外海外海外海外のののの水水水水資源資源資源資源もももも奪奪奪奪うしうしうしうし、、、、輸送輸送輸送輸送関関関関連連連連でエでエでエでエネネネネルルルルギギギギーもーもーもーも消費消費消費消費するするするするわわわわけですけですけですけです。。。。そそそそしてしてしてして、、、、生生生生ままままれれれれたたたた廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をもとをもとをもとをもとへへへへ戻戻戻戻せせせせないのでないのでないのでないので、、、、そのそのそのその廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をいくらリサイクルしてもをいくらリサイクルしてもをいくらリサイクルしてもをいくらリサイクルしても限限限限界界界界がありますがありますがありますがあります。。。。そそそそれゆえれゆえれゆえれゆえ、、、、農業農業農業農業系系系系のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命堆肥堆肥堆肥堆肥にしましにしましにしましにしましょょょょうとうとうとうと言言言言ってもってもってもっても、、、、もうもうもうもう日日日日本本本本ではではではでは堆肥堆肥堆肥堆肥はははは余余余余りりりり過過過過ぎぎぎぎですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、どうするかというどうするかというどうするかというどうするかという問問問問題題題題になるのですがになるのですがになるのですがになるのですが、、、、そもそもそもそもそもそもそもそも地域地域地域地域でででで生産生産生産生産さささされれれれたものをたものをたものをたものを地域地域地域地域でででで消費消費消費消費しししし、、、、そそそそれれれれをリサイクルしていをリサイクルしていをリサイクルしていをリサイクルしていればればればれば、、、、そういうそういうそういうそういう問問問問題題題題はははは起起起起こりまこりまこりまこりませんせんせんせん。。。。ですからですからですからですから、、、、こういうこういうこういうこういう構構構構造造造造はははは変変変変ええええてててて、、、、できるかできるかできるかできるかぎぎぎぎりりりり地産地産地産地産・・・・地地地地消消消消のののの世界世界世界世界をををを形成形成形成形成ししししていくていくていくていく必必必必要要要要があるがあるがあるがある。。。。    エエエエネネネネルルルルギギギギーもそうですーもそうですーもそうですーもそうです。。。。再再再再生可能生可能生可能生可能エエエエネネネネルルルルギギギギーというとーというとーというとーというと、、、、風風風風力力力力、、、、ソソソソーラーーラーーラーーラー、、、、地地地地熱熱熱熱いいいいずれずれずれずれもももも
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そうですがそうですがそうですがそうですが、、、、地域地域地域地域のののの環境環境環境環境によってによってによってによって細細細細ややややかにかにかにかに設計設計設計設計していくしていくしていくしていく必必必必要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。そそそそれれれれらはらはらはらは原原原原子子子子力力力力などのようになどのようになどのようになどのように拠拠拠拠点点点点でででで地域全地域全地域全地域全体体体体をををを賄賄賄賄うううう方方方方式式式式とはとはとはとは違違違違ってってってって、、、、本来本来本来本来がががが多分分多分分多分分多分分散散散散型型型型でででで、、、、いいいいろんろんろんろんなななな工夫工夫工夫工夫をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、自自自自立立立立・・・・分分分分散散散散的的的的にににに施設施設施設施設ができているができているができているができている、、、、ここここれれれれももももややややはりはりはりはり地産地産地産地産・・・・地地地地消消消消型型型型にににに考考考考ええええていくていくていくていくべべべべきですきですきですきです。。。。    そそそそれれれれからからからから、、、、多分多分多分多分ここここれれれれからのからのからのからの議議議議論論論論のののの中中中中にあるとにあるとにあるとにあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、世界世界世界世界ではではではでは CO2CO2CO2CO2 のののの問問問問題題題題もももも非常非常非常非常にににに重要重要重要重要ですがですがですがですが、、、、希希希希少金少金少金少金属属属属のののの枯渇枯渇枯渇枯渇のののの問問問問題題題題もももも重要重要重要重要なななな問問問問題題題題ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの 2222 つのつのつのつの間間間間のかかのかかのかかのかかわわわわりりりりというのはというのはというのはというのは、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、ソソソソーラーパーラーパーラーパーラーパネネネネルにしてもルにしてもルにしてもルにしても何何何何にしてもにしてもにしてもにしても、、、、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支支支支ええええるるるる技術技術技術技術のののの中中中中にににに希希希希少金少金少金少金属属属属のののの使使使使用用用用がががが入入入入っていますっていますっていますっています。。。。このこのこのこの希希希希少金少金少金少金属属属属はははは、、、、今今今今後後後後はははは天然天然天然天然資源資源資源資源からからからから採掘採掘採掘採掘するのはするのはするのはするのは限限限限界界界界がありがありがありがあり、、、、今今今今あるあるあるある資源資源資源資源をををを回回回回しししし使使使使いするいするいするいする必必必必要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。ここここれれれれがががが最最最最近話近話近話近話題題題題になっているになっているになっているになっている都都都都市市市市鉱鉱鉱鉱山山山山のののの考考考考ええええ方方方方ですがですがですがですが、、、、都市都市都市都市鉱鉱鉱鉱山山山山でででで資源回資源回資源回資源回収収収収するするするする技術技術技術技術がががが要要要要るのでするのでするのでするのです。。。。そのそのそのその回回回回収収収収にはにはにはには、、、、携携携携帯帯帯帯電話電話電話電話のようなのようなのようなのような大大大大量量量量のののの希希希希少金少金少金少金属属属属をををを含含含含んんんんだだだだ廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを回回回回収収収収するするするする必必必必要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。こういうこういうこういうこういう物物物物はははは軽軽軽軽くてくてくてくて運運運運びびびびややややすいすいすいすいわわわわけですからけですからけですからけですから、、、、有有有有害害害害物物物物質質質質のののの国境国境国境国境越越越越ええええをををを避避避避けつつけつつけつつけつつ、、、、東東東東アジアでアジアでアジアでアジアで役割役割役割役割分分分分担担担担をしをしをしをしてててて、、、、大大大大きくきくきくきく回回回回していくしていくしていくしていく。。。。そしてそしてそしてそして大事大事大事大事なななな資源資源資源資源をををを大事大事大事大事なものとしてなものとしてなものとしてなものとして長長長長いいいい間間間間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考考考考ええええ方方方方をすをすをすをすべべべべきだときだときだとき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。。。。    私私私私がががが最最最最近近近近親親親親しくさしくさしくさしくさせせせせていただいているていただいているていただいているていただいている、、、、DDDDOOOOWAWAWAWA エコシステム・ホールエコシステム・ホールエコシステム・ホールエコシステム・ホールデデデディングスのィングスのィングスのィングスの会長会長会長会長のののの吉川吉川吉川吉川ささささんんんんはははは、、、、そういうそういうそういうそういう希希希希少金少金少金少金属属属属のののの再再再再生生生生利用利用利用利用をををを日本日本日本日本でででで先先先先駆駆駆駆的的的的にににに進進進進めらめらめらめられれれれておらておらておらておられれれれるるるる方方方方ですですですです。。。。彼彼彼彼ののののキキキキャャャャッッッッチチチチフレーフレーフレーフレーズズズズはははは、「、「、「、「21212121世紀世紀世紀世紀、、、、日本日本日本日本はははは資源資源資源資源大国大国大国大国になるになるになるになる」」」」ですですですです。。。。そのそのそのそのぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに思思思思ってってってって我我我我々々々々はははは、、、、このこのこのこの問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいくことでいくことでいくことでいくことがががが必必必必要要要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。。。。アジアにおけるアジアにおけるアジアにおけるアジアにおける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はははは、、、、回回回回していいものをしていいものをしていいものをしていいものを広広広広くくくく回回回回すすすす、、、、そしてそしてそしてそして回回回回すすすすべべべべきでないきでないきでないきでない有有有有害害害害なものはきっちりなものはきっちりなものはきっちりなものはきっちり止止止止めよめよめよめようということになるとうということになるとうということになるとうということになると思思思思いますいますいますいます。。。。    21212121 世紀世紀世紀世紀持続可能社会持続可能社会持続可能社会持続可能社会、、、、私私私私はははは、、、、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、、、、3333 つのつのつのつの社会社会社会社会のののの統統統統合合合合だとだとだとだと考考考考ええええていていてい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考考考考ええええ方方方方でエコタウンでエコタウンでエコタウンでエコタウン自身自身自身自身もももも発展発展発展発展ささささせせせせていくことがていくことがていくことがていくことが必必必必要要要要だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    このこのこのこの間間間間、、、、名古屋市名古屋市名古屋市名古屋市のののの方方方方がががが来来来来らららられれれれましてましてましてまして、、、、環境環境環境環境モモモモデデデデルルルル都市都市都市都市にににに選選選選ばればればればれなかったということでなかったということでなかったということでなかったということで、、、、大大大大変変変変がっかりさがっかりさがっかりさがっかりされれれれておらておらておらておられれれれましたましたましたました。。。。私私私私はははは、、、、そそそそんんんんなななな低炭素低炭素低炭素低炭素型社会型社会型社会型社会だけにだけにだけにだけに注注注注目目目目したしたしたした環境環境環境環境モモモモデデデデルルルル都市都市都市都市にににに限限限限定定定定せずせずせずせず、、、、せせせせっかくっかくっかくっかく今度今度今度今度生物生物生物生物多多多多様様様様性条性条性条性条約約約約のののの締締締締約約約約国会議国会議国会議国会議をををを誘致誘致誘致誘致するのだからするのだからするのだからするのだから、、、、またまたまたまたせせせせっかくっかくっかくっかく今今今今までまでまでまで循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会をつくってきたのだからをつくってきたのだからをつくってきたのだからをつくってきたのだから、、、、低炭素低炭素低炭素低炭素社会社会社会社会だけだけだけだけじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、低炭素低炭素低炭素低炭素もももも入入入入れれれれてててて、、、、そそそそれれれれからからからから循循循循環型環型環型環型もももも入入入入れれれれてててて、、、、自自自自然然然然共生共生共生共生もももも入入入入れれれれてててて、、、、もっともっともっともっと大大大大きなきなきなきな構構構構想想想想をををを出出出出せばせばせばせばいいいいいいいいじじじじゃゃゃゃないですかとないですかとないですかとないですかと申申申申しししし上上上上げげげげたとこたとこたとこたところろろろですですですです。。。。ぜひぜひぜひぜひともともともとも、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうなうなうなうな方方方方向向向向でででで話話話話をををを進進進進めていためていためていためていただきたいとだきたいとだきたいとだきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    ここここれれれれからいからいからいからいろんろんろんろんなななな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが必必必必要要要要ですがですがですがですが、、、、ややややはりはりはりはり一一一一番番番番大事大事大事大事なのはなのはなのはなのは、、、、ここここれれれれまでのようにまでのようにまでのようにまでのように、、、、国国国国はははは国国国国としてとしてとしてとして粛粛粛粛々々々々としてとしてとしてとしてややややるるるる、、、、そそそそれれれれからからからから企企企企業業業業はははは企企企企業業業業としてとしてとしてとして粛粛粛粛々々々々としてとしてとしてとしてややややるるるる、、、、そしてそしてそしてそして市市市市民民民民はははは市市市市民民民民としてとしてとしてとしてややややるのではなくるのではなくるのではなくるのではなく、、、、共共共共通通通通のののの土俵土俵土俵土俵のののの上上上上でででで、、、、おおおお互互互互いにいにいにいに対対対対話話話話をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、全全全全体体体体構構構構想想想想をををを描描描描くくくく中中中中でそでそでそでそれぞれれぞれれぞれれぞれがががが動動動動いていくいていくいていくいていく、、、、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ををををぜひぜひぜひぜひとっていただきたいととっていただきたいととっていただきたいととっていただ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。。。。    時時時時間間間間がないのでがないのでがないのでがないので、、、、あまりあまりあまりあまり細細細細かいことはかいことはかいことはかいことは申申申申しましましましませんせんせんせんがががが、、、、そそそそれぞれれぞれれぞれれぞれのののの役割役割役割役割はありますがはありますがはありますがはありますが、、、、私私私私としてとしてとしてとして強強強強調調調調したいのはしたいのはしたいのはしたいのは、、、、みみみみんんんんながながながなが一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって取取取取りりりり組組組組むということですむということですむということですむということです。。。。とりとりとりとりわわわわけけけけ地方地方地方地方自自自自治体治体治体治体、、、、県県県県ですとかですとかですとかですとか市市市市、、、、こういうとここういうとここういうとここういうところろろろがががが今今今今後皆後皆後皆後皆ささささんんんんにににに働働働働きかけながらそういうきかけながらそういうきかけながらそういうきかけながらそういう共共共共通通通通のののの場場場場づづづづくりをしていくことがくりをしていくことがくりをしていくことがくりをしていくことが非常非常非常非常にににに重要重要重要重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考考考考ええええていますていますていますています。。。。    循循循循環基本計画環基本計画環基本計画環基本計画についてはについてはについてはについては、、、、今申今申今申今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、、、、ここここれれれれはははは、、、、そのそのそのその背背背背後後後後にににに個個個個別別別別のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル法法法法がありますしがありますしがありますしがありますし、、、、そそそそれれれれからからからから、、、、グリーングリーングリーングリーン購購購購入法入法入法入法もありますのでもありますのでもありますのでもありますので、、、、こういうものとのこういうものとのこういうものとのこういうものとの間間間間のののの個個個個々々々々のののの詰詰詰詰めはめはめはめはややややっっっっぱぱぱぱりきちっとりきちっとりきちっとりきちっと個個個個別別別別リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ででででややややっていただくことがっていただくことがっていただくことがっていただくことが必必必必要要要要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。。。。    自治体自治体自治体自治体のののの役割役割役割役割についてもについてもについてもについても、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ申申申申しししし上上上上げげげげたとおりですがたとおりですがたとおりですがたとおりですが、、、、ここここれれれれからのからのからのからの時時時時代代代代、、、、どうどうどうどうややややってってってって人人人人々々々々のののの方方方方向向向向ををををほんほんほんほんとうのとうのとうのとうの意意意意味味味味でででで変変変変ええええていくのかていくのかていくのかていくのか、、、、そのためにそのためにそのためにそのために市市市市民民民民はははは何何何何ができるのかができるのかができるのかができるのか、、、、そしてそしてそしてそして自治体自治体自治体自治体はどういうはどういうはどういうはどういう協力協力協力協力ができるのかができるのかができるのかができるのか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは企企企企業業業業のののの CCCCSRSRSRSR 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なるのうになるのうになるのうになるのかについてかについてかについてかについてぜひぜひぜひぜひ考考考考ええええていただけていただけていただけていただければればればれば大大大大変変変変ありがたいとありがたいとありがたいとありがた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、、、、北北北北九州九州九州九州市市市市にもにもにもにも関係関係関係関係しておりますしておりますしておりますしております。。。。北北北北九州九州九州九州市市市市はははは、、、、環境環境環境環境モモモモデデデデルルルル都市都市都市都市にににに選選選選ばればればればれたのですたのですたのですたのです
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がががが、、、、私私私私はははは、、、、ぜひぜひぜひぜひ低炭素低炭素低炭素低炭素社会社会社会社会をうまくをうまくをうまくをうまく政策政策政策政策にににに取取取取りりりり込込込込んんんんでででで、、、、そしてそしてそしてそして自自自自然然然然共生社会共生社会共生社会共生社会もきちもきちもきちもきちんんんんとととと視視視視野野野野にににに入入入入れれれれてててて、、、、トータルなトータルなトータルなトータルな持続可能社会持続可能社会持続可能社会持続可能社会にににに向向向向けてけてけてけてややややってくださいってくださいってくださいってください、、、、そそそそれぞれれぞれれぞれれぞれががががばばばばららららばばばばらにらにらにらにややややるるるるべべべべきではないときではないときではないときではないと申申申申しししし上上上上げげげげているとこているとこているとこているところろろろですですですです。。。。北北北北九州九州九州九州市市市市がががが、、、、環境環境環境環境モモモモデデデデルルルル都市構都市構都市構都市構想想想想としてすとしてすとしてすとしてすぐれぐれぐれぐれていたのはていたのはていたのはていたのは、、、、CO2CO2CO2CO2のののの排排排排出出出出はははは 2050205020502050年年年年までにまでにまでにまでに 5555 割割割割ぐぐぐぐらいしからいしからいしからいしか減減減減ららららせせせせないのですがないのですがないのですがないのですが、、、、海外海外海外海外、、、、特特特特にににに中国中国中国中国のののの CO2CO2CO2CO2のののの削減削減削減削減にににに貢献貢献貢献貢献することをすることをすることをすることを通通通通してしてしてして、、、、自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの市市市市のののの 200%200%200%200%分分分分のののの CO2CO2CO2CO2 削減削減削減削減をををを海外海外海外海外でででで達達達達成成成成しししし、、、、合計合計合計合計でででで 250%250%250%250%削減削減削減削減するするするする、、、、とととと宣宣宣宣言言言言したことですしたことですしたことですしたことです。。。。環境環境環境環境モモモモデデデデルルルル都市都市都市都市のののの提提提提案案案案のののの中中中中でででで、、、、海海海海外外外外にまでにまでにまでにまで言及言及言及言及したのはしたのはしたのはしたのは北北北北九州九州九州九州しかなかったそうですしかなかったそうですしかなかったそうですしかなかったそうです。。。。そのそのそのその意意意意味味味味でででで、、、、ふふふふたをあけてみるとたをあけてみるとたをあけてみるとたをあけてみると、、、、ああああ、、、、そうかということですがそうかということですがそうかということですがそうかということですが、、、、ややややはりそこになかなかまだはりそこになかなかまだはりそこになかなかまだはりそこになかなかまだ日本日本日本日本のののの自治体自治体自治体自治体はははは思思思思いがいがいがいが及及及及んんんんでいでいでいでいないということはないということはないということはないということは、、、、ここここれれれれはははは 1111つつつつ反反反反省省省省すすすすべべべべきききき点点点点だだだだろろろろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。    ただただただただ、、、、名古屋名古屋名古屋名古屋はははは、、、、もういいモもういいモもういいモもういいモデデデデルがありますルがありますルがありますルがあります。。。。藤藤藤藤前前前前干潟干潟干潟干潟にににに問問問問題題題題のののの端端端端をををを発発発発してしてしてして、、、、ごみをごみをごみをごみを 3333割削減割削減割削減割削減できたできたできたできた。。。。そのそのそのその後後後後あまりあまりあまりあまり減減減減っていないのがっていないのがっていないのがっていないのがやややややややや問問問問題題題題ではありますがではありますがではありますがではありますが。。。。しかししかししかししかし、、、、ここここれれれれははははもうまさにもうまさにもうまさにもうまさに循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会とととと自自自自然然然然共生社会共生社会共生社会共生社会をつないだモをつないだモをつないだモをつないだモデデデデルなルなルなルなんんんんですですですですねねねね。。。。    そそそそれれれれからからからから、、、、言言言言うまでもなくうまでもなくうまでもなくうまでもなく、、、、愛知愛知愛知愛知万博万博万博万博。。。。いいいいろんろんろんろんなななな成果成果成果成果をををを生生生生みみみみ出出出出しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、いいいいろんろんろんろんなななな課課課課題題題題もももも残残残残しましたしましたしましたしました。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、里里里里山山山山をはをはをはをはじじじじめとしてめとしてめとしてめとして、、、、人人人人のののの手手手手がががが入入入入ったったったった自自自自然然然然をいかによみがをいかによみがをいかによみがをいかによみがええええららららせせせせるのかについてはるのかについてはるのかについてはるのかについては、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだ議議議議論論論論がががが十分十分十分十分できたとははできたとははできたとははできたとはは私私私私はははは思思思思っておりまっておりまっておりまっておりませんせんせんせん。。。。したがっしたがっしたがっしたがってててて、、、、生物生物生物生物多多多多様様様様性条性条性条性条約約約約のののの第第第第 10101010回回回回締締締締約約約約国会議開催国会議開催国会議開催国会議開催をををを機会機会機会機会にににに、、、、もうもうもうもう一一一一回回回回愛知愛知愛知愛知万博万博万博万博のののの資資資資産産産産をををを、、、、ここここれれれれはははは問問問問題題題題もももも含含含含めてですがめてですがめてですがめてですが、、、、生生生生かしていくことがこかしていくことがこかしていくことがこかしていくことがこれれれれからのからのからのからの愛知愛知愛知愛知、、、、名古屋名古屋名古屋名古屋にににに課課課課せせせせらららられれれれたたたた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題課題課題課題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いますいますいますいます。。。。    もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、産業産業産業産業をををを生生生生かしながらかしながらかしながらかしながら、、、、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。。。。今今今今、、、、トトトトヨヨヨヨタはタはタはタはピピピピンンンンチチチチ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がががが、、、、私私私私はははは、、、、昨昨昨昨日日日日、、、、オオオオババババママママ次期次期次期次期大大大大統領統領統領統領のののの側側側側近近近近のののの環境学者環境学者環境学者環境学者とととと話話話話をしましたをしましたをしましたをしました。。。。ここここれれれれはははは私私私私とととと全全全全くくくく同同同同じじじじ意見意見意見意見ななななんんんんですがですがですがですが、、、、今今今今のののの歴史歴史歴史歴史的的的的なななな経済経済経済経済危危危危機機機機、、、、金金金金融危融危融危融危機機機機というのはというのはというのはというのは、、、、うまくうまくうまくうまくやればやればやればやれば歴史歴史歴史歴史的的的的なななな環境技術環境技術環境技術環境技術をををを普及普及普及普及ささささせせせせるるるる機会機会機会機会になになになになれれれれるるるる、、、、そしてそしてそしてそして社会全社会全社会全社会全体体体体がががが大大大大きくきくきくきく変変変変わわわわるるるる。。。。彼彼彼彼とのとのとのとの対対対対話話話話のののの中中中中でででではははは hhhhistoricistoricistoricistoric    crisiscrisiscrisiscrisisはははは hhhhistoricistoricistoricistoric    oooopppppppportunitortunitortunitortunityyyyだとだとだとだと、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうなうなうなうな話話話話をしましたをしましたをしましたをしました。。。。どうもどうもどうもどうも彼彼彼彼ははははオオオオババババママママささささんんんんにににに、、、、景景景景気気気気浮揚浮揚浮揚浮揚のののの対対対対策策策策としてとしてとしてとして自自自自然然然然再再再再生生生生エエエエネネネネルルルルギギギギーのーのーのーの根根根根本本本本的的的的なななな導導導導入入入入というのをというのをというのをというのを大大大大統領就任統領就任統領就任統領就任直直直直後後後後にににに話話話話をさをさをさをさせせせせようとしているようですようとしているようですようとしているようですようとしているようです。。。。    日本日本日本日本はははは資源資源資源資源生産生産生産生産性性性性がががが非常非常非常非常にににに高高高高いいいい国国国国ですですですです。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、中国中国中国中国にににに日本日本日本日本のののの石炭火石炭火石炭火石炭火力力力力のののの技術技術技術技術をををを持持持持ってってってっていくだけでいくだけでいくだけでいくだけで、、、、日本日本日本日本でででで排排排排出出出出しているしているしているしている石炭石炭石炭石炭からのからのからのからの CO2CO2CO2CO2 のののの全部全部全部全部にににに相相相相当当当当するそうですするそうですするそうですするそうです。。。。そのそのそのそのぐぐぐぐらいらいらいらいのののの技術技術技術技術をををを持持持持っているっているっているっている日本日本日本日本がががが、、、、環境環境環境環境についてはについてはについてはについては世界世界世界世界のリーのリーのリーのリーダダダダーとしてーとしてーとしてーとして、、、、特特特特にににに新新新新興興興興国国国国とのとのとのとの連携連携連携連携をををを進進進進めていくめていくめていくめていく必必必必要要要要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。。。。最後最後最後最後にににに、、、、宣伝宣伝宣伝宣伝になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学はははは、、、、気候気候気候気候変動変動変動変動のののの議議議議論論論論、、、、循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会のののの議議議議論論論論、、、、生物生物生物生物多多多多様様様様性性性性のののの議議議議論論論論、、、、ここここれれれれらをらをらをらを束束束束ねねねねるるるる役割役割役割役割をををを演演演演じじじじたいとたいとたいと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。。。。ぜひぜひぜひぜひ皆様方皆様方皆様方皆様方のこのこのこのこれれれれからのごからのごからのごからのご支支支支援援援援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。。。。私私私私、、、、またまたまたまた愛知県愛知県愛知県愛知県にににに来来来来ますしますしますしますし、、、、知事知事知事知事ともいともいともいともいろろろろいいいいろろろろとおとおとおとお話話話話をさをさをさをさせせせせ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のでいますのでいますのでいますので、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくしくしくしくおおお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。。。。    そそそそれれれれではではではでは、、、、ここここれれれれでででで私私私私のののの講講講講演演演演をををを終終終終わわわわららららせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。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ありがとうございありがとうございありがとうございましたましたましたました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手））））        司会司会司会司会            武内武内武内武内先先先先生生生生、、、、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。。。。                
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基調講演基調講演基調講演基調講演 II 

 司会司会司会司会 

  そそそそれれれれではではではでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、基調講演基調講演基調講演基調講演 IIへへへへとととと進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの時時時時間間間間はははは、「、「、「、「エエエエコタウンのコタウンのコタウンのコタウンの発展形発展形発展形発展形－－－－リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル施設施設施設施設からからからから環境都市環境都市環境都市環境都市にににに－」－」－」－」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、独立行政法人国立独立行政法人国立独立行政法人国立独立行政法人国立環境研究所環境技術評価環境研究所環境技術評価環境研究所環境技術評価環境研究所環境技術評価システムシステムシステムシステム研究室長研究室長研究室長研究室長、、、、東洋大学教授東洋大学教授東洋大学教授東洋大学教授、、、、藤田壮藤田壮藤田壮藤田壮先先先先生生生生にごにごにごにご講演講演講演講演いただきいただきいただきいただき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。。。。 皆様皆様皆様皆様、、、、受付受付受付受付でおでおでおでお渡渡渡渡しいたしましたこちらのしいたしましたこちらのしいたしましたこちらのしいたしましたこちらの資料資料資料資料集集集集のののの 17ペペペページをごージをごージをごージをご参参参参照照照照くださいくださいくださいください。。。。 そそそそれれれれではではではでは、、、、藤藤藤藤田田田田先先先先生生生生、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくお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。。。。 

 藤田室長藤田室長藤田室長藤田室長 

  ごごご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藤田藤田藤田藤田でございますでございますでございますでございます。。。。私私私私自身自身自身自身、、、、大学大学大学大学のののの教授教授教授教授というというというという職職職職とととと、、、、国立研究所国立研究所国立研究所国立研究所のののの中中中中でででで環境研究環境研究環境研究環境研究をををを続続続続けておりますけておりますけておりますけております。。。。このこのこのこの 10 年年年年ほほほほどはどはどはどは、、、、エコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウンの実実実実証証証証研究研究研究研究というというというという形形形形でででで、、、、さまざまなエコタウンのさまざまなエコタウンのさまざまなエコタウンのさまざまなエコタウンの自治体自治体自治体自治体のののの方方方方々々々々、、、、企企企企業業業業のののの方方方方々々々々とととと一一一一緒緒緒緒にににに研究研究研究研究をををを続続続続けてきましたけてきましたけてきましたけてきました。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、大大大大阪阪阪阪大学大学大学大学にいますときはにいますときはにいますときはにいますときは大大大大阪阪阪阪、、、、兵庫兵庫兵庫兵庫のエコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウン、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは東洋大学東洋大学東洋大学東洋大学におきましてにおきましてにおきましてにおきましてはははは川川川川崎崎崎崎のエコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウン、、、、あいちエコタウンのあいちエコタウンのあいちエコタウンのあいちエコタウンの方方方方々々々々とかいとかいとかいとかいろろろろいいいいろろろろおおおお話話話話しさしさしさしさせせせせていただきましたていただきましたていただきましたていただきました。。。。本日本日本日本日はははは、、、、私私私私なりにそのエコタウンというものがなりにそのエコタウンというものがなりにそのエコタウンというものがなりにそのエコタウンというものが、、、、今今今今までどのようまでどのようまでどのようまでどのようなななな足跡足跡足跡足跡があってがあってがあってがあって、、、、どのよどのよどのよどのようなこうなこうなこうなこれれれれからのからのからのからの発展形発展形発展形発展形、、、、どのようなどのようなどのようなどのような進進進進化化化化がこがこがこがこれれれれからエコタウンとしてあるからエコタウンとしてあるからエコタウンとしてあるからエコタウンとしてあるんんんんだだだだろろろろうかというかというかというかということをおうことをおうことをおうことをお話話話話ししようとししようとししようとししよう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。。。。武内武内武内武内先先先先生生生生からからからから極極極極めてめてめてめてダダダダイナミックなイナミックなイナミックなイナミックな基調講演基調講演基調講演基調講演をいをいをいをいただきましてただきましてただきましてただきまして、、、、私私私私もそもそもそもそれれれれとととと関関関関連連連連したしたしたした形形形形でででで、、、、低炭素低炭素低炭素低炭素とととと資源循資源循資源循資源循環環環環ということがどのようなということがどのようなということがどのようなということがどのような形形形形でででで連携連携連携連携していくのであしていくのであしていくのであしていくのであろろろろうかうかうかうか、、、、そうしたそうしたそうしたそうした考考考考ええええ方方方方につきましてもおにつきましてもおにつきましてもおにつきましてもお話話話話しできしできしできしできればればればればととと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。。。。 

  といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは、、、、私私私私自身自身自身自身、、、、内内内内閣府閣府閣府閣府のののの環境環境環境環境モモモモデデデデルルルル都市都市都市都市のののの選選選選考考考考のののの分分分分科会科会科会科会のののの委委委委員員員員をををを今今今今年年年年のののの 2 月月月月からからからから仰仰仰仰せせせせつかっていましてつかっていましてつかっていましてつかっていまして、、、、選選選選考分考分考分考分科会科会科会科会というのはというのはというのはというのは、、、、有有有有識識識識者者者者、、、、そそそそれぞれれぞれれぞれれぞれのののの分野分野分野分野のののの専門専門専門専門家家家家がががが
16 人人人人ぐぐぐぐらいらいらいらい集集集集まりましてまりましてまりましてまりまして、、、、約約約約 82 のののの環境環境環境環境モモモモデデデデルルルル都市都市都市都市のごのごのごのご提提提提案案案案をををを約約約約 4週週週週間間間間ほほほほどでどでどでどで拝拝拝拝見見見見するするするする役割役割役割役割をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。そのそのそのその過程過程過程過程のののの中中中中でででで、、、、武内武内武内武内先先先先生生生生がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったようにったようにったようにったように、、、、低炭素低炭素低炭素低炭素だけがだけがだけがだけが自自自自己己己己目的化目的化目的化目的化するするするするわわわわけではありまけではありまけではありまけではありませんせんせんせんがががが、、、、大大大大きなきなきなきな自治体自治体自治体自治体のののの中中中中でででで低炭素低炭素低炭素低炭素、、、、資源循資源循資源循資源循環環環環、、、、さらにさらにさらにさらに自自自自然然然然共共共共生生生生、、、、そのそのそのその 3 点点点点セットをセットをセットをセットを同時同時同時同時にににに実現実現実現実現しようとするしようとするしようとするしようとする野心的野心的野心的野心的なななな自治体自治体自治体自治体のののの方方方方がががが多多多多いということいということいということいということ、、、、ここここれれれれがががが評価基評価基評価基評価基準準準準になりましたになりましたになりましたになりました。。。。そうしたそうしたそうしたそうした視点視点視点視点でででで、、、、ききききょょょょうはうはうはうは 3 つのテーつのテーつのテーつのテーママママをををを考考考考ええええていますていますていますています。。。。 

  1 つはつはつはつは、、、、エコタウンですエコタウンですエコタウンですエコタウンです。。。。エコタウンのこエコタウンのこエコタウンのこエコタウンのこれれれれまでのまでのまでのまでの意義意義意義意義ということということということということ、、、、ここここれれれれをををを特特特特にににに循循循循環型社環型社環型社環型社会会会会のののの視点視点視点視点からのからのからのからの意義意義意義意義というこというこというこということをおとをおとをおとをお話話話話しいたしますしいたしますしいたしますしいたします。。。。2 つつつつ目目目目はははは、、、、循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会のののの視点視点視点視点からのからのからのからの検検検検討討討討はははは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。。。。もうもうもうもう 10 年年年年たっていますのでたっていますのでたっていますのでたっていますので、、、、このエコタウンもそうですがこのエコタウンもそうですがこのエコタウンもそうですがこのエコタウンもそうですが、、、、さまざさまざさまざさまざまなまなまなまな複複複複合合合合的的的的なななな脈絡脈絡脈絡脈絡ができていますができていますができていますができています。。。。そうしたエコタウンのそうしたエコタウンのそうしたエコタウンのそうしたエコタウンの発展発展発展発展、、、、現現現現在在在在までのまでのまでのまでの進進進進化化化化というこというこというこということをとをとをとを整理整理整理整理いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは周周周周辺辺辺辺のののの状況状況状況状況がどのようにがどのようにがどのようにがどのように変変変変わわわわってきているかということってきているかということってきているかということってきているかということからからからから、、、、進進進進化化化化・・・・発展発展発展発展をををを整理整理整理整理ささささせせせせ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っていますっていますっていますっています。。。。3点目点目点目点目はははは、、、、ここここれれれれからどういうからどういうからどういうからどういう展開展開展開展開があるがあるがあるがあるんんんんだだだだろろろろうかうかうかうか。。。。このあたりはこのあたりはこのあたりはこのあたりは経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省、、、、環境省環境省環境省環境省、、、、各各各各省省省省庁庁庁庁のののの事業事業事業事業ということにということにということにということに大大大大いにいにいにいに期待期待期待期待をさをさをさをさせせせせていただくとこていただくとこていただくとこていただくところろろろですがですがですがですが、、、、ややややはりはりはりはり日本発日本発日本発日本発信信信信のののの知知知知的的的的なななな財財財財産産産産としてのエコタウとしてのエコタウとしてのエコタウとしてのエコタウンというものンというものンというものンというもの、、、、ここここれれれれはははは環境都市環境都市環境都市環境都市のののの資源循資源循資源循資源循環環環環のののの基本形基本形基本形基本形としてのエコタウンをとしてのエコタウンをとしてのエコタウンをとしてのエコタウンを展開展開展開展開していくたしていくたしていくたしていくためにどのようなアプローめにどのようなアプローめにどのようなアプローめにどのようなアプローチチチチがあるだがあるだがあるだがあるだろろろろうかうかうかうか。。。。ここここれれれれをををを私私私私はははは 3 つのアプローつのアプローつのアプローつのアプローチチチチをををを最後最後最後最後にごにごにごにご紹介紹介紹介紹介ささささせせせせていただこうとていただこうとていただこうとていただこう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。。。。 

  最初最初最初最初はははは、、、、エコタウンがこエコタウンがこエコタウンがこエコタウンがこれれれれまでまでまでまでややややってきたことのってきたことのってきたことのってきたことの意義意義意義意義ですですですです。。。。このこのこのこの図図図図（（（（図図図図２２２２））））のののの中中中中にありにありにありにありますがますがますがますが、、、、実実実実はははは、、、、1997 年年年年からからからから 2006 年年年年のののの間間間間にににに、、、、約約約約 10 年年年年間間間間でででで経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省とととと環境省環境省環境省環境省のののの共同共同共同共同認認認認証証証証でででで
26 のエコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウン、、、、62 のののの施設施設施設施設というものがというものがというものがというものが既既既既にににに日本日本日本日本のののの国内国内国内国内にににに整備整備整備整備さささされれれれていますていますていますています。。。。すでにすでにすでにすでに、、、、経経経経済産業省済産業省済産業省済産業省からいからいからいからいわゆわゆわゆわゆるグッるグッるグッるグッドドドドプラクティプラクティプラクティプラクティスススス集集集集ということでということでということでということで、、、、私私私私もももも監修監修監修監修をおをおをおをお手手手手伝伝伝伝いしながらいしながらいしながらいしながら、、、、
2 年年年年ほほほほどどどど前前前前にににに発行発行発行発行していますしていますしていますしています。。。。全国全国全国全国のののの 26 のエコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウン、、、、62 のののの循循循循環施設環施設環施設環施設のグッのグッのグッのグッドドドドプラクティプラクティプラクティプラクティスススス、、、、非常非常非常非常によいによいによいによい事事事事例例例例をををを集集集集めためためためた形形形形でででで、、、、約約約約 150 ペペペページージージージほほほほどのどのどのどの冊子冊子冊子冊子にまとめましてにまとめましてにまとめましてにまとめまして、、、、英語英語英語英語版版版版もももも、、、、
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そのそのそのその概概概概要要要要ということでということでということでということで、、、、30ペペペページージージージほほほほどにまとめていますどにまとめていますどにまとめていますどにまとめています。。。。 

  このこのこのこの概概概概要要要要のののの中中中中にもうたにもうたにもうたにもうたわれわれわれわれていますがていますがていますがていますが、、、、実実実実はエコタウンがはエコタウンがはエコタウンがはエコタウンが実実実実践践践践さささされれれれてきたてきたてきたてきた活動活動活動活動のののの成果成果成果成果ととととしてしてしてして、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの最最最最終終終終処処処処分量分量分量分量のののの約約約約 70%がががが削減削減削減削減、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは資源循資源循資源循資源循環環環環量量量量、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事業事業事業事業量量量量がががが 60%増増増増大大大大しましたしましたしましたしました。。。。こうしたことはこうしたことはこうしたことはこうしたことは、、、、日本日本日本日本のののの各各各各行政行政行政行政のののの循循循循環型環型環型環型のののの政策政策政策政策のののの成果成果成果成果ですがですがですがですが、、、、そのうそのうそのうそのうちのちのちのちの一一一一翼翼翼翼をこのエコタウンがをこのエコタウンがをこのエコタウンがをこのエコタウンが担担担担ってきたというってきたというってきたというってきたというふふふふうにうにうにうに考考考考ええええることもできるることもできるることもできるることもできるわわわわけですけですけですけです。。。。 

  実実実実はははは、、、、もともとエコタウンそのもののもともとエコタウンそのもののもともとエコタウンそのもののもともとエコタウンそのものの考考考考ええええ方方方方といいますものはといいますものはといいますものはといいますものは、、、、冒冒冒冒頭頭頭頭にもおにもおにもおにもお話話話話がありまがありまがありまがありましたようなしたようなしたようなしたような国連国連国連国連のゼロエミッションですとかのゼロエミッションですとかのゼロエミッションですとかのゼロエミッションですとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはヨヨヨヨーロッパにおけるーロッパにおけるーロッパにおけるーロッパにおける産業行政産業行政産業行政産業行政、、、、ああああるいはアるいはアるいはアるいはアメメメメリリリリカカカカでのエコインでのエコインでのエコインでのエコインダダダダストリアルパークというストリアルパークというストリアルパークというストリアルパークという、、、、こうしたものとこうしたものとこうしたものとこうしたものと同同同同じじじじようなようなようなような源源源源をををを持持持持つつつつわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、ここここれれれれだけのだけのだけのだけの規模規模規模規模でででで循循循循環型環型環型環型のののの都市都市都市都市がががが国内国内国内国内にににに位置位置位置位置しているしているしているしている例例例例、、、、ここここれれれれはははは欧米欧米欧米欧米ににににもございまもございまもございまもございませんせんせんせん。。。。ヨヨヨヨーロッパにもアーロッパにもアーロッパにもアーロッパにもアメメメメリリリリカカカカにもございまにもございまにもございまにもございませんせんせんせん。。。。そうしたそうしたそうしたそうした中中中中でででで、、、、資源循資源循資源循資源循環環環環のののの実実実実績績績績としてはとしてはとしてはとしては、、、、極極極極めてめてめてめて、、、、世界世界世界世界でもでもでもでも質質質質とととと規模規模規模規模をををを持持持持っているということがっているということがっているということがっているということが国内国内国内国内外外外外でのでのでのでの認認認認知知知知がががが高高高高まってきていますまってきていますまってきていますまってきています。。。。特特特特にアジアだけではなくにアジアだけではなくにアジアだけではなくにアジアだけではなく、、、、ヨヨヨヨーロッパですとかーロッパですとかーロッパですとかーロッパですとか、、、、あるいはアあるいはアあるいはアあるいはアメメメメリリリリカカカカ、、、、カカカカナナナナダダダダ、、、、北北北北米米米米、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは国連機国連機国連機国連機関関関関、、、、特特特特にににに UNEP ではではではでは一一一一昨昨昨昨年年年年よりエコタウンプロジよりエコタウンプロジよりエコタウンプロジよりエコタウンプロジェェェェクトとクトとクトとクトというものをおいうものをおいうものをおいうものをお始始始始めになりましためになりましためになりましためになりました。。。。UNDP、、、、UNIDO もももも、、、、このエコタウンというこのエコタウンというこのエコタウンというこのエコタウンという実実実実践践践践をアジアをアジアをアジアをアジアにににに展開展開展開展開することをすることをすることをすることを国連国連国連国連のののの機機機機関関関関としておとしておとしておとしてお考考考考ええええ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。。。。そうしたそうしたそうしたそうした、、、、いいいいわばわばわばわば資源循資源循資源循資源循環社環社環社環社会会会会のののの国際国際国際国際的的的的なフロントランナーとしてエコタウンがなフロントランナーとしてエコタウンがなフロントランナーとしてエコタウンがなフロントランナーとしてエコタウンが認認認認知知知知さささされれれれ始始始始めていまめていまめていまめていま、、、、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のンのンのンの実実実実証証証証形形形形としてもとしてもとしてもとしても、、、、このエコタウンというものがこのエコタウンというものがこのエコタウンというものがこのエコタウンというものが国際国際国際国際的的的的なななな認認認認知知知知がががが進進進進んんんんでいるでいるでいるでいる状況状況状況状況ですですですです。。。。 

  ごごごご承承承承知知知知のののの方方方方もももも多多多多いかといかといかといかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、武内武内武内武内先先先先生生生生からもおからもおからもおからもお話話話話がございましたががございましたががございましたががございましたが、、、、エコタウンエコタウンエコタウンエコタウンといいますのはといいますのはといいますのはといいますのは、、、、段階的段階的段階的段階的なななな進展進展進展進展とととと考考考考ええええていいましたていいましたていいましたていいました。。。。ままままずずずず、、、、第第第第 1 段階段階段階段階はははは、、、、エコタウンのリエコタウンのリエコタウンのリエコタウンのリサイクルサイクルサイクルサイクル施設施設施設施設のののの整備整備整備整備・・・・集集集集積積積積ですですですです。。。。そそそそれれれれからからからから、、、、今度今度今度今度はははは第第第第 2 段階段階段階段階としましてとしましてとしましてとしまして、、、、エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン内内内内ででででのののの資源循資源循資源循資源循環環環環ののののネネネネットットットットワワワワークがークがークがークが形成形成形成形成さささされれれれますますますます。。。。そのそのそのその次次次次のののの段階段階段階段階としましてとしましてとしましてとしまして、、、、エコタウンとそのエコタウンとそのエコタウンとそのエコタウンとその周周周周辺辺辺辺地域地域地域地域とのとのとのとの間間間間のののの循循循循環環環環がががが形成形成形成形成さささされれれれてててて、、、、最最最最終的終的終的終的にはにはにはには第第第第 3 ステップのステップのステップのステップの中中中中でででで全国全国全国全国的的的的なエコタウンなエコタウンなエコタウンなエコタウンのののの連携連携連携連携、、、、全国全国全国全国的的的的なななな資源循資源循資源循資源循環環環環ののののネネネネットットットットワワワワークができてークができてークができてークができて、、、、最最最最終的終的終的終的にはにはにはには循循循循環型経済社会環型経済社会環型経済社会環型経済社会をををを構構構構築築築築ししししたいたいたいたい、、、、ここここれれれれがががが 97 年年年年にににに始始始始まったまったまったまった段階段階段階段階のエコタウンののエコタウンののエコタウンののエコタウンの思想思想思想思想でございましたしでございましたしでございましたしでございましたし、、、、おそらくそのおそらくそのおそらくそのおそらくその部部部部分分分分はゼロエミッションのはゼロエミッションのはゼロエミッションのはゼロエミッションの理念理念理念理念、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは国際国際国際国際的的的的なエコインなエコインなエコインなエコインダダダダストリアルパークといいますストリアルパークといいますストリアルパークといいますストリアルパークといいますのとのとのとのと同同同同じじじじ構構構構想想想想のもとでスタートいたしましたのもとでスタートいたしましたのもとでスタートいたしましたのもとでスタートいたしました。。。。 

  こうしたエコタウンのこうしたエコタウンのこうしたエコタウンのこうしたエコタウンの形成形成形成形成がががが実際実際実際実際にににに 10 年年年年間間間間進進進進めらめらめらめられれれれていますていますていますています。。。。26 のののの箇箇箇箇所所所所でエコタウンのでエコタウンのでエコタウンのでエコタウンの形成形成形成形成整備整備整備整備がががが進進進進めらめらめらめられれれれてきたてきたてきたてきたわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、そうしたそうしたそうしたそうした経経経経緯緯緯緯のののの中中中中でででで、、、、いいいいわばわばわばわば左側左側左側左側のののの大大大大量量量量生産生産生産生産・・・・大大大大量消費量消費量消費量消費というというというという一方一方一方一方向向向向型型型型のののの生産社会生産社会生産社会生産社会、、、、産業社会産業社会産業社会産業社会がががが、、、、あるあるあるある程程程程度度度度都市都市都市都市のののの中中中中でででで資源資源資源資源をををを循循循循環環環環するするするする、、、、ああああるいはるいはるいはるいは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを循循循循環環環環するというするというするというするという形形形形でででで、、、、外外外外部部部部からのからのからのからの資源資源資源資源依依依依存存存存もももも小小小小さくなりさくなりさくなりさくなり、、、、都市都市都市都市からからからから、、、、生産生産生産生産地域地域地域地域からからからから外外外外部部部部へへへへのののの環境環境環境環境のののの負荷負荷負荷負荷もももも小小小小さくなるというさくなるというさくなるというさくなるという、、、、そういったそういったそういったそういった環境環境環境環境とととと経済経済経済経済がががが両両両両立立立立するようするようするようするようなななな都市都市都市都市のののの形形形形式式式式ができつつあるができつつあるができつつあるができつつあるわわわわけですけですけですけです。。。。 

  そうしたそうしたそうしたそうした循循循循環環環環のののの形成形成形成形成はははは、、、、都市都市都市都市ごとにごとにごとにごとに個個個個性性性性がありありますがありありますがありありますがありあります、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは都市都市都市都市ごとにごとにごとにごとにばばばばらつきらつきらつきらつきがありありますがありありますがありありますがありあります。。。。26 のエコタウンののエコタウンののエコタウンののエコタウンの中中中中のののの幾幾幾幾つかをごつかをごつかをごつかをご紹介紹介紹介紹介しますとしますとしますとしますと、、、、もちもちもちもちろんろんろんろん一一一一番番番番有有有有名名名名なもなもなもなものはのはのはのは、、、、フロントランナーですフロントランナーですフロントランナーですフロントランナーです北北北北九州九州九州九州ですですですです。。。。北北北北九州九州九州九州エコタウンはエコタウンはエコタウンはエコタウンは、、、、既既既既にごにごにごにご紹介紹介紹介紹介さささされれれれましたがましたがましたがましたが、、、、資源循資源循資源循資源循環環環環をををを進進進進めるだけではなくてめるだけではなくてめるだけではなくてめるだけではなくて、、、、循循循循環環環環というというというという情報情報情報情報、、、、循循循循環環環環ビジビジビジビジネネネネスもスもスもスも含含含含めためためためた情報情報情報情報ををををハハハハブブブブ的的的的ににににネネネネットットットットワワワワークークークーク化化化化してしてしてして、、、、国内国内国内国内・・・・海外海外海外海外にににに展開展開展開展開するするするする。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、250%CO2削減削減削減削減というようなというようなというようなというような環環環環境境境境モモモモデデデデルルルル都市都市都市都市のごのごのごのご提提提提案案案案がががが出出出出てきたというようなてきたというようなてきたというようなてきたというような理解理解理解理解をしていますをしていますをしていますをしています。。。。 

  エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン自身自身自身自身はははは幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの先先先先進事進事進事進事例例例例についてについてについてについて、、、、私私私私自身自身自身自身もももも過過過過去去去去 5 年年年年ほほほほどどどど研究研究研究研究をしてきましをしてきましをしてきましをしてきましたたたた川川川川崎崎崎崎エコタウンもエコタウンもエコタウンもエコタウンも、、、、もうもうもうもう一一一一つのフロントランナーでございますつのフロントランナーでございますつのフロントランナーでございますつのフロントランナーでございます。。。。このこのこのこの 2 つのつのつのつの都市都市都市都市はははは、、、、とととともにもにもにもに 1997 年年年年度度度度のののの第第第第 1期期期期のののの認認認認証証証証事業事業事業事業でございましたがでございましたがでございましたがでございましたが、、、、北北北北九州九州九州九州エコタウンはエコタウンはエコタウンはエコタウンは新新新新規規規規のののの場所場所場所場所にににに循循循循環施設環施設環施設環施設をををを整備整備整備整備したことにしたことにしたことにしたことに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、川川川川崎崎崎崎エコタウンはエコタウンはエコタウンはエコタウンは、、、、非常非常非常非常にににに密密密密集集集集しているしているしているしている産業団地産業団地産業団地産業団地とととと、、、、そのすそのすそのすそのすぐぐぐぐ近近近近接接接接したしたしたした住宅住宅住宅住宅地地地地のののの中中中中でリサイクルシステムをでリサイクルシステムをでリサイクルシステムをでリサイクルシステムを構構構構築築築築しているとこしているとこしているとこしているところろろろにににに特特特特徴徴徴徴がありまがありまがありまがありますすすす。。。。代表代表代表代表的的的的なななな例例例例といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、循循循循環型環型環型環型のののの製製製製鉄鉄鉄鉄システムというものがよくシステムというものがよくシステムというものがよくシステムというものがよく取取取取りりりり上上上上げげげげらららられれれれていますていますていますています。。。。ここここれれれれはははは、、、、このこのこのこの前前前前、、、、中国中国中国中国からからからから胡錦涛胡錦涛胡錦涛胡錦涛国国国国家家家家主主主主席席席席がおがおがおがお見見見見ええええにならにならにならになられれれれたときにたときにたときにたときに、、、、ごらごらごらごらんんんんにならにならにならになられれれれたたたた川川川川崎崎崎崎のののの施設施設施設施設がこのがこのがこのがこの廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックのリサイクルックのリサイクルックのリサイクルックのリサイクル施設施設施設施設でもございましたでもございましたでもございましたでもございました。。。。実際実際実際実際にににに、、、、
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通通通通常常常常のののの製製製製鉄鉄鉄鉄所所所所ですとですとですとですと、、、、鉄鉱鉄鉱鉄鉱鉄鉱石石石石、、、、石石石石灰灰灰灰石石石石、、、、鉄鉱鉄鉱鉄鉱鉄鉱石石石石からからからから酸酸酸酸素素素素をををを奪奪奪奪いいいい取取取取るるるる還元剤還元剤還元剤還元剤としましてとしましてとしましてとしまして石炭石炭石炭石炭をををを純純純純化化化化しましたコークスをしましたコークスをしましたコークスをしましたコークスを使使使使ううううわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、川川川川崎崎崎崎エコタウンにおきましてはエコタウンにおきましてはエコタウンにおきましてはエコタウンにおきましては、、、、廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックをックをックをックを選別選別選別選別、、、、破砕破砕破砕破砕、、、、造造造造粒粒粒粒してしてしてして炉炉炉炉にににに吹吹吹吹きききき込込込込むことによってむことによってむことによってむことによって、、、、下下下下側側側側にシステムにシステムにシステムにシステム図図図図のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、ががががコークスのコークスのコークスのコークスの使使使使用用用用削減削減削減削減をするをするをするをするわわわわけですけですけですけです。。。。言言言言っっっってみますとてみますとてみますとてみますと、、、、上上上上側側側側がががが動動動動脈側脈側脈側脈側のののの生産生産生産生産システムであシステムであシステムであシステムでありましてりましてりましてりまして、、、、下下下下側側側側がががが静脈側静脈側静脈側静脈側生産生産生産生産システムですシステムですシステムですシステムです。。。。動動動動脈脈脈脈とととと静脈静脈静脈静脈をををを同時同時同時同時にににに組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせたリサイクルたリサイクルたリサイクルたリサイクルシステムをシステムをシステムをシステムを幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの産業産業産業産業でででで形成形成形成形成していることがしていることがしていることがしていることが、、、、ここここれれれれがががが川川川川崎崎崎崎のののの特特特特徴徴徴徴でもありますしでもありますしでもありますしでもありますし、、、、幾幾幾幾つつつつかのかのかのかのほほほほかのエコタウンでもかのエコタウンでもかのエコタウンでもかのエコタウンでも、、、、例例例例えばえばえばえば八戸八戸八戸八戸ですとかですとかですとかですとか、、、、秋田秋田秋田秋田ですとかですとかですとかですとか、、、、富富富富山山山山でもでもでもでも同様同様同様同様のシステのシステのシステのシステムがムがムがムが見見見見らららられれれれますますますます。。。。 

  川川川川崎崎崎崎におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、こうしたこうしたこうしたこうした循循循循環施設環施設環施設環施設がががが複複複複数存在数存在数存在数存在していますしていますしていますしています。。。。そうしたそうしたそうしたそうした中中中中でででで、、、、黄色黄色黄色黄色にににに色色色色をつけていますステンレスをつけていますステンレスをつけていますステンレスをつけていますステンレス工場工場工場工場、、、、セセセセメメメメントントントント工場工場工場工場、、、、製製製製紙紙紙紙工場工場工場工場、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工場工場工場工場、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは製製製製鉄鉄鉄鉄所所所所、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは化化化化学工場学工場学工場学工場、、、、こうしたそこうしたそこうしたそこうしたそれぞれれぞれれぞれれぞれのののの企企企企業業業業のののの中中中中でそでそでそでそれぞれれぞれれぞれれぞれのののの副副副副産物産物産物産物、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを次次次次のののの企企企企業業業業のののの資源資源資源資源としてとしてとしてとして活用活用活用活用するというするというするというするという考考考考ええええででいくとででいくとででいくとででいくと、、、、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はなっていまにはなっていまにはなっていまにはなっていませんせんせんせんがががが、、、、あるあるあるある種種種種のののの日本型日本型日本型日本型のののの産業共生産業共生産業共生産業共生システムができていますシステムができていますシステムができていますシステムができています。。。。我我我我々々々々、、、、よくよくよくよく国際学会国際学会国際学会国際学会にににに行行行行きますときますときますときますと、、、、デデデデンンンンママママークのークのークのークのカカカカルンルンルンルンボボボボーはーはーはーは国際国際国際国際的的的的にににに有有有有名名名名ではありますがではありますがではありますがではありますが、、、、21 世紀世紀世紀世紀はははは日本日本日本日本のエコタウンがそうしたのエコタウンがそうしたのエコタウンがそうしたのエコタウンがそうした資源循資源循資源循資源循環環環環のののの型型型型をををを実現実現実現実現できるできるできるできるんじゃんじゃんじゃんじゃないかということないかということないかということないかということ、、、、特特特特ににににアジアのアジアのアジアのアジアの方方方方々々々々にににに申申申申しししし上上上上げげげげているているているているわわわわけですががけですががけですががけですがが、、、、こうしたこうしたこうしたこうした幾幾幾幾つかのエコタウンつかのエコタウンつかのエコタウンつかのエコタウン、、、、川川川川崎崎崎崎のエコのエコのエコのエコタウンをタウンをタウンをタウンを代表代表代表代表としましてとしましてとしましてとしまして幾幾幾幾つかのエコタウンにおきましてはつかのエコタウンにおきましてはつかのエコタウンにおきましてはつかのエコタウンにおきましては、、、、逆逆逆逆工場工場工場工場的的的的なななな循循循循環環環環システムがシステムがシステムがシステムがエコタウンエコタウンエコタウンエコタウン内内内内ののののネネネネットットットットワワワワークにークにークにークに連携連携連携連携しましてしましてしましてしまして、、、、左側左側左側左側（（（（図図図図５５５５））））にににに書書書書いていますようにいていますようにいていますようにいていますように、、、、都市都市都市都市からからからから出出出出てきますてきますてきますてきます一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ですとかですとかですとかですとか、、、、あるいはそのあるいはそのあるいはそのあるいはその他他他他エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン外外外外からからからから来来来来ますますますます産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物をををを取取取取りりりり入入入入れれれれるというるというるというるという、、、、まさにエコタウンのまさにエコタウンのまさにエコタウンのまさにエコタウンの中中中中とエコタウンのとエコタウンのとエコタウンのとエコタウンの外外外外とのとのとのとの連携連携連携連携がががが、、、、先先先先ほほほほどどどど見見見見ていていていていただきましたただきましたただきましたただきました図図図図（（（（図図図図４４４４））））でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと、、、、約第約第約第約第 2 ステージまではステージまではステージまではステージまでは幾幾幾幾つかのエコタウンでつかのエコタウンでつかのエコタウンでつかのエコタウンで完完完完成成成成しつつありますしつつありますしつつありますしつつあります。。。。 

  あいちエコタウンあいちエコタウンあいちエコタウンあいちエコタウン、、、、ここここれれれれもももも私私私私はここはここはここはここ数数数数カカカカ月月月月急急急急速速速速にににに勉勉勉勉強強強強ささささせせせせていただいているとこていただいているとこていただいているとこていただいているところろろろですですですですがががが、、、、極極極極めてめてめてめてユユユユニニニニークなークなークなークな発展形発展形発展形発展形をおをおをおをお持持持持ちだとちだとちだとち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。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、先先先先ほほほほどどどど来来来来、、、、知事知事知事知事以以以以下下下下皆様方皆様方皆様方皆様方からからからからごごごご紹介紹介紹介紹介さささされれれれましたようにましたようにましたようにましたように、、、、愛知愛知愛知愛知はものづくりのはものづくりのはものづくりのはものづくりのメメメメッッッッカカカカですですですです。。。。そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと、、、、循循循循環施設環施設環施設環施設、、、、ものづくりにものづくりにものづくりにものづくりに極極極極めてめてめてめて対応対応対応対応さささされれれれておらておらておらておられれれれますますますます。。。。具体的具体的具体的具体的にににに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、、、、食食食食品品品品廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを循循循循環環環環するするするする装装装装置置置置、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは機機機機械械械械産業産業産業産業をををを循循循循環環環環するするするする装装装装置置置置、、、、そうしたそうしたそうしたそうした装装装装置置置置がががが、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県のごのごのごのご尽尽尽尽力力力力もあってもあってもあってもあって、、、、県内県内県内県内ににににネネネネットットットットワワワワークークークーク的的的的にににに展開展開展開展開していますしていますしていますしています。。。。ここここれれれれ自身自身自身自身がががが循循循循環環環環的的的的につながってくにつながってくにつながってくにつながってくればればればれば、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県のののの中中中中にににに自動自動自動自動車車車車系系系系のののの製品製品製品製品生産生産生産生産、、、、動動動動脈側脈側脈側脈側とととと呼呼呼呼ばればればればれるるるるチェチェチェチェーンがありますーンがありますーンがありますーンがあります、、、、あるいあるいあるいあるいはははは食食食食品品品品産業産業産業産業のののの動動動動脈脈脈脈システムもありますシステムもありますシステムもありますシステムもあります。。。。そこにこうしたそこにこうしたそこにこうしたそこにこうした静脈側静脈側静脈側静脈側のシステムがのシステムがのシステムがのシステムが加加加加わわわわりますとりますとりますとりますと、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県のののの中中中中でででで動動動動脈脈脈脈とととと静脈静脈静脈静脈がががが備備備備わわわわったったったった、、、、まさにゼまさにゼまさにゼまさに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的的的的なななな地域地域地域地域ネネネネットットットットワワワワークがでークがでークがでークができるようなきるようなきるようなきるような効効効効果果果果がががが出出出出てきていますてきていますてきていますてきています（（（（図図図図６６６６）。）。）。）。 

  こうしたこうしたこうしたこうした幾幾幾幾つかのエコタウンのこつかのエコタウンのこつかのエコタウンのこつかのエコタウンのこれれれれまでのまでのまでのまでの形成形成形成形成をををを要要要要素素素素分解分解分解分解してみたものですしてみたものですしてみたものですしてみたものです（（（（図図図図７７７７）。）。）。）。左左左左からからからから右右右右にににに、、、、ライフサイクルのライフサイクルのライフサイクルのライフサイクルの中中中中でででで、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる製品製品製品製品のののの、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは産業産業産業産業のののの流流流流れれれれをををを示示示示しているしているしているしているわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、ここここれれれれがががが仮仮仮仮にににに動動動動脈脈脈脈型型型型のののの、、、、従従従従来型来型来型来型のののの大大大大量消費量消費量消費量消費、、、、大大大大量量量量生産型生産型生産型生産型のののの生産生産生産生産システムというシステムというシステムというシステムというふふふふうにおうにおうにおうにお考考考考ええええるとるとるとると、、、、ここここれれれれをををを何何何何とかとかとかとか静脈静脈静脈静脈のののの流流流流れれれれをつくらなきをつくらなきをつくらなきをつくらなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけないわわわわけですけですけですけです。。。。そのためにそのためにそのためにそのために国国国国はははは何何何何をしてきたかといいますとをしてきたかといいますとをしてきたかといいますとをしてきたかといいますと、、、、具体的具体的具体的具体的にはにはにはには廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの排排排排出出出出規制規制規制規制をををを行行行行いいいい、、、、さらにリさらにリさらにリさらにリユユユユースースースース、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの支支支支援援援援制度制度制度制度をををを、、、、ここここれれれれはははは経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省、、、、農水省農水省農水省農水省、、、、環境省環境省環境省環境省がおつくりになるがおつくりになるがおつくりになるがおつくりになるわわわわけですけですけですけです。。。。ここここれれれれによってによってによってによって初初初初めてめてめてめて静脈静脈静脈静脈のののの流流流流れれれれができてきたができてきたができてきたができてきたわわわわけですけですけですけです。。。。静脈静脈静脈静脈のののの流流流流れれれれができてきますとができてきますとができてきますとができてきますと、、、、そそそそこにこにこにこに血血血血がががが流流流流れれれれますのでますのでますのでますので、、、、幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの技術技術技術技術がビジがビジがビジがビジネネネネスススス化化化化していくしていくしていくしていくわわわわけですけですけですけです。。。。 

  エコタウンでエコタウンでエコタウンでエコタウンで特特特特徴徴徴徴的的的的なのはなのはなのはなのは、、、、このこのこのこの緑緑緑緑でででで示示示示していますリサイクルしていますリサイクルしていますリサイクルしていますリサイクル技術技術技術技術ですがですがですがですが、、、、実実実実はははは、、、、同時同時同時同時にににに、、、、そそそそれれれれをををを可能可能可能可能にしているにしているにしているにしている社会社会社会社会のののの仕仕仕仕組組組組みみみみ、、、、ここではここではここではここでは下下下下側側側側でででで社会技術社会技術社会技術社会技術とととと呼呼呼呼んんんんでいますがでいますがでいますがでいますが、、、、ここここのののの社会社会社会社会のののの仕仕仕仕組組組組みとみとみとみとハハハハーーーードドドドなななな技術技術技術技術とととと、、、、このこのこのこの組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせがががが日本日本日本日本のあるのあるのあるのある種種種種のののの知知知知的財的財的財的財産産産産ではないかではないかではないかではないかとととと思思思思っているっているっているっているわわわわけですけですけですけです。。。。 

  エコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウンの中中中中にはにはにはには非常非常非常非常にににに苦労苦労苦労苦労しているしているしているしている企企企企業業業業もあもあもあもあればればればれば、、、、もうかってもうかってもうかってもうかって仕仕仕仕方方方方がないというがないというがないというがないという事事事事業業業業もももも、、、、ありますありますありますあります。。。。そのあたりのそのあたりのそのあたりのそのあたりの違違違違いはいはいはいは、、、、さらにうまくさらにうまくさらにうまくさらにうまく社会社会社会社会制度制度制度制度をつくをつくをつくをつくれれれれているかどうかとているかどうかとているかどうかとているかどうかと
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いうことがいうことがいうことがいうことが鍵鍵鍵鍵であるとのであるとのであるとのであるとの印象印象印象印象をををを持持持持っていますっていますっていますっています。。。。グリーングリーングリーングリーン調調調調達達達達、、、、グリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入、、、、ここここれれれれはははは国国国国のののの施策施策施策施策としてもありますがとしてもありますがとしてもありますがとしてもありますが、、、、あるあるあるある種種種種のののの自治体自治体自治体自治体においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、地域地域地域地域循循循循環環環環をををを進進進進めるためのグリーンめるためのグリーンめるためのグリーンめるためのグリーン調調調調達達達達をををを進進進進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るるるる自治体自治体自治体自治体もありますもありますもありますもあります。。。。あるいはそのためのグリーンあるいはそのためのグリーンあるいはそのためのグリーンあるいはそのためのグリーン消費消費消費消費、、、、グリーグリーグリーグリーンンンン購購購購入入入入をををを促促促促しているしているしているしている自治体自治体自治体自治体もありますもありますもありますもあります。。。。こうしたこうしたこうしたこうした自治体自治体自治体自治体におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、当当当当然然然然青色青色青色青色のののの静脈静脈静脈静脈のののの流流流流れれれれがががが大大大大きくなりますのできくなりますのできくなりますのできくなりますので、、、、循循循循環環環環のビジのビジのビジのビジネネネネススススチャチャチャチャンスはンスはンスはンスは一一一一層広層広層広層広まっていくまっていくまっていくまっていくわわわわけでけでけでけですすすす。。。。 

  こうしたこうしたこうしたこうした社会社会社会社会制度制度制度制度ととととハハハハーーーードドドド技術技術技術技術、、、、このこのこのこの組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせをををを、、、、日本日本日本日本のエコタウンののエコタウンののエコタウンののエコタウンの情報発情報発情報発情報発信信信信としとしとしとしてててて今今今今後後後後活用活用活用活用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すですですです。。。。環境都市環境都市環境都市環境都市、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは循循循循環都市環都市環都市環都市、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは低炭素低炭素低炭素低炭素都市都市都市都市のイのイのイのインフラとしてのエコタウンがンフラとしてのエコタウンがンフラとしてのエコタウンがンフラとしてのエコタウンが形成形成形成形成さささされれれれてきたことがてきたことがてきたことがてきたことが、、、、97 年年年年以降以降以降以降のののの 10 年年年年間間間間のののの 1 つのつのつのつの蓄蓄蓄蓄積積積積であであであでありりりり、、、、歴史歴史歴史歴史でありでありでありであり、、、、達達達達成成成成であるとであるとであるとであると考考考考ええええていますていますていますています。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、当当当当然然然然事業事業事業事業をををを展開展開展開展開していくしていくしていくしていく上上上上でエコタウンでエコタウンでエコタウンでエコタウン事業事業事業事業のののの支支支支援援援援ということということということということ以以以以外外外外にににに、、、、右側右側右側右側ののののほほほほうにうにうにうに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、、、、さまざまなリさまざまなリさまざまなリさまざまなリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは循循循循環型経済社会形成環型経済社会形成環型経済社会形成環型経済社会形成促促促促進法進法進法進法のもとでさまざまなリサイクルのもとでさまざまなリサイクルのもとでさまざまなリサイクルのもとでさまざまなリサイクル法法法法ができができができができていますていますていますています。。。。こうしたこうしたこうしたこうしたハハハハーーーードドドドウエアのウエアのウエアのウエアの整備整備整備整備のののの左側左側左側左側とととと、、、、ソソソソフトウエアのフトウエアのフトウエアのフトウエアの整備整備整備整備のののの右側右側右側右側とととと、、、、ここここれれれれのののの組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせがががが重要重要重要重要でででで、、、、技術技術技術技術だけをだけをだけをだけを単単単単体体体体でででで海外海外海外海外にごにごにごにご紹介紹介紹介紹介してもしてもしてもしても仏仏仏仏にににに魂魂魂魂がががが入入入入らないということらないということらないということらないということになるになるになるになる場合場合場合場合もありますもありますもありますもあります。。。。こうしたとここうしたとここうしたとここうしたところろろろがががが私私私私のののの 3 点点点点おおおお話話話話をするをするをするをする 1 点目点目点目点目のののの、、、、今今今今までのまでのまでのまでの達達達達成成成成でででですすすす。。。。 

  ではではではでは、、、、10 年年年年間間間間たったたったたったたった今今今今日日日日、、、、エコタウンにエコタウンにエコタウンにエコタウンに対対対対するするするする期待期待期待期待はどのようにはどのようにはどのようにはどのように変変変変わわわわってきているだってきているだってきているだってきているだろろろろうかうかうかうか。。。。ここここれれれれがががが私私私私のののの 2番番番番目目目目のののの演題演題演題演題ですですですです。。。。 

  ここここれれれれはははは、、、、2 年年年年ほほほほどどどど前前前前のののの全国全国全国全国エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン大会大会大会大会、、、、八戸八戸八戸八戸でででで行行行行われわれわれわれましたがましたがましたがましたが、、、、そのそのそのその最後最後最後最後にににに、、、、2 日日日日間間間間のののの議議議議論論論論をををを踏踏踏踏ままままええええてててて、、、、パパパパネネネネルルルルデデデディスィスィスィスカカカカッションをッションをッションをッションを司会司会司会司会ささささせせせせていただいたていただいたていただいたていただいた際際際際につくったにつくったにつくったにつくった図図図図ですですですです（（（（図図図図８８８８）。）。）。）。 具体的具体的具体的具体的にににに言言言言いますといますといますといますと、、、、エコタウンはエコタウンはエコタウンはエコタウンは、、、、一一一一番番番番左左左左はははは、、、、成長成長成長成長のののの限限限限界界界界ですですですです。。。。おそらくこうしたおそらくこうしたおそらくこうしたおそらくこうした理理理理念念念念のスタートラインになることはのスタートラインになることはのスタートラインになることはのスタートラインになることは皆様皆様皆様皆様もよくごもよくごもよくごもよくご存存存存じじじじのとこのとこのとこのところろろろですがですがですがですが、、、、90 年年年年代代代代にににに入入入入りましてりましてりましてりまして、、、、今今今今までごまでごまでごまでご紹介紹介紹介紹介がありましたようにがありましたようにがありましたようにがありましたように、、、、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、、、、産業共生産業共生産業共生産業共生、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは産業産業産業産業エコロジエコロジエコロジエコロジーというようなーというようなーというようなーというような理念理念理念理念がががが出出出出てきましたてきましたてきましたてきました。。。。そそそそれれれれがががが具体的具体的具体的具体的にににに実実実実証証証証さささされれれれてててて出出出出てきたてきたてきたてきた 1 つがつがつがつが 97 年年年年からからからからのエコタウンですのエコタウンですのエコタウンですのエコタウンです。。。。そのそのそのその 10 年年年年間間間間のののの間間間間でエコタウンでエコタウンでエコタウンでエコタウン自身自身自身自身がさまざまながさまざまながさまざまながさまざまな進進進進化化化化をををを遂遂遂遂げげげげてきたてきたてきたてきたわわわわけけけけですですですです。。。。2 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい前前前前はははは、、、、ここここれれれれまでにまでにまでにまでに多多多多様様様様化化化化してきたということをことをしてきたということをことをしてきたということをことをしてきたということをことを示示示示すすすす図図図図ですですですです。。。。 

  そのそのそのその際際際際にににに整理整理整理整理ししししたたたた中中中中でででで言言言言いますといますといますといますと、、、、1 つはつはつはつはややややはりはりはりはり廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理理理理としてさまざまなとしてさまざまなとしてさまざまなとしてさまざまな廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理理理理のののの技術技術技術技術がががが組組組組みみみみ合合合合わわわわさるリサイクルスさるリサイクルスさるリサイクルスさるリサイクルスポポポポットですとかットですとかットですとかットですとか、、、、あるいはグリーンあるいはグリーンあるいはグリーンあるいはグリーン物物物物流流流流とかとかとかとか、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処処処処理理理理をクラスターをクラスターをクラスターをクラスター化化化化するするするする仕仕仕仕組組組組みとかがみとかがみとかがみとかが構構構構想想想想さささされれれれていましたていましたていましたていました。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは都市都市都市都市、、、、自治体自治体自治体自治体をををを含含含含めましためましためましためました廃棄物行政廃棄物行政廃棄物行政廃棄物行政、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは家家家家庭庭庭庭ですとかですとかですとかですとか、、、、業務業務業務業務ですとかですとかですとかですとか、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる都市都市都市都市とととと産業産業産業産業がががが連携連携連携連携するするするする中中中中でエコタウンをでエコタウンをでエコタウンをでエコタウンを活用活用活用活用しようというしようというしようというしようという、、、、そういうモそういうモそういうモそういうモデデデデルもルもルもル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。。。。 

  最後最後最後最後にににに、、、、もうちもうちもうちもうちょょょょっとっとっとっとソソソソフトなフトなフトなフトな形形形形でででで言言言言いますといますといますといますと、、、、地域地域地域地域のののの協力協力協力協力システムですとかシステムですとかシステムですとかシステムですとか、、、、地域地域地域地域のののの環境環境環境環境活動活動活動活動のののの活用活用活用活用ですとかですとかですとかですとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはネネネネットットットットワワワワークのコーークのコーークのコーークのコーデデデディィィィネネネネーションとかーションとかーションとかーションとか、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるそるそるそるそういうういうういうういうソソソソフトなフトなフトなフトな社会社会社会社会システムそのものもシステムそのものもシステムそのものもシステムそのものも形成形成形成形成さささされれれれてきたてきたてきたてきた経経経経緯緯緯緯がありますがありますがありますがあります。。。。 

  こうしたこうしたこうしたこうした発展発展発展発展のののの進進進進化化化化のプロセスをのプロセスをのプロセスをのプロセスを見見見見ながらながらながらながら、、、、エコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウンの実施実施実施実施側側側側でどのようなものがでどのようなものがでどのようなものがでどのようなものが期期期期待待待待さささされれれれているかということをているかということをているかということをているかということを若干若干若干若干整理整理整理整理しますしますしますします。。。。 

  資源問資源問資源問資源問題題題題からまからまからまからまずずずずスタートしますとスタートしますとスタートしますとスタートしますと、、、、資源問資源問資源問資源問題題題題もももも当当当当然然然然多多多多様様様様化化化化しているしているしているしているわわわわけですけですけですけです。。。。10 年年年年前前前前はははは、、、、資源問資源問資源問資源問題題題題といいますとといいますとといいますとといいますと、、、、ややややはりごみをはりごみをはりごみをはりごみを減減減減らすらすらすらす、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場のののの負負負負担担担担をををを減減減減らすとらすとらすとらすということがいうことがいうことがいうことが 10 年年年年前前前前のののの最最最最重要重要重要重要命題命題命題命題であったであったであったであったわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、昨今昨今昨今昨今ではではではでは、、、、エエエエネネネネルルルルギギギギーですとかーですとかーですとかーですとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは農地農地農地農地へへへへのののの還元還元還元還元といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、農業農業農業農業とのとのとのとの連携連携連携連携とととということもいうこともいうこともいうことも議議議議論論論論さささされれれれているているているているわわわわけですけですけですけです。。。。 こうしたこうしたこうしたこうした資源循資源循資源循資源循環環環環 1 つとりましてもつとりましてもつとりましてもつとりましても、、、、随随随随分状況分状況分状況分状況はははは変変変変わわわわ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おどおどおどお話話話話のののの中中中中にもにもにもにもありましたレアありましたレアありましたレアありましたレアメメメメタルのタルのタルのタルの話話話話ですがですがですがですが、、、、上上上上がタングステンのがタングステンのがタングステンのがタングステンの価価価価格格格格変化変化変化変化でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、下下下下がコがコがコがコババババルトのルトのルトのルトの価価価価格格格格変化変化変化変化ですですですです。。。。私私私私もももも 10 年年年年間間間間ややややってききましたのでってききましたのでってききましたのでってききましたので、、、、エコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウンの議議議議論論論論をしたをしたをしたをした際際際際にににに、、、、早早早早いいいい段階段階段階段階からからからから都市都市都市都市鉱鉱鉱鉱山山山山、、、、アーアーアーアーババババンンンンママママイイイイニニニニングというングというングというングという議議議議論論論論がありますがありますがありますがあります。。。。ちちちちょょょょうどエコタウンうどエコタウンうどエコタウンうどエコタウンがががが始始始始まったこのあたりですまったこのあたりですまったこのあたりですまったこのあたりです。。。。我我我我々々々々もももも研究研究研究研究でこのあたりでこのあたりでこのあたりでこのあたり、、、、アーアーアーアーババババンンンンママママイイイイニニニニングングングング、、、、都市都市都市都市鉱鉱鉱鉱山山山山とととということでいうことでいうことでいうことで議議議議論論論論しましたしましたしましたしました。。。。当当当当時時時時はははは研究研究研究研究してもしてもしてもしても、、、、研究研究研究研究してもしてもしてもしても、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか事業事業事業事業になりまになりまになりまになりませせせせんんんん。。。。
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そそそそれれれれでででで、、、、このグラフをこのグラフをこのグラフをこのグラフを見見見見ますとますとますとますと、、、、あるあるあるある程程程程度度度度、、、、そそそそれれれれはこういうはこういうはこういうはこういう理理理理由由由由だったなとだったなとだったなとだったなとわわわわかるとこかるとこかるとこかるところろろろがありますがありますがありますがあります。。。。タングステンにしてもタングステンにしてもタングステンにしてもタングステンにしても、、、、ココココババババルトにしてもルトにしてもルトにしてもルトにしても、、、、価価価価格格格格がががが高高高高騰騰騰騰してきましたのはこしてきましたのはこしてきましたのはこしてきましたのはこここここ 3 年年年年ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの話話話話でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、そそそそれれれれまでもまでもまでもまでも価価価価格格格格高高高高騰騰騰騰のののの時時時時期期期期はありますがはありますがはありますがはありますが、、、、あるあるあるある程程程程度度度度いくいくいくいくとまたとまたとまたとまた戻戻戻戻ってきたりするようなってきたりするようなってきたりするようなってきたりするような変動変動変動変動基調基調基調基調がありますがありますがありますがあります。。。。そこがそこがそこがそこが、、、、希希希希少資源少資源少資源少資源をはをはをはをはじじじじめとするめとするめとするめとする資資資資源源源源がががが価価価価格格格格上上上上昇昇昇昇基調基調基調基調としてとしてとしてとして定着定着定着定着しましたのはここしましたのはここしましたのはここしましたのはここ 3 年年年年ですのでですのでですのでですので、、、、ここここれれれれからまさにからまさにからまさにからまさに同和同和同和同和鉱鉱鉱鉱業業業業ささささんんんんもももも含含含含めましたアーめましたアーめましたアーめましたアーババババンンンンママママイイイイニニニニングビジングビジングビジングビジネネネネスがスがスがスが持続持続持続持続的的的的なビジなビジなビジなビジネネネネスとしてスとしてスとしてスとして定着定着定着定着するするするする時時時時期期期期をををを迎迎迎迎ええええてきたというてきたというてきたというてきたというふふふふうにうにうにうに言言言言うことうことうことうことができますができますができますができます。。。。 

  そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと、、、、循循循循環環環環そのもののそのもののそのもののそのもののドドドドライビングフォースのライビングフォースのライビングフォースのライビングフォースの視点視点視点視点がががが重要重要重要重要となってくるとなってくるとなってくるとなってくるわわわわけでけでけでけですすすす。。。。ままままずずずず、、、、循循循循環環環環といいますとといいますとといいますとといいますと、、、、大大大大きくきくきくきく言言言言うとうとうとうと 2 つのつのつのつの要要要要素素素素がありますがありますがありますがあります（（（（図図図図１０１０１０１０）。）。）。）。1 つはつはつはつは、、、、汚汚汚汚染染染染するものをするものをするものをするものを早早早早くくくく除除除除きたいというきたいというきたいというきたいという、、、、ここここれれれれはははは公公公公共共共共的的的的ななななニニニニーーーーズズズズでますでますでますでます。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、水水水水銀銀銀銀というもというもというもというものはのはのはのは、、、、そのままそのままそのままそのまま都市内都市内都市内都市内、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは我我我我々々々々のののの地域地域地域地域のののの中中中中にとどめておきますとにとどめておきますとにとどめておきますとにとどめておきますと、、、、大大大大きなきなきなきな被被被被害害害害がががが起起起起こりますこりますこりますこります。。。。一一一一番番番番ひひひひどいどいどいどい例例例例がががが水水水水銀銀銀銀のののの汚染汚染汚染汚染のののの結結結結果果果果としてのとしてのとしてのとしての水水水水俣病俣病俣病俣病やややや、、、、PCB によるによるによるによる汚染汚染汚染汚染がありまがありまがありまがありますすすす。。。。このようなこのようなこのようなこのような PCB とかとかとかとか水水水水銀銀銀銀というのはというのはというのはというのは、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ早早早早くくくく、、、、速速速速ややややかにかにかにかに、、、、確確確確実実実実にににに除去除去除去除去するするするする必必必必要要要要がありまがありまがありまがありますすすす。。。。 

  とことことこところろろろがががが、、、、右側右側右側右側にににに移移移移ってきますとってきますとってきますとってきますと、、、、ややややはりはりはりはり資源資源資源資源性性性性がががが大大大大きいものというものはきいものというものはきいものというものはきいものというものは、、、、ここここれれれれはははは循循循循環環環環利用利用利用利用できるできるできるできるわわわわけですけですけですけです。。。。おそらくこのおそらくこのおそらくこのおそらくこの図図図図でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと、、、、上上上上にににに行行行行けけけけばばばば行行行行くくくくほほほほどどどど公公公公的的的的なななな事業事業事業事業ととととしてしてしてして公公公公的的的的なななな奉奉奉奉仕仕仕仕がががが必必必必要要要要になってきましてになってきましてになってきましてになってきまして、、、、右右右右にににに行行行行けけけけばばばば右右右右にににに行行行行くくくくほほほほどどどど市場市場市場市場メメメメカニカニカニカニズズズズムがムがムがムが活用活用活用活用できるできるできるできるわわわわけですけですけですけです。。。。10 年年年年前前前前のののの循循循循環環環環のののの対対対対象象象象ですですですです廃廃廃廃プラであるとかプラであるとかプラであるとかプラであるとか、、、、レアレアレアレアメメメメタルとかタルとかタルとかタルとか、、、、廃廃廃廃木材木材木材木材ととととかをかをかをかを見見見見ますとますとますとますと、、、、レアレアレアレアメメメメタルにタルにタルにタルに至至至至ってもってもってもっても、、、、そのそのそのその時時時時点点点点ではではではでは資源資源資源資源としてのとしてのとしてのとしての利用利用利用利用性性性性はそはそはそはそれほれほれほれほどどどど大大大大ききききくないくないくないくないわわわわけですけですけですけです。。。。といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは、、、、価価価価格格格格がががが低低低低いいいいわわわわけですけですけですけです。。。。ここここれれれれがこのがこのがこのがこの 10 年年年年間間間間でどうなってでどうなってでどうなってでどうなってきたかといいますときたかといいますときたかといいますときたかといいますと、、、、レアレアレアレアメメメメタルはタルはタルはタルは、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく汚染汚染汚染汚染性性性性はははは小小小小さくさくさくさく、、、、化化化化学学学学的的的的にににに安定安定安定安定していますしていますしていますしていますがががが、、、、資源資源資源資源性性性性はははは大大大大きくなってきていますきくなってきていますきくなってきていますきくなってきています。。。。廃廃廃廃プラプラプラプラ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは木材木材木材木材につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても、、、、炭素炭素炭素炭素資源資源資源資源としてとしてとしてとして考考考考えればえればえればえれば資源資源資源資源性性性性がががが高高高高まってきていますまってきていますまってきていますまってきています。。。。 

  こうしたことをこうしたことをこうしたことをこうしたことを考考考考ええええますとますとますとますと、、、、実実実実はははは、、、、汚染汚染汚染汚染性性性性がががが大大大大きいきいきいきい、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる公公公公的的的的セクターによるセクターによるセクターによるセクターによる資源資源資源資源活用活用活用活用がががが必必必必要要要要だというだというだというだという、、、、このこのこのこの図図図図のののの上上上上にありますものからにありますものからにありますものからにありますものから、、、、むしむしむしむしろろろろ民間活力民間活力民間活力民間活力をうまくをうまくをうまくをうまく生生生生かしてかしてかしてかして循循循循環環環環をををを進進進進めるというめるというめるというめるという右側右側右側右側のののの次次次次元元元元のののの資源資源資源資源ががががややややはりはりはりはり多多多多くありますくありますくありますくあります。。。。ただただただただ、、、、このこのこのこの資源循資源循資源循資源循環環環環につきにつきにつきにつきましてはましてはましてはましては、、、、通通通通常常常常のののの動動動動脈側脈側脈側脈側のビジのビジのビジのビジネネネネスとはスとはスとはスとは違違違違いましていましていましていまして、、、、発生発生発生発生がががが安定安定安定安定していないとかしていないとかしていないとかしていないとか、、、、質質質質ににににばばばばらつきらつきらつきらつきがあるというがあるというがあるというがあるという点点点点もありますのでもありますのでもありますのでもありますので、、、、速速速速ややややかにかにかにかに民間民間民間民間のビジのビジのビジのビジネネネネスになるスになるスになるスになるわわわわけではありまけではありまけではありまけではありませせせせんんんん。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく情報情報情報情報のインフラですとかのインフラですとかのインフラですとかのインフラですとか、、、、あるいはストックしたりあるいはストックしたりあるいはストックしたりあるいはストックしたり運運運運んんんんだりだりだりだりするするするするハハハハーーーードドドドウエアのインフラとかウエアのインフラとかウエアのインフラとかウエアのインフラとか、、、、そうしたそうしたそうしたそうした公公公公的的的的なななな関関関関与与与与がががが当当当当然必然必然必然必要要要要にはなってまいりますにはなってまいりますにはなってまいりますにはなってまいりますがががが、、、、あるあるあるある程程程程度民間活力度民間活力度民間活力度民間活力をををを生生生生かすかすかすかす形形形形でででで循循循循環環環環ができるようなができるようなができるようなができるような、、、、こういうステージにこういうステージにこういうステージにこういうステージに移移移移っているっているっているっている資源資源資源資源がががが多多多多くあるということがくあるということがくあるということがくあるということがわわわわかりますかりますかりますかります。。。。ここここれれれれがががが資源循資源循資源循資源循環環環環にかかにかかにかかにかかわわわわりますエコタウンのりますエコタウンのりますエコタウンのりますエコタウンの背背背背景景景景のののの変化変化変化変化ですですですです。。。。 

  もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、まさにまさにまさにまさに複複複複合合合合的的的的なななな問問問問題題題題ですですですです。。。。いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる資源循資源循資源循資源循環環環環はははは低炭素低炭素低炭素低炭素化化化化のののの議議議議論論論論とととと自自自自然然然然共生共生共生共生のののの議議議議論論論論をををを抜抜抜抜きにしてきにしてきにしてきにして考考考考ええええるるるるわわわわけにいかないけにいかないけにいかないけにいかないわわわわけですけですけですけです。。。。ここここれれれれはははは私私私私自身自身自身自身がががが半半半半年年年年ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの前前前前のののの講講講講演会演会演会演会のののの図図図図ですがですがですがですが、、、、資源循資源循資源循資源循環環環環自身自身自身自身はははは低炭素低炭素低炭素低炭素化問化問化問化問題題題題とととと自自自自然然然然共生共生共生共生問問問問題題題題とととと複複複複合合合合問問問問題題題題としてとしてとしてとして考考考考ええええるるるる必必必必要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。そのそのそのその間間間間にもにもにもにも、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく低炭素低炭素低炭素低炭素化化化化、、、、資源資源資源資源をををを処処処処分分分分するためにするためにするためにするために焼却焼却焼却焼却するとするとするとすると、、、、そこそこそこそこからからからから CO2 がががが出出出出るとかるとかるとかるとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは資源資源資源資源をををを活用活用活用活用してしてしてして自自自自然然然然資源資源資源資源、、、、自自自自然然然然共生共生共生共生、、、、里里里里山山山山保保保保全全全全をををを含含含含めますめますめますめます緑緑緑緑地地地地をををを整備整備整備整備するするするする、、、、そうしたことがそうしたことがそうしたことがそうしたことが昨今昨今昨今昨今極極極極めてめてめてめて議議議議論論論論さささされれれれていますていますていますています。。。。 

  そうしたそうしたそうしたそうした中中中中ではではではでは、、、、このこのこのこの循循循循環環環環問問問問題題題題、、、、低炭素低炭素低炭素低炭素問問問問題題題題、、、、自自自自然然然然共生共生共生共生問問問問題題題題がががが相互相互相互相互にににに連携連携連携連携がががが強強強強くなってくなってくなってくなっていますいますいますいます。。。。おそらくこおそらくこおそらくこおそらくこれれれれはははは、、、、研究者研究者研究者研究者としてはとしてはとしてはとしては極極極極めてめてめてめて厄厄厄厄介介介介なななな問問問問題題題題でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、今今今今までまでまでまで上上上上だけだけだけだけのののの 1 つのつのつのつの方方方方程式程式程式程式がががが解解解解けけけければればればればよかったのがよかったのがよかったのがよかったのが、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも三三三三元元元元連立連立連立連立をををを解解解解かないといけないことかないといけないことかないといけないことかないといけないことになりましてになりましてになりましてになりまして、、、、一一一一元元元元連立連立連立連立でもでもでもでも嫌嫌嫌嫌なのになのになのになのに、、、、三三三三元元元元連立連立連立連立になるとになるとになるとになると皆皆皆皆ささささんんんん嫌嫌嫌嫌ですよですよですよですよねねねね、、、、とそとそとそとそんんんんなこなこなこなことをとをとをとを学生学生学生学生にににに対対対対してもおしてもおしてもおしてもお話話話話をしますがをしますがをしますがをしますが、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題はそうしたはそうしたはそうしたはそうした、、、、あるあるあるある種種種種、、、、複雑複雑複雑複雑化化化化したしたしたした問問問問題題題題をををを扱扱扱扱うううう必必必必要要要要がががが出出出出てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。政策政策政策政策的的的的にににに考考考考ええええますとますとますとますと、、、、今今今今までエコタウンといいますものはまでエコタウンといいますものはまでエコタウンといいますものはまでエコタウンといいますものは、、、、ここここのののの資源循資源循資源循資源循環環環環だけのだけのだけのだけの取取取取りりりり扱扱扱扱いしかできていなかったものがいしかできていなかったものがいしかできていなかったものがいしかできていなかったものが、、、、ここここれれれれがががが低炭素低炭素低炭素低炭素化化化化のののの論理論理論理論理、、、、さらにさらにさらにさらに
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自自自自然然然然共生共生共生共生のののの論理論理論理論理、、、、こうしたこうしたこうしたこうした社会社会社会社会的的的的なななな推進推進推進推進のののの大大大大義義義義がががが大大大大きくきくきくきく、、、、厚厚厚厚くくくく、、、、階層的階層的階層的階層的になってくるとになってくるとになってくるとになってくると考考考考ええええることもできるることもできるることもできるることもできるわわわわけけけけですですですです。。。。こうしたこうしたこうしたこうした複雑複雑複雑複雑化化化化するするするする背景背景背景背景のののの中中中中でエコタウンのでエコタウンのでエコタウンのでエコタウンの今今今今後後後後のののの進進進進化化化化、、、、展展展展開開開開をををを考考考考ええええていくていくていくていく必必必必要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。 

  そのそのそのその 1 つとしましてつとしましてつとしましてつとしまして、、、、低炭素低炭素低炭素低炭素につきましてまにつきましてまにつきましてまにつきましてまずずずずざっとござっとござっとござっとご紹介紹介紹介紹介しますがしますがしますがしますが、、、、先先先先ほほほほどどどど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、、、、環境環境環境環境モモモモデデデデルルルル都市都市都市都市のののの募募募募集集集集のののの文文文文をををを出出出出すすすす段階段階段階段階からからからから我我我我々々々々専門専門専門専門家家家家としてそのとしてそのとしてそのとしてその委委委委員員員員会会会会、、、、分分分分科会科会科会科会にににに参参参参加加加加していますがしていますがしていますがしていますが、、、、もともともともともともともともと基本基本基本基本的的的的にはトップにはトップにはトップにはトップダダダダウンのアプローウンのアプローウンのアプローウンのアプローチチチチになりますのになりますのになりますのになりますのでででで、、、、このこのこのこの環境環境環境環境モモモモデデデデルルルル都市都市都市都市はははは、、、、募募募募集集集集のののの段階段階段階段階からからからから、、、、極極極極めてそめてそめてそめてそれれれれまでのまでのまでのまでの環境政策環境政策環境政策環境政策とはとはとはとは違違違違うううう位置位置位置位置づづづづけがありますけがありますけがありますけがあります。。。。1 つはつはつはつは、、、、トップトップトップトップダダダダウンでございましたのでウンでございましたのでウンでございましたのでウンでございましたので、、、、大大大大胆胆胆胆なななな目目目目標標標標設設設設定定定定をさをさをさをされれれれていますていますていますています。。。。
2050 年年年年までまでまでまでにににに炭炭炭炭酸酸酸酸ガスのガスのガスのガスの半半半半減減減減、、、、2020 年年年年までにまでにまでにまでに 30%削減削減削減削減ですですですです。。。。2番番番番目目目目としましてとしましてとしましてとしまして、、、、1 つのつのつのつの技技技技術術術術だけにだけにだけにだけに特特特特化化化化してはだめだとしてはだめだとしてはだめだとしてはだめだと、、、、そうしたこともくそうしたこともくそうしたこともくそうしたこともくぎぎぎぎをををを刺刺刺刺していますしていますしていますしています。。。。3 番番番番目目目目としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、こうしたこうしたこうしたこうした中長中長中長中長期期期期のターのターのターのターゲゲゲゲットだけにットだけにットだけにットだけに限限限限ららららずずずず、、、、具体的具体的具体的具体的にににに来年来年来年来年からからからから何何何何ができるかができるかができるかができるか、、、、そうしたそうしたそうしたそうした実実実実行計画行計画行計画行計画をををを立立立立てなさいとてなさいとてなさいとてなさいと、、、、こうしたこうしたこうしたこうした 3つのつのつのつの視点視点視点視点でででで極極極極めてめてめてめて特特特特徴徴徴徴的的的的なななな募募募募集集集集をさをさをさをされれれれておらておらておらておられれれれましたましたましたました。。。。 

  そのそのそのその対対対対象象象象としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、必必必必ずずずずしもしもしもしも名古屋名古屋名古屋名古屋ですとかですとかですとかですとか、、、、横浜横浜横浜横浜ですとかですとかですとかですとか、、、、東京東京東京東京ですとかですとかですとかですとか、、、、そうそうそうそういういういういう大都市大都市大都市大都市にににに限限限限ららららずずずず、、、、地方地方地方地方のののの中中中中心心心心都市都市都市都市からからからから、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは小小小小規模規模規模規模なななな市市市市町町町町村村村村までまでまでまで対対対対象象象象をををを広広広広げげげげていていていていましたましたましたました。。。。そのそのそのその中中中中ででででババババランスよくランスよくランスよくランスよく選選選選定定定定するということはするということはするということはするということは早早早早いいいい段階段階段階段階からからからから考考考考ええええていたていたていたていたわわわわけですけですけですけです。。。。実際実際実際実際にににに、、、、応応応応募募募募さささされれれれたたたた自治体自治体自治体自治体ささささんんんんをををを拝拝拝拝見見見見しますとしますとしますとしますと、、、、人人人人口口口口 8,000 人人人人のののの四四四四国国国国のののの町町町町もありますもありますもありますもあります。。。。 

  そうしたそうしたそうしたそうした中中中中でででで、、、、私私私私なりになりになりになりに、、、、80 のののの自治体自治体自治体自治体のののの報告報告報告報告書書書書にににに一一一一通通通通りりりり目目目目をををを通通通通すすすす必必必必要要要要がございましたのがございましたのがございましたのがございましたのでででで、、、、報告報告報告報告書書書書をををを見見見見ながらながらながらながら要要要要素素素素をををを分分分分析析析析していったしていったしていったしていったわわわわけですけですけですけです。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、若干若干若干若干ののののばばばばらつきらつきらつきらつき、、、、漏漏漏漏れれれれはありますがはありますがはありますがはありますが、、、、大大大大きくきくきくきく 5 つのつのつのつの要要要要素素素素でででで大大大大体各自治体体各自治体体各自治体体各自治体がそがそがそがそれぞれれぞれれぞれれぞれのののの特性特性特性特性をををを生生生生かしてかしてかしてかして計画計画計画計画づくづくづくづくりをさりをさりをさりをされれれれておらておらておらておられれれれるるるる、、、、そそそそんんんんなななな印象印象印象印象がございましたがございましたがございましたがございました。。。。 

  大大大大きいきいきいきい都市都市都市都市はははは、、、、ややややはりはりはりはり公公公公共交共交共交共交通通通通ですとかですとかですとかですとか、、、、LRT、、、、そそそそれれれれをををを中中中中心心心心にしてにしてにしてにして、、、、コンパクトシティコンパクトシティコンパクトシティコンパクトシティをおつくりになるをおつくりになるをおつくりになるをおつくりになる。。。。ここここれれれれはきはきはきはきょょょょうのうのうのうの午午午午後後後後のセッションののセッションののセッションののセッションの中中中中でごでごでごでご報告報告報告報告があるとがあるとがある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、、、、富富富富山山山山市市市市ですとかですとかですとかですとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、極極極極めてめてめてめて具体的具体的具体的具体的なななな街区更街区更街区更街区更新新新新制度制度制度制度をををを構構構構想想想想さささされれれれたたたた名古屋市名古屋市名古屋市名古屋市ですとかですとかですとかですとか、、、、こうしたこうしたこうしたこうした積積積積極極極極的的的的なななな交交交交通通通通とととと土土土土地地地地利用利用利用利用ということをごということをごということをごということをご提提提提案案案案さささされれれれていましたていましたていましたていました。。。。2番番番番目目目目はははは、、、、多多多多くくくく見見見見らららられれれれますのはますのはますのはますのは、、、、ややややはりはりはりはり建建建建物物物物のエのエのエのエネネネネルルルルギギギギーでありましてーでありましてーでありましてーでありまして、、、、高効率高効率高効率高効率なエなエなエなエネネネネルルルルギギギギーーーー街区街区街区街区をつくるでをつくるでをつくるでをつくるですとかすとかすとかすとか、、、、建建建建物物物物をををを省省省省エエエエネネネネ型型型型にににに誘誘誘誘導導導導していくとかのしていくとかのしていくとかのしていくとかの、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる建築建築建築建築都市計画都市計画都市計画都市計画的的的的なななな内内内内容容容容でありまでありまでありまでありましたしたしたした。。。。 

  そそそそれれれれにににに加加加加ええええてててて多多多多かったのがかったのがかったのがかったのが、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスをスをスをスを含含含含めためためためた自自自自然然然然エエエエネネネネルルルルギギギギーをーをーをーを循循循循環環環環するというするというするというするという提提提提案案案案とととと、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、資資資資源循源循源循源循環環環環、、、、循循循循環型産業環型産業環型産業環型産業によってによってによってによって高効率高効率高効率高効率都市都市都市都市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考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。ここここれれれれはははは実際実際実際実際にににに富富富富山山山山市市市市であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、豊豊豊豊島区島区島区島区、、、、北北北北九州九州九州九州市市市市、、、、川川川川崎崎崎崎市市市市、、、、水水水水俣俣俣俣市市市市、、、、このこのこのこの応応応応募募募募さささされれれれたたたた各各各各都市都市都市都市でででで、、、、エコタウンにエコタウンにエコタウンにエコタウンに指定指定指定指定さささされれれれているとこているとこているとこているところろろろはははは具体的具体的具体的具体的なエコタウンなエコタウンなエコタウンなエコタウン施設施設施設施設のののの活用活用活用活用といといといということをうことをうことをうことを考考考考ええええておらておらておらておられれれれましたましたましたました。。。。 

  そうしたそうしたそうしたそうした意意意意味味味味ではではではでは、、、、エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン事業事業事業事業そのものがそのものがそのものがそのものが資源循資源循資源循資源循環環環環だけにとどまらだけにとどまらだけにとどまらだけにとどまらずずずず、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも低炭素低炭素低炭素低炭素化化化化社会社会社会社会へへへへのののの貢献貢献貢献貢献というというというという形形形形ではではではでは、、、、既既既既にににに自治体自治体自治体自治体のののの中中中中でででで位置位置位置位置づけがづけがづけがづけが始始始始まっているというまっているというまっているというまっているというふふふふうにうにうにうに考考考考ええええることもできますることもできますることもできますることもできます。。。。こうしたこうしたこうしたこうした低炭素低炭素低炭素低炭素社会社会社会社会、、、、さらにそさらにそさらにそさらにそれれれれをををを発展発展発展発展ささささせせせせ、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社社社社会会会会にににに向向向向けていけていけていけていろろろろいいいいろろろろなななな要要要要素素素素をををを複複複複合合合合的的的的にににに活用活用活用活用したいしたいしたいしたい、、、、こうしたこうしたこうしたこうした各自治体各自治体各自治体各自治体のごのごのごのご要要要要請請請請、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはニニニニーーーーズズズズということがということがということがということが今今今今後後後後のエコタウンののエコタウンののエコタウンののエコタウンの進進進進化化化化のののの道筋道筋道筋道筋にににに対対対対してしてしてして考考考考慮慮慮慮さささされれれれるるるるべべべべきだきだきだきだろろろろうとうとうとうと思思思思いいいいますますますます。。。。こうしたこうしたこうしたこうした論点論点論点論点からからからから申申申申しししし上上上上げげげげるのがるのがるのがるのが、、、、このこのこのこの 3 番番番番目目目目のののの、、、、今今今今後後後後のののの環境都市環境都市環境都市環境都市というというというという視点視点視点視点にににに向向向向けてどのようにエコタウンをけてどのようにエコタウンをけてどのようにエコタウンをけてどのようにエコタウンを展開展開展開展開するかというおするかというおするかというおするかというお話話話話でありますでありますでありますであります。。。。 

  エコタウンをエコタウンをエコタウンをエコタウンを今今今今後進後進後進後進化化化化ささささせせせせるためにはるためにはるためにはるためには大大大大きくきくきくきく 3 つのアプローつのアプローつのアプローつのアプローチチチチがあるがあるがあるがあるんじゃんじゃんじゃんじゃないかとこないかとこないかとこないかとこのののの中中中中でごでごでごでご提提提提案案案案しますしますしますします。。。。1 つはつはつはつは、、、、冒冒冒冒頭頭頭頭にににに君塚室長君塚室長君塚室長君塚室長からおからおからおからお話話話話がございましたががございましたががございましたががございましたが、、、、広広広広域域域域循循循循環環環環というというというという視点視点視点視点ですですですです。。。。ここここれれれれはははは、、、、昨昨昨昨年年年年のののの経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省のののの検討検討検討検討会会会会のののの中中中中でおつくりにならでおつくりにならでおつくりにならでおつくりになられれれれたたたた、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる資源資源資源資源のののの移移移移動動動動のののの調調調調査査査査ですですですです。。。。デデデデータのータのータのータの制約制約制約制約からからからから、、、、都都都都道道道道府府府府県県県県単単単単位位位位になっていまになっていまになっていまになっていませんせんせんせん。。。。関関関関東東東東、、、、中部中部中部中部、、、、近近近近畿畿畿畿というようなというようなというようなというようなブブブブロックにロックにロックにロックに分分分分けたけたけたけた中中中中でででで、、、、どのどのどのどの程程程程度度度度廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが広広広広域域域域移移移移動動動動しているかしているかしているかしているか、、、、こうしたこうしたこうしたこうしたものをフローものをフローものをフローものをフロー図図図図にしていますにしていますにしていますにしています。。。。じじじじっとっとっとっと見見見見ていただけるとていただけるとていただけるとていただけるとわわわわかるかるかるかるんんんんですがですがですがですが（（（（図図図図１３１３１３１３）、）、）、）、例例例例えばえばえばえば、、、、ややややはりはりはりはり関関関関東東東東、、、、中部中部中部中部というようなというようなというようなというような生産生産生産生産のののの拠拠拠拠点点点点からはからはからはからは多多多多くのくのくのくの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが北海道北海道北海道北海道とかとかとかとか九州九州九州九州にににに対対対対してしてしてして
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流流流流れれれれていっていますていっていますていっていますていっています。。。。関関関関東東東東をををを特特特特にににに見見見見ていきますとていきますとていきますとていきますと、、、、関関関関東東東東はははは九州九州九州九州とととと北海道北海道北海道北海道にににに対対対対するするするする廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを輸輸輸輸出出出出するするするする一方一方一方一方でででで、、、、かなりかなりかなりかなり多多多多くのくのくのくの部部部部分分分分をををを北海道北海道北海道北海道からからからから受受受受けけけけ取取取取っていますっていますっていますっています。。。。ここここれれれれはおそらくエコはおそらくエコはおそらくエコはおそらくエコタウンタウンタウンタウン、、、、あるいあるいあるいあるいはははは循循循循環型施設環型施設環型施設環型施設がががが、、、、そそそそれぞれれぞれれぞれれぞれ地域地域地域地域にににに応応応応じじじじたたたた進進進進化化化化をををを遂遂遂遂げげげげてててて、、、、革革革革新新新新的的的的でかつでかつでかつでかつ幅幅幅幅のののの広広広広いいいい循循循循環環環環装装装装置置置置がががが関関関関東東東東圏圏圏圏にににに整備整備整備整備さささされれれれたたたた結結結結果果果果、、、、例例例例えばえばえばえば北海道北海道北海道北海道でででで効率的効率的効率的効率的にににに循循循循環環環環できないものができないものができないものができないものが関関関関東東東東にににに回回回回ってきているってきているってきているってきている、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような状況状況状況状況もありますもありますもありますもあります。。。。 

  ここここれれれれ自身自身自身自身はははは、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく地域地域地域地域循循循循環環環環というというというという議議議議論論論論になりまになりまになりまになりませんせんせんせんがががが、、、、軽軽軽軽くてくてくてくて付付付付加加加加価価価価値値値値のののの高高高高いいいい資源資源資源資源はできるだけはできるだけはできるだけはできるだけ広広広広域域域域的的的的にににに循循循循環環環環ささささせせせせるるるるほほほほうがうがうがうが社会社会社会社会のためにもなりますしのためにもなりますしのためにもなりますしのためにもなりますし、、、、国国国国のためになるのためになるのためになるのためになるわわわわけけけけですですですです。。。。そうしたそうしたそうしたそうした視点視点視点視点でででで考考考考ええええますとますとますとますと、、、、1 つのつのつのつの環境都市環境都市環境都市環境都市へへへへのののの提提提提案案案案といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは、、、、エコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウンの中中中中核核核核にににに広広広広域域域域なななな循循循循環環環環拠拠拠拠点点点点をつくっていこうということですをつくっていこうということですをつくっていこうということですをつくっていこうということです。。。。ここではここではここではここでは、、、、そのそのそのその名名名名前前前前といたしまといたしまといたしまといたしましてしてしてして広広広広域域域域循循循循環産業環産業環産業環産業クラスターをつくってはどうかとクラスターをつくってはどうかとクラスターをつくってはどうかとクラスターをつくってはどうかと、、、、こういうごこういうごこういうごこういうご提提提提案案案案をさをさをさをさせせせせていただいてていただいてていただいてていただいているいるいるいるわわわわけですけですけですけです。。。。よくよくよくよく、、、、エコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウンの事業者事業者事業者事業者のののの方方方方々々々々におにおにおにお伺伺伺伺いするといするといするといすると、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とまちとまちとまちとまちづくりとづくりとづくりとづくりと港港港港湾湾湾湾のののの行政行政行政行政をををを一一一一体化体化体化体化できないとかできないとかできないとかできないとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、ややややはりはりはりはり資源資源資源資源をストックするをストックするをストックするをストックする場所場所場所場所、、、、ここここれれれれをををを、、、、例例例例えばえばえばえば北海道北海道北海道北海道のエコタウンでのエコタウンでのエコタウンでのエコタウンで資源資源資源資源をストックするをストックするをストックするをストックする場所場所場所場所をををを確保確保確保確保することはできてもすることはできてもすることはできてもすることはできても、、、、今度今度今度今度はははは出出出出しししし手手手手であるであるであるである川川川川崎崎崎崎とかとかとかとか横浜横浜横浜横浜のののの港港港港にストックするにストックするにストックするにストックする場所場所場所場所をををを確保確保確保確保することがすることがすることがすることが極極極極めてめてめてめて困難困難困難困難でででですとかすとかすとかすとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、港港港港湾湾湾湾交交交交通通通通よりもよりもよりもよりも実実実実はははは陸陸陸陸上上上上交交交交通通通通ののののほほほほうがトータルとしてはうがトータルとしてはうがトータルとしてはうがトータルとしては効率的効率的効率的効率的であるであるであるである。。。。さまざまなごさまざまなごさまざまなごさまざまなご意見意見意見意見がががが出出出出てきましたてきましたてきましたてきました。。。。おそらくおそらくおそらくおそらく現現現現状状状状でもでもでもでも、、、、あるあるあるある種種種種のののの広広広広域連携域連携域連携域連携はははは進進進進んんんんでいますでいますでいますでいますがががが、、、、本来本来本来本来のののの資源循資源循資源循資源循環社会環社会環社会環社会、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは資源循資源循資源循資源循環型環型環型環型のののの産業産業産業産業をををを活活活活性性性性化化化化するするするする、、、、さらにはそさらにはそさらにはそさらにはそれれれれをををを通通通通じじじじてててて国国国国土土土土のののの低炭素低炭素低炭素低炭素化化化化、、、、エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー効率効率効率効率をををを高高高高めることにめることにめることにめることに資資資資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るということで考考考考ええええますとますとますとますと、、、、現現現現状状状状のののの広広広広域域域域循循循循環環環環システムはよりシステムはよりシステムはよりシステムはより一一一一層効率化層効率化層効率化層効率化さささされれれれるるるる必必必必要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。 

  そうするそうするそうするそうする中中中中ではではではでは、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく 1 つはつはつはつはややややっっっっぱぱぱぱりりりりハハハハーーーードドドドウエアがウエアがウエアがウエアが必必必必要要要要になってまいりますになってまいりますになってまいりますになってまいります。。。。静静静静脈脈脈脈系系系系をををを支支支支ええええるるるる港港港港湾湾湾湾施設施設施設施設ですとかですとかですとかですとか、、、、静脈静脈静脈静脈系系系系をををを支支支支ええええるストックるストックるストックるストックヤヤヤヤーーーードドドド、、、、さらにはさらにはさらにはさらには陸陸陸陸上上上上交交交交通通通通とのとのとのとの連携連携連携連携のののの確確確確立立立立、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるるハハハハーーーードドドドウエアのウエアのウエアのウエアの整備整備整備整備もももも重要重要重要重要になってまいりますしになってまいりますしになってまいりますしになってまいりますし、、、、同時同時同時同時にににに、、、、遠遠遠遠隔隔隔隔地地地地間間間間をををを結結結結ぶぶぶぶ情報共情報共情報共情報共有有有有ネネネネットットットットワワワワークもークもークもークも必必必必要要要要になってまいりますになってまいりますになってまいりますになってまいります。。。。ここここれれれれをををを、、、、どちらかというとどちらかというとどちらかというとどちらかというと今今今今までまでまでまで多多多多くありましたようなくありましたようなくありましたようなくありましたような、、、、とりあとりあとりあとりあえずえずえずえず参参参参考考考考にするにするにするにするぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの情報情報情報情報ネネネネットットットットワワワワークではなくてークではなくてークではなくてークではなくて、、、、実際実際実際実際にそのにそのにそのにその情報情報情報情報をもとにをもとにをもとにをもとに自自自自らのらのらのらの会社会社会社会社のののの資源循資源循資源循資源循環環環環のパートナーをのパートナーをのパートナーをのパートナーを選選選選定定定定できるできるできるできる、、、、そそそそれれれれだけのだけのだけのだけの同同同同時時時時性性性性とととと広広広広域域域域性性性性をををを持持持持ったようなったようなったようなったような、、、、そうしたそうしたそうしたそうした情報情報情報情報ネネネネットットットットワワワワークがークがークがークが必必必必要要要要であるというようなことであるというようなことであるというようなことであるというようなことがここでごがここでごがここでごがここでご提提提提案案案案申申申申しししし上上上上げげげげているているているている広広広広域域域域循循循循環環環環クラスタークラスタークラスタークラスター形成形成形成形成のののの 1 つのつのつのつの考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。 

  2 つつつつ目目目目のごのごのごのご提提提提案案案案はははは、、、、地域地域地域地域循循循循環環環環圏圏圏圏ですですですです。。。。ここここれれれれはははは既既既既におにおにおにお話話話話がががが出出出出てきたとこてきたとこてきたとこてきたところろろろでもありますがでもありますがでもありますがでもありますが、、、、ややややはりはりはりはり国国国国のののの政策政策政策政策としてとしてとしてとして、、、、特特特特にににに重重重重いものいものいものいもの、、、、特特特特にににに価価価価格格格格のののの高高高高くないくないくないくない廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、再再再再生生生生資源資源資源資源についてはについてはについてはについては、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ広広広広域域域域ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、地方地方地方地方にまでにまでにまでにまで持持持持っていくようなことはしなくてっていくようなことはしなくてっていくようなことはしなくてっていくようなことはしなくて、、、、アジアにアジアにアジアにアジアに循循循循環環環環すすすすればればればればいいいいいいいい。。。。こうしたこうしたこうしたこうした理念理念理念理念はあったはあったはあったはあったわわわわけですけですけですけです。。。。問問問問題題題題はははは、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、我我我我々々々々のエコタウンがこうしのエコタウンがこうしのエコタウンがこうしのエコタウンがこうしたたたた地域地域地域地域循循循循環環環環のののの拠拠拠拠点点点点となるだけのとなるだけのとなるだけのとなるだけの基基基基盤盤盤盤をををを形成形成形成形成できているかというできているかというできているかというできているかという点点点点ですですですです。。。。ここここれれれれもももも 4 年年年年ほほほほどどどど前前前前にににに、、、、ごごごご提提提提案案案案をををを申申申申しししし上上上上げげげげるためにつくったるためにつくったるためにつくったるためにつくった図図図図（（（（図図図図１５１５１５１５））））ですけどですけどですけどですけど、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく、、、、ここここれれれれからもしからもしからもしからもし地域地域地域地域循循循循環環環環圏圏圏圏のののの核核核核としてエコタウンをさらにとしてエコタウンをさらにとしてエコタウンをさらにとしてエコタウンをさらに進進進進化化化化ささささせせせせていくためにはていくためにはていくためにはていくためには、、、、そのそのそのその地域地域地域地域のののの条条条条件件件件にににに応応応応じじじじたたたた機能機能機能機能のののの特特特特化化化化ということがまたということがまたということがまたということがまた必必必必要要要要になってくるとになってくるとになってくるとになってくると考考考考ええええてててていますいますいますいます。。。。 

  例例例例えばえばえばえば、、、、右右右右下下下下にありますのはにありますのはにありますのはにありますのは、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる広広広広域域域域なななな廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処処処処理理理理施設施設施設施設をををを集集集集積積積積したようなしたようなしたようなしたような、、、、ここここれれれれはははは北北北北九州九州九州九州市市市市もももも 1 つのつのつのつの典典典典型型型型かもしかもしかもしかもしれれれれまままませんせんせんせんがががが、、、、あるいはアあるいはアあるいはアあるいはアメメメメリリリリカカカカではではではではボボボボルルルルチチチチモアのモアのモアのモアの郊郊郊郊外外外外ににににありますフありますフありますフありますフェェェェアフィールアフィールアフィールアフィールドドドドのエコインのエコインのエコインのエコインダダダダストリアルパークはそのようなストリアルパークはそのようなストリアルパークはそのようなストリアルパークはそのような施設施設施設施設にしていますにしていますにしていますにしています。。。。左側左側左側左側はははは、、、、このこのこのこの動動動動脈側脈側脈側脈側のののの産業産業産業産業とととと、、、、水水水水色色色色はははは動動動動脈側脈側脈側脈側のののの産業産業産業産業とととと静脈側静脈側静脈側静脈側のののの産業産業産業産業をうまくをうまくをうまくをうまく組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせてててて、、、、そこでそこでそこでそこで資源資源資源資源生産生産生産生産とととと資源資源資源資源再再再再利用利用利用利用、、、、製品製品製品製品生産生産生産生産とととと資源資源資源資源のののの再再再再利用利用利用利用をををを進進進進めていこうというめていこうというめていこうというめていこうという、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる産業共生型産業共生型産業共生型産業共生型のエコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウン、、、、あるいはエコインあるいはエコインあるいはエコインあるいはエコインダダダダストリアルパークのイストリアルパークのイストリアルパークのイストリアルパークのイメメメメージですージですージですージです。。。。おそらおそらおそらおそらくくくく川川川川崎崎崎崎市市市市ですとかですとかですとかですとか、、、、八戸八戸八戸八戸市市市市ですとかですとかですとかですとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはデデデデンンンンママママークのークのークのークのカカカカルンルンルンルンボボボボーもこーもこーもこーもこれれれれにににに近近近近いイいイいイいイメメメメージですージですージですージです。。。。 

  もうもうもうもう 1 つはつはつはつは、、、、今度今度今度今度はははは都市都市都市都市にもそうしたにもそうしたにもそうしたにもそうした循循循循環機能環機能環機能環機能がががが必必必必要要要要になってまいりますになってまいりますになってまいりますになってまいります。。。。左左左左上上上上はははは、、、、ここここれれれれはははは資源循資源循資源循資源循環都市型環都市型環都市型環都市型をイをイをイをイメメメメージしたエコインージしたエコインージしたエコインージしたエコインダダダダストリアルパークストリアルパークストリアルパークストリアルパーク、、、、エコタウンでありましエコタウンでありましエコタウンでありましエコタウンでありましてててて、、、、もうもうもうもう少少少少しししし都市都市都市都市のののの中中中中でででで小小小小規模規模規模規模、、、、自自自自立型立型立型立型のののの、、、、例例例例えばバえばバえばバえばバイイイイオマオマオマオマスのスのスのスのメメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵資源資源資源資源ですとかですとかですとかですとか、、、、
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あるいはあるいはあるいはあるいは自自自自立型立型立型立型のののの自自自自然然然然エエエエネネネネルルルルギギギギーのーのーのーの利用利用利用利用システムであるシステムであるシステムであるシステムである、、、、そうしたものをそうしたものをそうしたものをそうしたものを組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせてててて、、、、都市型都市型都市型都市型循循循循環環環環をををを展開展開展開展開しようというしようというしようというしようという、、、、ここここれれれれがががが都市型都市型都市型都市型のエコタウンののエコタウンののエコタウンののエコタウンの将将将将来来来来のイのイのイのイメメメメージですージですージですージです。。。。 

  右側右側右側右側ははははババババイイイイオマオマオマオマスでありましてスでありましてスでありましてスでありまして、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく里里里里山山山山ということをということをということをということを都市都市都市都市のののの資源資源資源資源としてとしてとしてとして、、、、具体的具体的具体的具体的なななな資源資源資源資源のののの供供供供給給給給源源源源としてとしてとしてとして、、、、ここここれれれれをををを活用活用活用活用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位置位置位置位置づけたづけたづけたづけた上上上上でででで、、、、そのそのそのその中中中中でででで自自自自然然然然共生共生共生共生がががが具体的具体的具体的具体的にににに都市都市都市都市のののの循循循循環環環環にににに、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは都市都市都市都市のののの低炭素低炭素低炭素低炭素にににに具体的具体的具体的具体的なななな数数数数値値値値としてとしてとしてとして貢献貢献貢献貢献できるようなできるようなできるようなできるような、、、、そのようなそのようなそのようなそのような、、、、里里里里山活用山活用山活用山活用型型型型のののの農村農村農村農村・・・・都市連携型都市連携型都市連携型都市連携型のエコインのエコインのエコインのエコインダダダダストリアルパークをつくストリアルパークをつくストリアルパークをつくストリアルパークをつくろろろろうとうとうとうといういういういう、、、、ここここれれれれがががが右右右右上上上上のののの概概概概念念念念ですですですです。。。。 

  そそそそれぞれれぞれれぞれれぞれのエコタウンののエコタウンののエコタウンののエコタウンの状況状況状況状況にににに応応応応じじじじましてましてましてまして、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな連携連携連携連携ができてきますとができてきますとができてきますとができてきますと、、、、おそらおそらおそらおそらくくくく地域地域地域地域のののの中中中中でででで、、、、そうしたそうしたそうしたそうした拠拠拠拠点点点点のののの中中中中にににに循循循循環環環環圏圏圏圏ができてくるができてくるができてくるができてくるわわわわけですけですけですけです。。。。右側右側右側右側ののののポポポポンンンンチチチチ絵絵絵絵でかいでかいでかいでかいていますのはていますのはていますのはていますのは、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく緑緑緑緑のののの丸丸丸丸ははははババババイイイイオマオマオマオマスススス系系系系のののの循循循循環環環環はこはこはこはこれぐれぐれぐれぐらいでらいでらいでらいで形成形成形成形成できるのではなできるのではなできるのではなできるのではないかいかいかいか、、、、あるいはプラスあるいはプラスあるいはプラスあるいはプラスチチチチックはこのックはこのックはこのックはこの青色青色青色青色のののの形形形形でできるでできるでできるでできるんじゃんじゃんじゃんじゃないかないかないかないか。。。。中中中中のののの赤赤赤赤はははは、、、、ここここれれれれはははは都都都都市市市市系系系系循循循循環環環環はははは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりもうちりもうちりもうちりもうちょょょょっとっとっとっと小小小小さいさいさいさい赤赤赤赤いいいい丸丸丸丸のスケールをのスケールをのスケールをのスケールを考考考考ええええていますていますていますています。。。。ここここれれれれををををカバカバカバカバーするーするーするーする形形形形でででで、、、、レアレアレアレアメメメメタルとタルとタルとタルと広広広広域域域域循循循循環環環環をがをがをがをが成立成立成立成立することもすることもすることもすることも考考考考ええええらららられれれれますますますます。。。。そうしたそうしたそうしたそうした資源資源資源資源におにおにおにおううううじじじじてててて地域地域地域地域循循循循環環環環圏圏圏圏のスケールがのスケールがのスケールがのスケールが違違違違うはうはうはうはずずずず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環境省環境省環境省環境省のののの科学科学科学科学家家家家研究事業研究事業研究事業研究事業でででで首首首首都都都都圏圏圏圏についてのについてのについてのについての実実実実証証証証研究研究研究研究をををを始始始始めたとこめたとこめたとこめたところろろろですですですです。。。。そうしたそうしたそうしたそうした概概概概念念念念のもとでエコタウンがのもとでエコタウンがのもとでエコタウンがのもとでエコタウンが地域地域地域地域循循循循環環環環圏圏圏圏のののの核核核核としてとしてとしてとして、、、、階層的階層的階層的階層的なななな、、、、さまさまさまさまざまなざまなざまなざまな資源資源資源資源にににに応応応応じじじじたたたた階層的階層的階層的階層的なななな核核核核としてとしてとしてとして進進進進化化化化していくことがエしていくことがエしていくことがエしていくことがエコタウンのコタウンのコタウンのコタウンの発展発展発展発展系系系系のののの 2 つつつつ目目目目のパターンではないかとのパターンではないかとのパターンではないかとのパターンではないかと考考考考ええええているているているている次第次第次第次第ですですですです。。。。 

  実際実際実際実際こうしたこうしたこうしたこうした議議議議論論論論をしますとをしますとをしますとをしますと、、、、自治体自治体自治体自治体のののの方方方方々々々々、、、、特特特特にににに自治体自治体自治体自治体のののの環境行政環境行政環境行政環境行政のののの方方方方々々々々はははは、、、、なかななかななかななかなかかかか難難難難しいというおしいというおしいというおしいというお返返返返事事事事もいただくことがありますもいただくことがありますもいただくことがありますもいただくことがあります。。。。特特特特にににに自自自自区区区区内内内内処処処処理理理理というというというという、、、、すすすすべべべべてのごみてのごみてのごみてのごみはできるだけはできるだけはできるだけはできるだけ自分自分自分自分のののの自治体自治体自治体自治体環境行政環境行政環境行政環境行政のののの中中中中でででで処処処処理理理理をしようというをしようというをしようというをしようという原原原原則則則則がありましたがありましたがありましたがありました。。。。ここここれれれれはははは日本日本日本日本があるがあるがあるがある種世界種世界種世界種世界にににに誇誇誇誇るるるる環境行政環境行政環境行政環境行政のののの成果成果成果成果ですがですがですがですが、、、、昨今昨今昨今昨今、、、、このこのこのこの自治体自治体自治体自治体とととと議議議議論論論論、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは環境環境環境環境省省省省担担担担当当当当者者者者のののの議議議議論論論論のののの間間間間ではではではでは、、、、自自自自区区区区内内内内処処処処理理理理はははは尊尊尊尊重重重重しながらもしながらもしながらもしながらも、、、、あるあるあるある種自種自種自種自区区区区内内内内処処処処理理理理のののの更更更更新時新時新時新時期期期期ににににおいてはおいてはおいてはおいては、、、、よりよりよりより効率的効率的効率的効率的なななな循循循循環環環環圏圏圏圏をををを想定想定想定想定してもいいしてもいいしてもいいしてもいいんんんんではないかというではないかというではないかというではないかという議議議議論論論論がががが起起起起こりつつあこりつつあこりつつあこりつつありますりますりますります。。。。私私私私自身自身自身自身もももも、、、、環境環境環境環境白白白白書書書書のののの中中中中のののの地域地域地域地域循循循循環環環環圏圏圏圏のののの議議議議論論論論にににに関関関関してはしてはしてはしては幾幾幾幾つかおつかおつかおつかお手手手手伝伝伝伝いをいたしいをいたしいをいたしいをいたしましたがましたがましたがましたが、、、、、、、、原原原原則則則則としてはとしてはとしてはとしては自自自自区区区区内内内内処処処処理理理理をををを守守守守りながらりながらりながらりながら、、、、あるあるあるある種種種種、、、、そのそのそのその資源循資源循資源循資源循環環環環にににに対対対対するするするする具体的具体的具体的具体的なななな効率効率効率効率、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは低炭素低炭素低炭素低炭素にににに対対対対するするするする貢献貢献貢献貢献ということがということがということがということが明明明明確確確確ににににわわわわかるのであかるのであかるのであかるのであればればればれば、、、、そそそそれれれれはははは特特特特ににににこだこだこだこだわわわわるるるる必必必必要要要要はないはないはないはない可能可能可能可能性性性性もあるというもあるというもあるというもあるという議議議議論論論論がががが起起起起こりつつありますこりつつありますこりつつありますこりつつあります。。。。 

  そういうそういうそういうそういう視点視点視点視点のもとでのもとでのもとでのもとで、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、エコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウンの施設施設施設施設、、、、多多多多くのくのくのくの場合場合場合場合はははは産業産業産業産業系系系系のののの循循循循環環環環ですとですとですとですとかかかか、、、、産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物だけをだけをだけをだけを対対対対象象象象にしていにしていにしていにしているとこるとこるとこるところろろろもまだまだもまだまだもまだまだもまだまだ多多多多くくくく見見見見らららられれれれますますますます。。。。他他他他方方方方、、、、必必必必ずずずずしもしもしもしも産業産業産業産業系系系系、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物をををを循循循循環環環環のののの拠拠拠拠点点点点としてとしてとしてとして使使使使うのではなくてうのではなくてうのではなくてうのではなくて、、、、このこのこのこの緑緑緑緑のののの丸丸丸丸にありまにありまにありまにありますようにすようにすようにすように、、、、都市都市都市都市のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物もうまくもうまくもうまくもうまく活用活用活用活用していくしていくしていくしていく方方方方向向向向もありますもありますもありますもあります。。。。都市都市都市都市のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを産業産業産業産業がががが拠拠拠拠点点点点でうまくでうまくでうまくでうまく活用活用活用活用していくことでしていくことでしていくことでしていくことで、、、、都市行政都市行政都市行政都市行政、、、、都市都市都市都市のののの市市市市民民民民にとってはにとってはにとってはにとっては焼却焼却焼却焼却施設施設施設施設がこがこがこがこれれれれからからからから１１１１００００年年年年ほほほほどのどのどのどの間間間間でででで各各各各地地地地でででで更更更更新新新新さささされれれれていくていくていくていく際際際際にににに都市廃棄物都市廃棄物都市廃棄物都市廃棄物のののの焼却焼却焼却焼却施設施設施設施設というものをというものをというものをというものを税税税税金金金金でででで行政行政行政行政がががが更更更更新新新新するのではなくするのではなくするのではなくするのではなく、、、、民間民間民間民間のののの産業施設産業施設産業施設産業施設をををを利用利用利用利用してしてしてして、、、、新新新新たなたなたなたな都市都市都市都市とととと産業産業産業産業とととと共生共生共生共生がががが実現実現実現実現できできできできるということをここでごるということをここでごるということをここでごるということをここでご提提提提案案案案申申申申しししし上上上上げげげげていますていますていますています。。。。ここここれれれれははははカカカカーーーーボボボボンフリーンフリーンフリーンフリーのののの産業共生地産業共生地産業共生地産業共生地区区区区とととと呼呼呼呼んんんんでいますでいますでいますでいます（（（（図図図図１６１６１６１６）。）。）。）。 

  実際実際実際実際、、、、こういったことをこういったことをこういったことをこういったことを議議議議論論論論していきますとしていきますとしていきますとしていきますと、、、、ややややはりはりはりはり数数数数字字字字でででで証証証証明明明明しなさいということをしなさいということをしなさいということをしなさいということを我我我我々々々々はよくはよくはよくはよく言言言言われわれわれわれるるるるわわわわけですけですけですけです。。。。実際実際実際実際にそのようなにそのようなにそのようなにそのような産業共生産業共生産業共生産業共生カカカカーーーーボボボボンフリーンフリーンフリーンフリー地地地地区区区区をつくったをつくったをつくったをつくった場合場合場合場合にどのにどのにどのにどの程程程程度効度効度効度効果果果果があるのかがあるのかがあるのかがあるのか証証証証明明明明してみなさいというごしてみなさいというごしてみなさいというごしてみなさいというご要要要要請請請請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。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっとそそそそれれれれをごをごをごをご紹介紹介紹介紹介するするするする、、、、1例例例例をこのをこのをこのをこの場場場場でおでおでおでお話話話話しさしさしさしさせせせせていただけていただけていただけていただければればればればととと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。。。。 

  具体的具体的具体的具体的にににに言言言言いますといますといますといますと、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる循循循循環型環型環型環型のセのセのセのセメメメメントントントント産業産業産業産業、、、、ここここれれれれはははは川川川川崎崎崎崎をををを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がががが、、、、川川川川崎崎崎崎にありますにありますにありますにあります、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを利用利用利用利用するセするセするセするセメメメメントントントント産業産業産業産業、、、、ここここれれれれをををを対対対対象象象象にしてにしてにしてにして分分分分析析析析ををををしてみましてみましてみましてみますすすす（（（（図図図図１７１７１７１７）。）。）。）。上上上上側側側側はははは、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる動動動動脈側脈側脈側脈側のセのセのセのセメメメメントントントント生産工生産工生産工生産工程程程程でででで、、、、下下下下側側側側がががが、、、、先先先先ほほほほどとどとどとどと同様同様同様同様にににに、、、、静脈側静脈側静脈側静脈側のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれになりますになりますになりますになります。。。。ここここれれれれをもとにをもとにをもとにをもとに、、、、具体的具体的具体的具体的なななな廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発生発生発生発生ををををデデデデータータータータベベベベースースースース化化化化いたしますいたしますいたしますいたします。。。。川川川川崎崎崎崎市市市市のののの中中中中をををを 1 キキキキロロロロメメメメートルでートルでートルでートルで区区区区切切切切ってってってって廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発生発生発生発生ををををデデデデータータータータベベベベースースースース化化化化しますしますしますします。。。。そのそのそのその次次次次にににに、、、、今度今度今度今度はエコタウンはエコタウンはエコタウンはエコタウン施設施設施設施設がどこにあるかがどこにあるかがどこにあるかがどこにあるか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは既既既既存存存存のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの焼焼焼焼
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却却却却工場工場工場工場はどこにあるかということはどこにあるかということはどこにあるかということはどこにあるかということ、、、、ここここれれれれもももも同様同様同様同様ににににデデデデータータータータベベベベースースースース化化化化していきますしていきますしていきますしていきます。。。。ここここれれれれだけだけだけだけですとですとですとですと、、、、なかなかどこにどのなかなかどこにどのなかなかどこにどのなかなかどこにどの分分分分がががが行行行行くかということがくかということがくかということがくかということがわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせんのでのでのでので、、、、そのそのそのその間間間間はははは、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる社会社会社会社会制度制度制度制度をををを仮説仮説仮説仮説的的的的にににに提提提提案案案案してしてしてして、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなパターンでなパターンでなパターンでなパターンで計計計計算算算算してみますしてみますしてみますしてみます。。。。 

  そのそのそのその結結結結果果果果だけをだけをだけをだけを簡簡簡簡単単単単にににに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、、、、大大大大きくきくきくきく 4 つのケースのつのケースのつのケースのつのケースの計計計計算算算算をしてみますをしてみますをしてみますをしてみます。。。。4 つのつのつのつの計計計計算算算算はははは、、、、ここここれれれれはすはすはすはすべべべべてててて二二二二酸酸酸酸化化化化炭素炭素炭素炭素のののの発生発生発生発生量量量量をををを縦軸縦軸縦軸縦軸にとっているにとっているにとっているにとっているわわわわけでけでけでけで、、、、セセセセメメメメントントントント産業産業産業産業とととと廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの処処処処理理理理をををを組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせたたたた二二二二酸酸酸酸化化化化炭素炭素炭素炭素のののの発生発生発生発生量量量量ですですですです。。。。一一一一番番番番左側左側左側左側はははは、、、、全全全全くくくく資源循資源循資源循資源循環環環環ををををややややらならならならないいいい、、、、大大大大量消費量消費量消費量消費型型型型のセのセのセのセメメメメントントントント生産生産生産生産ですですですです。。。。セセセセメメメメントはントはントはントは全全全全くくくく天然天然天然天然資源資源資源資源からからからから生産生産生産生産しますししますししますししますし、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは燃燃燃燃ややややしますしますしますします、、、、CO2 がががが出出出出るるるる。。。。2 番番番番目目目目のケースのケースのケースのケース１１１１とととと書書書書いていますのはいていますのはいていますのはいていますのは、、、、ここここれれれれがががが今今今今のエコタウのエコタウのエコタウのエコタウンのンのンのンの現現現現状状状状ですですですです。。。。今今今今までエコタウンではまでエコタウンではまでエコタウンではまでエコタウンでは、、、、資源循資源循資源循資源循環型環型環型環型のセのセのセのセメメメメントントントント生生生生産産業産産業産産業産産業、、、、生産生産生産生産装装装装置置置置をををを廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物循循循循環環環環のののの基基基基盤盤盤盤設設設設備備備備としてとしてとしてとして使使使使っていまっていまっていまっていませんせんせんせんのでのでのでので、、、、そうするとそうするとそうするとそうするとややややっっっっぱぱぱぱりりりり利用利用利用利用はははは極極極極めてめてめてめて限限限限定的定的定的定的にににになりましてなりましてなりましてなりまして、、、、大大大大体体体体 3万万万万トントントントン程程程程度度度度のののの CO2 がががが削減削減削減削減できているだできているだできているだできているだろろろろうということがうということがうということがうということが比較比較比較比較するとするとするとすると評評評評価価価価できますできますできますできます。。。。 

  もうもうもうもう一一一一つがつがつがつが、、、、このこのこのこの 4番番番番目目目目のののの評価評価評価評価でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、4番番番番目目目目はははは、、、、仮仮仮仮にににに研究者研究者研究者研究者側側側側でででで理論的理論的理論的理論的なななな設設設設定定定定ををををしてしてしてして、、、、もしもしもしもし都市行政都市行政都市行政都市行政のののの中中中中でででで出出出出てくるてくるてくるてくる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを優先的優先的優先的優先的にこのセにこのセにこのセにこのセメメメメントントントント産業産業産業産業でででで処処処処理理理理するようなするようなするようなするようなことをことをことをことを考考考考ええええるとるとるとると、、、、そのそのそのその効効効効果果果果はははは 3万万万万トンからトンからトンからトンから 15万万万万トンまでトンまでトンまでトンまで削減削減削減削減効効効効果果果果があるがあるがあるがある。。。。言言言言ってみますとってみますとってみますとってみますと、、、、
3%からからからから 15%までまでまでまで削減削減削減削減効効効効果果果果はははは 5倍倍倍倍になるになるになるになる、、、、こうしたことをこうしたことをこうしたことをこうしたことを試試試試算算算算していましていましていましていますすすす。。。。 

  こうしたこうしたこうしたこうした試試試試算算算算はははは、、、、川川川川崎崎崎崎でででで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、、、、すすすすべべべべてのてのてのての循循循循環施設環施設環施設環施設についてについてについてについて計計計計算算算算がががが終終終終わわわわっていっていっていっていますますますます。。。。ここここれれれれのののの組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせのもとでどのようなのもとでどのようなのもとでどのようなのもとでどのような資源循資源循資源循資源循環環環環のののの将将将将来来来来シナリシナリシナリシナリオオオオがががが描描描描けるかであるとけるかであるとけるかであるとけるかであるとかかかか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは川川川川崎崎崎崎とととと横浜横浜横浜横浜、、、、川川川川崎崎崎崎とととと東京東京東京東京、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは埼玉埼玉埼玉埼玉をををを含含含含めためためためた広広広広域域域域圏圏圏圏でででで、、、、仮仮仮仮にエコタウンにエコタウンにエコタウンにエコタウンをををを中中中中心心心心にににに、、、、千千千千葉葉葉葉のエコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウン、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは埼玉埼玉埼玉埼玉循循循循環環環環装装装装置等置等置等置等をををを含含含含めましてどのようなめましてどのようなめましてどのようなめましてどのような循循循循環環環環圏圏圏圏がががが描描描描けるかということをけるかということをけるかということをけるかということを現現現現在在在在、、、、研究研究研究研究側側側側としてはこうしたとしてはこうしたとしてはこうしたとしてはこうしたツツツツールをごールをごールをごールをご提提提提供供供供できるようなできるようなできるようなできるような準準準準備備備備もももも進進進進めているとこめているとこめているとこめているところろろろですですですです。。。。 

  こうしたことをこうしたことをこうしたことをこうしたことを長長長長々々々々とととと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、、、、ややややはりはりはりはり循循循循環環環環といいますものはといいますものはといいますものはといいますものは低炭素低炭素低炭素低炭素のののの効効効効果果果果ももももああああるるるる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは重重重重いものはいものはいものはいものは地域地域地域地域でででで回回回回してしてしてして、、、、軽軽軽軽いものはいものはいものはいものは広広広広域域域域でででで回回回回すすすす、、、、ここここれれれれはははは理論的理論的理論的理論的にはにはにはにはわわわわかるかるかるかるわわわわけですけですけですけです。。。。おそらくおそらくおそらくおそらく、、、、今今今今のののの段階段階段階段階はまさにはまさにはまさにはまさに変革変革変革変革のときですのでのときですのでのときですのでのときですので、、、、理論理論理論理論をををを実実実実証証証証にににに変変変変ええええなくてはなくてはなくてはなくてはなかなかなかなかなかなかなかなか具体的具体的具体的具体的にににに動動動動かないとこかないとこかないとこかないところろろろですですですです。。。。そうしたそうしたそうしたそうした理論理論理論理論をををを実実実実践践践践にににに読読読読みかみかみかみかええええるためにはるためにはるためにはるためには、、、、こうこうこうこうしたしたしたした眼鏡眼鏡眼鏡眼鏡のようなのようなのようなのような読読読読みかみかみかみかええええのののの装装装装置置置置がががが必必必必要要要要になってまいりましてになってまいりましてになってまいりましてになってまいりまして、、、、実実実実はははは、、、、このライフサイクこのライフサイクこのライフサイクこのライフサイクルアセスルアセスルアセスルアセスメメメメントントントント、、、、LCA をををを含含含含めましためましためましためました、、、、そうしたそうしたそうしたそうした研究者研究者研究者研究者側側側側ののののツツツツールはールはールはールは、、、、実際実際実際実際にエコタウンのにエコタウンのにエコタウンのにエコタウンの効効効効果果果果をををを評価評価評価評価できるようなとこできるようなとこできるようなとこできるようなところろろろまでまでまでまで進進進進みつつありますみつつありますみつつありますみつつあります。。。。 そうしたそうしたそうしたそうした意意意意味味味味でででで、、、、ここここれれれれがががが 3 番番番番目目目目のアプローのアプローのアプローのアプローチチチチですがですがですがですが、、、、広広広広域域域域循循循循環環環環をするにしてもをするにしてもをするにしてもをするにしても、、、、地域地域地域地域循循循循環環環環圏圏圏圏をつくるにしてもをつくるにしてもをつくるにしてもをつくるにしても、、、、ややややはりそはりそはりそはりそれれれれをををを具体的具体的具体的具体的にににに評価評価評価評価するするするする根根根根拠拠拠拠がないとがないとがないとがないと、、、、ここここれれれれはなかなかはなかなかはなかなかはなかなか実実実実現現現現しないしないしないしないんじゃんじゃんじゃんじゃないかというないかというないかというないかという、、、、ここここれれれれがががが今申今申今申今申しししし上上上上げげげげたことのたことのたことのたことの背景背景背景背景にありますにありますにありますにあります。。。。ここここれれれれはははは、、、、そのそのそのその概概概概念念念念をををを、、、、我我我我々々々々はははは地域地域地域地域シミュレーションシステムシミュレーションシステムシミュレーションシステムシミュレーションシステム、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは低炭素低炭素低炭素低炭素化化化化シミュレーションシスシミュレーションシスシミュレーションシスシミュレーションシステムとテムとテムとテムと呼呼呼呼んんんんでいますがでいますがでいますがでいますが、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、一一一一番番番番左側左側左側左側でででで、、、、地域地域地域地域にどのようなにどのようなにどのようなにどのような環境環境環境環境資源資源資源資源があるかがあるかがあるかがあるか、、、、どどどどのようなのようなのようなのような廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物があるかがあるかがあるかがあるか、、、、あるいはどのようなリサイクルあるいはどのようなリサイクルあるいはどのようなリサイクルあるいはどのようなリサイクル装装装装置置置置があるかということまでがあるかということまでがあるかということまでがあるかということまで含含含含めてめてめてめて一一一一番番番番左側左側左側左側ででででデデデデータータータータベベベベースースースース化化化化したしたしたした上上上上でででで、、、、そこでそこでそこでそこで、、、、上上上上側側側側ががががハハハハーーーードドドドなリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクル技術技術技術技術ですですですです。。。。下下下下側側側側ははははソソソソフフフフトなトなトなトな循循循循環環環環制度制度制度制度ですですですです。。。。ここここれれれれをををを組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせるとるとるとると、、、、かなりかなりかなりかなり具体的具体的具体的具体的にににに将将将将来来来来のののの循循循循環環環環のののの都市都市都市都市のののの構構構構造造造造、、、、循循循循環環環環のののの地域地域地域地域のののの形形形形がががが描描描描けるのではないかとけるのではないかとけるのではないかとけるのではないかと考考考考ええええていますていますていますています。。。。 そのそのそのその際際際際にににに、、、、ややややはりはりはりはり CO2 だけではだめだだけではだめだだけではだめだだけではだめだ、、、、ややややはりはりはりはり資源資源資源資源のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの量量量量もももも見見見見たいたいたいたい、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自自自自然然然然共生共生共生共生のののの効効効効果果果果もももも見見見見たいたいたいたい。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、右側右側右側右側のののの評価評価評価評価のののの仕仕仕仕組組組組みのみのみのみの中中中中でででで指指指指標標標標化化化化していくしていくしていくしていくわわわわけですけですけですけです。。。。そそそそれぞれれぞれれぞれれぞれのののの具体的具体的具体的具体的議議議議論論論論についてはについてはについてはについては 20年年年年ほほほほどのどのどのどの研究研究研究研究蓄蓄蓄蓄積積積積がありそがありそがありそがありそろろろろそそそそろろろろこうしたこうしたこうしたこうした理論理論理論理論とととと手手手手法法法法をををを企企企企業業業業なりなりなりなり、、、、自治体自治体自治体自治体のののの皆様方皆様方皆様方皆様方、、、、市市市市民民民民のののの皆様方皆様方皆様方皆様方におにおにおにお使使使使いいただけるいいただけるいいただけるいいただける時時時時期期期期になっておりになっておりになっておりになっており、、、、ここでここでここでここではシミュレーションシステムをはシミュレーションシステムをはシミュレーションシステムをはシミュレーションシステムを第第第第 3 のアプローのアプローのアプローのアプローチチチチとしてごとしてごとしてごとしてご紹介紹介紹介紹介してしてしてしていますいますいますいます。。。。 こうしたことをこうしたことをこうしたことをこうしたことを考考考考ええええますとますとますとますと、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく将将将将来来来来的的的的にはにはにはには地域地域地域地域循循循循環環環環、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは広広広広域域域域循循循循環環環環システムシステムシステムシステムとしてはとしてはとしてはとしては、、、、必必必必ずずずずしもしもしもしも一一一一番下番下番下番下にあるにあるにあるにある典典典典型型型型的的的的なななな環境型環境型環境型環境型のエコタウンだけではなくてのエコタウンだけではなくてのエコタウンだけではなくてのエコタウンだけではなくて、、、、都市都市都市都市とととと連連連連携携携携したしたしたした形形形形でででで、、、、なおかつなおかつなおかつなおかつババババイイイイオマオマオマオマスとスとスとスと連携連携連携連携したしたしたした形形形形のののの新新新新たなタイプのたなタイプのたなタイプのたなタイプの地域地域地域地域循循循循環環環環システムシステムシステムシステム、、、、並並並並びびびび
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にそにそにそにそれれれれがががが広広広広域域域域的的的的なななな循循循循環環環環のののの拠拠拠拠点点点点になるになるになるになる、、、、そのようなそのようなそのようなそのような姿姿姿姿をををを今今今今後後後後のエコタウンののエコタウンののエコタウンののエコタウンの進進進進化化化化形形形形としてとしてとしてとして共共共共有有有有できるできるできるできるんんんんではないかとではないかとではないかとではないかと、、、、そのようなことをそのようなことをそのようなことをそのようなことを考考考考ええええているているているている次第次第次第次第ですですですです。。。。 ここここれれれれまでのとこまでのとこまでのとこまでのところろろろをををを整理整理整理整理しますとしますとしますとしますと、、、、ややややはりエコタウンははりエコタウンははりエコタウンははりエコタウンは、、、、ここここれれれれまでまでまでまで 10 年年年年間間間間のののの中中中中でででで、、、、そそそそれれれれをををを推進推進推進推進するするするするハハハハーーーードドドドウエアウエアウエアウエア事業事業事業事業のののの整備整備整備整備もありましもありましもありましもありましたたたた。。。。そそそそれれれれをををを支支支支ええええるためのるためのるためのるための循循循循環型環型環型環型のののの政策政策政策政策がががが右右右右側側側側にありますにありますにありますにあります（（（（図図図図１８１８１８１８）。）。）。）。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多多多多くのくのくのくの成果成果成果成果をををを上上上上げげげげらららられれれれているているているているわわわわけですけですけですけです。。。。リサイクリサイクリサイクリサイクルルルル装装装装置置置置はははは、、、、ここここれれれれはははは世界世界世界世界でででで類類類類をををを見見見見ないないないないほほほほどのどのどのどの密密密密度度度度でででで、、、、水水水水準準準準でででで、、、、整備整備整備整備さささされれれれていますていますていますています。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、そそそそれれれれによりましてあるによりましてあるによりましてあるによりましてある種種種種のののの素材素材素材素材型産業型産業型産業型産業がががが再再再再形成形成形成形成しているのもしているのもしているのもしているのも事実事実事実事実ですですですです。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、よりよりよりより高高高高度度度度なななな、、、、ここここれれれれまでまでまでまで処処処処理理理理がががが難難難難しかったしかったしかったしかった PCB とかとかとかとか水水水水銀銀銀銀などのなどのなどのなどの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、排排排排出物出物出物出物をををを資源循資源循資源循資源循環環環環再再再再生生生生処処処処理理理理するというするというするというするという措措措措置置置置をとっていますをとっていますをとっていますをとっています。。。。ここまでがここまでがここまでがここまでが、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる資源循資源循資源循資源循環型環型環型環型のエコタウンののエコタウンののエコタウンののエコタウンの達達達達成成成成だだだだといたしますとといたしますとといたしますとといたしますと、、、、ここここれれれれからはおそらくからはおそらくからはおそらくからはおそらく地域地域地域地域のののの循循循循環環環環圏圏圏圏、、、、広広広広域域域域のののの循循循循環環環環圏圏圏圏をつくるをつくるをつくるをつくる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは低低低低炭素炭素炭素炭素都市都市都市都市へへへへのののの貢献貢献貢献貢献をするをするをするをする、、、、こうしたことをこうしたことをこうしたことをこうしたことを考考考考ええええていくていくていくていく必必必必要要要要があるがあるがあるがあるわわわわけですけですけですけです。。。。 エコタウンをエコタウンをエコタウンをエコタウンを展開展開展開展開するということだけにするということだけにするということだけにするということだけに、、、、ここここれれれれをををを自自自自己己己己目的化目的化目的化目的化するするするするわわわわけではなくけではなくけではなくけではなく低炭素低炭素低炭素低炭素社社社社会会会会へへへへのののの活用活用活用活用もももも重要重要重要重要ですですですです。。。。2050 年年年年にににに 50%削減削減削減削減というというというという目目目目標標標標がががが、、、、ここここれれれれははははほほほほぼぼぼぼ国際社会国際社会国際社会国際社会にににに常識常識常識常識化化化化ししししていますていますていますています。。。。ここここれれれれがまさにがまさにがまさにがまさに左側左側左側左側のとこのとこのとこのところろろろのののの黒黒黒黒いいいい括弧括弧括弧括弧ですがですがですがですが、、、、ここここれれれれはははは日本日本日本日本のののの排排排排出出出出量量量量のののの増加増加増加増加とととと、、、、このままいけこのままいけこのままいけこのままいけばばばば 2050 年年年年もそもそもそもそれほれほれほれほどどどど減減減減らないだらないだらないだらないだろろろろうといううといううといううという図図図図（（（（図図図図１１１１９９９９））））ですがですがですがですが、、、、2050 年年年年までまでまでまでにににに排排排排出出出出量量量量をををを 50%削減削減削減削減するということはするということはするということはするということは、、、、こういうこういうこういうこういう将将将将来来来来像像像像をををを描描描描かないといけないかないといけないかないといけないかないといけないわわわわけですけですけですけです。。。。ここここれれれれはははは、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるるババババックックックックキキキキャャャャスティングアプロースティングアプロースティングアプロースティングアプローチチチチとととと言言言言われわれわれわれていましてていましてていましてていまして、、、、将将将将来来来来のののの締締締締めめめめ切切切切りりりりがががが決決決決まっているのでまっているのでまっているのでまっているので、、、、今今今今ややややることをることをることをることを決決決決めなさいというめなさいというめなさいというめなさいという形形形形ですですですです。。。。国立環境研究所国立環境研究所国立環境研究所国立環境研究所もももも、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ提提提提案案案案をさをさをさをされれれれているとこているとこているとこているところろろろですがですがですがですが、、、、実実実実はこはこはこはこれれれれがががが自治体自治体自治体自治体ののののほほほほうにうにうにうに落落落落ちてくるとちてくるとちてくるとちてくると、、、、なかなかすなかなかすなかなかすなかなかすぐぐぐぐにににに実現実現実現実現できないとこできないとこできないとこできないところろろろもありますもありますもありますもあります。。。。 そのためのそのためのそのためのそのための自治体自治体自治体自治体側側側側のののの対応対応対応対応というのはあるというのはあるというのはあるというのはある程程程程度度度度のののの幅幅幅幅がががが出出出出てくるてくるてくるてくるわわわわけですけですけですけです。。。。おそらくおそらくおそらくおそらく、、、、既既既既にエコタウンにエコタウンにエコタウンにエコタウン的的的的なななな基基基基盤盤盤盤をおをおをおをお持持持持ちのとこちのとこちのとこちのところろろろはははは、、、、早早早早いいいい段階段階段階段階でででで下下下下側側側側にににに移移移移動動動動していくしていくしていくしていく。。。。まさにまさにまさにまさに北北北北九九九九州州州州市市市市ななななんんんんかはそうかもしかはそうかもしかはそうかもしかはそうかもしれれれれまままませんせんせんせんがががが、、、、すすすすぐぐぐぐにこのにこのにこのにこの削減削減削減削減ののののペペペペースをースをースをースを変変変変ええええるようなるようなるようなるような、、、、そういうそういうそういうそういうアプローアプローアプローアプローチチチチでもあでもあでもあでもあればればればれば、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは 1 回回回回、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと現現現現状状状状をこのままをこのままをこのままをこのまま何何何何年年年年かかかか続続続続けてけてけてけて、、、、そそそそれれれれからからからから削減削減削減削減していくというしていくというしていくというしていくという自治体自治体自治体自治体もありますもありますもありますもあります。。。。おそらくおそらくおそらくおそらく今今今今後後後後はそうしたはそうしたはそうしたはそうしたママママクロなクロなクロなクロな将将将将来来来来ありきのありきのありきのありきのババババックックックックキキキキャャャャストのアプローストのアプローストのアプローストのアプローチチチチにににに加加加加ええええてててて、、、、現現現現状状状状からからからから何何何何ができるかというができるかというができるかというができるかという、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるグラウンるグラウンるグラウンるグラウンドドドド・・・・アップアプローアップアプローアップアプローアップアプローチチチチとととと我我我我々々々々はははは最最最最近近近近呼呼呼呼んんんんでいますがでいますがでいますがでいますが、、、、グラウングラウングラウングラウンドドドド・アップなアプロー・アップなアプロー・アップなアプロー・アップなアプローチチチチがこがこがこがこれれれれからからからから必必必必要要要要になってまいりますしになってまいりますしになってまいりますしになってまいりますし、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、エコタウンといいますものはエコタウンといいますものはエコタウンといいますものはエコタウンといいますものは、、、、低炭素低炭素低炭素低炭素社会社会社会社会ににににどのようにおどのようにおどのようにおどのようにお使使使使いいただけるかということがいいただけるかということがいいただけるかということがいいただけるかということが、、、、ここここれれれれがががが重要重要重要重要なテーなテーなテーなテーママママになってくるになってくるになってくるになってくるんんんんではなではなではなではないかといかといかといかと考考考考ええええていますていますていますています。。。。 さらにさらにさらにさらに、、、、もうもうもうもう一一一一点点点点だけだけだけだけ最後最後最後最後につけにつけにつけにつけ加加加加ええええしますとしますとしますとしますと、、、、冒冒冒冒頭頭頭頭にににに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、、、、アジアアジアアジアアジアのエコタウンにのエコタウンにのエコタウンにのエコタウンに対対対対するするするする期待期待期待期待はははは極極極極めてめてめてめて大大大大きくなっていますきくなっていますきくなっていますきくなっています。。。。ここここれれれれをアジアをアジアをアジアをアジア都市都市都市都市にににに展開展開展開展開するとするとするとするということでいうことでいうことでいうことで、、、、既既既既にににに経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省もエコタウンもエコタウンもエコタウンもエコタウン連携連携連携連携としておとしておとしておとしてお始始始始めになっているとこめになっているとこめになっているとこめになっているところろろろですですですです。。。。おおおおそらくアジアにそらくアジアにそらくアジアにそらくアジアに展開展開展開展開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、、、、なおかつなおかつなおかつなおかつ国内国内国内国内のエコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウン事業事業事業事業、、、、あるいはエコタあるいはエコタあるいはエコタあるいはエコタウンにおウンにおウンにおウンにお住住住住まいのまいのまいのまいの方方方方々々々々のののの快適快適快適快適性性性性、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは満満満満足足足足性性性性がががが上上上上がるがるがるがる、、、、そのようなそのようなそのようなそのような WinーーーーWin のののの関係関係関係関係がないといけないがないといけないがないといけないがないといけないわわわわけですけですけですけです。。。。 中国中国中国中国はははは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと脱脱脱脱線線線線しますがしますがしますがしますが、、、、今今今今年年年年のののの 10 月月月月にににに、、、、循循循循環経済法環経済法環経済法環経済法がががが、、、、ここここれれれれはははは全人全人全人全人代代代代でようでようでようでようややややくくくく 1 年年年年間間間間のののの期間期間期間期間をををを経経経経てててて承認承認承認承認さささされれれれましたましたましたました。。。。中国中国中国中国側側側側のののの資源循資源循資源循資源循環環環環にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方はははは、、、、今今今今まではまではまではまではぜぜぜぜいたくいたくいたくいたく品品品品だったのですがだったのですがだったのですがだったのですが、、、、今今今今年年年年からはからはからはからは確確確確実実実実にににに実際実際実際実際ののののニニニニーーーーズズズズになってきましたになってきましたになってきましたになってきました。。。。そうしたそうしたそうしたそうした中中中中でででで、、、、おそらくこおそらくこおそらくこおそらくこれれれれからからからから中国中国中国中国ではではではでは新新新新しいタイプのしいタイプのしいタイプのしいタイプの工業団地工業団地工業団地工業団地ややややエコインエコインエコインエコインダダダダストリアルパークがストリアルパークがストリアルパークがストリアルパークがあちこちにできてまいりますあちこちにできてまいりますあちこちにできてまいりますあちこちにできてまいります。。。。そうしたとこそうしたとこそうしたとこそうしたところろろろにににに、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ日本日本日本日本のシステムというもののシステムというもののシステムというもののシステムというものをををを展開展開展開展開しながらしながらしながらしながら、、、、そこでそこでそこでそこで得得得得らららられれれれるるるるベネベネベネベネフィットをフィットをフィットをフィットを日本日本日本日本のののの企企企企業業業業、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは日本日本日本日本のののの都市都市都市都市、、、、日本日本日本日本のののの国国国国土土土土がががが得得得得らららられれれれるるるる、、、、こうしたこうしたこうしたこうしたベネベネベネベネフィットをフィットをフィットをフィットを確保確保確保確保するようなするようなするようなするような形形形形でどでどでどでどんんんんどどどどんんんん連携連携連携連携をををを進進進進めないめないめないめないといけないというといけないというといけないというといけないという議議議議論論論論がありますがありますがありますがあります。。。。 そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、今今今今左側左側左側左側のイのイのイのイメメメメージになりますがージになりますがージになりますがージになりますが、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく技術技術技術技術単単単単体体体体でででで移移移移転転転転をしてもをしてもをしてもをしても、、、、中中中中国国国国のののの制度制度制度制度にににに合合合合わわわわないないないない、、、、オオオオーーーーババババースースースースペペペペックになることはックになることはックになることはックになることは多多多多々々々々ありますのでありますのでありますのでありますので、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく日本日本日本日本のののの
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中中中中でででで技術技術技術技術、、、、制度制度制度制度がががが出出出出てきたてきたてきたてきた経経経経緯緯緯緯をををを、、、、ここここれれれれをををを企企企企業業業業とととと行政行政行政行政、、、、あるいはそあるいはそあるいはそあるいはそれれれれ以以以以外外外外のののの方方方方々々々々もももも含含含含めためためためた連携連携連携連携をををを踏踏踏踏ままままええええてててて、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるるハハハハーーーードドドドなななな技術技術技術技術ととととソソソソフトなフトなフトなフトな技術技術技術技術をどのようなをどのようなをどのようなをどのような形形形形でででで展開展開展開展開するかといするかといするかといするかというううう、、、、そういうそういうそういうそういう仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを左側左側左側左側のののの日本日本日本日本でででで持持持持っておくっておくっておくっておく必必必必要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。そうしたそうしたそうしたそうした海外海外海外海外展開展開展開展開のパッのパッのパッのパッケージをつくるというものがケージをつくるというものがケージをつくるというものがケージをつくるというものが、、、、おそらくこおそらくこおそらくこおそらくこれれれれからのアジアのからのアジアのからのアジアのからのアジアの展開展開展開展開のののの 1 つのかつのかつのかつのかぎぎぎぎになるとになるとになるとになる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。。。。 こうしたこうしたこうしたこうした場場場場といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは、、、、こうしたこうしたこうしたこうした全国全国全国全国のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな専門専門専門専門のののの方方方方々々々々がががが集集集集まるといいますまるといいますまるといいますまるといいますものはものはものはものは、、、、そうしたそうしたそうしたそうした知知知知見見見見をををを共共共共有有有有するするするする機会機会機会機会であるとであるとであるとであると考考考考ええええていますていますていますています。。。。26 のエコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウン、、、、ききききょょょょうどうどうどうどれれれれだけのだけのだけのだけの方方方方がおがおがおがお集集集集まりかということをまりかということをまりかということをまりかということを私私私私もももも伺伺伺伺っていないですがっていないですがっていないですがっていないですが、、、、そういうそういうそういうそういう方方方方々々々々のののの間間間間でさまでさまでさまでさまざまなざまなざまなざまな経経経経験験験験ですとかですとかですとかですとか、、、、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ですとかですとかですとかですとか、、、、さまざまなシステムといいますものをさまざまなシステムといいますものをさまざまなシステムといいますものをさまざまなシステムといいますものを、、、、そうしたものをそうしたものをそうしたものをそうしたものを共共共共有有有有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、、、、国内国内国内国内でのでのでのでの発展発展発展発展、、、、さらにはさらにはさらにはさらには海外海外海外海外でのでのでのでの発展発展発展発展、、、、さらにはさらにはさらにはさらにはエコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウンの進進進進化化化化というものをできるだけというものをできるだけというものをできるだけというものをできるだけ効率的効率的効率的効率的にににに、、、、なおかつなおかつなおかつなおかつ速速速速ややややかにかにかにかに進進進進めるめるめるめる、、、、そうしたそうしたそうしたそうした情報共情報共情報共情報共有有有有のののの場場場場がこのエコタウンがこのエコタウンがこのエコタウンがこのエコタウン大会大会大会大会であるとともにゼロエミッションフォーラムになであるとともにゼロエミッションフォーラムになであるとともにゼロエミッションフォーラムになであるとともにゼロエミッションフォーラムになるとるとるとると伺伺伺伺っていますっていますっていますっています。。。。私私私私からのおからのおからのおからのお話話話話のののの内内内内容容容容もももも、、、、そうしたそうしたそうしたそうした一一一一助助助助となるようなとなるようなとなるようなとなるような形形形形でおでおでおでお助助助助けすることがけすることがけすることがけすることができできできできればればればればとととと申申申申しししし上上上上げげげげましてましてましてまして、、、、私私私私からのからのからのからの基調講演基調講演基調講演基調講演をををを終終終終わわわわららららせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。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 

  藤田藤田藤田藤田先先先先生生生生、、、、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。。。。 

  そそそそれれれれではではではでは、、、、ここでここでここでここで 5 分間分間分間分間のののの休憩休憩休憩休憩とさとさとさとさせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。休憩休憩休憩休憩のののの後後後後、、、、報告報告報告報告 I へへへへとととと進進進進めてまめてまめてまめてまいりますのでいりますのでいりますのでいりますので、、、、おおおお時時時時間間間間になりましたらおになりましたらおになりましたらおになりましたらお席席席席ののののほほほほうにおうにおうにおうにお戻戻戻戻りくださいりくださいりくださいりください。。。。 

  そそそそれれれれではではではでは、、、、ししししばばばばらくごらくごらくごらくご休憩休憩休憩休憩くださいくださいくださいください。。。。 

 （（（（休休休休      憩憩憩憩）））） 
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報告報告報告報告 I 

 司会司会司会司会 

  皆様皆様皆様皆様、、、、おおおお席席席席ののののほほほほうにおうにおうにおうにお戻戻戻戻りいりいりいりいただけますでしただけますでしただけますでしただけますでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

  そそそそれれれれではではではでは、、、、大大大大変変変変おおおお待待待待たたたたせせせせいたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。ただいまよりただいまよりただいまよりただいまより、、、、報告報告報告報告 Iへへへへとととと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。。。。 

  このこのこのこの時時時時間間間間はははは、「、「、「、「エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン政策政策政策政策のののの成果成果成果成果とととと課題課題課題課題」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、経済産業省産業技術環境経済産業省産業技術環境経済産業省産業技術環境経済産業省産業技術環境局局局局環境調和産業推進室環境調和産業推進室環境調和産業推進室環境調和産業推進室、、、、君塚秀喜室長君塚秀喜室長君塚秀喜室長君塚秀喜室長よりごよりごよりごよりご報告報告報告報告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、、、、おおおお手手手手元元元元のこちらののこちらののこちらののこちらの資資資資料料料料集集集集のののの 27ペペペページをごージをごージをごージをご参参参参照照照照くださいくださいくださいください。。。。 

  そそそそれれれれではではではでは、、、、君塚室長君塚室長君塚室長君塚室長、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくお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。。。。 

 君塚室長君塚室長君塚室長君塚室長 

  経済産業省環境調和産業推進室長経済産業省環境調和産業推進室長経済産業省環境調和産業推進室長経済産業省環境調和産業推進室長のののの君塚君塚君塚君塚でございますでございますでございますでございます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくおしくおしくお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。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげましたとおりましたとおりましたとおりましたとおり、、、、エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン事業事業事業事業をををを平平平平成成成成 9 年年年年度度度度からからからから進進進進めてきているめてきているめてきているめてきている状況状況状況状況ででででございましてございましてございましてございまして、、、、そのそのそのその事業事業事業事業をををを進進進進めるめるめるめる中中中中でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな課題課題課題課題がありがありがありがあり、、、、今今今今後後後後のののの方方方方向向向向性性性性ということをということをということをということを模模模模索索索索しているしているしているしている状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。本日本日本日本日、、、、武内武内武内武内先先先先生生生生、、、、藤田藤田藤田藤田先先先先生生生生からからからから基調講演基調講演基調講演基調講演をいただきましをいただきましをいただきましをいただきましてててて、、、、まさにまさにまさにまさに循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会とともにとともにとともにとともに低炭素低炭素低炭素低炭素社会社会社会社会をはをはをはをはじじじじめめめめ総総総総合合合合的的的的にににに環境政策環境政策環境政策環境政策をををを進進進進めるというごめるというごめるというごめるというご指指指指摘摘摘摘もございましたもございましたもございましたもございました。。。。そそそそれれれれがががが武内武内武内武内先先先先生生生生のもとでこののもとでこののもとでこののもとでこの３３３３月月月月にににに改定改定改定改定さささされれれれましたましたましたました循循循循環型社会形成推環型社会形成推環型社会形成推環型社会形成推進基本計画進基本計画進基本計画進基本計画、、、、そそそそれれれれからからからから藤田藤田藤田藤田先先先先生生生生がががが委委委委員員員員になっておらになっておらになっておらになっておられれれれますますますます環境環境環境環境モモモモデデデデルルルル都市都市都市都市のののの選選選選定定定定というこというこというこということにもつながっているということでとにもつながっているということでとにもつながっているということでとにもつながっているということで、、、、今今今今後後後後のエコタウンをのエコタウンをのエコタウンをのエコタウンを進進進進めるめるめるめる上上上上でででで、、、、こういったこういったこういったこういった流流流流れれれれをををを踏踏踏踏ままままええええてててて検討検討検討検討していきたというしていきたというしていきたというしていきたというぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。 

  繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますがしになりますがしになりますがしになりますが、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげましたエコタウンましたエコタウンましたエコタウンましたエコタウン事業事業事業事業のののの概概概概要要要要ということでごということでごということでごということでご紹紹紹紹介介介介ささささせせせせていただいておりますていただいておりますていただいておりますていただいております。。。。目的目的目的目的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産業産業産業産業蓄蓄蓄蓄積積積積をををを生生生生かしたかしたかしたかした環境産業環境産業環境産業環境産業のののの振興振興振興振興をををを通通通通じじじじてててて地域地域地域地域のののの振興振興振興振興をををを図図図図っていくっていくっていくっていく、、、、そそそそれれれれからからからから廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの抑制抑制抑制抑制、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの推進推進推進推進をををを通通通通じじじじたたたた資資資資源循源循源循源循環型社会環型社会環型社会環型社会をををを構構構構築築築築していくというしていくというしていくというしていくという目的目的目的目的のもとでのもとでのもとでのもとで、、、、自治体自治体自治体自治体がエコタウンプランがエコタウンプランがエコタウンプランがエコタウンプラン、、、、環境環境環境環境とととと調調調調和和和和したまちづくりのしたまちづくりのしたまちづくりのしたまちづくりの計画計画計画計画をををを策策策策定定定定いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、そのプランをそのプランをそのプランをそのプランを経産省経産省経産省経産省とととと環境省環境省環境省環境省でででで共同共同共同共同承認承認承認承認すすすするということでるということでるということでるということで、、、、ここここれれれれはそのエコタウンプランのはそのエコタウンプランのはそのエコタウンプランのはそのエコタウンプランの当当当当該該該該地域地域地域地域自身自身自身自身だだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、全国全国全国全国のののの自自自自治体治体治体治体のモのモのモのモデデデデルともなりルともなりルともなりルともなり得得得得るというようなるというようなるというようなるというような先先先先駆駆駆駆的的的的なものをなものをなものをなものを承認承認承認承認ささささせせせせていただいているというていただいているというていただいているというていただいているということでございますことでございますことでございますことでございます。。。。当当当当該該該該プランにプランにプランにプランに基基基基づいてづいてづいてづいて循循循循環型社会形成環型社会形成環型社会形成環型社会形成にににに資資資資するリサイクルするリサイクルするリサイクルするリサイクル設設設設備備備備のののの整備整備整備整備にににに対対対対してしてしてして財財財財政政政政支支支支援援援援ということをということをということをということを行行行行ってきたってきたってきたってきたわわわわけでございますけけでございますけけでございますけけでございますけれれれれどもどもどもども、、、、先先先先ほほほほどもどもどもども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、、、、ソソソソフトフトフトフト事業事業事業事業にににに関関関関してはしてはしてはしては平平平平成成成成 16 年年年年度度度度、、、、ハハハハーーーードドドド事業事業事業事業についてはについてはについてはについては平平平平成成成成 17 年年年年度度度度をもっをもっをもっをもってててて、、、、ここここれれれれはははは三位三位三位三位一一一一体改革体改革体改革体改革ということでということでということでということで、、、、国国国国のののの取取取取りりりり組組組組みとしてはみとしてはみとしてはみとしては廃廃廃廃止止止止というというというという形形形形になってござになってござになってござになってございますがいますがいますがいますが、、、、エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン事業事業事業事業としてはとしてはとしてはとしては、、、、プランをプランをプランをプランを承認承認承認承認してしてしてして支支支支援援援援をさをさをさをさせせせせていただくというていただくというていただくというていただくという、、、、そそそそういうスういうスういうスういうスキキキキームについてはームについてはームについてはームについては引引引引きききき続続続続きききき維維維維持持持持をしていくというをしていくというをしていくというをしていくという状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。 

  今申今申今申今申しししし上上上上げげげげたたたた内内内内容容容容でございますでございますでございますでございます。。。。経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省とととと環境省環境省環境省環境省がエコタウンプランをがエコタウンプランをがエコタウンプランをがエコタウンプランを共同共同共同共同承認承認承認承認ささささせせせせていただくていただくていただくていただく。。。。そのそのそのその共同共同共同共同承認承認承認承認ささささせせせせていただいたプランにつけらていただいたプランにつけらていただいたプランにつけらていただいたプランにつけられれれれたたたた先先先先駆駆駆駆的的的的なリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクル施施施施設設設設にににに対対対対してしてしてして支支支支援援援援をさをさをさをさせせせせていただくていただくていただくていただく、、、、ソソソソフトとしてフトとしてフトとしてフトとして普及啓普及啓普及啓普及啓発発発発、、、、情報提情報提情報提情報提供供供供をををを図図図図るということでるということでるということでるということで、、、、地域地域地域地域がががが一一一一体体体体となったとなったとなったとなった、、、、企企企企業様業様業様業様、、、、市市市市民民民民様様様様がががが参画参画参画参画いただいたいただいたいただいたいただいた上上上上でのエコタウンでのエコタウンでのエコタウンでのエコタウン事業事業事業事業ということということということということでででで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。。。。ここにゼロエミッションここにゼロエミッションここにゼロエミッションここにゼロエミッション構構構構想想想想、、、、本日本日本日本日もももも共同開催共同開催共同開催共同開催ということになってごということになってごということになってごということになってございますけざいますけざいますけざいますけれれれれどもどもどもども、、、、このエコタウンこのエコタウンこのエコタウンこのエコタウン事業事業事業事業のののの考考考考ええええ方方方方はゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッション構構構構想想想想というとこというとこというとこというところろろろかかかからスタートしていましてらスタートしていましてらスタートしていましてらスタートしていまして、、、、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はではではでは、、、、ややややはりリサイクルということだけではなくはりリサイクルということだけではなくはりリサイクルということだけではなくはりリサイクルということだけではなく、、、、広広広広いいいい意意意意味味味味でのゼロエミッションをでのゼロエミッションをでのゼロエミッションをでのゼロエミッションを目指目指目指目指したしたしたした事業事業事業事業ということがということがということがということが本来本来本来本来のののの目的目的目的目的ですですですです。。。。 

  ちちちちょょょょっとっとっとっと細細細細かくなりますけかくなりますけかくなりますけかくなりますけれれれれどもどもどもども、、、、ここここれれれれはははは全国全国全国全国でででで 26 のエコタウンをのエコタウンをのエコタウンをのエコタウンを承認承認承認承認ささささせせせせていただいていただいていただいていただいたということでたということでたということでたということで、、、、補助対補助対補助対補助対象象象象としてはとしてはとしてはとしては 62 のののの施設施設施設施設ということでということでということでということで、、、、経産省経産省経産省経産省のののの補助補助補助補助、、、、そそそそれれれれからからからから環境環境環境環境省省省省のののの補助補助補助補助とあるとあるとあるとあるわわわわけでございますけでございますけでございますけでございます。。。。ここここれれれれだけだけだけだけ多多多多くのくのくのくの施設施設施設施設へへへへのののの補助補助補助補助をしているということでをしているということでをしているということでをしているということでございますございますございますございます。。。。ここここれれれれもちもちもちもちょょょょっとっとっとっと小小小小さくなりますけさくなりますけさくなりますけさくなりますけれれれれどもどもどもども、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県ささささんんんん、、、、平平平平成成成成 16 年年年年のののの 9 月月月月 28
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日日日日にエコタウンプランにエコタウンプランにエコタウンプランにエコタウンプラン承認承認承認承認ということになっておりましてということになっておりましてということになっておりましてということになっておりまして、、、、ニニニニッケルリサイクルであるとッケルリサイクルであるとッケルリサイクルであるとッケルリサイクルであるとかかかか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは原料原料原料原料廃廃廃廃ゴゴゴゴムのリサイクルムのリサイクルムのリサイクルムのリサイクル、、、、ママママテリアルリサイクルテリアルリサイクルテリアルリサイクルテリアルリサイクル、、、、そそそそれれれれからからからからママママットのットのットのットの製造製造製造製造施施施施設設設設、、、、こういったものにこういったものにこういったものにこういったものに対対対対してしてしてして補助補助補助補助をををを行行行行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状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。 次次次次にににに、、、、エコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウンの補助対補助対補助対補助対象象象象事業事業事業事業をををを類類類類型型型型化化化化したというしたというしたというしたという形形形形になっておりましてになっておりましてになっておりましてになっておりまして、、、、ここここれれれれはははは環環環環境境境境まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり研究会研究会研究会研究会というというというという、、、、経産省経産省経産省経産省ののののほほほほうでうでうでうで設設設設置置置置をいたしましてをいたしましてをいたしましてをいたしまして整理整理整理整理をしたものでございをしたものでございをしたものでございをしたものでございますけますけますけますけれれれれどもどもどもども、、、、大大大大きくきくきくきく分分分分けますとけますとけますとけますと、、、、法法法法規制規制規制規制へへへへのののの対応対応対応対応、、、、先先先先ほほほほどもおどもおどもおどもお話話話話がございましたがございましたがございましたがございました、、、、各種各種各種各種リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ございますございますございますございます。。。。そのそのそのその容容容容器器器器、、、、家電家電家電家電とととといったリサイクルいったリサイクルいったリサイクルいったリサイクル法法法法にににに対応対応対応対応するするするする形形形形でのでのでのでの事業事業事業事業をををを展開展開展開展開していくしていくしていくしていく。。。。そそそそれれれれからからからから、、、、都市都市都市都市ごみのごみのごみのごみの適適適適正処正処正処正処理理理理、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは使使使使用用用用済済済済製品製品製品製品のののの適適適適正処正処正処正処理理理理、、、、あるいあるいあるいあるいはははは地域地域地域地域資源資源資源資源のののの活用活用活用活用、、、、そういったそそういったそそういったそそういったそれぞれれぞれれぞれれぞれのののの地域地域地域地域のののの目的目的目的目的にににに応応応応じじじじてエコタウンをてエコタウンをてエコタウンをてエコタウンを展開展開展開展開しているしているしているしているということをということをということをということを類類類類型型型型化化化化しましたしましたしましたしました。。。。このこのこのこの横軸横軸横軸横軸ののののほほほほうでうでうでうで、、、、既既既既存存存存施設施設施設施設のののの活用活用活用活用・・・・連携型連携型連携型連携型とととと既既既既存存存存商商商商流流流流のののの活用活用活用活用型型型型ということでということでということでということで書書書書いてございますけいてございますけいてございますけいてございますけれれれれどもどもどもども、、、、既既既既存存存存のののの施設施設施設施設からからからから原原原原材材材材料料料料をををを供供供供給給給給するというするというするというするというようなようなようなような形形形形、、、、そそそそれれれれからからからから、、、、商商商商流流流流というのはというのはというのはというのは、、、、例例例例えばえばえばえば回回回回収収収収ルートがルートがルートがルートが既既既既存存存存のものがのものがのものがのものが存在存在存在存在していてしていてしていてしていて、、、、そそそそれれれれをををを活用活用活用活用するするするする、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは販売販売販売販売市場市場市場市場のルートがのルートがのルートがのルートが確確確確立立立立しているというとこしているというとこしているというとこしているというところろろろでででで、、、、そそそそういったういったういったういった既既既既存存存存のシステムをのシステムをのシステムをのシステムを活用活用活用活用してしてしてして展開展開展開展開しているというとこしているというとこしているというとこしているというところろろろもございますもございますもございますもございます。。。。そそそそれれれれからからからから、、、、リサイクリサイクリサイクリサイクルルルル団地団地団地団地をををを形成形成形成形成してエコタウンをしてエコタウンをしてエコタウンをしてエコタウンを展開展開展開展開しているというしているというしているというしているという形形形形、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな類類類類型型型型があるがあるがあるがあるわわわわけでありけでありけでありけでありますますますます。。。。こうしたそこうしたそこうしたそこうしたそれぞれれぞれれぞれれぞれのののの目的目的目的目的のもとでのもとでのもとでのもとで事業事業事業事業をををを展開展開展開展開しているということでございますしているということでございますしているということでございますしているということでございます。。。。 

  ここここれれれれはははは平平平平成成成成 17 年年年年度度度度のののの調調調調査査査査のののの中中中中でででで、、、、エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン事業事業事業事業というのがどというのがどというのがどというのがどれぐれぐれぐれぐらいのらいのらいのらいの効効効効果果果果があるのがあるのがあるのがあるのかということをシミュレーションしたものでございましてかということをシミュレーションしたものでございましてかということをシミュレーションしたものでございましてかということをシミュレーションしたものでございまして、、、、ここここれれれれがががが費用対効費用対効費用対効費用対効果果果果分分分分析析析析をををを行行行行っっっっているているているているわわわわけでございますけけでございますけけでございますけけでございますけれれれれどもどもどもども、、、、費用費用費用費用としてはとしてはとしてはとしては、、、、もちもちもちもちろんろんろんろん事業事業事業事業支支支支出出出出というのがございまというのがございまというのがございまというのがございますすすす。。。。そそそそれれれれからからからから民間民間民間民間のののの投投投投資資資資、、、、補助金補助金補助金補助金、、、、そそそそれれれれからからからから自治体自治体自治体自治体からのからのからのからの関関関関連設連設連設連設備費備費備費備費やややや補助補助補助補助、、、、助助助助成成成成金金金金といといといというとこうとこうとこうところろろろがががが費用費用費用費用としてとしてとしてとして想定想定想定想定さささされれれれているているているている。。。。そそそそれれれれにににに対対対対するするするする便便便便益益益益としてはとしてはとしてはとしては、、、、当当当当然然然然事業事業事業事業自身自身自身自身のののの収収収収入入入入というのもございますけというのもございますけというのもございますけというのもございますけれれれれどもどもどもども、、、、そのそのそのその他他他他いいいいろろろろいいいいろろろろなななな効効効効果果果果をもたらしているということでごをもたらしているということでごをもたらしているということでごをもたらしているということでございましてざいましてざいましてざいまして、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場のののの確保確保確保確保をををを回回回回避避避避するするするする効効効効果果果果、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは最最最最終終終終処処処処分費用分費用分費用分費用をををを削減削減削減削減するするするする効効効効果果果果、、、、そそそそれれれれからからからから、、、、事業者事業者事業者事業者のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理費用理費用理費用理費用のののの削減削減削減削減効効効効果果果果、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは先先先先ほほほほどどどど来来来来のののの低炭素低炭素低炭素低炭素社会社会社会社会というこというこというこということとのととのととのととの関関関関連連連連もももも研究研究研究研究さささされれれれておりますけておりますけておりますけておりますけれれれれどもどもどもども、、、、CO2 排排排排出出出出抑制効抑制効抑制効抑制効果果果果、、、、そそそそれれれれからもちからもちからもちからもちろんろんろんろん石油石油石油石油資資資資源源源源のののの節節節節約効約効約効約効果果果果ということでということでということでということで、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックの再再再再生生生生利用利用利用利用ななななどでどでどでどで資源資源資源資源のののの節節節節約効約効約効約効果果果果というものがというものがというものがというものがあるあるあるある。。。。そそそそれれれれからからからから、、、、施設施設施設施設見見見見学学学学によるリサイクルによるリサイクルによるリサイクルによるリサイクル意意意意識識識識のののの向上向上向上向上ということでということでということでということで、、、、社会社会社会社会としてとしてとしてとして環境環境環境環境へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが進進進進むというさまざまなむというさまざまなむというさまざまなむというさまざまな効用効用効用効用があるということでがあるということでがあるということでがあるということで、、、、ここここれれれれをををを、、、、1 つのつのつのつの試試試試算算算算によりまによりまによりまによりますとすとすとすと、、、、費用便費用便費用便費用便益益益益効効効効果果果果はははは 1.55 というというというという数数数数字字字字もももも出出出出ささささせせせせていただいておりますていただいておりますていただいておりますていただいております。。。。地方地方地方地方自治体自治体自治体自治体ベベベベースースースースでででで言言言言えばえばえばえば、、、、ややややはりはりはりはり便便便便益益益益ののののほほほほうがうがうがうが、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場のののの新設新設新設新設回回回回避避避避ということがということがということがということが大大大大きくございますのきくございますのきくございますのきくございますのでででで、、、、さらにさらにさらにさらに費用便費用便費用便費用便益益益益効効効効果果果果はははは大大大大きいのではないかということできいのではないかということできいのではないかということできいのではないかということで試試試試算算算算したしたしたした例例例例でございますでございますでございますでございます。。。。 

  そそそそれれれれでででで、、、、実実実実はははは、、、、先先先先ほほほほどもちどもちどもちどもちょょょょっとっとっとっ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、、、、エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン事業事業事業事業をををを進進進進めていめていめていめていくくくく中中中中でででで、、、、今今今今エコタウンのいエコタウンのいエコタウンのいエコタウンのいろろろろいいいいろろろろなななな課題課題課題課題があるというがあるというがあるというがあるという状況状況状況状況がございますのでがございますのでがございますのでがございますので、、、、ここここれれれれはははは藤田藤田藤田藤田先先先先生生生生にごにごにごにご指指指指導導導導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、、、、昨昨昨昨年年年年度度度度、、、、調調調調査委査委査委査委員員員員会会会会をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげましてましてましてまして、、、、委委委委員員員員長長長長はははは慶應慶應慶應慶應大学大学大学大学のののの細細細細田教田教田教田教授授授授でございますけでございますけでございますけでございますけれれれれどもどもどもども、、、、今今今今のエコタウンののエコタウンののエコタウンののエコタウンの抱抱抱抱ええええるるるる課題課題課題課題をををを把握把握把握把握したしたしたした上上上上でででで今今今今後後後後のののの道筋道筋道筋道筋をををを考考考考ええええていこうということでていこうということでていこうということでていこうということで、、、、昨昨昨昨年年年年度度度度実施実施実施実施したしたしたした調調調調査査査査でございますでございますでございますでございます。。。。 そのそのそのその調調調調査査査査のののの結結結結果果果果をををを紹介紹介紹介紹介ささささせせせせていただいておりますけていただいておりますけていただいておりますけていただいておりますけれれれれどもどもどもども、、、、ままままずずずず、、、、施設施設施設施設稼稼稼稼働働働働率率率率にににに関関関関してしてしてして、、、、大大大大半半半半がががが 60%以上以上以上以上のののの稼稼稼稼働働働働率率率率ということでございますけということでございますけということでございますけということでございますけれれれれどもどもどもども、、、、40%未未未未満満満満のののの稼稼稼稼働働働働率率率率というというというという施設施設施設施設もももも、、、、このこのこのこの円円円円グラフにございますとおりグラフにございますとおりグラフにございますとおりグラフにございますとおり、、、、存在存在存在存在するするするするというとこというとこというとこというところろろろでございますでございますでございますでございます。。。。特特特特にににに稼稼稼稼働働働働率率率率がががが高高高高いのはいのはいのはいのは、、、、金金金金属属属属回回回回収収収収、、、、セセセセメメメメントントントント原料化原料化原料化原料化をををを推進推進推進推進するするするする企企企企業業業業がががが多多多多かったかったかったかったわわわわけでございますけけでございますけけでございますけけでございますけれれれれどもどもどもども、、、、ややややはりはりはりはり稼稼稼稼働働働働率率率率についてもまだについてもまだについてもまだについてもまだ十分十分十分十分でないでないでないでない企企企企業業業業があるということもがあるということもがあるということもがあるということもわわわわかりますかりますかりますかります。。。。将将将将来来来来のののの施設施設施設施設のののの処処処処理理理理能能能能力力力力としてはとしてはとしてはとしては、、、、現現現現状状状状のののの能能能能力力力力をををを増増増増強強強強ささささせせせせるというるというるというるという回回回回答答答答がががが 3 社社社社のみということでのみということでのみということでのみということでございますございますございますございます。。。。ほほほほととととんんんんどのどのどのどの企企企企業業業業がががが今今今今現現現現状状状状のののの処処処処理理理理能能能能力力力力でででで事業事業事業事業をををを継継継継続続続続予予予予定定定定とととと回回回回答答答答していますしていますしていますしています。。。。ここここのためのためのためのため、、、、現現現現状状状状ではではではでは 100%にににに達達達達していないしていないしていないしていない稼稼稼稼働働働働率率率率のののの企企企企業業業業がががが多多多多いといといといと推推推推測測測測さささされれれれますますますます。。。。ただただただただ、、、、13%のののの企企企企業業業業においてはにおいてはにおいてはにおいては受受受受入入入入対対対対象象象象物物物物をををを拡拡拡拡大大大大したいというしたいというしたいというしたいという意向意向意向意向がありましたがありましたがありましたがありました。。。。廃廃廃廃プラとかプラとかプラとかプラとか汚汚汚汚泥泥泥泥等等等等がががが拡拡拡拡大大大大したいしたいしたいしたい対対対対象象象象物物物物ですですですです。。。。ただただただただ、、、、まだまだまだまだ具体的具体的具体的具体的なななな検討検討検討検討はしていないというはしていないというはしていないというはしていないという回回回回答答答答がががが多多多多くございましくございましくございましくございまし
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たがたがたがたが、、、、そういったそういったそういったそういった処処処処理理理理可能可能可能可能なななな受受受受入物入物入物入物をををを今今今今のののの厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況のののの中中中中でででで模模模模索索索索しているしているしているしている企企企企業業業業がががが多多多多いといいといいといいということがうかがうことがうかがうことがうかがうことがうかがええええますますますます。。。。 

  そそそそれれれれからからからから、、、、資源資源資源資源物物物物からからからから発生発生発生発生するするするする埋埋埋埋立立立立／／／／焼却焼却焼却焼却対対対対象象象象物物物物ということでございますけということでございますけということでございますけということでございますけれれれれどもどもどもども、、、、200トントントントン以上以上以上以上発生発生発生発生しているしているしているしている業者業者業者業者もももも 11件件件件、、、、現現現現状状状状としてはとしてはとしてはとしては必必必必ずずずずしもしもしもしも静脈静脈静脈静脈・・・・再再再再生生生生資源利用資源利用資源利用資源利用がががが完完完完全全全全にににに実実実実現現現現しているしているしているしているわわわわけではないけではないけではないけではない。。。。受受受受入入入入資源資源資源資源からからからから発生発生発生発生するするするする焼却焼却焼却焼却物物物物にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、発生発生発生発生量量量量をををを把握把握把握把握していしていしていしているるるる具体的具体的具体的具体的なななな品目品目品目品目についてはについてはについてはについては廃廃廃廃プラプラプラプラ、、、、医療医療医療医療廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、混混混混合廃棄物合廃棄物合廃棄物合廃棄物からからからから発生発生発生発生するするするする可可可可燃燃燃燃物物物物等等等等々々々々がががが挙挙挙挙げげげげらららられれれれておりますておりますておりますております。。。。リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの高度化高度化高度化高度化についてもについてもについてもについても、、、、半半半半数数数数のののの企企企企業業業業からからからから、、、、今今今今検討検討検討検討しているとしているとしているとしているとのののの回回回回答答答答がありがありがありがあり、、、、そのそのそのその目的目的目的目的についてはについてはについてはについては、、、、資源化資源化資源化資源化物物物物のグレーのグレーのグレーのグレードドドドのののの向上向上向上向上というものをというものをというものをというものを挙挙挙挙げげげげるるるる企企企企業業業業がががが多多多多かったかったかったかったわわわわけでございますけでございますけでございますけでございます。。。。ややややはりはりはりはり受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能なななな資源資源資源資源ということをということをということをということを模模模模索索索索するするするする中中中中でででで、、、、今今今今現現現現状状状状ではではではでは受受受受けけけけ入入入入れれれれらららられれれれないけないけないけないけれれれれどもどもどもども、、、、条条条条件件件件次第次第次第次第ではではではでは受受受受けけけけ入入入入れれれれたいたいたいたい、、、、とととと回回回回答答答答さささされれれれるるるる企企企企業業業業がががが多多多多くございましたくございましたくございましたくございました。。。。そのそのそのその品目品目品目品目としてはとしてはとしてはとしては、、、、廃廃廃廃プラプラプラプラ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは木材系木材系木材系木材系、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自動自動自動自動車車車車、、、、自自自自販販販販機機機機のののの使使使使用用用用済済済済みのみのみのみの製品製品製品製品ということだったということだったということだったということだったんんんんですがですがですがですが、、、、受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能なななな条条条条件件件件としてはとしてはとしてはとしては、、、、ややややはりはりはりはり処処処処理理理理量量量量をををを一一一一定量定量定量定量確保確保確保確保できなけできなけできなけできなければればればればいけないいけないいけないいけない、、、、そそそそれれれれからからからから法法法法規制規制規制規制のののの問問問問題題題題がございますがございますがございますがございます。。。。そそそそれれれれからからからから、、、、ここにここにここにここに書書書書いてございまいてございまいてございまいてございませんせんせんせんけけけけれれれれどもどもどもども、、、、そのままではそのままではそのままではそのままでは受受受受けけけけ入入入入れれれれらららられれれれないけどないけどないけどないけど、、、、前前前前処処処処理理理理をををを行行行行ううううことによってことによってことによってことによって受受受受けけけけ入入入入れれれれらららられれれれるというようなるというようなるというようなるというような企企企企業業業業もももも多多多多くございましたのでくございましたのでくございましたのでくございましたので、、、、今今今今現現現現状状状状をををを改改改改善善善善すすすするというるというるというるという意意意意味味味味でででで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ規制規制規制規制のののの問問問問題題題題とかとかとかとか、、、、資源量資源量資源量資源量のののの問問問問題題題題、、、、そういうそういうそういうそういう条条条条件件件件をクリアすをクリアすをクリアすをクリアすればればればれば、、、、有効活用有効活用有効活用有効活用さささされれれれるというるというるというるという可能可能可能可能性性性性があることがこのがあることがこのがあることがこのがあることがこの調調調調査査査査からもからもからもからも伺伺伺伺ええええるるるるわわわわけでございますけでございますけでございますけでございます。。。。 

  販売販売販売販売先先先先についてはについてはについてはについては、、、、このこのこのこの広広広広域連携域連携域連携域連携のののの実実実実態態態態ということでございますけということでございますけということでございますけということでございますけれれれれどもどもどもども、、、、東東東東北北北北、、、、九州九州九州九州のののの企企企企業業業業ではではではでは他他他他地域地域地域地域からのからのからのからの受受受受けけけけ入入入入れやれやれやれや他他他他地域地域地域地域へへへへのののの販売販売販売販売がががが多多多多いいいいということがございますがということがございますがということがございますがということがございますが、、、、そそそそのののの他他他他のののの地域地域地域地域ではではではでは各各各各地域地域地域地域でのでのでのでの受受受受けけけけ入入入入れれれれ販売販売販売販売ということになっておりましてということになっておりましてということになっておりましてということになっておりまして、、、、現現現現状状状状ではではではでは広広広広域連域連域連域連携携携携というものはというものはというものはというものは必必必必ずずずずしもしもしもしも活活活活発発発発ではないというではないというではないというではないという状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。 

  こういったこういったこういったこういった中中中中でででで、、、、ビジビジビジビジネネネネススススママママッッッッチチチチングとングとングとングと書書書書いてございますけいてございますけいてございますけいてございますけれれれれどもどもどもども、、、、ややややはりはりはりはり資源資源資源資源のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれというものがというものがというものがというものが不不不不十分十分十分十分でででで稼稼稼稼働働働働率率率率もももも低低低低いといういといういといういという理理理理由由由由のののの 1 つにつにつにつに、、、、情報情報情報情報ののののママママッッッッチチチチングがングがングがングが十分十分十分十分さささされれれれていないていないていないていない。。。。あるあるあるある地域地域地域地域でででで発生発生発生発生しているしているしているしている資源資源資源資源物物物物がががが、、、、他他他他のののの地域地域地域地域でででで情報情報情報情報としてとしてとしてとして共共共共有有有有さささされれれれていないていないていないていないということでということでということでということで、、、、結結結結果果果果的的的的にににに最最最最終終終終処処処処分分分分さささされれれれてしまっててしまっててしまっててしまって、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷もももも高高高高くなりくなりくなりくなり、、、、せせせせっかくっかくっかくっかく資源資源資源資源ががががあるにもかかあるにもかかあるにもかかあるにもかかわわわわららららずずずず、、、、そそそそのののの情報情報情報情報がないがないがないがない、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは物物物物流流流流のののの問問問問題題題題があるためにがあるためにがあるためにがあるために、、、、結局結局結局結局おおおお互互互互いにいにいにいに損損損損をしてしまっているというようなをしてしまっているというようなをしてしまっているというようなをしてしまっているというような状況状況状況状況があるということでございましてがあるということでございましてがあるということでございましてがあるということでございまして、、、、そういったこそういったこそういったこそういったことをとをとをとを解消解消解消解消するためのビジするためのビジするためのビジするためのビジネネネネススススママママッッッッチチチチングングングング、、、、情報情報情報情報ママママッッッッチチチチングのングのングのングのニニニニーーーーズズズズについてについてについてについて聞聞聞聞いたとこいたとこいたとこいたところろろろ、、、、ややややはりはりはりはり多多多多くのくのくのくの企企企企業業業業、、、、半半半半数以上数以上数以上数以上のののの企企企企業業業業からからからから、、、、そういったそういったそういったそういったママママッッッッチチチチングシステムがあングシステムがあングシステムがあングシステムがあればればればれば利用利用利用利用ししししたいということがございましたたいということがございましたたいということがございましたたいということがございました。。。。そのそのそのその理理理理由由由由としてはとしてはとしてはとしては、、、、受受受受入入入入品品品品のののの確保確保確保確保、、、、情報交換情報交換情報交換情報交換のののの場場場場というというというという形形形形でのでのでのでの、、、、有有有有益益益益なななな情報情報情報情報をををを受受受受けけけけ取取取取ることができるのでることができるのでることができるのでることができるので、、、、そういったことをそういったことをそういったことをそういったことを利用利用利用利用したいというこしたいというこしたいというこしたいということでございますとでございますとでございますとでございます。。。。ほほほほととととんんんんどどどど広広広広域域域域移移移移動動動動にかかるコストがにかかるコストがにかかるコストがにかかるコストが負負負負担担担担できないというできないというできないというできないという回回回回答答答答もございまもございまもございまもございましたけしたけしたけしたけれれれれどもどもどもども、、、、こういったこういったこういったこういった情報情報情報情報ママママッッッッチチチチングングングング、、、、ビジビジビジビジネネネネススススママママッッッッチチチチングにングにングにングに関関関関したしたしたしたニニニニーーーーズズズズはははは高高高高いのいのいのいのではないかではないかではないかではないか。。。。情報情報情報情報のののの開開開開示示示示・・・・共共共共有有有有のののの必必必必要要要要性性性性があるのではないかということがこがあるのではないかということがこがあるのではないかということがこがあるのではないかということがこれれれれによってもによってもによってもによっても伺伺伺伺ええええますますますます。。。。 

  さらにさらにさらにさらに、、、、ややややはりはりはりはり広広広広域域域域移移移移動動動動ということにということにということにということに関関関関してはしてはしてはしては、、、、物物物物流流流流のののの問問問問題題題題がございましてがございましてがございましてがございまして、、、、輸送輸送輸送輸送にコにコにコにコストがかかるとのストがかかるとのストがかかるとのストがかかるとの回回回回答答答答がががが多多多多くくくく、、、、ややややはりそのはりそのはりそのはりその要要要要因因因因がががが受受受受けけけけ入入入入れれれれをををを阻阻阻阻んんんんでいるというでいるというでいるというでいるという状況状況状況状況もござもござもござもございますいますいますいます。。。。そのそのそのその対対対対策策策策としてはとしてはとしてはとしては、、、、大大大大量量量量一一一一括括括括輸送輸送輸送輸送によるコストによるコストによるコストによるコストダダダダウンウンウンウンやややや、、、、梱包梱包梱包梱包のののの工夫工夫工夫工夫をすをすをすをすべべべべきできできできではないかということもございましたはないかということもございましたはないかということもございましたはないかということもございました。。。。またまたまたまた、、、、一一一一定量定量定量定量のののの集集集集積積積積をををを可能可能可能可能とするようなとするようなとするようなとするような保保保保管管管管基地基地基地基地とととというものがいうものがいうものがいうものがややややはりはりはりはり必必必必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回回回回答答答答もございましたもございましたもございましたもございました。。。。 

  またまたまたまた、、、、物物物物理的理的理的理的にはにはにはには可能可能可能可能であってもであってもであってもであっても、、、、ややややはりはりはりはり手間手間手間手間とコストがかかるためにとコストがかかるためにとコストがかかるためにとコストがかかるために処処処処理理理理ができないができないができないができない、、、、リサイクルができないというリサイクルができないというリサイクルができないというリサイクルができないという回回回回答答答答があったがあったがあったがあったわわわわけでございますけでございますけでございますけでございます。「。「。「。「さらにさらにさらにさらに」」」」とととと書書書書いてございまいてございまいてございまいてございますけすけすけすけれれれれどもどもどもども、、、、ここここれれれれもももも、、、、先先先先ほほほほどどどど社会社会社会社会的的的的なななな価価価価値値値値というおというおというおというお話話話話もございましたけもございましたけもございましたけもございましたけれれれれどもどもどもども、、、、ややややはりはりはりはり現現現現在在在在のののの市場価市場価市場価市場価格格格格にににに反反反反映映映映さささされれれれていないようなていないようなていないようなていないような環境環境環境環境のののの価価価価値値値値、、、、低炭素低炭素低炭素低炭素社会社会社会社会、、、、循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会へへへへのののの貢献貢献貢献貢献とととといったいったいったいった価価価価値値値値をちをちをちをちゃんゃんゃんゃんとととと評価評価評価評価してしてしてして、、、、そそそそれれれれをををを支支支支援援援援するようなするようなするようなするような、、、、そういうそういうそういうそういう仕仕仕仕組組組組みがあみがあみがあみがあればればればれば、、、、物物物物理理理理的的的的にはにはにはには技術技術技術技術はあるのではあるのではあるのではあるので、、、、高度高度高度高度処処処処理理理理をををを行行行行うといううといううといううということにことにことにことに踏踏踏踏みみみみ切切切切れれれれるというようなるというようなるというようなるというような声声声声もございもございもございもござい
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ましてましてましてまして、、、、技術技術技術技術的的的的にはにはにはには可能可能可能可能であるということでであるということでであるということでであるということで、、、、あとはあとはあとはあとは、、、、そういったそういったそういったそういった価価価価値値値値をもっとをもっとをもっとをもっと評価評価評価評価するするするする仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが必必必必要要要要というというというという回回回回答答答答があったがあったがあったがあったわわわわけでございますけでございますけでございますけでございます。。。。 

  こういったこういったこういったこういった調調調調査査査査のののの状況状況状況状況をををを踏踏踏踏ままままええええましてましてましてまして、、、、ここここれれれれはははは先先先先ほほほほどどどど武内武内武内武内先先先先生生生生ののののほほほほうからおうからおうからおうからお話話話話しいただしいただしいただしいただきましたものときましたものときましたものときましたものと同同同同じじじじでございますがでございますがでございますがでございますが、、、、このこのこのこの下下下下ののののほほほほうにうにうにうに、、、、エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン広広広広域連携域連携域連携域連携のののの可能可能可能可能性性性性といといといというとこうとこうとこうところろろろでででで書書書書いてございますいてございますいてございますいてございます。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、資源資源資源資源のののの性性性性質質質質にににに応応応応じじじじてててて循循循循環環環環をををを考考考考ええええるるるるべべべべきであるといきであるといきであるといきであるというおうおうおうお話話話話がございましたけがございましたけがございましたけがございましたけれれれれどもどもどもども、、、、ややややはりはりはりはり広広広広域域域域的的的的なななな連携連携連携連携をををを図図図図るるるるべべべべきききき資源資源資源資源についてはについてはについてはについては積積積積極極極極的的的的ににににそういったシステムをそういったシステムをそういったシステムをそういったシステムを構構構構築築築築するするするする必必必必要要要要があがあがあがあろろろろうとうとうとう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。。。。 

  ここここれれれれはははは先先先先ほほほほどどどど藤田藤田藤田藤田先先先先生生生生からおからおからおからお話話話話があったがあったがあったがあった内内内内容容容容とととと同同同同じじじじでございますけでございますけでございますけでございますけれれれれどもどもどもども、、、、今今今今現現現現状状状状としとしとしとしてはてはてはては、、、、そそそそれぞれれぞれれぞれれぞれのエコタウンがのエコタウンがのエコタウンがのエコタウンが単単単単独独独独でででで活動活動活動活動しているというしているというしているというしているという状況状況状況状況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、、、、そそそそれれれれがががが発発発発展展展展していくとしていくとしていくとしていくと、、、、エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン同同同同士士士士がががが連携連携連携連携していくしていくしていくしていく。。。。第第第第 3 世代世代世代世代としてはとしてはとしてはとしては、、、、エコタウンとエコタウンとエコタウンとエコタウンと他他他他のののの都都都都市市市市がががが連携連携連携連携をしていくをしていくをしていくをしていく。。。。第第第第 4 世代世代世代世代にににに書書書書いてございますがいてございますがいてございますがいてございますが、、、、もうそういったエコタウンもうそういったエコタウンもうそういったエコタウンもうそういったエコタウン都市都市都市都市がががが密密密密接接接接にににに絡絡絡絡みみみみ合合合合ってってってって日本全日本全日本全日本全体体体体をエコタウンにするをエコタウンにするをエコタウンにするをエコタウンにする、、、、そういったとこそういったとこそういったとこそういったところろろろがががが理想的理想的理想的理想的なななな循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会だだだだろろろろうということでございますうということでございますうということでございますうということでございます。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、各各各各地域地域地域地域でででで個個個個別別別別にににに、、、、そのそのそのその地域地域地域地域でででで最最最最適解適解適解適解としてとしてとしてとして閉閉閉閉じじじじていくということもございますしていくということもございますしていくということもございますしていくということもございますし、、、、そそそそれれれれだけではなかなかだけではなかなかだけではなかなかだけではなかなか十分十分十分十分でないというケースにおでないというケースにおでないというケースにおでないというケースにおいてはいてはいてはいては、、、、こういったこういったこういったこういった第第第第 4 世代世代世代世代のようなのようなのようなのような社会構社会構社会構社会構築築築築のイのイのイのイメメメメージをもってージをもってージをもってージをもって進進進進めていくめていくめていくめていくべべべべきだきだきだきだろろろろううううというというとい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。。。。 

  こういったこういったこういったこういった課題課題課題課題などをなどをなどをなどを踏踏踏踏ままままええええてててて、、、、エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン政策政策政策政策をどうをどうをどうをどう展開展開展開展開していくかということでごしていくかということでごしていくかということでごしていくかということでございますけざいますけざいますけざいますけれれれれどもどもどもども、、、、先先先先ほほほほどどどど都市都市都市都市鉱鉱鉱鉱山山山山というおというおというおというお話話話話もございましたけもございましたけもございましたけもございましたけれれれれどもどもどもども、、、、ややややはりはりはりはり資源回資源回資源回資源回収収収収のののの必必必必要要要要性性性性、、、、資源資源資源資源戦戦戦戦略略略略ということもということもということもということも非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな要要要要素素素素となってくるとなってくるとなってくるとなってくるわわわわけでございますけでございますけでございますけでございます。。。。ここここれれれれはははは私私私私どものどものどものどもの経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省のののの各各各各セクションでセクションでセクションでセクションで施策施策施策施策をををを進進進進めているとこめているとこめているとこめているところろろろ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、、、、資源資源資源資源回回回回収収収収というというというという、、、、こういったこういったこういったこういった環境環境環境環境のののの問問問問題題題題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、、、、ややややはりはりはりはり資源資源資源資源戦戦戦戦略略略略といったといったといったといった観観観観点点点点もももも大大大大きくきくきくきくなっていますなっていますなっていますなっています。。。。そそそそれれれれからからからから、、、、個個個個別別別別エコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウンの対応対応対応対応能能能能力力力力とととと再再再再生生生生資源資源資源資源のののの受受受受入入入入量量量量のミスのミスのミスのミスママママッッッッチチチチとととということでいうことでいうことでいうことで、、、、対応対応対応対応能能能能力力力力にににに比比比比してしてしてして十分十分十分十分なななな資源資源資源資源がががが受受受受けけけけ入入入入れれれれらららられれれれていないていないていないていない状況状況状況状況というのはというのはというのはというのは、、、、ややややははははりりりりママママッッッッチチチチングがングがングがングが十分十分十分十分でないというとこでないというとこでないというとこでないというところろろろがございますがございますがございますがございます。。。。そそそそれれれれからからからから、、、、物物物物流流流流コストがコストがコストがコストが高高高高いといいといいといいというううう問問問問題題題題。。。。そそそそれれれれからからからから、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの環境価環境価環境価環境価値値値値がががが十分十分十分十分評価評価評価評価さささされれれれていないというていないというていないというていないという、、、、こういったこういったこういったこういった課題課題課題課題・・・・背景背景背景背景をををを踏踏踏踏ままままええええましてましてましてまして、、、、このこのこのこの具体的具体的具体的具体的措措措措置置置置としてはとしてはとしてはとしては、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事業者事業者事業者事業者、、、、静脈静脈静脈静脈・・・・動動動動脈脈脈脈のののの事業者事業者事業者事業者間間間間でででで連携連携連携連携をををを図図図図っていくということっていくということっていくということっていくということ。。。。そそそそれれれれからからからから、、、、広広広広域域域域的的的的なリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクルチェチェチェチェーンとーンとーンとーンと書書書書いてございてございてございてございますけいますけいますけいますけれれれれどもどもどもども、、、、情報情報情報情報ママママッッッッチチチチングをングをングをングを図図図図りりりり、、、、物物物物流流流流をををを効率化効率化効率化効率化しししし、、、、環境価環境価環境価環境価値値値値をををを認認認認めるというめるというめるというめるという形形形形ででででのインセンティのインセンティのインセンティのインセンティブブブブ付与付与付与付与によってリサイクルによってリサイクルによってリサイクルによってリサイクルチェチェチェチェーンをーンをーンをーンを構構構構築築築築していくということがしていくということがしていくということがしていくということが必必必必要要要要でごでごでごでございますざいますざいますざいます。。。。 

  こちらにこちらにこちらにこちらに瀬瀬瀬瀬戸戸戸戸内内内内のののの例例例例がございますけがございますけがございますけがございますけれれれれどもどもどもども、、、、ここここれれれれはははは今今今今現現現現在在在在進進進進めらめらめらめられれれれていることでございていることでございていることでございていることでございましてましてましてまして、、、、瀬瀬瀬瀬戸戸戸戸内内内内のののの静脈静脈静脈静脈物物物物流流流流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、、、、関関関関西西西西からからからから北北北北九州九州九州九州・・・・瀬瀬瀬瀬戸戸戸戸内内内内海海海海のののの船舶船舶船舶船舶によるによるによるによる廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの共同共同共同共同輸送輸送輸送輸送をををを行行行行ってってってって、、、、物物物物流流流流のののの効率化効率化効率化効率化をををを図図図図っていこうというっていこうというっていこうというっていこうという動動動動きがございますきがございますきがございますきがございます。。。。ここここれれれれはははは、、、、物物物物流流流流のコストをのコストをのコストをのコストを下下下下げげげげていくというていくというていくというていくという取取取取りりりり組組組組みとしてみとしてみとしてみとして進進進進んんんんでおりますけでおりますけでおりますけでおりますけれれれれどもどもどもども、、、、こういったここういったここういったここういったこととあととあととあととあわせわせわせわせてててて、、、、人人人人的的的的ネネネネットットットットワワワワークをークをークをークを活用活用活用活用してしてしてして情報情報情報情報ママママッッッッチチチチングをングをングをングを図図図図っていくっていくっていくっていく。。。。どのどのどのどの地域地域地域地域でどでどでどでどういうういうういうういう廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが発生発生発生発生していてしていてしていてしていて、、、、どのどのどのどの地域地域地域地域でそでそでそでそれれれれががががニニニニーーーーズズズズとしてとしてとしてとして発生発生発生発生しているのかというよしているのかというよしているのかというよしている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広広広広域域域域的的的的にににに情報情報情報情報ママママッッッッチチチチングしていくというシステムですングしていくというシステムですングしていくというシステムですングしていくというシステムです。。。。ここここれれれれをををを展開展開展開展開していくしていくしていくしていく必必必必要要要要があるがあるがあるがある。。。。 

  そそそそれれれれからからからから、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル価価価価値値値値のののの評価評価評価評価としてはとしてはとしてはとしては、、、、例例例例えばえばえばえばそういったそういったそういったそういった取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、コストのかかコストのかかコストのかかコストのかかるるるる部部部部分分分分をををを国国国国とととと社会全社会全社会全社会全体体体体のののの価価価価値値値値としてとしてとしてとして認認認認めてめてめてめて、、、、そそそそれれれれにインセンティにインセンティにインセンティにインセンティブブブブをををを与与与与ええええるというようなるというようなるというようなるというような、、、、例例例例えばえばえばえばクークークークーポポポポンのようなものをンのようなものをンのようなものをンのようなものを与与与与ええええることによってることによってることによってることによって、、、、そのそのそのその市場市場市場市場にににに反反反反映映映映さささされれれれないないないない価価価価値値値値をコスをコスをコスをコストとしてトとしてトとしてトとして提提提提供供供供することもすることもすることもすることも必必必必要要要要であであであであろろろろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。こういったこういったこういったこういった 3 つのつのつのつの観観観観点点点点、、、、ここここれれれれをををを一一一一体体体体ととととしてリサイクルしてリサイクルしてリサイクルしてリサイクルチェチェチェチェーンをーンをーンをーンを構構構構築築築築していくということをしていくということをしていくということをしていくということを検討検討検討検討したいとしたいとしたいとし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。。。。 

  来年来年来年来年度度度度はははは、、、、こういったこういったこういったこういった課題課題課題課題をををを踏踏踏踏ままままええええたたたた形形形形でででで、、、、広広広広域域域域リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルチェチェチェチェーンをーンをーンをーンを構構構構築築築築していこうしていこうしていこうしていこうとととと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、、、、ややややはりはりはりはり情報情報情報情報ママママッッッッチチチチングをしましてもングをしましてもングをしましてもングをしましても、、、、どういうどういうどういうどういう担担担担いいいい手手手手がががが情報情報情報情報ママママッッッッチチチチングをングをングをングを行行行行っていくのかというとこっていくのかというとこっていくのかというとこっていくのかというところろろろがががが大事大事大事大事でございますでございますでございますでございます。。。。経産省経産省経産省経産省においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、



29 

ITベベベベースでもースでもースでもースでも、、、、おおおお見見見見合合合合いシステムというようなものをいシステムというようなものをいシステムというようなものをいシステムというようなものを導導導導入入入入したりしたしたりしたしたりしたしたりしたんんんんですけですけですけですけれれれれどもどもどもども、、、、ななななかなかそういかなかそういかなかそういかなかそういったものだけではったものだけではったものだけではったものだけでは情報交情報交情報交情報交流流流流はははは進進進進まないということがございますまないということがございますまないということがございますまないということがございます。。。。ややややはりはりはりはり企企企企業業業業のののの秘秘秘秘密密密密情報情報情報情報にににに係係係係るものもるものもるものもるものも多多多多うございますのでうございますのでうございますのでうございますので、、、、そこをそこをそこをそこを、、、、あるあるあるある中中中中間的間的間的間的なななな組組組組織織織織、、、、しかもしかもしかもしかも社会社会社会社会的的的的にもにもにもにも信用信用信用信用あるあるあるある第三第三第三第三者者者者がががが情報情報情報情報をををを交交交交流流流流ささささせせせせるるるる。。。。そそそそれれれれはははは単単単単にににに IT システムというだけではなくてシステムというだけではなくてシステムというだけではなくてシステムというだけではなくて、、、、人人人人的的的的ネネネネットットットットワワワワークなどをークなどをークなどをークなどを活用活用活用活用してしてしてして情報情報情報情報ママママッッッッチチチチングをングをングをングを図図図図っていくということがっていくということがっていくということがっていくということが必必必必要要要要であであであであろろろろううううとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  同時同時同時同時にににに、、、、先先先先ほほほほどもいどもいどもいどもいろろろろいいいいろろろろなななな条条条条件件件件ということがございましたけということがございましたけということがございましたけということがございましたけれれれれどもどもどもども、、、、そのままではそのままではそのままではそのままでは廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを受受受受けけけけ入入入入れれれれらららられれれれなくてもなくてもなくてもなくても、、、、例例例例えばえばえばえば前前前前処処処処理理理理があるとがあるとがあるとがあると受受受受けけけけ入入入入れやれやれやれやすいとかすいとかすいとかすいとか、、、、そういったこそういったこそういったこそういったこともともともとも情報情報情報情報のののの 1 つかとつかとつかとつかと思思思思っておっておっておっておりましてりましてりましてりまして、、、、そういったそういったそういったそういった中中中中継継継継的的的的なななな情報情報情報情報ママママッッッッチチチチングとングとングとングと、、、、前前前前処処処処理理理理のののの担担担担いいいい手手手手というようなことがエコタウンをつなというようなことがエコタウンをつなというようなことがエコタウンをつなというようなことがエコタウンをつなげげげげるるるる、、、、あるいはエコタウンとあるいはエコタウンとあるいはエコタウンとあるいはエコタウンと動動動動脈脈脈脈・・・・静脈静脈静脈静脈をつをつをつをつななななげげげげていくというようなコーていくというようなコーていくというようなコーていくというようなコーデデデディィィィネネネネーターといいますかーターといいますかーターといいますかーターといいますか、、、、センターになセンターになセンターになセンターになろろろろうとうとうとうと思思思思っておりっておりっておりっておりましてましてましてまして、、、、ききききょょょょうううう、、、、分分分分科会科会科会科会ののののほほほほうでもうでもうでもうでも、、、、そういったそういったそういったそういった取取取取りりりり組組組組みがごみがごみがごみがご紹介紹介紹介紹介さささされれれれるとるとるとると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、来年来年来年来年度度度度のののの事業事業事業事業としてはとしてはとしてはとしては、、、、そういったそういったそういったそういった、、、、だだだだれれれれがががが担担担担いいいい手手手手となってとなってとなってとなって進進進進めていくめていくめていくめていくべべべべきかということきかということきかということきかということをををを検討検討検討検討してしてしてして、、、、具体的具体的具体的具体的にににに言言言言うとうとうとうと、、、、産業産業産業産業クラスターというクラスターというクラスターというクラスターという、、、、今今今今経産省経産省経産省経産省でででで進進進進めているめているめているめている事業事業事業事業がござがござがござがございますがいますがいますがいますが、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、環境環境環境環境分野分野分野分野のクラスターののクラスターののクラスターののクラスターの中中中中でででで、、、、関係関係関係関係者者者者がががが連連連連携携携携のもとでコーのもとでコーのもとでコーのもとでコーデデデディィィィネネネネーーーーターをターをターをターを活用活用活用活用したしたしたした情報情報情報情報ママママッッッッチチチチングングングング等等等等をモをモをモをモデデデデルルルル的的的的にににに展開展開展開展開していくということをしていくということをしていくということをしていくということを来年来年来年来年度度度度にににに向向向向けてけてけてけて図図図図っていきたいというっていきたいというっていきたいというっていきたいというぐぐぐぐあいにあいにあいにあい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。。。。 

  このこのこのこの辺辺辺辺、、、、ききききょょょょうのうのうのうの議議議議論論論論のののの中中中中でもこういったごでもこういったごでもこういったごでもこういったご示示示示唆唆唆唆がががが得得得得らららられれれれるとるとるとると思思思思っておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、またまたまたまた、、、、まだまだまだまだ十分十分十分十分にににに各企各企各企各企業業業業ささささんんんんのののの抱抱抱抱ええええているているているている課題課題課題課題というものもというものもというものもというものも把握把握把握把握しししし切切切切れれれれていないていないていないていない部部部部分分分分もございまもございまもございまもございますすすす。。。。そういったそういったそういったそういった意意意意味味味味でででで、、、、実実実実はははは、、、、先先先先ほほほほどもごどもごどもごどもご紹介紹介紹介紹介いただいておりますけいただいておりますけいただいておりますけいただいておりますけれれれれどもどもどもども、、、、今今今今年年年年度度度度のののの広広広広域域域域リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルチェチェチェチェーンーンーンーン構構構構築築築築促促促促進進進進等等等等基基基基礎礎礎礎調調調調査査査査ということでということでということでということで、、、、ききききょょょょうううう、、、、アンケートをおアンケートをおアンケートをおアンケートをお配配配配りさりさりさりさせせせせていただいてございますけていただいてございますけていただいてございますけていただいてございますけれれれれどもどもどもども、、、、まさにまさにまさにまさにごごごご来場来場来場来場のののの皆様皆様皆様皆様のののの生生生生のののの声声声声をををを伺伺伺伺いたいといういたいといういたいといういたいというぐぐぐぐああああいにいにいにい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。。。。そういったそういったそういったそういった、、、、まさにまさにまさにまさにニニニニーーーーズズズズ・・・・オオオオリエンテッリエンテッリエンテッリエンテッドドドドなななな施策施策施策施策をををを中中中中心心心心にしたいにしたいにしたいにしたいとととと思思思思っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、ややややはりはりはりはり各企各企各企各企業様業様業様業様、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、ききききょょょょうのアンケートうのアンケートうのアンケートうのアンケート用用用用紙紙紙紙をごらをごらをごらをごらんんんんいたいたいたいただきますとだきますとだきますとだきますと、、、、企企企企業様業様業様業様、、、、自治体自治体自治体自治体様様様様、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは一一一一般般般般のののの方方方方、、、、そういったそそういったそそういったそそういったそれぞれれぞれれぞれれぞれのののの回回回回答項答項答項答項目目目目があがあがあがあろろろろうかとうかとうかとうかと思思思思いますいますいますいます。。。。そそそそれれれれをををを、、、、もしおもしおもしおもしお時時時時間間間間のないのないのないのない方方方方、、、、恐縮恐縮恐縮恐縮ななななんんんんですけですけですけですけれれれれどもどもどもども、、、、おおおお答答答答ええええいただいただいただいただきましてきましてきましてきまして、、、、またまたまたまた意見意見意見意見をおをおをおをお寄寄寄寄せせせせ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、、、、そそそそれれれれをまたをまたをまたをまた来年来年来年来年度度度度のののの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きたていきたていきたていきたいといといといと思思思思っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしく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。。。。 

  そういうこそういうこそういうこそういうことでとでとでとで、、、、このエコタウンこのエコタウンこのエコタウンこのエコタウン大会大会大会大会、、、、今今今今年年年年でででで 5 回目回目回目回目ということになりますけということになりますけということになりますけということになりますけれれれれどもどもどもども、、、、まさにまさにまさにまさに全国全国全国全国のエコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウン、、、、今今今今日日日日もももも多多多多地域地域地域地域からからからから多多多多くのくのくのくの方方方方にごにごにごにご来場来場来場来場いただいているといただいているといただいているといただいていると思思思思いますいますいますいますけけけけれれれれどもどもどもども、、、、情報交情報交情報交情報交流流流流のののの場場場場としてとしてとしてとして、、、、今今今今後後後後ともともともとも展開展開展開展開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おりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、情報交情報交情報交情報交換換換換をををを通通通通じじじじてててて、、、、またそこでまたそこでまたそこでまたそこで何何何何かかかか新新新新しいしいしいしい方方方方向向向向性性性性がががが生生生生ままままれれれれてくるてくるてくるてくる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはニニニニーーーーズズズズとしておとしておとしておとしてお互互互互いいいいをををを補補補補完完完完できることというものができることというものができることというものができることというものが出出出出てくるのではないかとてくるのではないかとてくるのではないかとてくるのではないか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。。。。そういったことそういったことそういったことそういったことをををを私私私私どももどももどももどもも一一一一つつつつ一一一一つつつつ吸吸吸吸収収収収していってしていってしていってしていって、、、、来年来年来年来年度度度度のモのモのモのモデデデデルルルル事業事業事業事業というというというという形形形形でもでもでもでも展開展開展開展開していきたいしていきたいしていきたいしていきたいというというというというぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに思思思思っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、ぜひぜひぜひぜひごごごご協力協力協力協力、、、、ごごごご指指指指導導導導ののののほほほほどよどよどよどよろろろろしくおしくおしくおしく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。。。。 

  簡簡簡簡単単単単でございますけでございますけでございますけでございますけれれれれどもどもどもども、、、、私私私私からはからはからはからは以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。どうもありがとうございましどうもありがとうございましどうもありがとうございましどうもありがとうございましたたたた。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  君塚室長君塚室長君塚室長君塚室長、、、、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。。。。 



30 

報告報告報告報告 II 

 司会司会司会司会 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、報告報告報告報告 IIへへへへとととと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。。。。このこのこのこの時時時時間間間間はははは、「、「、「、「モノづくりモノづくりモノづくりモノづくり愛知愛知愛知愛知のエコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウンとそのとそのとそのとその展開展開展開展開」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、愛知県環境部愛知県環境部愛知県環境部愛知県環境部、、、、藤井敏夫部長藤井敏夫部長藤井敏夫部長藤井敏夫部長よりごよりごよりごよりご報告報告報告報告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。。。。皆皆皆皆様様様様、、、、こちらのこちらのこちらのこちらの資料資料資料資料集集集集のののの 31ペペペページをごージをごージをごージをご参参参参照照照照くださいくださいくださいください。。。。 

  そそそそれれれれではではではでは、、、、藤井部長藤井部長藤井部長藤井部長、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくお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。。。。 

 藤井部長藤井部長藤井部長藤井部長 

  皆様皆様皆様皆様、、、、ここここんんんんにちはにちはにちはにちは。。。。ようこそようこそようこそようこそ愛知愛知愛知愛知へへへへおいでいただきましたおいでいただきましたおいでいただきましたおいでいただきました、、、、またまたまたまた中部国際空港中部国際空港中部国際空港中部国際空港へへへへおいでおいでおいでおいで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。。。。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。。。。時時時時間間間間もありまもありまもありまもありませんせんせんせん。。。。おおおお昼昼昼昼もももも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。。。。血血血血液液液液中中中中のののの糖糖糖糖分分分分がががが相相相相当当当当落落落落ちているとちているとちているとちている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、、、、超超超超ススススピピピピーーーードドドドででででややややららららせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。わわわわかかかかりにくいかもしりにくいかもしりにくいかもしりにくいかもしれれれれまままませんせんせんせん、、、、おおおお許許許許しくださいしくださいしくださいしください。。。。 

  私私私私のテーのテーのテーのテーママママはははは、、、、モノづくりモノづくりモノづくりモノづくり愛知愛知愛知愛知におけるエコタウンにおけるエコタウンにおけるエコタウンにおけるエコタウン、、、、もっともらしいテーもっともらしいテーもっともらしいテーもっともらしいテーママママだとだとだとだと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。愛知県愛知県愛知県愛知県がどうがどうがどうがどうチャチャチャチャレンジしているかレンジしているかレンジしているかレンジしているか、、、、ごごご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。。。。 

  愛知県愛知県愛知県愛知県のののの特性特性特性特性、、、、言言言言うまでもないことでうまでもないことでうまでもないことでうまでもないことで、、、、ほほほほととととんんんんどごどごどごどご存存存存じじじじかとかとかとかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、製造製造製造製造……出出出出荷荷荷荷額額額額、、、、全国全国全国全国 1位位位位、、、、シシシシェェェェアがアがアがアが 7%でありますでありますでありますであります。。。。このものづくりのこのものづくりのこのものづくりのこのものづくりの規模規模規模規模はははは、、、、世界世界世界世界のののの約約約約 1%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えええていただけていただけていただけていただければればればればとととと思思思思いますいますいますいます。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな原原原原材材材材料料料料、、、、資源資源資源資源がががが多多多多くくくく飛飛飛飛びびびび交交交交っているっているっているっている地域地域地域地域ということでありますということでありますということでありますということであります。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん農業農業農業農業もももも盛盛盛盛んんんんでありましてでありましてでありましてでありまして、、、、そういったそういったそういったそういった意意意意味味味味でででで、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスススス関係関係関係関係もももも多多多多いということでありますいということでありますいということでありますいということであります。。。。 

  本県本県本県本県のののの産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物でありますでありますでありますであります。。。。量量量量はははは多多多多うございますうございますうございますうございます。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、実実実実はリサイクはリサイクはリサイクはリサイクルルルル率率率率がががが全国全国全国全国のののの 52%とととと比比比比べべべべてててて 20ポポポポイントイントイントイント高高高高いということでありますいということでありますいということでありますいということであります。。。。ここここれれれれはなはなはなはなぜぜぜぜかかかか。。。。ものづものづものづものづくりのくりのくりのくりの地域地域地域地域であるからこそであるからこそであるからこそであるからこそ、、、、原原原原材材材材料料料料をををを多多多多くくくく使使使使うううう。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその原原原原材材材材料料料料をををを大大大大切切切切にににに使使使使ってリサってリサってリサってリサイクルしているということのイクルしているということのイクルしているということのイクルしているということの証左証左証左証左でありますでありますでありますであります。。。。またまたまたまた、、、、そのためのそのためのそのためのそのための技術技術技術技術もももも蓄蓄蓄蓄積積積積さささされれれれているとているとているとているといういういういうふふふふうにうにうにうに言言言言ええええるかとるかとるかとるかと思思思思いますいますいますいます。。。。 一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物でありますでありますでありますであります。。。。このリサイクルこのリサイクルこのリサイクルこのリサイクル率率率率もももも、、、、実実実実はははは全国全国全国全国平均平均平均平均をををを上回上回上回上回ってってってって、、、、全国全国全国全国平均平均平均平均がががが 19%でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、本県本県本県本県はははは 22%。。。。ななななぜぜぜぜ高高高高いのかいのかいのかいのか。。。。市市市市町町町町村村村村もももも頑張頑張頑張頑張っていただいておりますがっていただいておりますがっていただいておりますがっていただいておりますが、、、、ととととりりりりわわわわけけけけ武内武内武内武内先先先先生生生生のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介にありましたにありましたにありましたにありました藤藤藤藤前前前前干潟干潟干潟干潟問問問問題題題題というのがありましてというのがありましてというのがありましてというのがありまして、、、、名古屋市名古屋市名古屋市名古屋市がごがごがごがごみみみみ非常非常非常非常事事事事態宣態宣態宣態宣言言言言、、、、ごみごみごみごみ減減減減量化量化量化量化、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、非常非常非常非常にににに取取取取りりりり組組組組ままままれれれれましたましたましたました。。。。そそそそれれれれがががが全全全全体体体体のののの平均平均平均平均値値値値をををを押押押押しししし上上上上げげげげているということでありますているということでありますているということでありますているということであります。。。。 

  そそそそれれれれではではではでは、、、、本県本県本県本県のエコタウンプランのエコタウンプランのエコタウンプランのエコタウンプラン、、、、先先先先ほほほほどどどど来来来来ごごごご紹介紹介紹介紹介いいいいろろろろいいいいろろろろさささされれれれておりますておりますておりますております。。。。地地地地元元元元ととととしてどういうしてどういうしてどういうしてどういう取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをややややっているのかでありますっているのかでありますっているのかでありますっているのかであります。。。。私私私私もももも、、、、若若若若いこいこいこいころろろろ、、、、実実実実はエコタウンプはエコタウンプはエコタウンプはエコタウンプランランランラン、、、、北北北北九州九州九州九州もももも見見見見せせせせていただきましたていただきましたていただきましたていただきました。。。。愛知県愛知県愛知県愛知県もももも拠拠拠拠点点点点方方方方式式式式ででででやろやろやろやろうとうとうとうとチャチャチャチャレンジしたレンジしたレンジしたレンジしたわわわわけけけけでありますがでありますがでありますがでありますが、、、、物物物物のののの見見見見事事事事にににに失敗失敗失敗失敗をしましたをしましたをしましたをしました。。。。なかなかなかなかなかなかなかなか導導導導入入入入できないできないできないできない。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは利利利利害害害害とリスとリスとリスとリスクがクがクがクが錯綜錯綜錯綜錯綜。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、だだだだれれれれがリスクをテイクするのかということについてがリスクをテイクするのかということについてがリスクをテイクするのかということについてがリスクをテイクするのかということについて合合合合意意意意がががが取取取取れれれれなかったということでありますなかったということでありますなかったということでありますなかったということであります。。。。 

  そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、私私私私どももどももどももどももチャチャチャチャレンジをいたしましてレンジをいたしましてレンジをいたしましてレンジをいたしまして、、、、拠拠拠拠点点点点型型型型、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは団地型団地型団地型団地型ではなくではなくではなくではなくてててて、、、、分分分分散散散散型型型型ででででややややるというるというるというるという考考考考ええええ方方方方でエコタウンをでエコタウンをでエコタウンをでエコタウンを仕仕仕仕立立立立てててて上上上上げげげげてまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました。。。。まあまあまあまあ、、、、どちらどちらどちらどちらかにゼロエミッションかにゼロエミッションかにゼロエミッションかにゼロエミッション工業団地工業団地工業団地工業団地をつくるをつくるをつくるをつくる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは拠拠拠拠点点点点となるとなるとなるとなる大大大大きなインフラをきなインフラをきなインフラをきなインフラを整備整備整備整備するするするするということではなくてということではなくてということではなくてということではなくて、、、、ものづくりものづくりものづくりものづくり愛知愛知愛知愛知のののの特性特性特性特性をををを生生生生かしましてかしましてかしましてかしまして、、、、当当当当然然然然廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物についてはそについてはそについてはそについてはそれれれれをををを循循循循環環環環利用利用利用利用しようというビジしようというビジしようというビジしようというビジネネネネスススス、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは既既既既にににに始始始始まっておりますまっておりますまっておりますまっております。。。。そういそういそういそういったものをどうったものをどうったものをどうったものをどう発発発発掘掘掘掘するのかするのかするのかするのか、、、、あるいはどうつくりあるいはどうつくりあるいはどうつくりあるいはどうつくり出出出出していくのかというのはしていくのかというのはしていくのかというのはしていくのかというのは、、、、いいいいわばわばわばわば民民民民のののの力力力力をををを我我我我々々々々公公公公共共共共ががががネネネネットットットットワワワワークをークをークをークを組組組組んんんんでサでサでサでサポポポポートしていくートしていくートしていくートしていく、、、、そしてエコタウンをそしてエコタウンをそしてエコタウンをそしてエコタウンを形成形成形成形成してしてしてしていくいくいくいく、、、、ここここれれれれがががが愛知愛知愛知愛知のエコタウンののエコタウンののエコタウンののエコタウンの特特特特徴徴徴徴でありますでありますでありますであります。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中からからからから、、、、実実実実はこのはこのはこのはこの 14 のエコタのエコタのエコタのエコタウンのウンのウンのウンの施設施設施設施設がががが創創創創出出出出さささされれれれてまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました。。。。 ここここれれれれはははは、、、、本日本日本日本日のののの第第第第 V 分分分分科会科会科会科会でごでごでごでご紹介紹介紹介紹介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。。。。こういったエコタウンがなこういったエコタウンがなこういったエコタウンがなこういったエコタウンがなぜぜぜぜそそそそ
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ういったういったういったういった民民民民のののの力力力力でででで創創創創出出出出できるのかできるのかできるのかできるのか。。。。本県本県本県本県のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル率率率率がががが高高高高いということともいということともいということともいということとも通通通通じじじじるるるるわわわわけけけけでありますがでありますがでありますがでありますが、、、、企企企企業業業業ママママインインインインドドドドにおきましてにおきましてにおきましてにおきまして資源資源資源資源をををを大事大事大事大事にするにするにするにする、、、、循循循循環環環環のののの効率効率効率効率をををを上上上上げげげげるるるる、、、、資源資源資源資源効率効率効率効率性性性性をををを上上上上げげげげるるるる中中中中でででで経経経経営効率営効率営効率営効率性性性性、、、、コストコストコストコストダダダダウンをウンをウンをウンをややややるというるというるというるという、、、、そういうビジそういうビジそういうビジそういうビジネネネネススタイルススタイルススタイルススタイルがががが定着定着定着定着しているしているしているしている。。。。私私私私どもはそどもはそどもはそどもはそれれれれをうまくをうまくをうまくをうまく生生生生かさかさかさかさせせせせていただきますということでありますていただきますということでありますていただきますということでありますていただきますということであります。。。。このこのこのこの 14、、、、私私私私どもどもどもども、、、、国国国国のののの支支支支援援援援をををを受受受受けてけてけてけてややややったったったったものもありますものもありますものもありますものもあります。。。。県独県独県独県独自自自自のののの支支支支援援援援ででででややややったものもったものもったものもったものもあるあるあるあるわわわわけでありますけでありますけでありますけであります。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、先先先先ほほほほどどどど藤田藤田藤田藤田先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話にににに出出出出てきましたてきましたてきましたてきました、、、、広広広広域域域域分分分分散散散散型型型型になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。ここここれれれれはははは、、、、実実実実はははは分分分分散散散散型型型型でででで、、、、藤田藤田藤田藤田先先先先生生生生はははは将将将将来来来来ネネネネットットットットワワワワークだとおっしークだとおっしークだとおっしークだとおっしゃゃゃゃっっっったけたけたけたけれれれれどもどもどもども、、、、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ネネネネットットットットワワワワークークークーク化化化化するのかするのかするのかするのか、、、、頭頭頭頭をををを痛痛痛痛めておりますめておりますめておりますめております。。。。ただしただしただしただし、、、、ここここのののの後後後後、、、、ゼロエミッション・コミュゼロエミッション・コミュゼロエミッション・コミュゼロエミッション・コミュニニニニティというティというティというティという構構構構想想想想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ますけますけますけますけれれれれどもどもどもども、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、このエコタウンこのエコタウンこのエコタウンこのエコタウン事業事業事業事業がこのがこのがこのがこの中中中中核核核核になっているというになっているというになっているというになっているという状況状況状況状況はありますはありますはありますはあります。。。。 先先先先ほほほほどどどど民民民民のののの力力力力をををを引引引引っっっっ張張張張りりりり出出出出してくるしてくるしてくるしてくる、、、、そそそそれれれれがががが公公公公共共共共のののの役割役割役割役割というというというというふふふふうにうにうにうに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。。。。じじじじゃゃゃゃ、、、、どういうようなどういうようなどういうようなどういうような発発発発掘掘掘掘をしをしをしをし、、、、創創創創出出出出をするをするをするをする社会社会社会社会インフラとしてどういうものをインフラとしてどういうものをインフラとしてどういうものをインフラとしてどういうものを我我我我々々々々はははは準準準準備備備備したかということについてごしたかということについてごしたかということについてごしたかということについて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ますますますます。。。。 そのそのそのその特特特特徴徴徴徴はははは、、、、あいちあいちあいちあいち資源循資源循資源循資源循環推進環推進環推進環推進センターというセンターというセンターというセンターというワワワワンストップンストップンストップンストップ機能機能機能機能をををを持持持持ったったったった支支支支援援援援サービサービサービサービスでありますスでありますスでありますスであります。。。。1 つはつはつはつは、、、、コーコーコーコーデデデディィィィネネネネーターーターーターーター。。。。民間民間民間民間においてさまざまなにおいてさまざまなにおいてさまざまなにおいてさまざまな経経経経験験験験、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは技術技術技術技術をををを持持持持っておらっておらっておらっておられれれれるコーるコーるコーるコーデデデディィィィネネネネーターをーターをーターをーターを配配配配しましてしましてしましてしまして、、、、親身親身親身親身になってになってになってになって相相相相談談談談にににに乗乗乗乗っていただけるとっていただけるとっていただけるとっていただけるというコーいうコーいうコーいうコーデデデディィィィネネネネーターーターーターーター、、、、およびコーおよびコーおよびコーおよびコーデデデディィィィネネネネーターさーターさーターさーターさんんんんだけではだけではだけではだけでは限限限限界界界界がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、そこそこそこそこからからからから発発発発掘掘掘掘さささされれれれてきたてきたてきたてきた 1 つのつのつのつの提提提提案案案案、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは事業事業事業事業をををを様様様様々々々々なななな専門専門専門専門分野分野分野分野のののの先先先先生方生方生方生方およびおよびおよびおよび様様様様々々々々なななな関関関関係係係係者者者者でででで循循循循環環環環ビジビジビジビジネネネネスススス創創創創出会議出会議出会議出会議というのをというのをというのをというのを設設設設けましてけましてけましてけまして、、、、ここここれれれれについてはどうなについてはどうなについてはどうなについてはどうなんんんんだだだだろろろろうううう、、、、ああああるいはこのビジるいはこのビジるいはこのビジるいはこのビジネネネネスはスはスはスは果果果果たしてたしてたしてたして成立成立成立成立するするするする可能可能可能可能性性性性があるのかがあるのかがあるのかがあるのか、、、、あるいはこういうことをあるいはこういうことをあるいはこういうことをあるいはこういうことをやれやれやれやればばばばもっとうまくいくのではないかもっとうまくいくのではないかもっとうまくいくのではないかもっとうまくいくのではないか、、、、そういったそういったそういったそういった様様様様々々々々なアなアなアなアドバドバドバドバイスイスイスイス、、、、助言助言助言助言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するということでありますでありますでありますであります。。。。そういったそういったそういったそういった中中中中でででで、、、、下下下下へへへへいきますといきますといきますといきますと、、、、事業事業事業事業化支化支化支化支援援援援。。。。具体的具体的具体的具体的にににに、、、、引引引引きききき金金金金のののの部部部部分分分分ののののインセンティインセンティインセンティインセンティブブブブがががが必必必必要要要要というのでというのでというのでというので、、、、私私私私どももどももどももどもも県独県独県独県独自自自自でででで支支支支援援援援をしているということでありまをしているということでありまをしているということでありまをしているということでありますすすす。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその下下下下のののの方方方方をををを見見見見ていただきますとていただきますとていただきますとていただきますと、、、、愛知環境愛知環境愛知環境愛知環境賞賞賞賞とととと書書書書いてありますがいてありますがいてありますがいてありますが、、、、ややややはりそはりそはりそはりそういうビジういうビジういうビジういうビジネネネネスにスにスにスに取取取取りりりり組組組組もうもうもうもう、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは循循循循環環環環のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをやろやろやろやろうううう、、、、資源循資源循資源循資源循環環環環ををををやろやろやろやろうううう、、、、志志志志はははは高高高高いいいい、、、、しかしビジしかしビジしかしビジしかしビジネネネネスのスのスのスの採算採算採算採算性性性性についてはについてはについてはについては不不不不安安安安であるであるであるである、、、、そういうそういうそういうそういう分野分野分野分野にににに果果果果敢敢敢敢ににににチャチャチャチャレンレンレンレンジしていただくジしていただくジしていただくジしていただく、、、、ここここれれれれはははは、、、、我我我我がががが愛知愛知愛知愛知をををを環境環境環境環境先先先先進県進県進県進県にしていくにしていくにしていくにしていく上上上上ではではではでは大大大大変変変変貴貴貴貴重重重重ななななチャチャチャチャレンジレンジレンジレンジでありでありでありであり取取取取りりりり組組組組みでありますのでみでありますのでみでありますのでみでありますので、、、、そういったもののそういったもののそういったもののそういったものの中中中中ですですですですぐれぐれぐれぐれたたたた企企企企業業業業のののの取取取取りりりり組組組組みといったみといったみといったみといったものについてはものについてはものについてはものについては愛知環境愛知環境愛知環境愛知環境賞賞賞賞というというというという賞賞賞賞をををを設設設設けましてけましてけましてけまして、、、、知事知事知事知事自自自自らがそのらがそのらがそのらがその受受受受賞賞賞賞者者者者におにおにおにお手渡手渡手渡手渡しをししをししをししをし、、、、顕彰顕彰顕彰顕彰申申申申しししし上上上上げげげげるというるというるというるという仕仕仕仕組組組組みもこしらみもこしらみもこしらみもこしらええええているとこているとこているとこているところろろろでありますでありますでありますであります。。。。情報情報情報情報のインフラものインフラものインフラものインフラも整備整備整備整備しているとこしているとこしているとこしているところろろろでありますでありますでありますであります。。。。 コーコーコーコーデデデディィィィネネネネーターはーターはーターはーターは、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげたとおりでありましてたとおりでありましてたとおりでありましてたとおりでありまして、、、、7 名名名名のののの人人人人材材材材でででで、、、、ワワワワンストッンストッンストッンストップサービスとこプサービスとこプサービスとこプサービスところろろろにににに配配配配置置置置いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、ほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに粉骨粉骨粉骨粉骨、、、、身身身身をををを挺挺挺挺してしてしてして、、、、非常非常非常非常にサにサにサにサポポポポートしートしートしートしていただいておりますていただいておりますていただいておりますていただいております。。。。安安安安いいいい、、、、ほんほんほんほんとうにとうにとうにとうにわずわずわずわずかしかかしかかしかかしか我我我我々々々々はおはおはおはお金金金金をををを出出出出せせせせないないないないわわわわけでありまけでありまけでありまけでありますけすけすけすけれれれれどもどもどもども、、、、そのそのそのその数数数数倍倍倍倍にににに匹敵匹敵匹敵匹敵するごするごするごするご活活活活躍躍躍躍をしていただいておりますをしていただいておりますをしていただいておりますをしていただいております。。。。ここここれれれれからからからから団団団団塊塊塊塊のののの世代世代世代世代、、、、企企企企業業業業からからからから搬搬搬搬出出出出さささされれれれるるるる様様様様々々々々ななななキキキキャャャャリアをリアをリアをリアを持持持持ったったったった方方方方がががが多多多多いいいいわわわわけでありますのでけでありますのでけでありますのでけでありますので、、、、こういったこういったこういったこういった人人人人材材材材をどうをどうをどうをどう活用活用活用活用するかがテーするかがテーするかがテーするかがテーママママ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。。。。 先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたビジいましたビジいましたビジいましたビジネネネネスススス創創創創出会議出会議出会議出会議でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、公公公公開開開開ででででややややるるるる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは個個個個別別別別にににに指指指指導導導導すすすするるるる、、、、かなりかなりかなりかなり、、、、ききききょょょょうううう架架架架谷谷谷谷先先先先生生生生はおらはおらはおらはおられれれれまままませんせんせんせんけけけけれれれれどもどもどもども、、、、架架架架谷谷谷谷先先先先生生生生あたりがあたりがあたりがあたりが厳厳厳厳しいしいしいしい議議議議論論論論ををををややややりますりますりますります。「。「。「。「ここここんんんんなビジなビジなビジなビジネネネネスはスはスはスは成成成成りりりり立立立立たないたないたないたない」」」」とかとかとかとか、「、「、「、「ここここれれれれはここがだめだはここがだめだはここがだめだはここがだめだ」」」」というというというという厳厳厳厳しいしいしいしい議議議議論論論論ををををややややるるるる中中中中でででで、、、、親身親身親身親身にににに成立可能成立可能成立可能成立可能なものをなものをなものをなものを探探探探っていくということでありますっていくということでありますっていくということでありますっていくということであります。。。。 情報情報情報情報システムシステムシステムシステム。。。。実実実実はははは、、、、このこのこのこの情報情報情報情報システムはあまりシステムはあまりシステムはあまりシステムはあまり関係関係関係関係ないないないないんんんんですがですがですがですが、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県のののの中中中中でどでどでどでどれれれれだけのだけのだけのだけの物物物物質質質質がどうがどうがどうがどう流流流流れれれれているかというているかというているかというているかという物物物物質質質質循循循循環環環環フローというのをフローというのをフローというのをフローというのを、、、、全国全国全国全国にににに先先先先駆駆駆駆けてけてけてけて、、、、愛知愛知愛知愛知県県県県フローというのをつくらフローというのをつくらフローというのをつくらフローというのをつくらせせせせていただきましたていただきましたていただきましたていただきました。。。。全国全国全国全国のののの約約約約 7%ぐぐぐぐらいですらいですらいですらいです。。。。全国全国全国全国はははは 20億億億億トトトトンンンンぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。だからだからだからだから 1 億億億億とととと数数数数千千千千トンというのがトンというのがトンというのがトンというのが愛知愛知愛知愛知県内県内県内県内にににに毎毎毎毎年年年年外外外外からからからから入入入入ってきてってきてってきてってきて、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは循循循循環環環環しているトータルなしているトータルなしているトータルなしているトータルな物物物物質質質質量量量量でありますでありますでありますであります。。。。そそそそれれれれがたがたがたがたんんんんすのすのすのすの中中中中にににに隠隠隠隠れれれれ、、、、大大大大気気気気のののの CO2 となっとなっとなっとなっ
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てててて排排排排出出出出をしをしをしをし、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは廃棄廃棄廃棄廃棄となってごみになるとなってごみになるとなってごみになるとなってごみになる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは製品製品製品製品となってとなってとなってとなって海外海外海外海外へへへへ行行行行くくくく。。。。実実実実はははは、、、、製品製品製品製品となってとなってとなってとなって海外海外海外海外へへへへ行行行行くくくく割割割割合合合合はははは、、、、皆様皆様皆様皆様がががが予予予予想想想想さささされれれれているているているている以上以上以上以上にはるかににはるかににはるかににはるかに低低低低いということでいということでいということでいということでありますありますありますあります。。。。多多多多くはくはくはくはややややはりはりはりはり大大大大気気気気中中中中でででで環境環境環境環境にににに出出出出、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして地地地地面面面面にににに埋埋埋埋まっていくということまっていくということまっていくということまっていくということでありますでありますでありますであります。。。。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わわわわかったかったかったかったわわわわけでありますけでありますけでありますけであります。。。。 事業事業事業事業化支化支化支化支援援援援でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、事業可能事業可能事業可能事業可能性性性性調調調調査査査査。。。。ままままずずずず、、、、1回回回回、、、、このビジこのビジこのビジこのビジネネネネスはスはスはスは成成成成りりりり立立立立つかどうつかどうつかどうつかどうかかかか調調調調査査査査してみたいといしてみたいといしてみたいといしてみたいというとこうとこうとこうところろろろについてはについてはについてはについては、、、、1件件件件わずわずわずわずかかかか 300万万万万でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、ごごごご支支支支援援援援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。。。。市場調市場調市場調市場調査査査査ををををややややっていただくということでありますっていただくということでありますっていただくということでありますっていただくということであります。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、ここここれれれれはいけはいけはいけはいけそうだというものについてはそうだというものについてはそうだというものについてはそうだというものについては、、、、ハハハハーーーードドドド事業事業事業事業へへへへのののの補助補助補助補助、、、、5,000万万万万をををを限限限限度度度度にににに支支支支援援援援をををを申申申申しししし上上上上げげげげていていていているということでありまするということでありまするということでありまするということであります。。。。このこのこのこの財源財源財源財源はははは、、、、実実実実はははは産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物税税税税でありますでありますでありますであります。。。。全国全国全国全国でもつくってでもつくってでもつくってでもつくっておらおらおらおられれれれますがますがますがますが、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物税税税税、、、、企企企企業業業業のごのごのごのご負負負負担担担担のののの中中中中でででで導導導導入入入入ささささせせせせていていていていただきましたただきましたただきましたただきました。。。。そのそのそのその廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物税税税税はははは、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分するするするする量量量量 1 トンにトンにトンにトンに対対対対してしてしてして 1,000円円円円課課課課税税税税するするするする特特特特定目的定目的定目的定目的税税税税でありますでありますでありますであります。。。。ここここれれれれをををを財源財源財源財源といたしましといたしましといたしましといたしましてててて、、、、そういうそういうそういうそういう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、、、、循循循循環環環環資源資源資源資源にかにかにかにかええええていくていくていくていく、、、、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促促促促進進進進するするするする。。。。こういうことでこのこういうことでこのこういうことでこのこういうことでこの税税税税をををを活用活用活用活用しているとこしているとこしているとこしているところろろろでありまでありまでありまでありますすすす。。。。 環境環境環境環境賞賞賞賞。。。。先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげたとおりでありますたとおりでありますたとおりでありますたとおりであります。。。。 先先先先ほほほほどどどど、、、、武内武内武内武内先先先先生生生生からからからから万博万博万博万博のののの話話話話がががが出出出出ましたましたましたました。。。。実実実実はははは、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県のののの中中中中でゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションを最最最最初初初初にににに、、、、そしてそしてそしてそして最大最大最大最大にににに取取取取りりりり組組組組んんんんだのがだのがだのがだのが、、、、実実実実はははは愛知愛知愛知愛知万博万博万博万博でありますでありますでありますであります。。。。様様様様々々々々ななななチャチャチャチャレンジをレンジをレンジをレンジを、、、、市市市市民民民民のののの参参参参加加加加のもとでのもとでのもとでのもとで、、、、市市市市民民民民のののの叱咤叱咤叱咤叱咤激激激激励励励励をいただきながらをいただきながらをいただきながらをいただきながら、、、、一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって取取取取りりりり組組組組んんんんでまいりまでまいりまでまいりまでまいりましたしたしたした。。。。そうしたそうしたそうしたそうした中中中中でででで、、、、ここここれれれれはははは経産省経産省経産省経産省ささささんんんんのごのごのごのご協力協力協力協力をいただいてをいただいてをいただいてをいただいて、、、、ごみをごみをごみをごみを電気電気電気電気にかにかにかにかええええるといるといるといるというエうエうエうエネネネネルルルルギギギギーーーー供供供供給給給給シスシスシスシステムのモテムのモテムのモテムのモデデデデルもありましたルもありましたルもありましたルもありました。。。。ごごごご視視視視察察察察いただいたいただいたいただいたいただいた方方方方もあもあもあもあろろろろうかとうかとうかとうかと思思思思いいいいますますますます。。。。日本日本日本日本館館館館のののの建建建建物物物物のののの電気電気電気電気はすはすはすはすべべべべてこてこてこてこれれれれでででで賄賄賄賄うということでありますうということでありますうということでありますうということであります。。。。 そういったゼロエミッションにそういったゼロエミッションにそういったゼロエミッションにそういったゼロエミッションに対対対対するするするする地域地域地域地域のののの思思思思いいいい、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは経経経経験験験験というもののというもののというもののというものの中中中中でででで、、、、実実実実はははは愛知愛知愛知愛知ゼロエミッション・コミュゼロエミッション・コミュゼロエミッション・コミュゼロエミッション・コミュニニニニティティティティ構構構構想想想想というのをというのをというのをというのを出出出出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。。。。ここここれれれれはははは、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの皆様方皆様方皆様方皆様方のごのごのごのご説説説説明明明明のののの中中中中ではではではでは第第第第 4 世代世代世代世代のエコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウン事業事業事業事業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えええていただけていただけていただけていただけれれれればばばばいいといいといいといいと思思思思いますいますいますいます。。。。まあまあまあまあ、、、、ネネネネットットットットワワワワークークークーク、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地域社会地域社会地域社会地域社会のののの中中中中でででで、、、、異異異異業業業業種種種種をををを束束束束ねねねねてててて、、、、ああああるいはるいはるいはるいは市市市市民民民民をををを交交交交ええええてててて、、、、関係関係関係関係団団団団体体体体がががが連携連携連携連携してというしてというしてというしてという地域地域地域地域モモモモデデデデルでありますルでありますルでありますルであります。。。。単単単単にににに産産産産からからからから産産産産、、、、企企企企業業業業からからからから企企企企業業業業へへへへつなつなつなつなぐぐぐぐ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、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな協力体協力体協力体協力体のののの中中中中でででで 1 つのつのつのつの循循循循環型地域社環型地域社環型地域社環型地域社会会会会をををを形成形成形成形成しようというしようというしようというしようという考考考考ええええ方方方方でありますでありますでありますであります。。。。環境環境環境環境のののの持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性をををを追求追求追求追求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るということで、、、、産産産産業業業業のののの持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性をををを追求追求追求追求しししし、、、、なおかつそのなおかつそのなおかつそのなおかつその中中中中でででで安定安定安定安定したしたしたした暮暮暮暮らしもらしもらしもらしも追求追求追求追求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……でありますでありますでありますであります。。。。 そそそそれれれれではではではでは、、、、このゼロエミッションのコミュこのゼロエミッションのコミュこのゼロエミッションのコミュこのゼロエミッションのコミュニニニニティをティをティをティを構成構成構成構成するするするする上上上上ではではではでは何何何何がががが必必必必要要要要かというこかというこかというこかということについてとについてとについてとについて少少少少しごしごしごしご説説説説明明明明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。。。。ままままずずずず、、、、対対対対象象象象となるとなるとなるとなる資源資源資源資源はははは幾幾幾幾つかあつかあつかあつかあろろろろうかとうかとうかとうかと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを実際実際実際実際収収収収集集集集したりしたりしたりしたり、、、、運運運運搬搬搬搬したりしたりしたりしたり、、、、あるいはそこからあるいはそこからあるいはそこからあるいはそこから出出出出てきたものをてきたものをてきたものをてきたものを活活活活用用用用したりしたりしたりしたりということになりますとということになりますとということになりますとということになりますと、、、、そのそのそのその受受受受けけけけ皿皿皿皿となるとなるとなるとなる社会社会社会社会がががが必必必必要要要要でありますでありますでありますであります。。。。市市市市民民民民もももも必必必必要要要要でありますでありますでありますであります。。。。またまたまたまた、、、、公公公公共共共共あるいはあるいはあるいはあるいは農業農業農業農業サイサイサイサイドドドドであであであであればればればれば農農農農協協協協ささささんんんんといったとこといったとこといったとこといったところろろろのののの連携連携連携連携もももも必必必必要要要要でありますでありますでありますであります。。。。一方一方一方一方でででで、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを、、、、いいいいわばわばわばわば廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とととと言言言言われわれわれわれているものをているものをているものをているものを循循循循環環環環資源資源資源資源としてとしてとしてとして再再再再生生生生利用利用利用利用するためのするためのするためのするための技術技術技術技術もももも重要重要重要重要でありますでありますでありますであります。。。。そういったそういったそういったそういった技術技術技術技術ととととネネネネットットットットワワワワークークークーク、、、、このこのこのこの全全全全体体体体をををを束束束束ねねねねていくということでありますていくということでありますていくということでありますていくということであります。。。。そのそのそのその中中中中ではではではでは、、、、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、、、、社会社会社会社会的的的的ななななネネネネットットットットワワワワークークークーク。。。。企企企企業業業業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、、、、社会社会社会社会的的的的ななななネネネネットットットットワワワワークがークがークがークが必必必必要要要要でありますでありますでありますであります。。。。 そういったそういったそういったそういった取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの例例例例をををを、、、、以以以以下下下下、、、、ごごごご紹介紹介紹介紹介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。。。。ここここれれれれはははは、、、、低炭素低炭素低炭素低炭素社会社会社会社会というというというということがことがことがことが叫叫叫叫ばればればればれておりますけておりますけておりますけておりますけれれれれどもどもどもども、、、、名古屋名古屋名古屋名古屋のののの駅駅駅駅前前前前ででででややややらららられれれれておりますておりますておりますております地域地域地域地域冷暖房冷暖房冷暖房冷暖房ののののネネネネットットットットワワワワークでありますークでありますークでありますークであります。。。。いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる地域地域地域地域熱供熱供熱供熱供給給給給システムシステムシステムシステム、、、、ここここれれれれがががが今今今今複複複複数数数数あるあるあるある。。。。複複複複数数数数あるあるあるある中中中中でででで、、、、大大大大体体体体そそそそれぞれれぞれれぞれれぞれのののの事業事業事業事業体体体体はははは独立独立独立独立しているものですからしているものですからしているものですからしているものですから、、、、コミュコミュコミュコミュニニニニケーションがないケーションがないケーションがないケーションがない。。。。そそそそれれれれをあをあをあをあええええてコミュてコミュてコミュてコミュニニニニケーションをつけるケーションをつけるケーションをつけるケーションをつける。。。。だからだからだからだから、、、、おおおお互互互互いいいい、、、、過不過不過不過不足足足足のとこのとこのとこのところろろろをををを補補補補いいいい合合合合うというコうというコうというコうというコンセプトとンセプトとンセプトとンセプトと同時同時同時同時にににに、、、、下下下下水水水水のののの廃廃廃廃熱熱熱熱等等等等もももも利用利用利用利用していくしていくしていくしていく、、、、そういったそういったそういったそういった地域地域地域地域冷暖房冷暖房冷暖房冷暖房全全全全体体体体ののののネネネネットットットットワワワワークークークーク事業事業事業事業ということでありますということでありますということでありますということであります。。。。ここここれれれれもももも分分分分科会科会科会科会でごでごでごでご紹介紹介紹介紹介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。。。。 
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そそそそれれれれからからからから、、、、地域地域地域地域循循循循環環環環圏圏圏圏というというというという武内武内武内武内先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話のののの中中中中でででで、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスススス資源資源資源資源はははは、、、、今今今今日本日本日本日本はははは海外海外海外海外にににに依依依依存存存存をしているというをしているというをしているというをしているという国際国際国際国際的的的的なななな循循循循環環環環になっているになっているになっているになっている中中中中でででで、、、、日本日本日本日本のののの中中中中でどでどでどでどんんんんどどどどんんんん有有有有機物機物機物機物がたがたがたがたまるまるまるまる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは窒窒窒窒素素素素分分分分がたまってがたまってがたまってがたまって、、、、閉閉閉閉鎖鎖鎖鎖系系系系水域水域水域水域がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん富富富富栄栄栄栄養養養養化化化化するというするというするというするという問問問問題題題題がありがありがありがありますますますます。。。。またまたまたまた、、、、そそそそれれれれをををを燃燃燃燃ややややしてしてしてして炭炭炭炭酸酸酸酸ガスがどガスがどガスがどガスがどんんんんどどどどんんんん出出出出ていくというのがていくというのがていくというのがていくというのが実実実実態態態態でありますでありますでありますであります。。。。ああああるいはそるいはそるいはそるいはそれれれれをををを処処処処理理理理するためにエするためにエするためにエするためにエネネネネルルルルギギギギーをーをーをーを使使使使っているというのがっているというのがっているというのがっているというのが実実実実態態態態でありますでありますでありますであります。。。。ややややはりはりはりはりババババイイイイオマオマオマオマスススス、、、、食食食食のののの安安安安全全全全というというというという問問問問題題題題。。。。またまたまたまた、、、、私私私私どもどもどもども、、、、実実実実はははは 2010 年年年年、、、、生物生物生物生物多多多多様様様様性条性条性条性条約約約約締締締締約約約約国会国会国会国会議議議議というのをこのというのをこのというのをこのというのをこの愛知愛知愛知愛知、、、、名古屋名古屋名古屋名古屋でででで開催開催開催開催いたいたいたいたすすすすわわわわけでありますがけでありますがけでありますがけでありますが、、、、ややややはりそこのはりそこのはりそこのはりそこの議議議議論論論論をををを見見見見まままますとすとすとすと、、、、発展発展発展発展途途途途上上上上国国国国のののの熱熱熱熱帯帯帯帯雨雨雨雨林林林林をををを切切切切りりりり開開開開いていていていて、、、、そこのそこのそこのそこの生物生物生物生物多多多多様様様様性性性性をををを損損損損なってなってなってなって、、、、あるいはそこあるいはそこあるいはそこあるいはそこのののの環境環境環境環境をををを損損損損なってなってなってなって今今今今木材木材木材木材がががが日本日本日本日本にににに来来来来るるるる、、、、農産物農産物農産物農産物がががが来来来来るというのがるというのがるというのがるというのが実実実実態態態態でありますでありますでありますであります。。。。そのそのそのその点点点点がががが大大大大きくきくきくきく問問問問われわれわれわれるるるる会議会議会議会議でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、食食食食品品品品、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスススス等等等等についてはについてはについてはについては、、、、極極極極力力力力地域地域地域地域でででで循循循循環環環環ささささせせせせるるるる、、、、ままままずずずずそそそそれれれれににににチャチャチャチャレンジするということがレンジするということがレンジするということがレンジするということが重要重要重要重要とととと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。ここここれれれれについてについてについてについて 3 つのモつのモつのモつのモデデデデルをごルをごルをごル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。。。。 第第第第 1 のモのモのモのモデデデデルはルはルはルは、、、、よくよくよくよく言言言言われわれわれわれているているているている食食食食品品品品、、、、廃廃廃廃プラプラプラプラ、、、、木木木木くくくくずずずず等等等等々々々々をうまくをうまくをうまくをうまく織織織織りまりまりまりまぜぜぜぜてててて、、、、農農農農業業業業とととと連携連携連携連携してしてしてしてやややや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ややややつでありましてつでありましてつでありましてつでありまして、、、、ここここれれれれはははは今今今今、、、、推進主推進主推進主推進主体体体体がががが特特特特徴徴徴徴ありましてありましてありましてありまして、、、、
60 のののの会社会社会社会社がががが NPO をつくってをつくってをつくってをつくって動動動動かしているかしているかしているかしているんんんんですですですです。。。。そそそそれぞれれぞれれぞれれぞれ得手得手得手得手不不不不得手得手得手得手のとこのとこのとこのところろろろはいっはいっはいっはいっぱぱぱぱいありますいありますいありますいあります、、、、そそそそれれれれをおをおをおをお互互互互いいいい補補補補いいいい合合合合ってってってってややややっているというのがっているというのがっているというのがっているというのが特特特特徴徴徴徴でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、ここのここのここのここの企企企企業業業業ささささんんんんだけではどうしてもうまくいかないだけではどうしてもうまくいかないだけではどうしてもうまくいかないだけではどうしてもうまくいかない、、、、そそそそれれれれはははは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物というものをというものをというものをというものを扱扱扱扱わわわわないないないないゆえゆえゆえゆえにににに、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をおをおをおをお互互互互いいいいややややりりりり合合合合うということについてはうということについてはうということについてはうということについては非常非常非常非常にコンプライアンスのにコンプライアンスのにコンプライアンスのにコンプライアンスの面面面面でリスクがでリスクがでリスクがでリスクが大大大大きいきいきいきいわわわわけですけですけですけです。。。。そこそこそこそこへへへへ行政行政行政行政がががが介在介在介在介在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信用信用信用信用をををを付与付与付与付与するするするする。。。。仲仲仲仲立立立立ちをすることにちをすることにちをすることにちをすることによってコーよってコーよってコーよってコーデデデディィィィネネネネートートートート機能機能機能機能をををを発発発発揮揮揮揮するするするする。。。。そのこそのこそのこそのことによってとによってとによってとによって安心安心安心安心がががが生生生生ままままれれれれるるるる、、、、信用信用信用信用供与供与供与供与がでがでがでができるということでありますきるということでありますきるということでありますきるということであります。。。。そういったそういったそういったそういった役割役割役割役割のののの中中中中でででで、、、、60 社集社集社集社集まっていただきましてまっていただきましてまっていただきましてまっていただきまして、、、、幅幅幅幅のののの広広広広いいいいババババイイイイオマオマオマオマスのさまざまなスのさまざまなスのさまざまなスのさまざまな活用活用活用活用。。。。ババババイイイイオマオマオマオマスといってもさまざまなスといってもさまざまなスといってもさまざまなスといってもさまざまな利用利用利用利用のののの仕仕仕仕方方方方。。。。そうしそうしそうしそうしますとますとますとますと、、、、出出出出口口口口もももも様様様様々々々々でありますでありますでありますであります。。。。そそそそれれれれをトータルにをトータルにをトータルにをトータルに束束束束ねねねねるとなるとるとなるとるとなるとるとなると、、、、多多多多くのくのくのくの関係関係関係関係者者者者がががが必必必必要要要要、、、、こういうことでありますこういうことでありますこういうことでありますこういうことであります。。。。 もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県、、、、かなりかなりかなりかなり平野平野平野平野がががが大大大大きいきいきいきいわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、林林林林地地地地もかなりございましてもかなりございましてもかなりございましてもかなりございまして、、、、林林林林地地地地、、、、木木木木質質質質ののののババババイイイイオマオマオマオマスがかなりスがかなりスがかなりスがかなり出出出出るるるるわわわわけでありますけでありますけでありますけであります。。。。開発事業開発事業開発事業開発事業によってによってによってによって出出出出るものもあるるものもあるるものもあるるものもある、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは市市市市町町町町村村村村のののの剪剪剪剪定定定定によってによってによってによって出出出出るものもあるるものもあるるものもあるるものもある、、、、ももももちちちちろんろんろんろん建建建建設設設設のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物もあるもあるもあるもある。。。。こういっこういっこういっこういったものはたものはたものはたものは、、、、低炭素低炭素低炭素低炭素社会社会社会社会にににに向向向向けてはけてはけてはけては大大大大きなきなきなきな財財財財産産産産でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、私私私私どもどもどもども、、、、このものづくりのこのものづくりのこのものづくりのこのものづくりの地地地地域域域域ではではではでは、、、、実実実実はははは製製製製鋼鋼鋼鋼工場工場工場工場、、、、鋼鋼鋼鋼・・・・鉄鉄鉄鉄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工場工場工場工場がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんありますありますありますあります。。。。そういったものそういったものそういったものそういったもののののの資源資源資源資源としてことしてことしてことしてこれれれれをををを活用活用活用活用するするするする。。。。そのためにそのためにそのためにそのために炭炭炭炭化化化化をしをしをしをし、、、、運運運運びびびび入入入入れれれれてくるということでありまてくるということでありまてくるということでありまてくるということでありますすすす。。。。収収収収集集集集コストはどうなるコストはどうなるコストはどうなるコストはどうなる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは運運運運搬搬搬搬コストはどうなるコストはどうなるコストはどうなるコストはどうなる、、、、炭炭炭炭化化化化をををを含含含含めてめてめてめて採算採算採算採算性性性性はどうはどうはどうはどうなるなるなるなる、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな課題課題課題課題をををを抱抱抱抱ええええつつつつつつつつ議議議議論論論論をしておりましてをしておりましてをしておりましてをしておりまして、、、、一一一一応応応応ここここれれれれはははは来年来年来年来年度度度度、、、、本本本本格格格格展開展開展開展開ををををするというするというするというするという予予予予定定定定になっているものでありますになっているものでありますになっているものでありますになっているものであります。。。。 次次次次のものがのものがのものがのものが、、、、廃廃廃廃食油食油食油食油だとかだとかだとかだとか、、、、家畜排家畜排家畜排家畜排泄泄泄泄物物物物をををを利用利用利用利用したプラントでありましてしたプラントでありましてしたプラントでありましてしたプラントでありまして、、、、ここでここでここでここで特特特特徴徴徴徴的的的的なのはなのはなのはなのは、、、、固固固固体体体体発発発発酵酵酵酵プラントというのがプラントというのがプラントというのがプラントというのがキキキキーでありましてーでありましてーでありましてーでありまして、、、、ここここれれれれはアルコールはアルコールはアルコールはアルコール発発発発酵酵酵酵プランプランプランプラントでありますけトでありますけトでありますけトでありますけれれれれどもどもどもども、、、、アルコールアルコールアルコールアルコール発発発発酵酵酵酵をするとをするとをするとをすると、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても液液液液体体体体にしちにしちにしちにしちゃゃゃゃうううう。。。。液液液液体体体体発発発発酵酵酵酵がががが主主主主でありますけでありますけでありますけでありますけれれれれどもどもどもども、、、、液液液液体体体体発発発発酵酵酵酵だとだとだとだと廃廃廃廃液液液液のののの問問問問題題題題がががが非常非常非常非常にににに大大大大きいというのできいというのできいというのできいというので、、、、廃廃廃廃液液液液をををを出出出出さないアルコールさないアルコールさないアルコールさないアルコール発発発発酵酵酵酵。。。。まあまあまあまあ、、、、みそみそみそみそ、、、、ししししょょょょううううゆゆゆゆとととと同同同同じじじじ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えええていただいたらていただいたらていただいたらていただいたら結結結結構構構構ですですですです。。。。みそのようなみそのようなみそのようなみそのような、、、、固固固固体体体体のままでのままでのままでのままで発発発発酵酵酵酵ささささせせせせるるるる、、、、あるいはアミノあるいはアミノあるいはアミノあるいはアミノ酸酸酸酸発発発発酵酵酵酵とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう発発発発酵酵酵酵だとだとだとだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ここここれれれれはエタノールはエタノールはエタノールはエタノール発発発発酵酵酵酵でありますでありますでありますであります。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、アルコーアルコーアルコーアルコールをルをルをルを出出出出したしたしたした後後後後、、、、発発発発酵酵酵酵残残残残さがさがさがさが実実実実はははは発発発発酵酵酵酵菌菌菌菌のののの宝宝宝宝庫庫庫庫でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、栄栄栄栄養養養養価価価価がががが非常非常非常非常にににに高高高高いいいい。。。。そそそそれれれれをををを畜畜畜畜産産産産へへへへ持持持持っていっていっていっていくというようなモくというようなモくというようなモくというようなモデデデデルでありますルでありますルでありますルであります。。。。来年来年来年来年度度度度、、、、このこのこのこの地域地域地域地域、、、、知知知知多多多多半島半島半島半島というとこというとこというとこというところろろろでございまでございまでございまでございますがすがすがすが、、、、知知知知多多多多半島半島半島半島でででで、、、、農農農農協協協協ささささんんんん、、、、ものづくりものづくりものづくりものづくり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは市市市市、、、、企企企企業業業業ののののネネネネットットットットワワワワークをークをークをークを含含含含んんんんででででチチチチャャャャレンジをしてみたいというようにレンジをしてみたいというようにレンジをしてみたいというようにレンジをしてみたいという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。。。。 こういったもののこういったもののこういったもののこういったものの中中中中でででで行政行政行政行政はどういうはどういうはどういうはどういう役割役割役割役割をををを果果果果たすのかということについてたすのかということについてたすのかということについてたすのかということについて最後最後最後最後にににに述述述述べべべべ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。。。。 
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先先先先ほほほほどどどど、、、、行政行政行政行政はははは信用信用信用信用付与付与付与付与だとだとだとだと言言言言いましたいましたいましたいました。。。。実実実実はははは、、、、このエコタウンこのエコタウンこのエコタウンこのエコタウン事業事業事業事業なりリサイクルビなりリサイクルビなりリサイクルビなりリサイクルビジジジジネネネネスをスをスをスを環境行政環境行政環境行政環境行政がががが担担担担ううううメメメメリットをおリットをおリットをおリットをお話話話話しししし申申申申しししし上上上上げげげげたいたいたいたい。。。。環境行政環境行政環境行政環境行政はははは、、、、実実実実はこういうものはこういうものはこういうものはこういうものをををを避避避避けるけるけるけるんんんんですですですです。。。。ななななぜぜぜぜ避避避避けるかけるかけるかけるか。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの規制規制規制規制行政行政行政行政をををを環境部環境部環境部環境部ははははややややっているっているっているっている。。。。そそそそれれれれをををを廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ではないではないではないではない、、、、循循循循環環環環支支支支援援援援だというだというだというだという形形形形でででで切切切切りかりかりかりかええええていかなけていかなけていかなけていかなければればればればいけないいけないいけないいけない。。。。規制規制規制規制とととと循循循循環環環環促促促促進進進進といといといというううう、、、、一一一一見見見見相相相相反反反反するとこするとこするとこするところろろろををををややややらなけらなけらなけらなければればればればいけないいけないいけないいけない。。。。環境行政環境行政環境行政環境行政としてはとしてはとしてはとしては、、、、そのそのそのその意意意意味味味味ではではではでは、、、、ああああるるるる種種種種のリスクをテイクいるのリスクをテイクいるのリスクをテイクいるのリスクをテイクいるわわわわけですけですけですけです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、そのそのそのその意意意意味味味味ではではではでは、、、、廃棄物行政廃棄物行政廃棄物行政廃棄物行政のののの規制規制規制規制のののの点点点点からからからから見見見見てこてこてこてこれれれれはははは大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫ななななんんんんだだだだ、、、、ここここれれれれはははは循循循循環環環環していいしていいしていいしていいんんんんだということにもつながるだということにもつながるだということにもつながるだということにもつながる。。。。そこにそこにそこにそこに信用信用信用信用供与供与供与供与ができるができるができるができる、、、、信信信信頼頼頼頼性性性性がががが生生生生ままままれれれれるということでありまするということでありまするということでありまするということであります。。。。 したがっしたがっしたがっしたがってててて、、、、環境行政環境行政環境行政環境行政、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの規制規制規制規制をしっかりをしっかりをしっかりをしっかりややややるということとるということとるということとるということと、、、、循循循循環環環環リサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルをしっかりしっかりしっかりしっかりややややるるるる、、、、このこのこのこの 2 つのテーつのテーつのテーつのテーママママはははは、、、、部長部長部長部長としてはとしてはとしてはとしては抱抱抱抱ええええているているているているんんんんですがですがですがですが、、、、現場現場現場現場のののの規制規制規制規制行政行政行政行政のののの立場立場立場立場からはからはからはからは非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしいわわわわけでありますがけでありますがけでありますがけでありますが、、、、そそそそれれれれにににに果果果果敢敢敢敢ににににチャチャチャチャレンジしているレンジしているレンジしているレンジしている。。。。そそそそれれれれをををを促促促促進進進進するためにするためにするためにするために、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物税税税税をををを使使使使っているということでありますっているということでありますっているということでありますっているということであります。。。。弱弱弱弱点点点点としてはとしてはとしてはとしては、、、、産業産業産業産業セクターのセクターのセクターのセクターのネネネネットットットットワワワワークがークがークがークが弱弱弱弱いいいい、、、、あるいはビジあるいはビジあるいはビジあるいはビジネネネネスモスモスモスモデデデデルにルにルにルに対対対対するするするする評価評価評価評価、、、、知知知知見見見見がががが弱弱弱弱いいいいということでありますということでありますということでありますということであります。。。。こういったこういったこういったこういった点点点点についてはについてはについてはについては、、、、先先先先ほほほほどサどサどサどサポポポポートシステムでートシステムでートシステムでートシステムで述述述述べべべべましたましたましたましたようにようにようにように、、、、産業産業産業産業界界界界、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは専門専門専門専門のののの先先先先生方生方生方生方、、、、産産産産・・・・学学学学・・・・行政連携行政連携行政連携行政連携のののの中中中中でそこをでそこをでそこをでそこを補補補補っていくといっていくといっていくといっていくということでありますうことでありますうことでありますうことであります。。。。 またまたまたまた、、、、このこのこのこの中中中中でのでのでのでの経経経経験験験験といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、最最最最近近近近のののの課題課題課題課題をををを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、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは循循循循環環環環資源資源資源資源というのはというのはというのはというのは、、、、行政行政行政行政のののの仕仕仕仕切切切切りをりをりをりを乗乗乗乗りりりり越越越越ええええてててて動動動動いているいているいているいている。。。。とことことこところろろろがががが、、、、行政行政行政行政というのはというのはというのはというのは縦縦縦縦割割割割りでりでりでりでややややっているっているっているっている。。。。県県県県庁庁庁庁のののの中中中中でででで言言言言えばえばえばえば、、、、農水行政農水行政農水行政農水行政とととと環境行政環境行政環境行政環境行政、、、、産業行政産業行政産業行政産業行政はそはそはそはそれぞれれぞれれぞれれぞれ仕仕仕仕切切切切りがあるりがあるりがあるりがあるわわわわけですけですけですけです。。。。こういったこういったこういったこういった事業事業事業事業はははは、、、、そそそそれれれれをををを横刺横刺横刺横刺ししていくししていくししていくししていくわわわわけでありましてけでありましてけでありましてけでありまして、、、、そこをそこをそこをそこを環境行政環境行政環境行政環境行政にににに任任任任せせせせようとしながらもようとしながらもようとしながらもようとしながらも必必必必死死死死にににに議議議議論論論論ををををややややっているっているっているっている。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても農政行政農政行政農政行政農政行政はははは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物循循循循環環環環でもそのでもそのでもそのでもその守守守守備備備備範範範範囲囲囲囲のののの中中中中でとどめようとするでとどめようとするでとどめようとするでとどめようとするんんんんでででですすすす。。。。そういうものなそういうものなそういうものなそういうものなんんんんですですですです。。。。補助金補助金補助金補助金のののの仕仕仕仕組組組組みもみもみもみも、、、、実実実実はそはそはそはそれぞれれぞれれぞれれぞれ縦縦縦縦割割割割りなりなりなりなんんんんですですですです。。。。ここここれれれれはははは国国国国もそうだしもそうだしもそうだしもそうだし、、、、地方地方地方地方もそうもそうもそうもそう。。。。そそそそれれれれをををを一一一一元元元元化化化化してうまくまとめていくしてうまくまとめていくしてうまくまとめていくしてうまくまとめていく、、、、そういったシステムづくりがそういったシステムづくりがそういったシステムづくりがそういったシステムづくりが国国国国、、、、地方地方地方地方でででで行行行行われわれわれわれていていていているるるる。。。。そこにそこにそこにそこに新新新新たなゼロエミッション・コミュたなゼロエミッション・コミュたなゼロエミッション・コミュたなゼロエミッション・コミュニニニニティティティティ形成形成形成形成のののの可能可能可能可能性性性性もあるのかなともあるのかなともあるのかなともあるのかなと、、、、このよこのよこのよこのよ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。。。。 ちちちちょょょょっとスっとスっとスっとスピピピピーーーードドドドアップでおアップでおアップでおアップでおわわわわかりにくかったとかりにくかったとかりにくかったとかりにくかったと思思思思いますいますいますいます。。。。失失失失礼礼礼礼いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。以上以上以上以上でででで私私私私のののの話話話話をををを終終終終わわわわ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。。。。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 

  藤井部長藤井部長藤井部長藤井部長、、、、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。。。。 

  そそそそれれれれではではではでは、、、、以上以上以上以上をもをもをもをもちましてちましてちましてちまして、、、、午午午午前前前前のプログラムのプログラムのプログラムのプログラム、、、、終終終終了了了了ささささせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。このこのこのこの後後後後のののの分分分分科会科会科会科会ななななんんんんですがですがですがですが、、、、10分分分分ほほほほどおどおどおどお時時時時間間間間ををををずずずずらしましてらしましてらしましてらしまして、、、、開催開催開催開催がががが午午午午後後後後 1 時時時時 40分分分分からのからのからのからの開催開催開催開催となとなとなとなりますのでりますのでりますのでりますので、、、、おおおお間間間間違違違違いのないようにおいのないようにおいのないようにおいのないように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。（。（。（。（以以以以下下下下、、、、事務連事務連事務連事務連絡絡絡絡）））） 
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                                                                                            １１１１１１１１月月月月１３１３１３１３日日日日((((午前午前午前午前))))全体会議全体会議全体会議全体会議                                シンポジウム・シンポジウム・シンポジウム・シンポジウム・｢｢｢｢持続可能社会持続可能社会持続可能社会持続可能社会へのへのへのへの道道道道をひらくをひらくをひらくをひらく｣｣｣｣                                                                （（（（愛知県編集愛知県編集愛知県編集愛知県編集））））        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    架谷架谷架谷架谷昌信昌信昌信昌信    氏氏氏氏    愛知工業大学教授愛知工業大学教授愛知工業大学教授愛知工業大学教授・・・・名古屋大学名誉教授名古屋大学名誉教授名古屋大学名誉教授名古屋大学名誉教授    パネラーパネラーパネラーパネラー                    藤田藤田藤田藤田    壮壮壮壮    氏氏氏氏    ((((独独独独))))国立環境研究所環境技術評価国立環境研究所環境技術評価国立環境研究所環境技術評価国立環境研究所環境技術評価システムシステムシステムシステム研究室長研究室長研究室長研究室長                                                                    東洋大学教授東洋大学教授東洋大学教授東洋大学教授                                        小澤小澤小澤小澤一郎一郎一郎一郎    氏氏氏氏    （（（（社社社社））））日本都市計画学会副会長日本都市計画学会副会長日本都市計画学会副会長日本都市計画学会副会長                                        深谷深谷深谷深谷紘一紘一紘一紘一    氏氏氏氏    環境環境環境環境パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・ＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢ会長会長会長会長                                                                    （（（（（（（（株株株株））））デンソーデンソーデンソーデンソー代表取締役副会長代表取締役副会長代表取締役副会長代表取締役副会長））））                                        田島田島田島田島英彦英彦英彦英彦    氏氏氏氏    トヨタトヨタトヨタトヨタ自動車自動車自動車自動車（（（（株株株株）ＣＳＲ）ＣＳＲ）ＣＳＲ）ＣＳＲ・・・・環境部部長環境部部長環境部部長環境部部長                                        稲垣稲垣稲垣稲垣隆司隆司隆司隆司    氏氏氏氏    愛知県副知事愛知県副知事愛知県副知事愛知県副知事                                        君塚君塚君塚君塚秀喜秀喜秀喜秀喜    氏氏氏氏    経済産業省産業技術環境局環境調和産業推進室長経済産業省産業技術環境局環境調和産業推進室長経済産業省産業技術環境局環境調和産業推進室長経済産業省産業技術環境局環境調和産業推進室長        ●●●●テーマテーマテーマテーマ設定設定設定設定    架谷教授架谷教授架谷教授架谷教授            大大大大変変変変難難難難しいテーしいテーしいテーしいテーママママですがですがですがですが、、、、私私私私のののの役割役割役割役割はははは、、、、ここでのここでのここでのここでの議議議議論論論論をできるをできるをできるをできる限限限限りりりりややややさしくさしくさしくさしく皆皆皆皆ささささんんんんにおにおにおにお伝伝伝伝ええええすることですすることですすることですすることです。。。。ままままずずずず、、、、現現現現在在在在、、、、経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省などがなどがなどがなどが中中中中心心心心になってになってになってになって「「「「エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン」」」」事業事業事業事業をををを推推推推進進進進さささされれれれていますがていますがていますがていますが、、、、10101010 年経年経年経年経過過過過してしてしてして現現現現状状状状はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか、、、、またまたまたまた国連大学国連大学国連大学国連大学をををを中中中中心心心心にしてにしてにしてにして「「「「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」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも 15151515年年年年たっていますがたっていますがたっていますがたっていますが、、、、ここここれれれれもどうなっているのかもどうなっているのかもどうなっているのかもどうなっているのか。。。。ここここのののの大会大会大会大会はははは「「「「エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン」」」」事業事業事業事業とととと「「「「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」」」」概概概概念念念念をいっしをいっしをいっしをいっしょょょょにとらにとらにとらにとらええええてててて開開開開かかかかれれれれてててていますがいますがいますがいますが、、、、ここここれれれれまでのまでのまでのまでの成果成果成果成果ををををふふふふままままええええながらながらながらながら今今今今後後後後どうどうどうどう考考考考ええええていったらよいのかていったらよいのかていったらよいのかていったらよいのか。。。。        基調基調基調基調としてとしてとしてとして流流流流れれれれてててているのはいるのはいるのはいるのは、「、「、「、「循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会」」」」をををを軸軸軸軸にしながらにしながらにしながらにしながら、、、、低炭素低炭素低炭素低炭素社会社会社会社会をどうをどうをどうをどう構構構構築築築築してしてしてしていくのかいくのかいくのかいくのか、、、、またまたまたまた私私私私どものどものどものどもの生生生生活圏活圏活圏活圏をををを自自自自然然然然とととと共生共生共生共生しながらどうしながらどうしながらどうしながらどう構構構構築築築築していったらよいのかしていったらよいのかしていったらよいのかしていったらよいのか。。。。ここここのののの３３３３つをつをつをつを複複複複合合合合化化化化、、、、統統統統合合合合化化化化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今今今今後後後後のののの課題課題課題課題であるということだとであるということだとであるということだとであるということだと思思思思われわれわれわれますますますます。。。。ここここれれれれをををを一一一一つのプラットホームにしてつのプラットホームにしてつのプラットホームにしてつのプラットホームにして、、、、持続可能社会持続可能社会持続可能社会持続可能社会へへへへのののの道道道道をををを探探探探っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。そそそそのののの際際際際、、、、持続可能社会持続可能社会持続可能社会持続可能社会のののの形成形成形成形成にににに向向向向けたけたけたけた行政行政行政行政やややや企企企企業業業業などなどなどなど各各各各主主主主体体体体のののの役割役割役割役割、、、、さらにそさらにそさらにそさらにそれれれれらららら主主主主体体体体がががが共共共共有有有有するするするする地域地域地域地域というというというという場場場場におけるにおけるにおけるにおける各各各各主主主主体間体間体間体間のののの協協協協働働働働をををを中中中中心心心心にににに議議議議論論論論をををを進進進進めたいとめたいとめたいとめたいと思思思思いますいますいますいます。。。。        分分分分科会科会科会科会におけるにおけるにおけるにおける発発発発表表表表からもからもからもからも見見見見てててて取取取取れれれれるようにるようにるようにるように、、、、環境環境環境環境にかにかにかにかかかかかわわわわるるるる事業事業事業事業のののの成成成成否否否否はははは、、、、技術技術技術技術とととと社社社社会会会会システムとのシステムとのシステムとのシステムとの連携連携連携連携にかかっているとにかかっているとにかかっているとにかかっていると言言言言ええええるのではないでしるのではないでしるのではないでしるのではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。つまりつまりつまりつまり同同同同じじじじ技術技術技術技術であであであであってもってもってもっても社会社会社会社会システムのシステムのシステムのシステムの工夫工夫工夫工夫によってによってによってによって、、、、よりよりよりより大大大大きなきなきなきな成果成果成果成果をををを期待期待期待期待できますできますできますできます。。。。        こうしたこうしたこうしたこうした意意意意味味味味からからからから、、、、単単単単純純純純にリサイクルビジにリサイクルビジにリサイクルビジにリサイクルビジネネネネスをスをスをスを立地立地立地立地ささささせせせせてててて成成成成功功功功ささささせせせせようというようというようというようという考考考考ええええ方方方方をををを脱脱脱脱しししし、、、、よりよりよりより大大大大きなきなきなきな究究究究極極極極目目目目標標標標をををを、、、、地域全地域全地域全地域全体体体体がががが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重要重要重要重要になってきているとになってきているとになってきているとになってきていると思思思思わわわわれれれれますますますます。。。。        議議議議論論論論をををを進進進進めるにあたってめるにあたってめるにあたってめるにあたって、、、、国全国全国全国全体体体体のののの考考考考ええええ方方方方をををを知知知知るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、地域地域地域地域にににに対対対対してどのようなこしてどのようなこしてどのようなこしてどのようなことがとがとがとが期待期待期待期待さささされれれれるのかるのかるのかるのか、、、、国立環境研究所国立環境研究所国立環境研究所国立環境研究所のののの藤田藤田藤田藤田先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話をおをおをおをお聞聞聞聞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。。。。        ●●●●環境環境環境環境モモモモデルデルデルデル都市都市都市都市・・・・地域循環圏地域循環圏地域循環圏地域循環圏のののの形成形成形成形成についてのについてのについてのについての成果成果成果成果とととと課題課題課題課題    藤田室長藤田室長藤田室長藤田室長            「「「「エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン」」」」事業事業事業事業のののの達達達達成成成成点点点点とととと今今今今後後後後のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方方方方向向向向性性性性についてについてについてについて発発発発言言言言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。。。。「「「「エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン」」」」のののの前前前前提提提提となったとなったとなったとなった「「「「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」」」」のののの研究研究研究研究やややや実実実実践践践践はははは世界的世界的世界的世界的にはにはにはには 15151515年年年年のののの歴歴歴歴
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史史史史がありエコタウンがありエコタウンがありエコタウンがありエコタウン事業事業事業事業自身自身自身自身がががが 10101010 年年年年のののの歴史歴史歴史歴史のののの中中中中でででで現現現現在在在在 26262626 のののの「「「「エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン」」」」都市都市都市都市やややや地域地域地域地域がががが形成形成形成形成さささされれれれてきましたてきましたてきましたてきました。。。。愛知愛知愛知愛知のののの「「「「エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン」」」」はそのはそのはそのはその先先先先進地進地進地進地のののの一一一一つといつといつといつといええええますますますます。。。。        そのそのそのその達達達達成成成成点点点点をををを 2222 点指点指点指点指摘摘摘摘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。。。。1111 点目点目点目点目はははは、、、、08080808 年年年年までにこまでにこまでにこまでにこれれれれだけのだけのだけのだけのババババリエーシリエーシリエーシリエーションをもったョンをもったョンをもったョンをもった「「「「エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン」」」」事業事業事業事業のののの技術技術技術技術的的的的なななな集集集集積積積積があるのがあるのがあるのがあるのはははは日本日本日本日本だけだということですだけだということですだけだということですだけだということです。。。。こうしたこうしたこうしたこうした高高高高いいいい技術技術技術技術力力力力、、、、世界世界世界世界にににに発発発発信信信信できるできるできるできる資源循資源循資源循資源循環技術環技術環技術環技術はははは、、、、日本日本日本日本ののののブブブブランランランランドドドドになっているとになっているとになっているとになって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。。。。もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、ハハハハーーーードドドドなリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクル技術技術技術技術だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発生発生発生発生削減削減削減削減ややややゴゴゴゴミのミのミのミの分分分分別別別別などなどなどなど、、、、ハハハハイテクイテクイテクイテク技術技術技術技術をををを支支支支ええええるるるる社会社会社会社会のののの制度制度制度制度やややや仕仕仕仕組組組組みみみみ、「、「、「、「社会技術社会技術社会技術社会技術」」」」がががが駆駆駆駆使使使使さささされれれれているているているている「「「「エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン都市都市都市都市」」」」でででで実実実実践践践践さささされれれれていますていますていますています。。。。ここここれれれれもにもにもにもに誇誇誇誇るるるるべべべべきききき日本日本日本日本のののの資資資資産産産産ののののひひひひとつだととつだととつだととつだと言言言言ええええますますますます。。。。        ではこではこではこではこれれれれらのらのらのらの成果成果成果成果、、、、達達達達成成成成点点点点をををを今今今今後後後後どのようにどのようにどのようにどのように活用活用活用活用していったらいいのかしていったらいいのかしていったらいいのかしていったらいいのか、、、、そのそのそのその方方方方向向向向性性性性にににについてついてついてついて述述述述べべべべ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。。。。私私私私はははは「「「「エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン」」」」進進進進化化化化にはにはにはには 3333 つのつのつのつの方方方方向向向向性性性性がががが必必必必要要要要だとだとだとだと考考考考ええええてててていますいますいますいます。。。。        一一一一つはつはつはつは資源循資源循資源循資源循環社会環社会環社会環社会をををを構構構構築築築築するためにはするためにはするためにはするためには、、、、小小小小さなさなさなさな地域地域地域地域でのでのでのでの循循循循環環環環、、、、都市都市都市都市的的的的なななな広広広広がりをがりをがりをがりを持持持持っっっったたたた循循循循環環環環、、、、さらにはさらにはさらにはさらには国国国国家家家家的的的的なななな循循循循環環環環をつくりだしをつくりだしをつくりだしをつくりだし、、、、連携連携連携連携ささささせせせせ、、、、重重重重ねねねねていかていかていかていかねばねばねばねばなりまなりまなりまなりませんせんせんせん。。。。そそそそのためにはのためにはのためにはのためには、、、、①①①①日本日本日本日本はははは 60606060 年年年年ほほほほどをかけてどをかけてどをかけてどをかけて道道道道路路路路やややや鉄鉄鉄鉄道道道道などのなどのなどのなどの動動動動脈脈脈脈産業産業産業産業をををを造造造造ってきましたがってきましたがってきましたがってきましたが、、、、ここここれれれれからはからはからはからは「「「「静脈静脈静脈静脈産業産業産業産業」」」」というインフラというインフラというインフラというインフラ整備整備整備整備がががが必必必必要要要要ですですですです。。。。②②②②ゴゴゴゴミにはミにはミにはミにはばばばばらつきがありらつきがありらつきがありらつきがあり発生発生発生発生もももも一一一一定定定定していましていましていましていませんせんせんせん。。。。こうしたこうしたこうしたこうした廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを循循循循環環環環利用利用利用利用するためにはするためにはするためにはするためには、、、、ゴゴゴゴミのミのミのミの認認認認証証証証基基基基準準準準をををを確確確確定定定定ししししたりたりたりたり、、、、供供供供給給給給確保確保確保確保をををを保保保保障障障障するするするする公公公公的的的的なインフラなインフラなインフラなインフラ整備整備整備整備がががが必必必必要要要要ですですですです。。。。こうしたこうしたこうしたこうした公公公公的的的的インフラインフラインフラインフラ整備整備整備整備ををををするためにはするためにはするためにはするためには、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる「「「「縦縦縦縦割割割割りりりり行政行政行政行政」」」」ではなくではなくではなくではなく、、、、横横横横断断断断的的的的なななな仕仕仕仕組組組組みづくりがみづくりがみづくりがみづくりが必必必必要要要要だというだというだというだということですことですことですことです。。。。③③③③今今今今後後後後アジアアジアアジアアジア経済経済経済経済のののの発展発展発展発展とともにとともにとともにとともに資源資源資源資源がががが逼迫逼迫逼迫逼迫してきますがしてきますがしてきますがしてきますが、、、、ここここれれれれにににに対応対応対応対応するたするたするたするためにはレアめにはレアめにはレアめにはレアメメメメタルなどのタルなどのタルなどのタルなどの備備備備蓄蓄蓄蓄もももも重要重要重要重要ですがですがですがですが、、、、生生生生ゴゴゴゴミをはミをはミをはミをはじじじじめとしためとしためとしためとした炭素炭素炭素炭素資源資源資源資源のののの備備備備蓄蓄蓄蓄もももも必必必必要要要要になってきますになってきますになってきますになってきます。。。。こうしたこうしたこうしたこうした備備備備蓄蓄蓄蓄をするためにはをするためにはをするためにはをするためには行政行政行政行政だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、民間民間民間民間のののの力力力力がががが必必必必要要要要になってになってになってになってきますきますきますきます。。。。        第第第第二二二二ののののベベベベクトルはクトルはクトルはクトルは「「「「低炭素低炭素低炭素低炭素社会社会社会社会」」」」をををを造造造造っていくことがっていくことがっていくことがっていくことが、「、「、「、「エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン」「」「」「」「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ンンン」」」」のののの重要重要重要重要なななな要要要要素素素素になるということですになるということですになるということですになるということです。「。「。「。「エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン」」」」事業事業事業事業はははは 2050205020502050 年年年年までにまでにまでにまでに二二二二酸酸酸酸化化化化炭素炭素炭素炭素のののの排排排排出出出出量量量量 50505050％％％％削減削減削減削減というというというという国際国際国際国際的的的的ルールをルールをルールをルールを自治体自治体自治体自治体レレレレベベベベルでルでルでルで実現実現実現実現しようというしようというしようというしようという大大大大変意変意変意変意欲欲欲欲的的的的ななななチチチチャャャャレンジでレンジでレンジでレンジで、、、、このこのこのこの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの中中中中でででで市市市市民民民民やややや企企企企業業業業もももも積積積積極極極極的的的的にににに協力協力協力協力していくというしていくというしていくというしていくという動動動動きがきがきがきが出出出出てきてきてきてきていますていますていますています。。。。こうしたこうしたこうしたこうした動動動動きにきにきにきに対応対応対応対応するためにするためにするためにするために、、、、行政行政行政行政・・・・中中中中央央央央官官官官庁庁庁庁のののの支支支支援援援援のののの仕仕仕仕組組組組みみみみ、、、、自治体自治体自治体自治体でのでのでのでの仕仕仕仕組組組組みづくりがみづくりがみづくりがみづくりが今今今今後後後後重要重要重要重要なななな課題課題課題課題となってきますとなってきますとなってきますとなってきます。。。。        第三第三第三第三ののののベベベベクトルはクトルはクトルはクトルは、、、、自自自自然然然然とのとのとのとの共生共生共生共生ですがですがですがですが、、、、ここここれれれれはまだはまだはまだはまだ十分十分十分十分にににに議議議議論論論論さささされれれれていまていまていまていませんせんせんせん。。。。効率効率効率効率的的的的なななな自自自自然然然然循循循循環環環環をつくっていくためにはをつくっていくためにはをつくっていくためにはをつくっていくためには、、、、生生生生態系態系態系態系のののの自自自自然然然然のののの力力力力やややや水水水水資源資源資源資源、、、、環境環境環境環境資源資源資源資源がもたらすがもたらすがもたらすがもたらす自自自自然然然然のののの生産生産生産生産力力力力をををを活用活用活用活用することがすることがすることがすることが重要重要重要重要になってきますになってきますになってきますになってきます。。。。そういうそういうそういうそういう点点点点でででで、、、、ここここれれれれらのらのらのらの豊豊豊豊かなかなかなかな自自自自然然然然のののの生産生産生産生産力力力力をををを活用活用活用活用していくことはしていくことはしていくことはしていくことは、、、、日本日本日本日本がががが世界世界世界世界でででで競争競争競争競争力力力力をををを持持持持っていくためのっていくためのっていくためのっていくための条条条条件件件件となるでしとなるでしとなるでしとなるでしょょょょうううう。。。。だからこそだからこそだからこそだからこそ都市都市都市都市とととと農地農地農地農地、、、、里里里里山山山山、、、、自自自自然然然然林林林林とのとのとのとの段階的段階的段階的段階的なななな循循循循環環環環とととと共生共生共生共生のののの姿姿姿姿をををを創創創創っていくっていくっていくっていく必必必必要要要要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。。。。    
    （（（（会場会場会場会場からのからのからのからの発言発言発言発言））））    ――――低炭素低炭素低炭素低炭素社会社会社会社会、、、、資源循資源循資源循資源循環環環環、、、、自自自自然然然然とのとのとのとの共生共生共生共生というというというという課題課題課題課題ははははオオオオーーーーババババーラップしているとーラップしているとーラップしているとーラップしていると認認認認識識識識してしてしてしていますいますいますいます。。。。こうしたこうしたこうしたこうした課題課題課題課題にににに自治体自治体自治体自治体がががが取取取取りりりり組組組組むむむむ中中中中でででで政策形成能政策形成能政策形成能政策形成能力力力力もももも育育育育成成成成さささされれれれているのではないているのではないているのではないているのではないかかかか。。。。    ――――資源循資源循資源循資源循環環環環についてはについてはについてはについては、、、、資源資源資源資源生産生産生産生産性性性性をををを上上上上げげげげるというるというるというるという観観観観点点点点をををを取取取取りりりり入入入入れれれれていくということがゼていくということがゼていくということがゼていくということがゼ
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ロエミッションをロエミッションをロエミッションをロエミッションを考考考考ええええていくていくていくていく上上上上でででで必必必必要要要要ではないかではないかではないかではないか。。。。    
    藤田室長藤田室長藤田室長藤田室長            97979797 年型年型年型年型のののの循循循循環方環方環方環方式式式式はははは成成成成功功功功経経経経験験験験であるといであるといであるといであるといええええますがますがますがますが、、、、低炭素低炭素低炭素低炭素やややや自自自自然然然然社会社会社会社会にににに向向向向けてはけてはけてはけては、、、、次次次次ののののモモモモデデデデルがルがルがルが必必必必要要要要ですですですです。。。。そそそそれれれれにはにはにはには３３３３つのつのつのつのポポポポイントがありますイントがありますイントがありますイントがあります。。。。１１１１つはつはつはつは生産生産生産生産のののの技術技術技術技術のののの高度化高度化高度化高度化。。。。２２２２つつつつ目目目目ははははババババイイイイオマオマオマオマスのスのスのスの使使使使用用用用。。。。３３３３つつつつ目目目目はははは組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせ効効効効果果果果のののの追求追求追求追求ですですですです。。。。        ●●●●低炭素都市低炭素都市低炭素都市低炭素都市づくりにづくりにづくりにづくりに向向向向けたけたけたけた都市計画都市計画都市計画都市計画のののの役割役割役割役割についてについてについてについて    架谷教授架谷教授架谷教授架谷教授            持続可能社会持続可能社会持続可能社会持続可能社会づくりにづくりにづくりにづくりに向向向向けてはけてはけてはけては、、、、ビジビジビジビジネネネネスのスのスのスの振興振興振興振興にににに留留留留まらまらまらまらずずずず、、、、まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの一環一環一環一環としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組むことむことむことむこと、、、、行政行政行政行政だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく企企企企業業業業もまたもまたもまたもまた地域社会地域社会地域社会地域社会のののの一一一一員員員員としてとしてとしてとして参画参画参画参画することがすることがすることがすることが求求求求めらめらめらめられれれれていますがていますがていますがていますが、、、、都市計画都市計画都市計画都市計画のののの分野分野分野分野ではではではでは自治体自治体自治体自治体とととと企企企企業業業業のののの役割役割役割役割はどのようにはどのようにはどのようにはどのように考考考考ええええらららられれれれているのかているのかているのかているのか、、、、あるいはコンパクトシティのあるいはコンパクトシティのあるいはコンパクトシティのあるいはコンパクトシティの実現実現実現実現にににに向向向向けてどのようにけてどのようにけてどのようにけてどのように取取取取りりりり組組組組もうとしているのかもうとしているのかもうとしているのかもうとしているのか、、、、小小小小澤澤澤澤先先先先生生生生からおからおからおからお話話話話くださいくださいくださいください。。。。    
    小澤副会長小澤副会長小澤副会長小澤副会長            日本日本日本日本のののの都市都市都市都市づくりはづくりはづくりはづくりは 1888188818881888年年年年、、、、明治明治明治明治２１２１２１２１年年年年からからからから始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。またまたまたまた、、、、先先先先のののの戦争戦争戦争戦争によってによってによってによって全全全全国国国国のののの都市都市都市都市がががが壊滅壊滅壊滅壊滅的的的的なななな打打打打撃撃撃撃をををを受受受受けけけけ、、、、戦戦戦戦後後後後、、、、全国全国全国全国でででで取取取取りりりり組組組組ままままれれれれたのはたのはたのはたのは復復復復興興興興都市計画事業都市計画事業都市計画事業都市計画事業でしたでしたでしたでした。。。。そのあとそのあとそのあとそのあと高度高度高度高度経済成長経済成長経済成長経済成長期期期期をををを支支支支ええええ、、、、市市市市街街街街地地地地のののの拡拡拡拡大大大大にににに対応対応対応対応するためのするためのするためのするための都市都市都市都市づくりがづくりがづくりがづくりが進進進進めらめらめらめられれれれまままましたしたしたした。。。。現現現現在在在在ははははババババブブブブルルルル崩壊崩壊崩壊崩壊後後後後のののの都市都市都市都市づくりをどうするかがづくりをどうするかがづくりをどうするかがづくりをどうするかが問問問問われわれわれわれていますていますていますています。。。。        ここここれれれれからはからはからはからは社会社会社会社会的資的資的資的資産産産産としてのとしてのとしてのとしての都市都市都市都市をどうをどうをどうをどう造造造造りりりり、、、、２１２１２１２１世紀世紀世紀世紀へへへへ渡渡渡渡していくかしていくかしていくかしていくか、、、、きちっとしきちっとしきちっとしきちっとしたたたた理念理念理念理念をををを持持持持ったったったった取組取組取組取組がががが必必必必要要要要ですですですです。。。。日本日本日本日本のののの都市都市都市都市はははは汚汚汚汚いといといといと言言言言われわれわれわれていますていますていますています。。。。日本日本日本日本がそのがそのがそのがその経済経済経済経済力力力力をもとにをもとにをもとにをもとに資金資金資金資金をををを貸貸貸貸しているしているしているしている東東東東欧欧欧欧諸諸諸諸国国国国のののの都市都市都市都市のののの方方方方がががが美美美美しいというしいというしいというしいという変変変変なななな構構構構造造造造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。。。。        したがってしたがってしたがってしたがって、、、、ここここれれれれからがからがからがからが本本本本格格格格的的的的なななな都市都市都市都市づくりのづくりのづくりのづくりの段階段階段階段階だとだとだとだと言言言言うことがうことがうことがうことが出来出来出来出来ますますますます。。。。都市都市都市都市整備整備整備整備はははは、、、、道道道道路路路路やややや河河河河川川川川にににに比比比比べべべべてこてこてこてこれれれれまでまでまでまで予予予予算算算算がががが限限限限らららられれれれてきましたてきましたてきましたてきました。。。。そうしたそうしたそうしたそうした中中中中でででで、、、、地方都市地方都市地方都市地方都市におにおにおにおけるけるけるける空空空空洞洞洞洞化化化化というというというという問問問問題題題題もももも生生生生じじじじていますていますていますています。。。。全国全国全国全国のののの地方都市地方都市地方都市地方都市をどのようにしてをどのようにしてをどのようにしてをどのようにして造造造造りりりり直直直直すのかがすのかがすのかがすのかが問問問問題題題題になりますになりますになりますになります。。。。大事大事大事大事なことはなことはなことはなことは商業商業商業商業問問問問題題題題としてとしてとしてとして捉捉捉捉ええええてはいけないということですてはいけないということですてはいけないということですてはいけないということです。。。。ここここれれれれかかかからららら必必必必要要要要なことはなことはなことはなことは、、、、１１１１つはつはつはつは市市市市民民民民がががが中中中中心心心心市市市市街街街街地地地地にににに住住住住みみみみ直直直直すことですすことですすことですすことです。。。。2222つつつつ目目目目はははは、、、、行政行政行政行政がががが都市都市都市都市づくづくづくづくりのエりのエりのエりのエネネネネルルルルギギギギーをーをーをーをババババララララババババラにラにラにラに実行実行実行実行してはいけないということですしてはいけないということですしてはいけないということですしてはいけないということです。。。。    またまたまたまた、、、、ここここれれれれからからからから大大大大きなテーきなテーきなテーきなテーママママになるのがになるのがになるのがになるのが「「「「環境環境環境環境とエとエとエとエネネネネルルルルギギギギーーーー」」」」ですですですです。。。。ここここれれれれをどのようにをどのようにをどのようにをどのように都市都市都市都市にににに取取取取りりりり込込込込んんんんでいくのかでいくのかでいくのかでいくのか、、、、自自自自然然然然エエエエネネネネルルルルギギギギーをどのようにーをどのようにーをどのようにーをどのように地域地域地域地域でででで使使使使いいいい切切切切るかるかるかるか、、、、ここここれれれれがががが問問問問題題題題になりますになりますになりますになります。「。「。「。「環境環境環境環境」」」」についてについてについてについて言言言言えばえばえばえば、、、、温暖温暖温暖温暖化対化対化対化対策策策策、、、、ヒヒヒヒートアイランートアイランートアイランートアイランドドドド対対対対策策策策、、、、生物生物生物生物多多多多様様様様性性性性対対対対策策策策、、、、景景景景観観観観対対対対策策策策がががが求求求求めらめらめらめられれれれていますがていますがていますがていますが、、、、良良良良質質質質なななな生生生生活活活活空空空空間間間間ストックストックストックストック、、、、都市都市都市都市資資資資産産産産ストックのストックのストックのストックの形成形成形成形成をををを行行行行いながらいながらいながらいながら解決解決解決解決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必必必要要要要ですですですです。「。「。「。「エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー」」」」についてはについてはについてはについては、、、、温暖温暖温暖温暖化対化対化対化対策策策策、、、、エエエエネネネネルルルルギギギギーセーセーセーセキキキキュリティーュリティーュリティーュリティー、、、、脱脱脱脱化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料がががが課題課題課題課題ですがですがですがですが、、、、省省省省エエエエネネネネ推進推進推進推進のののの徹底徹底徹底徹底とととと再再再再生可能生可能生可能生可能エエエエネネネネルルルルギギギギーのーのーのーの活用活用活用活用がががが求求求求めらめらめらめられれれれますますますます。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、個個個個々々々々のののの建建建建物物物物やややや敷敷敷敷地地地地レレレレベベベベルにルにルにルに加加加加ええええてててて、、、、地地地地区区区区レレレレベベベベルルルルからからからから都市都市都市都市レレレレベベベベルまでルまでルまでルまで、、、、面的面的面的面的なななな展開展開展開展開をををを図図図図っていくことがっていくことがっていくことがっていくことが必必必必要要要要ですですですです。。。。特特特特にににに地域地域地域地域エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー資源資源資源資源をををを活用活用活用活用したしたしたした地域地域地域地域エエエエネネネネルルルルギギギギーシステムのーシステムのーシステムのーシステムの構構構構築築築築ががががポポポポイントになってきますイントになってきますイントになってきますイントになってきます。。。。        そうするとそうするとそうするとそうすると「「「「市市市市街街街街地地地地」」」」のののの定義定義定義定義をををを改改改改めてめてめてめて考考考考ええええ直直直直すことがすことがすことがすことが必必必必要要要要になりますになりますになりますになります。。。。ここここれれれれまではまではまではまでは道道道道路路路路、、、、公公公公園園園園、、、、下下下下水水水水道道道道とととと義義義義務教務教務教務教育育育育施設施設施設施設のののの整備整備整備整備をもってをもってをもってをもって市市市市街街街街地地地地のののの整備整備整備整備とさとさとさとされれれれてきましたがてきましたがてきましたがてきましたが、、、、ここここれれれれからからからからはははは生生生生活活活活・・・・安安安安全全全全等等等等のののの観観観観点点点点からからからから必必必必要要要要なななな「「「「公公公公的的的的施設施設施設施設のののの適適適適正正正正配配配配置置置置」」」」がなさがなさがなさがなされれれれ、、、、そそそそれれれれにににに対応対応対応対応したしたしたした街区街区街区街区
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構成構成構成構成をつくっていかをつくっていかをつくっていかをつくっていかねばねばねばねばなりまなりまなりまなりませんせんせんせん。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、次世代次世代次世代次世代のののの「「「「市市市市街街街街地地地地」」」」ではではではでは、、、、こうしたこうしたこうしたこうした基基基基盤盤盤盤のののの上上上上でででで、、、、環境環境環境環境・エ・エ・エ・エネネネネルルルルギギギギーーーー問問問問題題題題へへへへのののの対応対応対応対応のためのためのためのため、、、、新新新新たなたなたなたな基基基基盤盤盤盤技術技術技術技術のののの導導導導入入入入とととと新新新新たなたなたなたな生生生生活活活活システシステシステシステムのムのムのムの導導導導入入入入をををを図図図図っていくっていくっていくっていく、、、、そのためにそのためにそのためにそのために街区街区街区街区をををを抜抜抜抜本本本本的的的的にににに再再再再構構構構築築築築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課題課題課題課題となるでしとなるでしとなるでしとなるでしょょょょうううう。。。。        こうしたこうしたこうしたこうした諸諸諸諸課題課題課題課題にににに対応対応対応対応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、、、、エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー行政行政行政行政やややや環境行政環境行政環境行政環境行政がががが重要重要重要重要になってきになってきになってきになってきますがますがますがますが、、、、ここここれれれれからのからのからのからの都市計画都市計画都市計画都市計画はこうしたはこうしたはこうしたはこうした各種各種各種各種のののの行政施策行政施策行政施策行政施策のののの展開展開展開展開をををを、、、、空空空空間間間間づくりのづくりのづくりのづくりの中中中中でコーでコーでコーでコーデデデディィィィネネネネイトしていくものだというイトしていくものだというイトしていくものだというイトしていくものだというふふふふうにうにうにうに認認認認識識識識しておりますしておりますしておりますしております。。。。        架谷教架谷教架谷教架谷教授授授授            「「「「低炭素低炭素低炭素低炭素都市都市都市都市」」」」のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて、、、、具体的具体的具体的具体的にどういうにどういうにどういうにどういう取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていくめていくめていくめていくべべべべきかきかきかきか、、、、1111つのつのつのつの重要重要重要重要なコアのなコアのなコアのなコアの部部部部分分分分についておについておについておについてお話話話話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。。。。何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見ややややごごごご質質質質問問問問はははは？？？？    
    （（（（会場会場会場会場からのからのからのからの発言発言発言発言））））    ――――ここここれれれれからのからのからのからの都市計画都市計画都市計画都市計画はははは、、、、現現現現在在在在のののの制度制度制度制度のののの枠枠枠枠組組組組みでみでみでみで可能可能可能可能かどうかかどうかかどうかかどうか、、、、必必必必要要要要とあとあとあとあればればればればプランプランプランプランニニニニンンンングのありかたをどうグのありかたをどうグのありかたをどうグのありかたをどう変変変変ええええていくていくていくていくべべべべきかきかきかきか？？？？    
    小澤副会長小澤副会長小澤副会長小澤副会長            たとたとたとたとえばえばえばえばＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２をををを７０７０７０７０％％％％削減削減削減削減するというするというするというするという場合場合場合場合、、、、プランプランプランプランニニニニングのありングのありングのありングのあり方方方方をををを含含含含めめめめ、、、、都市都市都市都市づくづくづくづくりのりのりのりの手手手手法法法法をををを抜抜抜抜本本本本的的的的にににに再再再再構構構構築築築築することがすることがすることがすることが必必必必要要要要になるとになるとになるとになると思思思思いますいますいますいます。。。。ローローローロードドドドママママップがまだできてップがまだできてップがまだできてップがまだできていないのですがいないのですがいないのですがいないのですが、、、、現現現現状状状状国国国国においてもにおいてもにおいてもにおいても都市計画都市計画都市計画都市計画法法法法のののの抜抜抜抜本本本本改改改改正正正正にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組をををを始始始始めていますめていますめていますめています。。。。    一方一方一方一方、、、、こうしたこうしたこうしたこうした課題課題課題課題にににに対対対対してしてしてして今今今今、、、、具体的具体的具体的具体的にににに行行行行動動動動できるのはできるのはできるのはできるのは自治体自治体自治体自治体ですですですです。。。。自治体自治体自治体自治体がががが中中中中心心心心にににになってなってなってなって「「「「地域地域地域地域というというというという具体的具体的具体的具体的なななな場場場場」」」」でででで様様様様々々々々なななな取組取組取組取組をををを進進進進めるめるめるめる中中中中でででで、、、、各各各各省施策省施策省施策省施策とのとのとのとの連携連携連携連携やややや複複複複数数数数施施施施策策策策のののの統統統統合合合合的的的的実施実施実施実施などがなどがなどがなどが必必必必要要要要になってきますになってきますになってきますになってきます。。。。そのそのそのその中中中中でででで色色色色々々々々なななな問問問問題題題題がががが生生生生じじじじてきたらてきたらてきたらてきたら各各各各省省省省にににに提提提提言言言言していくこともしていくこともしていくこともしていくことも必必必必要要要要になってきているとになってきているとになってきているとになってきていると考考考考ええええていますていますていますています。。。。    
    ●●●●環境環境環境環境パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・ＣＬＵＢ（ＥＰＯＣ）ＣＬＵＢ（ＥＰＯＣ）ＣＬＵＢ（ＥＰＯＣ）ＣＬＵＢ（ＥＰＯＣ）のののの概要概要概要概要とととと活動活動活動活動、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県などとのなどとのなどとのなどとの協働協働協働協働につにつにつについていていていて    架谷教授架谷教授架谷教授架谷教授            営利営利営利営利とともにとともにとともにとともに、、、、環境環境環境環境にもにもにもにも取取取取りりりり組組組組むというこむというこむというこむというこれれれれまでにないまでにないまでにないまでにない役割役割役割役割がががが企企企企業業業業にににに期待期待期待期待さささされれれれているているているているわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、ここでここでここでここで環境環境環境環境パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・ＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢというというというという、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県以以以以外外外外からごからごからごからご参参参参加加加加いただいただいただいただいたいたいたいた方方方方にはにはにはには耳慣耳慣耳慣耳慣れれれれないないないない団団団団体体体体についてについてについてについて、、、、会長会長会長会長であるであるであるである深谷深谷深谷深谷・・・・デデデデンンンンソソソソーーーー副会長副会長副会長副会長からおからおからおからお話話話話くださいくださいくださいください。。。。    
    深谷会長深谷会長深谷会長深谷会長            「「「「エエエエポポポポックックックック」」」」というのはというのはというのはというのは環境環境環境環境パートナーシップ・クラパートナーシップ・クラパートナーシップ・クラパートナーシップ・クラブブブブのののの略称略称略称略称ですですですです。。。。発発発発足足足足したのはしたのはしたのはしたのは 2000200020002000年年年年２２２２月月月月でででで、、、、産業産業産業産業界界界界ののののオピオピオピオピニニニニオオオオンリーンリーンリーンリーダダダダーとしてスタートしましたがーとしてスタートしましたがーとしてスタートしましたがーとしてスタートしましたが、「、「、「、「官官官官・・・・学学学学」」」」にににに市市市市民民民民がががが参参参参加加加加してしてしてして地域地域地域地域ぐぐぐぐるみでるみでるみでるみで環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷低減低減低減低減にににに向向向向けてのけてのけてのけての活動活動活動活動ををををボボボボランティアとしてランティアとしてランティアとしてランティアとして取取取取りりりり組組組組んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。ねねねねらいはらいはらいはらいは、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全とととと企企企企業業業業活動活動活動活動をををを調和調和調和調和ささささせせせせるというものでるというものでるというものでるというもので、、、、参参参参加加加加しているしているしているしている企企企企業業業業はははは業業業業種種種種やややや企企企企業業業業規規規規模模模模のののの大大大大小小小小をををを越越越越ええええてててて活動活動活動活動にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。        ここここれれれれまでのまでのまでのまでの活動活動活動活動をををを３３３３点点点点にしにしにしにしぼぼぼぼってごってごってごってご紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。        ままままずずずず設立設立設立設立からからからから愛知愛知愛知愛知万博万博万博万博までのまでのまでのまでの時時時時期期期期ですですですです。。。。このこのこのこの時時時時期期期期はははは、、、、循循循循環型経済社会環型経済社会環型経済社会環型経済社会にににに向向向向けてけてけてけて「「「「環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷低減低減低減低減活動活動活動活動をしようをしようをしようをしよう」」」」ががががキキキキーーーーワワワワーーーードドドドでしたでしたでしたでした。。。。このこのこのこの目的目的目的目的にににに賛賛賛賛同同同同したしたしたした企企企企業業業業がまがまがまがまずずずず集集集集うううう、、、、そしてそしてそしてそして
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走走走走りながらりながらりながらりながら考考考考ええええようということでスタートしたようということでスタートしたようということでスタートしたようということでスタートしたわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、色色色色々々々々なななな業業業業種種種種、、、、企企企企業業業業のののの大大大大小小小小をををを異異異異にしたにしたにしたにした企企企企業業業業がががが３００３００３００３００社社社社ほほほほどどどど集集集集まりましたまりましたまりましたまりました。。。。        次次次次にににに 2002002002004444年年年年からからからから 2005200520052005年年年年にかけてにかけてにかけてにかけて、「、「、「、「愛愛愛愛・・・・地地地地球博球博球博球博でででで未来未来未来未来をををを探探探探そうそうそうそう」」」」というテーというテーというテーというテーママママをををを設設設設けてけてけてけて、、、、「「「「エエエエポポポポックックックック」」」」のののの認認認認知知知知度度度度をををを高高高高めるめるめるめる活動活動活動活動をしましたをしましたをしましたをしました。。。。具体的具体的具体的具体的ににににはははは、「、「、「、「ババババックックックックヤヤヤヤーーーードドドドツツツツアーアーアーアー」」」」といといといということでうことでうことでうことで万博万博万博万博会場会場会場会場のののの施設施設施設施設のののの裏裏裏裏側側側側をををを見見見見るるるる活動活動活動活動やややや、「、「、「、「エコトークセッションエコトークセッションエコトークセッションエコトークセッション」」」」をををを行行行行ってってってって小小小小学生学生学生学生ににににもももも参参参参加加加加してもらおうとしてもらおうとしてもらおうとしてもらおうと、、、、小小小小学学学学校校校校へへへへのののの出出出出前前前前授業授業授業授業などをなどをなどをなどを行行行行ったりしましたったりしましたったりしましたったりしました。。。。このこのこのこの中中中中でででで、、、、子子子子どもどもどもどものののの豊豊豊豊かなかなかなかな発発発発想想想想にににに驚驚驚驚かさかさかさかされれれれましたましたましたました。。。。いいいいずれずれずれずれにしてもにしてもにしてもにしても、、、、このようなこのようなこのようなこのような活動活動活動活動をををを通通通通してしてしてして 1111 つのステーつのステーつのステーつのステータスをタスをタスをタスを得得得得ることができましたることができましたることができましたることができました。。。。またまたまたまた持続持続持続持続的的的的発展発展発展発展のためののためののためののための基基基基礎礎礎礎をををを築築築築くことができたとくことができたとくことができたとくことができた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。。。。        愛知愛知愛知愛知万博万博万博万博後後後後がががが三期目三期目三期目三期目になりますになりますになりますになります。。。。キキキキーーーーワワワワーーーードドドドはははは「「「「モノづくりのモノづくりのモノづくりのモノづくりの技技技技からからからから、、、、環境環境環境環境のののの技技技技へへへへ」。」。」。」。大大大大中中中中小小小小のののの企企企企業業業業がそがそがそがそれぞれれぞれれぞれれぞれのののの役割役割役割役割をををを果果果果たしながらたしながらたしながらたしながら、、、、特特特特定企定企定企定企業業業業へへへへ負荷負荷負荷負荷がががが集中集中集中集中しないしないしないしないようにようにようにように仕仕仕仕組組組組みみみみをををを作作作作ってってってって活動活動活動活動していますしていますしていますしています。。。。具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、、、、各種各種各種各種のセミナーののセミナーののセミナーののセミナーの開催開催開催開催、、、、エコエコエコエコツツツツアーなどのアーなどのアーなどのアーなどの実施実施実施実施、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会やややや学学学学校校校校、、、、市市市市民民民民のののの参参参参加加加加によるリサイクルによるリサイクルによるリサイクルによるリサイクル探探探探検検検検隊隊隊隊などのなどのなどのなどの実施実施実施実施、、、、さらにはさらにはさらにはさらには海外海外海外海外のののの研研研研修修修修生生生生のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ活動活動活動活動もももも行行行行っていますっていますっていますっています。。。。こうしたこうしたこうしたこうした中中中中でででで、、、、中部経済産業中部経済産業中部経済産業中部経済産業局局局局のののの協力協力協力協力もいただいていまもいただいていまもいただいていまもいただいていますすすす。。。。愛知県愛知県愛知県愛知県のののの「「「「資源循資源循資源循資源循環情報環情報環情報環情報システムシステムシステムシステム」」」」にもにもにもにも協力協力協力協力してしてしてして、、、、資源循資源循資源循資源循環環環環にににに向向向向けてけてけてけて企企企企業業業業のののの自自自自己己己己評価評価評価評価やややや取取取取りりりり組組組組みみみみ検討検討検討検討などのなどのなどのなどのツツツツールのールのールのールの提提提提供供供供活動活動活動活動などをなどをなどをなど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。。。。        課題課題課題課題としてはとしてはとしてはとしては、、、、第第第第一一一一にににに環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの両両両両立立立立はははは今今今今後後後後ののののキキキキーーーーワワワワーーーードドドドですがですがですがですが、、、、資源循資源循資源循資源循環環環環にまではにまではにまではにまではいっていまいっていまいっていまいっていませんせんせんせん。。。。第第第第二二二二にににに業業業業種種種種、、、、企企企企業業業業規模規模規模規模をををを超超超超ええええてててて参参参参加企加企加企加企業業業業がががが広広広広がってきていますががってきていますががってきていますががってきていますが、、、、他他他他地地地地域域域域へへへへのののの資源循資源循資源循資源循環環環環のののの輪輪輪輪をををを広広広広げげげげていかていかていかていかねばねばねばねばならないということですならないということですならないということですならないということです。。。。第三第三第三第三にににに愛知愛知愛知愛知はははは環境環境環境環境先先先先進地進地進地進地域域域域といっていますがといっていますがといっていますがといっていますが、、、、何何何何をもってをもってをもってをもって進進進進んんんんでいるをいでいるをいでいるをいでいるをいええええるのかるのかるのかるのか。。。。裏裏裏裏づけをづけをづけをづけを持持持持ってさらなるモラってさらなるモラってさらなるモラってさらなるモラルアップをルアップをルアップをルアップを図図図図っていかっていかっていかっていかねばねばねばねばならないということですならないということですならないということですならないということです。。。。        架谷教授架谷教授架谷教授架谷教授            このこのこのこの会場会場会場会場にはにはにはには設立設立設立設立当当当当初初初初からからからから「「「「エエエエポポポポックックックック」」」」をををを支支支支ええええてててて来来来来らららられれれれているトているトているトているトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車とととと、、、、デデデデンンンンソソソソーのーのーのーの関係関係関係関係者者者者のののの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いますいますいますいます。。。。何何何何かごかごかごかご発発発発言言言言はははは。。。。    
    （（（（会場会場会場会場からのからのからのからの発言発言発言発言））））    ――――トトトトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車はははは設立設立設立設立当当当当初初初初からからからから参参参参加加加加していますがしていますがしていますがしていますが、、、、環境経環境経環境経環境経営営営営をレをレをレをレベベベベルアップしてルアップしてルアップしてルアップして取取取取りりりり組組組組んんんんでいきたいとでいきたいとでいきたいとでい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。。。。当当当当初初初初ははははＩＳＯＩＳＯＩＳＯＩＳＯ取取取取得得得得をしようとをしようとをしようとをしようと取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、ここここれれれれはクリアしましはクリアしましはクリアしましはクリアしましてててて、、、、環境環境環境環境へへへへのののの意意意意識識識識もももも高高高高まりまりまりまり、、、、企企企企業業業業間間間間のののの交交交交流流流流もももも活活活活発発発発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。。。。ここここれれれれからはからはからはからは内内内内容容容容もテンもテンもテンもテンポポポポもももも高高高高めながらめながらめながらめながら企企企企業業業業としてどのようにとしてどのようにとしてどのようにとしてどのように活動活動活動活動していってよいのかしていってよいのかしていってよいのかしていってよいのか、、、、難難難難しいしいしいしい時時時時代代代代にににに入入入入ってきたってきたってきたってきたとととと認認認認識識識識していますしていますしていますしています。。。。    
    ――――デデデデンンンンソソソソーもーもーもーも設立設立設立設立当当当当初初初初からからからから参参参参加加加加していますがしていますがしていますがしていますが、「、「、「、「エエエエポポポポックックックック」」」」のののの活動活動活動活動がががが自分自分自分自分のののの本来本来本来本来のののの業務業務業務業務にもにもにもにも活活活活かすことができるようになってきていますかすことができるようになってきていますかすことができるようになってきていますかすことができるようになってきています。。。。今今今今後後後後どうしたらこのどうしたらこのどうしたらこのどうしたらこの活動活動活動活動にににに企企企企業業業業としてのとしてのとしてのとしてのメメメメリットをリットをリットをリットを感感感感じじじじらららられれれれるようになるかるようになるかるようになるかるようになるか考考考考ええええ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えええていますていますていますています。。。。    
    架谷教授架谷教授架谷教授架谷教授    環境環境環境環境がががが経経経経営資源営資源営資源営資源のののの一部一部一部一部にににに組組組組みみみみ込込込込ままままれれれれていくことがていくことがていくことがていくことが 21212121世紀世紀世紀世紀社会社会社会社会へへへへのののの強強強強いいいいメメメメッセーッセーッセーッセージとなりジとなりジとなりジとなり、、、、持続可能社会持続可能社会持続可能社会持続可能社会へへへへのののの 1111つのつのつのつのヒヒヒヒントとなることがよくントとなることがよくントとなることがよくントとなることがよくわわわわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。    
    ●●●●トヨタトヨタトヨタトヨタ自動車自動車自動車自動車のののの考考考考ええええ方方方方とととと取取取取りりりり組組組組みみみみ    
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架谷教授架谷教授架谷教授架谷教授            「「「「エエエエポポポポックックックック」」」」というというというという企企企企業業業業によるによるによるによる環境環境環境環境ののののボボボボランティアランティアランティアランティア団団団団体体体体についておについておについておについてお話話話話いただきましたがいただきましたがいただきましたがいただきましたが、、、、次次次次にににに企企企企業業業業そのもののそのもののそのもののそのものの取取取取りりりり組組組組みについておみについておみについておみについてお聞聞聞聞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。。。。企企企企業業業業がががが地域地域地域地域のののの環境環境環境環境にににに与与与与ええええるるるる影響影響影響影響というものはというものはというものはというものは少少少少なからなからなからなからずずずずありありありあり、、、、同時同時同時同時にににに地域地域地域地域のののの社会経済社会経済社会経済社会経済のののの維維維維持発展持発展持発展持発展にとってにとってにとってにとって企企企企業業業業はははは欠欠欠欠くことができないくことができないくことができないくことができない財財財財産産産産でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。わわわわがががが国国国国のののの先先先先進進進進企企企企業業業業でもあるトでもあるトでもあるトでもあるトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車のののの田田田田島島島島環境環境環境環境部長部長部長部長からからからから地域地域地域地域とととと企企企企業業業業がががが共生共生共生共生しししし持続可持続可持続可持続可能能能能となるということについてトとなるということについてトとなるということについてトとなるということについてトヨヨヨヨタのタのタのタの考考考考ええええ方方方方とととと取取取取りりりり組組組組みについておみについておみについておみについてお話話話話くださいくださいくださいください。。。。    
    田島部長田島部長田島部長田島部長            今今今今日日日日のののの私私私私のおのおのおのお話話話話はははは、、、、トトトトヨヨヨヨタのタのタのタの製品製品製品製品がいかにがいかにがいかにがいかに環境環境環境環境ににににややややさしいさしいさしいさしい製品製品製品製品であるかであるかであるかであるか知知知知っていただくっていただくっていただくっていただくことをことをことをことを目的目的目的目的にしていますにしていますにしていますにしています。。。。一一一一民間企民間企民間企民間企業業業業としてとしてとしてとして、、、、どのようにどのようにどのようにどのように環境環境環境環境対応対応対応対応しているかをごしているかをごしているかをごしているかをご説説説説明明明明しししし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。。。。        トトトトヨヨヨヨタはタはタはタは自動自動自動自動車車車車をををを通通通通してしてしてして豊豊豊豊かなかなかなかな社会社会社会社会づくりにづくりにづくりにづくりに貢献貢献貢献貢献することをすることをすることをすることを基本基本基本基本理念理念理念理念としてきていますとしてきていますとしてきていますとしてきています。。。。豊豊豊豊かなかなかなかな社会社会社会社会づくりとはづくりとはづくりとはづくりとは、、、、いいかいいかいいかいいかええええるとるとるとると持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会づくりということですづくりということですづくりということですづくりということです。。。。1935193519351935 年年年年にににに定定定定めらめらめらめられれれれましたましたましたました「「「「トトトトヨヨヨヨタタタタ綱綱綱綱領領領領」」」」のののの精精精精神神神神にににに基基基基づきづきづきづき、「、「、「、「トトトトヨヨヨヨタタタタ地地地地球球球球環境環境環境環境憲章憲章憲章憲章」」」」をををを策策策策定定定定しししし、、、、グルーグルーグルーグループプププ企企企企業業業業 500500500500 社社社社がががが同同同同じじじじ方方方方針針針針でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。具体的具体的具体的具体的にはにはにはには 5555 かかかか年年年年ごとのごとのごとのごとの「「「「中中中中期期期期計画計画計画計画」」」」をををを立立立立てててててててて取取取取りりりり組組組組んんんんでいますがでいますがでいますがでいますが、、、、現現現現在在在在はははは 2006200620062006 年年年年からからからから 2010201020102010 年年年年までのまでのまでのまでの第第第第 4444 次次次次トトトトヨヨヨヨタタタタ環境取組環境取組環境取組環境取組プランのプランのプランのプランの実行実行実行実行段階段階段階段階にありますにありますにありますにあります。。。。すなすなすなすなわわわわちエちエちエちエネネネネルルルルギギギギーーーー、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、資源循資源循資源循資源循環環環環、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷物物物物質質質質・・・・大大大大気気気気環境環境環境環境対対対対策策策策のののの 4444大大大大テーテーテーテーママママをををを 22222222項項項項目目目目ににににブブブブレイクレイクレイクレイクダダダダウンしていますウンしていますウンしていますウンしています。。。。時時時時間間間間のののの関係関係関係関係でででで詳詳詳詳細細細細はははは省省省省略略略略ささささせせせせてててていただきますがいただきますがいただきますがいただきますが、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは先輩先輩先輩先輩からからからから受受受受けけけけ継継継継いできているいできているいできているいできているＤＮＡＤＮＡＤＮＡＤＮＡにににに基基基基づいてづいてづいてづいて、「、「、「、「だだだだれれれれがががが」「」「」「」「いいいいつまでにつまでにつまでにつまでに」「」「」「」「なにをするかなにをするかなにをするかなにをするか」」」」をををを定量目定量目定量目定量目標標標標としてとしてとしてとして設設設設定定定定していますしていますしていますしています。。。。そういうそういうそういうそういう具体的具体的具体的具体的なななな目目目目標標標標にににに向向向向かってかってかってかって ppppllllanananan→→→→ddddoooo→→→→cccchhhhececececkkkk→→→→actionactionactionactionをををを遂遂遂遂行行行行していますしていますしていますしています。。。。        そのそのそのその中中中中でででで 3333 つのサスティナビリティをつのサスティナビリティをつのサスティナビリティをつのサスティナビリティを堅堅堅堅持持持持してしてしてして持続可能社会持続可能社会持続可能社会持続可能社会のののの追求追求追求追求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。。。。１１１１つはつはつはつは研究開発研究開発研究開発研究開発ですですですです。。。。安安安安全全全全、、、、環境環境環境環境なくしてなくしてなくしてなくして未来未来未来未来はないというはないというはないというはないという考考考考ええええからからからから、、、、人人人人とととと地地地地球球球球のののの共生共生共生共生をををを実実実実現現現現するサスティナするサスティナするサスティナするサスティナブブブブル・モビリティのル・モビリティのル・モビリティのル・モビリティの追求追求追求追求ですですですです。。。。2222つつつつ目目目目はモノづくりをはモノづくりをはモノづくりをはモノづくりを通通通通してのサスティナしてのサスティナしてのサスティナしてのサスティナビリティのビリティのビリティのビリティの追求追求追求追求ですですですです。。。。具体的具体的具体的具体的にはにはにはには自自自自然然然然をををを活用活用活用活用したしたしたした工場工場工場工場づくりづくりづくりづくり、、、、サスティナサスティナサスティナサスティナブブブブル・プラントル・プラントル・プラントル・プラント活動活動活動活動ですですですです。。。。3333つつつつ目目目目はははは社会社会社会社会貢献貢献貢献貢献ですですですです。。。。人人人人づくりづくりづくりづくり、、、、環境教環境教環境教環境教育育育育、、、、社会社会社会社会とととと世界世界世界世界にににに定着定着定着定着ささささせせせせるるるる仕仕仕仕組組組組みづみづみづみづくりですくりですくりですくりです。。。。        自動自動自動自動車車車車はははは、、、、よりよりよりより快適快適快適快適にににに、、、、よりよりよりより安安安安全全全全にににに移移移移動動動動することすることすることすることによってよりによってよりによってよりによってより豊豊豊豊かなかなかなかな社会社会社会社会づくりにづくりにづくりにづくりに貢献貢献貢献貢献できるものですができるものですができるものですができるものですが、、、、同時同時同時同時にににに負負負負のののの部部部部分分分分もあるともあるともあるともあると認認認認識識識識していますしていますしていますしています。。。。たとたとたとたとえばえばえばえば今今今今、、、、交交交交通通通通事事事事故故故故によによによによるるるる死死死死者者者者はははは年年年年間間間間でででで約約約約 6000600060006000 名名名名ですがですがですがですが、、、、ここここれれれれをゼロにするをゼロにするをゼロにするをゼロにする技術技術技術技術、、、、ゼロナイゼロナイゼロナイゼロナイズズズズするするするする技術技術技術技術のののの高度化高度化高度化高度化、、、、同時同時同時同時にににに自動自動自動自動車車車車のののの持持持持っているっているっているっているポポポポジティジティジティジティブブブブなものをなものをなものをなものをママママキキキキシナイシナイシナイシナイズズズズするするするする、、、、ここここれれれれをををを研究開発研究開発研究開発研究開発のののの基本基本基本基本ポポポポリシーにしていますリシーにしていますリシーにしていますリシーにしています。。。。        さてさてさてさて、、、、トトトトヨヨヨヨタではタではタではタでは世界世界世界世界主主主主要要要要１５１５１５１５かかかか国国国国約約約約 12121212,,,,000000000000人人人人へへへへのののの面面面面談談談談によるによるによるによる聞聞聞聞きききき取取取取りりりり調調調調査査査査をををを実施実施実施実施しましましましましたがしたがしたがしたが、、、、そのそのそのその中中中中でででで自動自動自動自動車車車車メメメメーーーーカカカカーにーにーにーに期待期待期待期待するするするする社会社会社会社会的的的的責責責責任任任任はははは何何何何かというかというかというかという項項項項目目目目ではではではでは、、、、①①①①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商商商商品品品品のののの開発開発開発開発②②②②法法法法令令令令順順順順守守守守③③③③国国国国やややや地域地域地域地域でのでのでのでの雇雇雇雇用用用用のののの創創創創出出出出④④④④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設設設設備備備備でのでのでのでの生産生産生産生産となっていましたとなっていましたとなっていましたとなっていました。。。。ここここれれれれをををを見見見見てもてもてもてもわわわわかるようにかるようにかるようにかるように、、、、本業本業本業本業をををを通通通通してのしてのしてのしての環境環境環境環境対応対応対応対応がいかにがいかにがいかにがいかに期待期待期待期待さささされれれれているかがているかがているかがているかがわわわわかりますかりますかりますかります。。。。        このこのこのこの点点点点でででで、、、、私私私私どものモノづくりのどものモノづくりのどものモノづくりのどものモノづくりの特特特特徴徴徴徴についておについておについておについてお話話話話いたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、モノづくりのモノづくりのモノづくりのモノづくりの中中中中でででで工工工工場場場場からからからから排排排排出出出出さささされれれれるるるるＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２とととと、、、、つくったモノからつくったモノからつくったモノからつくったモノからＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２がががが排排排排出出出出さささされれれれるというるというるというるという特特特特徴徴徴徴がありますがありますがありますがあります。。。。このうちこのうちこのうちこのうち前前前前者者者者のののの排排排排出出出出量量量量はははは、、、、全全全全世界世界世界世界のののの自動自動自動自動車車車車工場工場工場工場からからからから排排排排出出出出さささされれれれるのはるのはるのはるのは世界世界世界世界のののの総排総排総排総排出出出出量量量量のののの 0000....2222
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～～～～0000....3333％％％％。。。。しかししかししかししかし、、、、車車車車がががが使使使使われわれわれわれることによってることによってることによってることによって排排排排出出出出さささされれれれるるるるＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２はははは、、、、運運運運輸輸輸輸部部部部門門門門がががが占占占占めるめるめるめる 20202020～～～～30303030％％％％のうちのうちのうちのうち、、、、自動自動自動自動車車車車はははは 16161616～～～～17171717％％％％占占占占めてめてめてめていますいますいますいます。。。。このこのこのこのＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２をををを削減削減削減削減することがすることがすることがすることが使使使使命命命命ですですですです。。。。        そこでそこでそこでそこで私私私私どもはどもはどもはどもは燃燃燃燃費効率費効率費効率費効率のアップをめざしてのアップをめざしてのアップをめざしてのアップをめざして取取取取りりりり組組組組んんんんでいますがでいますがでいますがでいますが、、、、1997199719971997年年年年からからからから 2007200720072007年年年年ままままでのでのでのでの 10101010年年年年間間間間にににに、、、、トトトトヨヨヨヨタタタタ車車車車のののの平均平均平均平均燃燃燃燃費費費費はははは約約約約２８２８２８２８％％％％向上向上向上向上していますしていますしていますしています。。。。1997199719971997年年年年にプリウスをにプリウスをにプリウスをにプリウスを発発発発売売売売してしてしてして以以以以来来来来当当当当社社社社ののののハハハハイイイイブブブブリッリッリッリッドカドカドカドカーはーはーはーは世界世界世界世界でででで好好好好評評評評をををを得得得得ていますがていますがていますがていますが、、、、現現現現在在在在までにまでにまでにまでに累累累累計計計計でででで 150150150150 万万万万台台台台がこのがこのがこのがこの地地地地球上球上球上球上をををを走走走走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ＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２削減削減削減削減効効効効果果果果はははは 750750750750 万万万万トンにもなりますトンにもなりますトンにもなりますトンにもなります。。。。ここここれれれれをををを原原原原油油油油換換換換算算算算にするとにするとにするとにすると、、、、30303030万万万万トンタントンタントンタントンタンカカカカーーーー50505050隻隻隻隻分分分分になりますになりますになりますになります。。。。        次次次次にににに工場工場工場工場からからからから出出出出るるるるＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２ですがですがですがですが、、、、私私私私どものどものどものどもの日本日本日本日本のののの工場工場工場工場からからからから排排排排出出出出さささされれれれるるるるＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２のののの量量量量をををを、、、、1990199019901990年年年年比比比比でででで 2010201020102010 年年年年までにまでにまでにまでに２０２０２０２０％％％％削減削減削減削減することをすることをすることをすることを目指目指目指目指しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、すでにすでにすでにすでに昨昨昨昨年年年年 2007200720072007 年年年年度度度度にににに達達達達成成成成しましたしましたしましたしました。。。。そこでそこでそこでそこで現現現現在在在在はははは、、、、2010201020102010年年年年にににに向向向向けてのけてのけてのけてのチャチャチャチャレンジレンジレンジレンジ目目目目標標標標をかかをかかをかかをかかげげげげ、、、、90909090年年年年度度度度比比比比でででで 30303030％％％％削削削削減減減減をををを目指目指目指目指してしてしてして取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる最中最中最中最中ですですですです。。。。        最後最後最後最後にににに、、、、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へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて一一一一言言言言。。。。私私私私どものどものどものどもの責責責責任任任任はははは技術技術技術技術革革革革新新新新ででででエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー効率効率効率効率をいかにをいかにをいかにをいかに高高高高めるかがめるかがめるかがめるかが課題課題課題課題ですですですです。。。。運運運運輸輸輸輸部部部部門門門門ののののＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２削減削減削減削減にはにはにはには、、、、総総総総合合合合的的的的なななな取組取組取組取組がががが必必必必要要要要でありでありでありであり、、、、行政行政行政行政やややや燃燃燃燃料料料料メメメメーーーーカカカカーーーー、、、、ユユユユーーーーザザザザーのーのーのーの各各各各セクターがそセクターがそセクターがそセクターがそれぞれれぞれれぞれれぞれのののの役割役割役割役割をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり果果果果たすことがたすことがたすことがたすことが大大大大切切切切ですですですです。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは私私私私どどどどものものものもの役割役割役割役割をををを今今今今後後後後もしっかりもしっかりもしっかりもしっかり果果果果たしてまいたしてまいたしてまいたしてまいるるるる所所所所存存存存ですですですです。。。。    
    ● 自治体自治体自治体自治体のののの役割役割役割役割とととと愛知県愛知県愛知県愛知県のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて    架谷教授架谷教授架谷教授架谷教授            稲稲稲稲垣垣垣垣副知事副知事副知事副知事からはからはからはからは、、、、2222つのつのつのつの点点点点についてごについてごについてごについてご意見意見意見意見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。。。。ままままずずずず冒冒冒冒頭頭頭頭、、、、藤田藤田藤田藤田先先先先生生生生やややや小小小小澤澤澤澤先先先先生生生生からおからおからおからお話話話話いただいたいただいたいただいたいただいた自治体自治体自治体自治体のののの役割役割役割役割についてどのようにおについてどのようにおについてどのようにおについてどのようにお考考考考ええええなのかということなのかということなのかということなのかということ。。。。次次次次にににに愛知県愛知県愛知県愛知県のののの特特特特徴徴徴徴としてとしてとしてとして、、、、モノづくりモノづくりモノづくりモノづくり産業産業産業産業のののの集集集集積積積積、、、、モノづくりにモノづくりにモノづくりにモノづくりに偏偏偏偏らないらないらないらないババババランスのランスのランスのランスの取取取取れれれれたたたた産産産産業構業構業構業構造造造造、、、、そしてそしてそしてそして大都市大都市大都市大都市やややや工業都市工業都市工業都市工業都市とととと共共共共存存存存するするするする自自自自然然然然環境環境環境環境というというというという特性特性特性特性がありますががありますががありますががありますが、、、、そのようそのようそのようそのようなななな特性特性特性特性をををを踏踏踏踏ままままええええたたたた場合場合場合場合のののの愛知愛知愛知愛知ならではのならではのならではのならではの取取取取りりりり組組組組みについておみについておみについておみについてお話話話話くださいくださいくださいください。。。。    
    稲垣副知事稲垣副知事稲垣副知事稲垣副知事            私私私私はははは、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会へへへへ向向向向けてのけてのけてのけての自治体自治体自治体自治体のののの役割役割役割役割とととと愛知県愛知県愛知県愛知県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、今今今今後後後後のののの課題課題課題課題についについについについておておておてお話話話話ささささせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。ここここれれれれからのからのからのからの社会社会社会社会をををを考考考考ええええるるるる場合場合場合場合、、、、地地地地球球球球温暖温暖温暖温暖化化化化へへへへのののの対対対対策策策策、、、、生物生物生物生物多多多多様様様様性性性性のののの保保保保全全全全、、、、資源循資源循資源循資源循環型社会環型社会環型社会環型社会のののの実現実現実現実現がががが重要重要重要重要なななな課題課題課題課題となりますとなりますとなりますとなります。。。。ここここれれれれらのらのらのらの諸諸諸諸問問問問題題題題はははは何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でそでそでそでそれぞれれぞれれぞれれぞれオオオオーーーーババババーラップしたーラップしたーラップしたーラップした問問問問題題題題ですですですです。。。。資源循資源循資源循資源循環環環環ひひひひとつとつとつとつ見見見見てもてもてもても、、、、未未未未利用資源利用資源利用資源利用資源ややややエエエエネネネネルルルルギギギギーがありーがありーがありーがあり、、、、そそそそれれれれをどのようにをどのようにをどのようにをどのように利用利用利用利用するかがするかがするかがするかが大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題ですですですです。。。。        そこでそこでそこでそこで行政行政行政行政のののの役割役割役割役割ですがですがですがですが、、、、１１１１つはもっとつはもっとつはもっとつはもっとわわわわかりかりかりかりややややすくすくすくすく理解理解理解理解できるできるできるできる取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めるめるめるめる必必必必要要要要があるということですがあるということですがあるということですがあるということです。。。。2222つつつつ目目目目はははは何何何何をどうしたらよいのかををどうしたらよいのかををどうしたらよいのかををどうしたらよいのかを、、、、県県県県民民民民やややや市市市市民民民民、、、、企企企企業業業業ににににわわわわかりかりかりかりややややすくすくすくすく提提提提案案案案するするするする仕仕仕仕組組組組みづくりみづくりみづくりみづくり、、、、コーコーコーコーデデデディィィィネネネネイトするイトするイトするイトする人人人人材材材材のののの育育育育成成成成がががが必必必必要要要要だということですだということですだということですだということです。。。。3333つつつつ目目目目はははは財財財財政政政政的的的的なななな支支支支援援援援をどうするかというをどうするかというをどうするかというをどうするかという問問問問題題題題ですですですです。。。。        次次次次にににに愛知県愛知県愛知県愛知県のののの取取取取りりりり組組組組みについておみについておみについておみについてお話話話話しますしますしますします。。。。愛知愛知愛知愛知万博万博万博万博のときはのときはのときはのときは、、、、代表代表代表代表者者者者のののの方方方方にはにはにはには、、、、自自自自ららららゴゴゴゴミのミのミのミの分分分分別別別別をしていただきをしていただきをしていただきをしていただき、、、、そそそそれれれれをリサイクルしていただきましたをリサイクルしていただきましたをリサイクルしていただきましたをリサイクルしていただきました。。。。またまたまたまた会場会場会場会場からからからから出出出出たたたた生生生生ゴゴゴゴミをミをミをミを燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池にしてにしてにしてにして、、、、そそそそれれれれでででで発発発発電電電電してしてしてして会場会場会場会場でででで使使使使いいいい、、、、来場者来場者来場者来場者にそにそにそにそれれれれをををを見見見見ていただくことにていただくことにていただくことにていただくことによりよりよりより意意意意識識識識をををを高高高高めていただきましためていただきましためていただきましためていただきました。。。。        またまたまたまた、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県はははは 31313131年年年年間間間間、、、、モノづくりモノづくりモノづくりモノづくり NNNNｏｏｏｏ,,,,1111となるとなるとなるとなる一方一方一方一方、、、、農業産出農業産出農業産出農業産出額額額額全国全国全国全国 6666位位位位というというというという大大大大変変変変ババババランスのとランスのとランスのとランスのとれれれれたたたた地域地域地域地域特性特性特性特性をををを持持持持っていますっていますっていますっています。。。。ということはということはということはということは未未未未利用利用利用利用のののの資源資源資源資源がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんあるとあるとあるとあると
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いうことでありいうことでありいうことでありいうことであり、、、、そそそそれれれれをををを上手上手上手上手くくくく使使使使ってってってって地域内地域内地域内地域内でででで循循循循環環環環ささささせせせせるるるる必必必必要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。そういうそういうそういうそういう観観観観点点点点でででで「「「「ゼロエミッション・コミュゼロエミッション・コミュゼロエミッション・コミュゼロエミッション・コミュニニニニティティティティ構構構構想想想想」」」」をををを提提提提案案案案ささささせせせせていただいていますていただいていますていただいていますていただいています。。。。ここここれれれれはははは、、、、環環環環境境境境とととと産業産業産業産業とととと暮暮暮暮らしがらしがらしがらしが調和調和調和調和するするするする、、、、快適快適快適快適でででで安心安心安心安心なななな地域地域地域地域そだてをしようというそだてをしようというそだてをしようというそだてをしようという構構構構想想想想でででで、、、、地域地域地域地域といといといというううう共共共共通通通通のののの場場場場をををを舞台舞台舞台舞台にににに、、、、住住住住民民民民やややや企企企企業業業業、、、、大学大学大学大学、、、、行政行政行政行政などによるなどによるなどによるなどによる、、、、環境環境環境環境をををを基調基調基調基調にしたにしたにしたにした横横横横断断断断的的的的でででで統統統統合合合合的的的的なコラなコラなコラなコラボボボボレーションレーションレーションレーション（（（（環境環境環境環境協協協協働働働働））））によってによってによってによって、、、、持続可能社会持続可能社会持続可能社会持続可能社会づくりをすすめていくことづくりをすすめていくことづくりをすすめていくことづくりをすすめていくことをををを目的目的目的目的としていますとしていますとしていますとしています。。。。        さらにさらにさらにさらに 2222010010010010年年年年にはにはにはには、、、、世界各世界各世界各世界各国国国国からからからから約約約約 7000700070007000名名名名がががが参参参参加加加加するするするする「「「「生物生物生物生物多多多多様様様様性条性条性条性条約約約約 10101010回回回回締締締締約約約約国際国際国際国際会議会議会議会議（（（（ＣＯＰＣＯＰＣＯＰＣＯＰ10101010）」）」）」）」がががが愛知県名古屋市愛知県名古屋市愛知県名古屋市愛知県名古屋市でででで開催開催開催開催さささされれれれますますますます。。。。私私私私どもではどもではどもではどもでは、、、、このこのこのこの会議会議会議会議をををを通通通通してしてしてして、、、、モモモモノづくりのノづくりのノづくりのノづくりの地域地域地域地域からからからから生物生物生物生物多多多多様様様様性性性性とととと産業産業産業産業・・・・開発開発開発開発がががが両両両両立立立立できるということをできるということをできるということをできるということを世界世界世界世界にににに発発発発信信信信してましてましてましてまいりたいといりたいといりたいといりたいと考考考考ええええていますていますていますています。。。。    
    架谷教授架谷教授架谷教授架谷教授                君塚室長君塚室長君塚室長君塚室長、、、、経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省のののの立場立場立場立場からからからから一一一一言言言言おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    
    君塚室長君塚室長君塚室長君塚室長            各各各各パパパパネネネネラーのラーのラーのラーの方方方方からごからごからごからご提提提提案案案案いただいたことをいただいたことをいただいたことをいただいたことを連携連携連携連携してしてしてして進進進進めていかめていかめていかめていかねばねばねばねばならないというこならないというこならないというこならないということがとがとがとが本日本日本日本日のののの主主主主旨旨旨旨であったとであったとであったとであったと思思思思いますいますいますいます。。。。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はではではでは、、、、確確確確かにかにかにかに共共共共通通通通のプラットホームをのプラットホームをのプラットホームをのプラットホームをどどどどうつくっていくかがこうつくっていくかがこうつくっていくかがこうつくっていくかがこれれれれからのからのからのからの課題課題課題課題ですですですです。。。。様様様様々々々々なななな視点視点視点視点からのごからのごからのごからのご提提提提案案案案をををを一一一一体体体体としてとしてとしてとして推進推進推進推進ししししてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    
    架谷教授架谷教授架谷教授架谷教授            本日本日本日本日のののの皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご発発発発言言言言、、、、ごごごご意見意見意見意見をおをおをおをお聞聞聞聞きしていましてきしていましてきしていましてきしていまして、、、、民民民民族族族族としてのとしてのとしてのとしての自信自信自信自信とととと誇誇誇誇りをきちりをきちりをきちりをきちんんんんとととと持持持持つことがつことがつことがつことが大事大事大事大事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実実実実感感感感いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。ここここれれれれがががが失失失失われわれわれわれるとるとるとると持続可能持続可能持続可能持続可能なななな幸幸幸幸せせせせににににはつながりまはつながりまはつながりまはつながりませんせんせんせん。。。。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はではではでは、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい時時時時代状況代状況代状況代状況ではありますがではありますがではありますがではありますが、、、、再再再再びびびび日本国日本国日本国日本国民民民民がががが21212121 世紀世紀世紀世紀にににに対対対対してしてしてして自信自信自信自信とととと誇誇誇誇りをりをりをりを本本本本当当当当にににに取取取取りりりり戻戻戻戻していくしていくしていくしていく今今今今ががががチャチャチャチャンスなのではないかとンスなのではないかとンスなのではないかとンスなのではないかと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。長時長時長時長時間間間間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。。。。    


