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ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム ｉｎｉｎｉｎｉｎ あきたあきたあきたあきた ２００７２００７２００７２００７ 

～～～～県民総参加県民総参加県民総参加県民総参加によるによるによるによる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指してしてしてして～～～～ 

 日時日時日時日時    ：：：：    2007年年年年８８８８月月月月 31日日日日（（（（金金金金））））13:30－－－－17:00 場所場所場所場所    ：：：：    秋田秋田秋田秋田ビューホテルビューホテルビューホテルビューホテル 飛翔飛翔飛翔飛翔のののの間間間間 

 プログラムプログラムプログラムプログラム 開会挨拶開会挨拶開会挨拶開会挨拶            西村西村西村西村哲哲哲哲男男男男    氏氏氏氏 秋田県副知事秋田県副知事秋田県副知事秋田県副知事 

              三橋規宏三橋規宏三橋規宏三橋規宏  氏氏氏氏      国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合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自治体自治体自治体自治体 

                                ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表、、、、千葉商科大学政策情報学部教授千葉商科大学政策情報学部教授千葉商科大学政策情報学部教授千葉商科大学政策情報学部教授 

 基調講演基調講演基調講演基調講演 1        「「「「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をををを基軸基軸基軸基軸としたとしたとしたとした循環循環循環循環社会社会社会社会のののの形成形成形成形成」」」」 三橋規宏三橋規宏三橋規宏三橋規宏  氏氏氏氏            国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合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自治体自治体自治体自治体 

                  ネネネネットワークットワークットワークットワーク代表代表代表代表、、、、千葉商科大学政策情報学部教授千葉商科大学政策情報学部教授千葉商科大学政策情報学部教授千葉商科大学政策情報学部教授 

 基調講演基調講演基調講演基調講演 2    「「「「県民県民県民県民のののの協力協力協力協力によるによるによるによる新新新新たなたなたなたなリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルへのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦～～～～廃小型電子廃小型電子廃小型電子廃小型電子・・・・電気機器電気機器電気機器電気機器のののの 

                試験収集試験収集試験収集試験収集ととととレアメタルレアメタルレアメタルレアメタルのののの回収回収回収回収～」～」～」～」 

               白鳥寿一白鳥寿一白鳥寿一白鳥寿一  氏氏氏氏     東北大学大学院環境科学研究科教授東北大学大学院環境科学研究科教授東北大学大学院環境科学研究科教授東北大学大学院環境科学研究科教授 

 パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション「「「「県民総参加県民総参加県民総参加県民総参加によるによるによるによる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」                         コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター 熊谷嘉隆熊谷嘉隆熊谷嘉隆熊谷嘉隆  氏氏氏氏            国際国際国際国際教養大学准教授教養大学准教授教養大学准教授教養大学准教授                         パネリストパネリストパネリストパネリスト                             白鳥寿一白鳥寿一白鳥寿一白鳥寿一  氏氏氏氏          東北大学大学院環境科学研究科教授東北大学大学院環境科学研究科教授東北大学大学院環境科学研究科教授東北大学大学院環境科学研究科教授                             三浦清久三浦清久三浦清久三浦清久  氏氏氏氏            秋田秋田秋田秋田ウッドウッドウッドウッド株式会社株式会社株式会社株式会社 代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長                             福岡龍彦福岡龍彦福岡龍彦福岡龍彦  氏氏氏氏            株式会社伊徳株式会社伊徳株式会社伊徳株式会社伊徳 取締役取締役取締役取締役 人事部人事部人事部人事部 総務部総務部総務部総務部 部長部長部長部長                             那須那須那須那須チカチカチカチカ子子子子氏氏氏氏            環境環境環境環境カウンセラーカウンセラーカウンセラーカウンセラー[市民部門市民部門市民部門市民部門] 

              佐藤佐藤佐藤佐藤  充充充充  氏氏氏氏      県生活環境文化部次長県生活環境文化部次長県生活環境文化部次長県生活環境文化部次長 

 

 議事議事議事議事 

 司会司会司会司会（（（（樋口樋口樋口樋口）））） 

  ようこそおようこそおようこそおようこそお越越越越しくださいましたしくださいましたしくださいましたしくださいました。。。。本日司会本日司会本日司会本日司会をををを務務務務めさせていただきますめさせていただきますめさせていただきますめさせていただきます、、、、私私私私、、、、樋口樋口樋口樋口とととと申申申申ししししますますますます。。。。どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

  さてさてさてさて、、、、このこのこのこのフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムはははは、、、、環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷のののの少少少少ないないないない、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに転換転換転換転換していくたしていくたしていくたしていくためめめめ、、、、県民総参加県民総参加県民総参加県民総参加のののの視点視点視点視点でででで考考考考えていくことをえていくことをえていくことをえていくことを目的目的目的目的としてとしてとしてとして開催開催開催開催するものでございますするものでございますするものでございますするものでございます。。。。終了時終了時終了時終了時刻刻刻刻はははは 17時時時時をををを予定予定予定予定しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ最後最後最後最後までまでまでまでおおおお付付付付きききき合合合合いいいいいただきますよういただきますよういただきますよういただきますよう、、、、よろしよろしよろしよろしくおくおくおくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

  なおなおなおなお、、、、受付受付受付受付でででで皆様皆様皆様皆様にににに配布配布配布配布いたしましたいたしましたいたしましたいたしました資料資料資料資料のののの中中中中ににににアンアンアンアンケケケケートートートート用紙用紙用紙用紙ががががございますございますございますございます。。。。このこのこのこのアアアアンンンンケケケケートートートート用紙用紙用紙用紙はははは、、、、おおおお帰帰帰帰りのりのりのりの際際際際にににに、、、、出入出入出入出入りりりり口口口口にににに回収回収回収回収箱箱箱箱をををを設置設置設置設置しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、そそそそちらちらちらちらにににに入入入入
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れれれれてててていただきますいただきますいただきますいただきますようようようよう、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ皆様皆様皆様皆様のののの御御御御協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  そそそそれれれれではではではでは、、、、ただいまただいまただいまただいまからからからから、「、「、「、「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 ｉｎｉｎｉｎｉｎ ああああきたきたきたきた ２００７２００７２００７２００７～～～～県民県民県民県民総参加総参加総参加総参加によるによるによるによる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指してしてしてして～～～～」」」」をををを開会開会開会開会いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

 開会開会開会開会ああああいさいさいさいさつつつつ 

 司会司会司会司会 

  ははははじじじじめにめにめにめに、、、、西村哲男秋田県副知事西村哲男秋田県副知事西村哲男秋田県副知事西村哲男秋田県副知事からからからから、、、、御御御御来来来来場場場場のののの皆様皆様皆様皆様にごにごにごにごああああいさいさいさいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

 西村副知事西村副知事西村副知事西村副知事 

  皆皆皆皆さまさまさまさま、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。御御御御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西村西村西村西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。。。。開会開会開会開会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、、、、私私私私からからからから一一一一言言言言ごごごごああああいさいさいさいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  本日本日本日本日、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学とととと秋田県秋田県秋田県秋田県のののの共共共共催催催催によりますによりますによりますによります「「「「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 ｉｎｉｎｉｎｉｎ ああああきたきたきたきた ２２２２００７００７００７００７」」」」にににに多数多数多数多数のののの皆皆皆皆さまさまさまさまのののの御御御御参加参加参加参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、、、、心心心心からからからから感謝感謝感謝感謝申申申申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげ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世紀世紀世紀世紀にににに入入入入りりりり、、、、ここここれれれれまでのまでのまでのまでの大大大大量消費量消費量消費量消費、、、、大大大大量量量量廃廃廃廃棄棄棄棄型型型型のののの社会社会社会社会システムシステムシステムシステムをををを転換転換転換転換しししし、、、、環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷のののの少少少少ないないないない、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを構築構築構築構築することすることすることすることがががが求求求求めめめめられられられられておりまておりまておりまておりますすすす。。。。このためこのためこのためこのため県県県県ではではではでは、、、、本年本年本年本年３３３３月月月月にににに、、、、秋田県循環型社会形成秋田県循環型社会形成秋田県循環型社会形成秋田県循環型社会形成推進推進推進推進基本基本基本基本計画計画計画計画をををを策定策定策定策定しししし、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの減量減量減量減量化化化化ややややリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルなどなどなどなど、、、、３３３３ＲＲＲＲのののの推進推進推進推進ややややババババイイイイオマオマオマオマススススのののの利利利利活活活活用用用用のののの推進推進推進推進などになどになどになどに取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいくこととしておりますくこととしておりますくこととしておりますくこととしております。。。。またまたまたまた、、、、県北部県北部県北部県北部にはにはにはには、、、、かつかつかつかつてててて鉱山鉱山鉱山鉱山でででで培培培培っっっったたたた技術技術技術技術をををを活活活活用用用用してしてしてして家家家家電電電電ややややレレレレアメタルアメタルアメタルアメタルののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、廃廃廃廃プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックをををを活活活活用用用用したしたしたした新新新新建材建材建材建材のののの製造製造製造製造などなどなどなど、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル産業産業産業産業がががが集集集集積積積積ししししておりておりておりており、、、、全全全全国国国国からからからからもももも注注注注目目目目をををを浴浴浴浴びびびびておりますておりますておりますております。。。。 循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを構築構築構築構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県民一人一人県民一人一人県民一人一人県民一人一人のののの取取取取組組組組がががが重要重要重要重要でででであああありりりり、、、、本日本日本日本日ののののフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムででででもももも、、、、テーテーテーテーママママをををを「「「「県民総参加県民総参加県民総参加県民総参加によるによるによるによる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」というというというというふふふふうにしておりますうにしておりますうにしておりますうにしております。。。。本本本本日日日日はははは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表のののの三橋教授三橋教授三橋教授三橋教授、、、、そしてそしてそしてそして東北大学大学院教授東北大学大学院教授東北大学大学院教授東北大学大学院教授のののの白鳥教授白鳥教授白鳥教授白鳥教授をををを講講講講師師師師におにおにおにお招招招招きしきしきしきし、、、、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をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会のののの形成形成形成形成やややや新新新新たなたなたなたなリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルへのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦ににににつつつついてのおいてのおいてのおいてのお話話話話をををを伺伺伺伺ううううほかほかほかほか、、、、企業企業企業企業のののの方方方方々々々々とととと行行行行政政政政をををを交交交交えたえたえたえたパネパネパネパネルディスカッションルディスカッションルディスカッションルディスカッションもももも行行行行うこととしておりますうこととしておりますうこととしておりますうこととしております。。。。このこのこのこのフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムがががが、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを構築構築構築構築するためにするためにするためにするために、、、、県民総参加県民総参加県民総参加県民総参加でででで新新新新たなたなたなたな取取取取組組組組をををを行行行行うきうきうきうきっかけっかけっかけっかけとなることをとなることをとなることをとなることを期期期期待待待待しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  おおおおわわわわりにりにりにりに、、、、本本本本フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムのののの開催開催開催開催にににに御御御御尽尽尽尽力力力力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国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ををををははははじじじじめめめめ、、、、関係関係関係関係すすすするるるる皆様皆様皆様皆様にににに感謝感謝感謝感謝をををを申申申申しししし上上上上げげげげ、、、、開会開会開会開会ののののああああいさいさいさいさつつつつとさせていただきますとさせていただきますとさせていただきますとさせていただきます。。。。本日本日本日本日ははははあああありりりりががががとうござとうござとうござとうございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 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、、、、三橋規宏国連大学三橋規宏国連大学三橋規宏国連大学三橋規宏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自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表かかかかららららごごごごああああいさいさいさいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

 三橋自治体三橋自治体三橋自治体三橋自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表 

  皆様皆様皆様皆様、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムのののの三橋三橋三橋三橋ですですですです。。。。 

  今今今今回回回回はははは、、、、秋田秋田秋田秋田ででででゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムをををを開催開催開催開催していただきましてしていただきましてしていただきましてしていただきまして、、、、まことにまことにまことにまことにににににああああ
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りりりりががががとうございますとうございますとうございますとうございます。。。。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はははは 1994 年年年年にににに設立設立設立設立さささされれれれましたましたましたました。。。。ちょちょちょちょうどうどうどうど 1992年年年年にににに、、、、国連国連国連国連がががが主主主主催催催催してしてしてしてブブブブララララジジジジルルルルののののリリリリオオオオデデデデジャジャジャジャネイロネイロネイロネイロでででで地球地球地球地球サミットサミットサミットサミットがががが開催開催開催開催さささされれれれましたましたましたました。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、アアアアジェジェジェジェンンンンダダダダ 21 がががが採択採択採択採択さささされれれれたたたたわけわけわけわけですですですです。。。。アアアアジェジェジェジェンンンンダダダダ 21 とはとはとはとは何何何何かかかかとととと申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、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行動計画行動計画行動計画行動計画をををを国国国国ベベベベースースースース、、、、ああああるいはるいはるいはるいは県県県県、、、、市市市市町町町町村村村村といといといといっっっったたたた地域地域地域地域ベベベベースースースース、、、、事事事事業業業業所所所所・・・・企業企業企業企業ベベベベースースースース、、、、大大大大学学学学ベベベベースースースース、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろなベベベベースースースース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ををををつつつつくくくくっっっっていくためのていくためのていくためのていくための行動計画行動計画行動計画行動計画ををををつつつつくくくくっっっってててて、、、、そそそそれれれれをををを実践実践実践実践していきまししていきまししていきまししていきましょょょょうというのうというのうというのうというのががががアアアアジェジェジェジェンンンンダダダダ 21 でございますでございますでございますでございます。。。。今今今今、、、、地球各地地球各地地球各地地球各地ででででアアアアジェジェジェジェンンンンダダダダ 21 をさまざまなをさまざまなをさまざまなをさまざまなグループグループグループグループがががが展展展展開開開開しているしているしているしているわけわけわけわけでございますでございますでございますでございます。。。。 

  国連大学国連大学国連大学国連大学もももも、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる国連国連国連国連のののの大学大学大学大学としてとしてとしてとしてアアアアジェジェジェジェンンンンダダダダ 21ををををつつつつくるくるくるくる必要必要必要必要があがあがあがありりりり、、、、様様様様々々々々なななな議議議議論論論論ををををいたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。そのそのそのその１１１１つつつつとしてとしてとしてとして、、、、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構想構想構想構想がががが浮浮浮浮上上上上しししし、、、、そそそそれれれれをををを国連大学国連大学国連大学国連大学としとしとしとしてててて推進推進推進推進していこうということになしていこうということになしていこうということになしていこうということになっっっったたたたわけわけわけわけでございますでございますでございますでございます。。。。 ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションというというというという言言言言葉葉葉葉はははは、、、、文文文文字字字字どおりどおりどおりどおり訳訳訳訳せせせせばばばば廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ゼロゼロゼロゼロというというというという意味意味意味意味になりますになりますになりますになります。。。。当当当当時時時時、、、、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補補補補佐佐佐佐をしていをしていをしていをしていたたたた、、、、ベベベベルルルルギギギギーーーーのののの実業家実業家実業家実業家でででで、、、、グンターグンターグンターグンター・・・・パウリパウリパウリパウリささささんがんがんがんがいましていましていましていまして、、、、彼彼彼彼がががが「「「「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション」」」」というというというという名前名前名前名前をををを名名名名づけづけづけづけたたたたわけわけわけわけでございますでございますでございますでございます。。。。 

  1994 年年年年ののののああああるるるる日日日日、、、、グンターグンターグンターグンター・・・・パウリパウリパウリパウリがががが私私私私のののの職職職職場場場場をををを訪訪訪訪ねねねねてきましたてきましたてきましたてきました。。。。私私私私はははは当当当当時時時時、、、、日本日本日本日本経済経済経済経済新新新新聞聞聞聞社社社社のののの論説論説論説論説副副副副主幹主幹主幹主幹ということでということでということでということで、、、、社社社社説説説説ののののデスクデスクデスクデスクをををを担当担当担当担当しておりましたしておりましたしておりましたしておりました。。。。廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をごをごをごをごみみみみととととしてしてしてして捨捨捨捨ててててずずずずにににに資源資源資源資源としてとしてとしてとして活活活活用用用用すすすすればればればれば、、、、ごごごごみみみみはははは出出出出さないでさないでさないでさないで済済済済むむむむ。。。。そのためのそのためのそのためのそのための仕掛仕掛仕掛仕掛けがけがけがけがゼロエゼロエゼロエゼロエミッションミッションミッションミッションななななんんんんですですですです、、、、とととと当当当当時時時時グンターグンターグンターグンターはははは非常非常非常非常にににに熱熱熱熱っぽっぽっぽっぽくくくく私私私私にににに語語語語りりりりかけかけかけかけてきたてきたてきたてきたわけわけわけわけでございでございでございでございますますますます。。。。そのためのそのためのそのためのそのための仕掛仕掛仕掛仕掛けけけけとしてとしてとしてとして廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ゼロゼロゼロゼロ、、、、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構想構想構想構想というのというのというのというのががががここここれかられかられかられからのののの時代時代時代時代にににに必要必要必要必要だということをだということをだということをだということを盛盛盛盛んんんんにににに訴訴訴訴えたえたえたえたわけわけわけわけでございますでございますでございますでございます。。。。 

  1994 年年年年当当当当時時時時というとというとというとというと、、、、日本日本日本日本ははははバブバブバブバブルルルル経済経済経済経済がががが終終終終わっわっわっわったたたた後後後後でございますでございますでございますでございますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ががががどどどどんんんんどどどどんんんん、、、、次次次次からからからから次次次次へとへとへとへと出出出出てきたてきたてきたてきたわけわけわけわけですですですです。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを処理処理処理処理するためのするためのするためのするための最終最終最終最終処分処分処分処分場場場場があっがあっがあっがあっというというというという間間間間にににに不足不足不足不足してきたしてきたしてきたしてきたわけわけわけわけでございますでございますでございますでございます。。。。最終最終最終最終処分処分処分処分場場場場がががが不足不足不足不足してくるとしてくるとしてくるとしてくると、、、、今度今度今度今度はごはごはごはごみみみみ処理処理処理処理代代代代ががががどどどどんんんんどどどどんんんん高高高高くなくなくなくなっっっっていくていくていくていく。。。。ここここれれれれはたまはたまはたまはたまらんらんらんらんなということでなということでなということでなということで、、、、国国国国もももも、、、、地方地方地方地方自自自自治体治体治体治体もももも、、、、頭頭頭頭をををを抱抱抱抱えていたえていたえていたえていたわけわけわけわけでございますでございますでございますでございます。。。。そういうそういうそういうそういうタイミングタイミングタイミングタイミングをををを見見見見てててて、、、、ゼロエゼロエゼロエゼロエミッショミッショミッショミッションンンンというというというという考考考考ええええ方方方方がががが提案提案提案提案さささされれれれてきたてきたてきたてきたわけわけわけわけですですですです。。。。廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを資源資源資源資源としてとしてとしてとして活活活活用用用用できできできできればればればれば、、、、確確確確かかかかにににに処処処処分分分分場場場場不足不足不足不足のののの解決解決解決解決にはにはにはには一定一定一定一定のののの役役役役割割割割がががが果果果果たせるたせるたせるたせるかかかかもしもしもしもしれれれれないないないない。。。。ししししかかかかしししし、、、、そそそそんんんんなうまいなうまいなうまいなうまい話話話話がががが果果果果たたたたしてしてしてしてああああるるるるののののだろうだろうだろうだろうかかかか。。。。グンターグンターグンターグンターのののの話話話話をををを聞聞聞聞きなきなきなきながらがらがらがら、、、、私私私私はははは、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと待待待待っっっってくてくてくてくれれれれとととと。。。。３３３３日日日日ほほほほどどどど時間時間時間時間がががが欲欲欲欲しいということをしいということをしいということをしいということを彼彼彼彼にににに話話話話したしたしたしたわけわけわけわけですですですです。。。。そのそのそのその間間間間、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ私私私私もももも考考考考えましたえましたえましたえました。。。。 

  一一一一見見見見、、、、荒唐無稽荒唐無稽荒唐無稽荒唐無稽にににに思思思思えるえるえるえるわけわけわけわけですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、時代時代時代時代をををを変変変変えるためにはえるためにはえるためにはえるためには新新新新しいしいしいしい発想発想発想発想がががが必要必要必要必要でででですすすすねねねね。。。。３３３３日後日後日後日後にににに決意決意決意決意いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学とととと提携提携提携提携してしてして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運動運動運動運動をををを展展展展開開開開しよしよしよしようううう。。。。日本日本日本日本経済経済経済経済新新新新聞聞聞聞はそのはそのはそのはそのためのためのためのための一役一役一役一役をををを果果果果たそうというたそうというたそうというたそうというふふふふうにうにうにうに考考考考えましたえましたえましたえました。。。。日本日本日本日本のののの新新新新聞聞聞聞のののの中中中中ででででゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションというというというという言言言言葉葉葉葉をををを初初初初めにめにめにめに使使使使っっっったのはたのはたのはたのは、、、、日本日本日本日本経済経済経済経済新新新新聞聞聞聞がががが初初初初めてでございますめてでございますめてでございますめてでございます。。。。そのそのそのその後後後後、、、、ほかほかほかほかのののの新新新新聞聞聞聞社社社社ももももゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション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うようになりましたうようになりましたうようになりましたうようになりました。。。。最後最後最後最後までまでまでまでゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション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うことにうことにうことにうことに抵抗抵抗抵抗抵抗していましたしていましたしていましたしていました新新新新聞聞聞聞社社社社ももももあああありましたりましたりましたりましたがががが、、、、あっあっあっあっというというというという間間間間にににに広広広広がっがっがっがったためたためたためたため、、、、利利利利ここにここにここにここにあらずあらずあらずあらずということでということでということでということで、、、、そのそのそのその新新新新聞聞聞聞社社社社もももも１１１１年後年後年後年後ああああたりにはたりにはたりにはたりにはゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション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いいいい、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションというというというという言言言言葉葉葉葉ががががママママスコミスコミスコミスコミではではではでは一一一一般般般般のののの用語用語用語用語になになになになっっっっていていていていっっっったたたたわけわけわけわけでございますでございますでございますでございます。。。。 

  ゼロエミッゼロエミッゼロエミッゼロエミッションションションション構想構想構想構想はははは、、、、時代時代時代時代のののの求求求求めにおそめにおそめにおそめにおそららららくくくくかかかかななななっっっっていたていたていたていたののののでしでしでしでしょょょょうううう。。。。またたくまたたくまたたくまたたく間間間間にににに環境環境環境環境省省省省、、、、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、、、、ささささららららにににに多多多多くのくのくのくの地方地方地方地方自治体自治体自治体自治体がががが廃廃廃廃棄物処理対棄物処理対棄物処理対棄物処理対策策策策やややや、、、、ああああるいはるいはるいはるいは地域興地域興地域興地域興しのためのしのためのしのためのしのためのキキキキーワードーワードーワードーワードとしてとしてとしてと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をををを盛盛盛盛んんんんにににに使使使使っっっってくてくてくてくれれれれるようになりまるようになりまるようになりまるようになりま
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したしたしたした。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学をををを舞台舞台舞台舞台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活活活活動動動動をををを展展展展開開開開していましたしていましたしていましたしていました私私私私たたたたちちちちはははは、、、、ささささららららににににゼロゼロゼロゼロエミッションエミッションエミッションエミッション活活活活動動動動をををを全全全全国的国的国的国的にににに広広広広げてげてげてげて時代時代時代時代のののの大大大大きなきなきなきな流流流流れれれれををををつつつつくりたいということでくりたいということでくりたいということでくりたいということで、、、、2000 年年年年のののの４４４４月月月月にににに、、、、正正正正式式式式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をををを設立設立設立設立してしてしてして、、、、今今今今日日日日にににに至至至至っっっっているているているているわわわわけけけけですですですです。。。。 

  したしたしたしたがっがっがっがってててて、、、、1994年年年年にににに発発発発足足足足、、、、2000年年年年ににににゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムのののの設立設立設立設立ということでということでということでということで、、、、もうこのもうこのもうこのもうこの運動運動運動運動はははは発足発足発足発足からからからから数数数数えますとえますとえますとえますと約約約約 15年年年年。。。。フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムがががが設立設立設立設立してしてしてしてからからからからもももも７７７７年年年年近近近近くになりくになりくになりくになりますますますます。。。。このこのこのこの間間間間、、、、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概念概念概念概念もももも時代時代時代時代のののの変変変変化化化化にににに応応応応じじじじてててて大大大大きくきくきくきく変変変変わっわっわっわってまいりましてまいりましてまいりましてまいりましたたたた。。。。このこのこのこの点点点点ににににつつつついてはまたいてはまたいてはまたいてはまた後後後後ほほほほどのどのどのどの私私私私のののの講演講演講演講演でおでおでおでお話話話話をさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  秋田秋田秋田秋田のののの皆皆皆皆ささささんんんんにもにもにもにも、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションのののの考考考考ええええ方方方方をををを参考参考参考参考にしてにしてにしてにして、、、、生生生生きききき生生生生きとしたきとしたきとしたきとした地域地域地域地域づづづづくくくくりりりり、、、、ささささららららにににに地域地域地域地域のののの活活活活性性性性化化化化にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいただでいただでいただでいただければければければければ、、、、幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。ききききょょょょうのこうのこうのこうのこれかられかられかられからのののの講演講演講演講演、、、、ああああるいはるいはるいはるいはシンシンシンシンポジポジポジポジウムウムウムウムでよりよいでよりよいでよりよいでよりよい地域地域地域地域、、、、よりよいよりよいよりよいよりよい秋田秋田秋田秋田ををををつつつつくるためにくるためにくるためにくるために、、、、皆様皆様皆様皆様のののの知知知知恵恵恵恵をををを結結結結集集集集していただしていただしていただしていただければあければあければあければありりりりががががたいなとたいなとたいなとたいなと思思思思いいいい、、、、私私私私ののののああああいさいさいさいさつつつつににににかかかかえさせていただきえさせていただきえさせていただきえさせていただきますますますます。。。。あああありりりりががががとうございましたとうございましたとうございましたとうございました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  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、、、、西村副知事西村副知事西村副知事西村副知事はははは公公公公務務務務のためのためのためのため退席退席退席退席とさせていただきますとさせていただきますとさせていただきますとさせていただきます。。。。失礼失礼失礼失礼をどうぞをどうぞをどうぞをどうぞおおおお許許許許しくださいませしくださいませしくださいませしくださいませ。。。。 

 （（（（西村副知事西村副知事西村副知事西村副知事退席退席退席退席）））） 

 司会司会司会司会 

  そそそそれれれれではではではでは、、、、基調講演基調講演基調講演基調講演にににに入入入入りますりますりますります前前前前にににに、、、、ここでここでここでここで改改改改めましてめましてめましてめまして本日本日本日本日ののののフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムののののプログラムプログラムプログラムプログラムをををを簡単簡単簡単簡単にににに御御御御紹介紹介紹介紹介させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。 

  ままままずずずずはははは、、、、このこのこのこの後後後後、、、、基調講演基調講演基調講演基調講演１１１１としましてとしましてとしましてとしまして「「「「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションをををを基軸基軸基軸基軸としたとしたとしたとした循環社会循環社会循環社会循環社会のののの形形形形成成成成」」」」とととと題題題題しししし、、、、三橋規宏様三橋規宏様三橋規宏様三橋規宏様からからからから講演講演講演講演をいただきますをいただきますをいただきますをいただきます。。。。続続続続いていていていて、、、、14時時時時 30分分分分からからからから、、、、基調講演基調講演基調講演基調講演２２２２ととととしましてしましてしましてしまして「「「「県民県民県民県民のののの協力協力協力協力によるによるによるによる新新新新たなたなたなたなリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルへのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦」」」」とととと題題題題しししし、、、、白鳥寿一様白鳥寿一様白鳥寿一様白鳥寿一様からからからからおおおお話話話話ををををいただきますいただきますいただきますいただきます。。。。そのそのそのその後後後後 10分分分分ほほほほどのどのどのどの休憩休憩休憩休憩をををを挟挟挟挟みみみみ、、、、15時時時時 30分分分分からからからからパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションをををを行行行行いますいますいますいます。。。。テーテーテーテーママママはははは「「「「県民総参加県民総参加県民総参加県民総参加によるによるによるによる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」となとなとなとなっっっっていますていますていますています。。。。そしてそしてそしてそして、、、、閉閉閉閉会会会会のののの時刻時刻時刻時刻はははは 17時時時時をををを予定予定予定予定しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ最後最後最後最後までまでまでまでおおおお付付付付きききき合合合合いいいいいただきますよういただきますよういただきますよういただきますよう、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 
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基調講演基調講演基調講演基調講演 1 

 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せいたしましたたせいたしましたたせいたしましたたせいたしました。。。。基調講演基調講演基調講演基調講演にににに入入入入ららららせていただきますせていただきますせていただきますせていただきます。。。。基調基調基調基調講演講演講演講演１１１１はははは、、、、「「「「ゼゼゼゼロエミッションロエミッションロエミッションロエミッションをををを基軸基軸基軸基軸としたとしたとしたとした循環社会循環社会循環社会循環社会のののの形成形成形成形成」。」。」。」。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自治自治自治自治体体体体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表でででで、、、、千葉商科大学政策情報学部教授千葉商科大学政策情報学部教授千葉商科大学政策情報学部教授千葉商科大学政策情報学部教授、、、、三橋規宏様三橋規宏様三橋規宏様三橋規宏様によるによるによるによる講演講演講演講演ですですですです。。。。 

  三橋様三橋様三橋様三橋様はははは、、、、日本日本日本日本経済経済経済経済新新新新聞入聞入聞入聞入社後社後社後社後、、、、主主主主としてとしてとしてとしてママママクロクロクロクロ経済経済経済経済政策政策政策政策をををを担当担当担当担当さささされれれれ、、、、そのそのそのその後後後後、、、、地球地球地球地球環環環環境境境境問題問題問題問題のののの深深深深刻刻刻刻さにさにさにさに衝撃衝撃衝撃衝撃をををを受受受受けけけけ、、、、環境環境環境環境問題問題問題問題のののの研究研究研究研究にににに乗乗乗乗りりりり出出出出さささされれれれましたましたましたました。。。。社社社社説説説説「「「「環境環境環境環境のののの世紀世紀世紀世紀へへへへのののの提案提案提案提案」」」」でででで環境環境環境環境経営経営経営経営のののの重要性重要性重要性重要性をををを強強強強調調調調しししし、、、、産業界産業界産業界産業界にににに大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを与与与与ええええられられられられたたたたほかほかほかほか、、、、大学大学大学大学等等等等にににに環境講環境講環境講環境講座座座座をををを開開開開設設設設するなどするなどするなどするなど、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな実践実践実践実践活活活活動動動動をををを続続続続けけけけておておておておられられられられますますますます。。。。 

  そそそそれれれれではではではでは、、、、三橋様三橋様三橋様三橋様、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞよよよよろしくおろしくおろしくおろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 三橋自治体三橋自治体三橋自治体三橋自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表 

  再度同再度同再度同再度同じじじじ顔顔顔顔でででで登登登登場場場場してしてしてして恐縮恐縮恐縮恐縮ですですですです。。。。ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムのののの主主主主催催催催者者者者ででででああああるとるとるとると同同同同時時時時にににに、、、、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とはとはとはとは何何何何かかかか、、、、ここここれれれれによによによによっっっってててて何何何何がががが期待期待期待期待できるできるできるできるかかかかということにということにということにということにつつつついてこいてこいてこいてこれかられかられかられから皆皆皆皆ささささんんんんにおにおにおにお話話話話をしてをしてをしてをしてみみみみたいとたいとたいとたいと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。 

  このこのこのこの会場会場会場会場はははは非常非常非常非常にににに横横横横長長長長ですですですですねねねね。。。。左右左右左右左右のののの方方方方はははは、、、、ここここれかられかられかられからパワーパワーパワーパワーポポポポイントイントイントイントでででで私私私私がががが説説説説明明明明するするするする図図図図柄柄柄柄がががが見見見見えにくいえにくいえにくいえにくいおそおそおそおそれがあれがあれがあれがありますりますりますります。。。。ただただただただ、、、、事務事務事務事務局局局局のののの秋田県秋田県秋田県秋田県がががが頑張頑張頑張頑張っっっっていただいてていただいてていただいてていただいて、「、「、「、「ゼロエゼロエゼロエゼロエミッションフォーラムミッションフォーラムミッションフォーラムミッションフォーラム in ああああきたきたきたきた」、」、」、」、こここここにこにこにこに、、、、ききききょょょょうおうおうおうお話話話話しするしするしするしする、、、、パワーパワーパワーパワーポポポポイントイントイントイントのののの内容内容内容内容がががが入入入入っっっっておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、左右左右左右左右のののの皆皆皆皆ささささんんんんはははは、、、、もしもしもしもし見見見見にくにくにくにくかっかっかっかったたたた場合場合場合場合にはにはにはには、、、、このこのこのこのテテテテキキキキストストストスト「「「「ゼロゼロゼロゼロエミッションフォーラムエミッションフォーラムエミッションフォーラムエミッションフォーラム in ああああきたきたきたきた」」」」をををを時時時時々々々々見見見見てててて私私私私のののの話話話話をををを聞聞聞聞いていていていていただいただいただいただければければければければとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 
  今今今今日日日日はははは大体大体大体大体 50分分分分ということでということでということでということで話話話話をさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 ももももっっっったいないたいないたいないたいない精神精神精神精神とととと無無無無縁縁縁縁ののののアメリカアメリカアメリカアメリカ社会社会社会社会 

 さてさてさてさて、、、、 私私私私はははは、、、、10 日日日日ほほほほどどどどアメリカアメリカアメリカアメリカのののの西西西西海岸海岸海岸海岸、、、、カリフォルカリフォルカリフォルカリフォルニニニニアアアア州州州州をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした地域地域地域地域をををを旅旅旅旅行行行行ししししてててて、、、、先週先週先週先週のののの末末末末、、、、日本日本日本日本にににに戻戻戻戻っっっっ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。。。。1970年代年代年代年代のののの初初初初めめめめ、、、、したしたしたしたがっがっがっがってもうてもうてもうてもう 30年年年年以以以以上上上上前前前前ですですですですねねねね、、、、１１１１年年年年ほほほほどどどど、、、、私私私私ははははニニニニューューューューヨヨヨヨークークークークにににに駐在駐在駐在駐在したしたしたした経経経経験験験験ががががございますございますございますございます。。。。アメアメアメアメリカリカリカリカのののの東部東部東部東部はははは、、、、ボボボボストンストンストンストンからからからからフロリフロリフロリフロリダダダダ半島半島半島半島までまでまでまで、、、、緑豊緑豊緑豊緑豊かかかかなななな地域地域地域地域でででで、、、、今今今今回回回回旅旅旅旅行行行行したしたしたしたカリフォルカリフォルカリフォルカリフォルニニニニアアアア、、、、アリアリアリアリゾゾゾゾナナナナ、、、、ああああるいはるいはるいはるいはユユユユタタタタ州州州州などのなどのなどのなどの、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるるアメリカアメリカアメリカアメリカのののの西部西部西部西部地域地域地域地域とととと比比比比べべべべてててて非常非常非常非常にににに違違違違いますいますいますいます。。。。アメアメアメアメリカリカリカリカ東部東部東部東部はははは緑豊緑豊緑豊緑豊かかかかなななな非常非常非常非常にににに美美美美しいしいしいしい地域地域地域地域。。。。そそそそれれれれにににに対対対対してしてしてしてアメリカアメリカアメリカアメリカのののの西部西部西部西部はははは、、、、荒荒荒荒涼涼涼涼としたとしたとしたとした岩石岩石岩石岩石とととと砂漠砂漠砂漠砂漠がががが延延延延々々々々とととと連連連連ななななっっっっているているているている。。。。同同同同じじじじアメリカアメリカアメリカアメリカでもこでもこでもこでもこんんんんなになになになに東東東東とととと西西西西とでとでとでとで違違違違いいいいがあがあがあがあるのるのるのるのかかかかといといといということをうことをうことをうことを改改改改めてめてめてめて感感感感じじじじたたたた次次次次第第第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。。。。 

  よくよくよくよくアメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人はははは、、、、グリーンフィールドグリーンフィールドグリーンフィールドグリーンフィールドととととブブブブラウンフィールドラウンフィールドラウンフィールドラウンフィールド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ううううののののですですですですねねねね。。。。私私私私はははは、、、、グリーンフィールドグリーンフィールドグリーンフィールドグリーンフィールドはははは理解理解理解理解できできできできますますますますがががが、、、、ななななぜぜぜぜブブブブラウラウラウラウンフィールドンフィールドンフィールドンフィールドというというというという言言言言葉葉葉葉ををををアメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人ががががよくよくよくよく使使使使うのうのうのうのかかかかなということをなということをなということをなということをかねがねかねがねかねがねかねがね疑疑疑疑問問問問にににに思思思思っっっっていていていていましたましたましたました。。。。グリーンフィグリーンフィグリーンフィグリーンフィールドールドールドールドというのはというのはというのはというのは、、、、農業農業農業農業がががができるできるできるできる非常非常非常非常にににに緑豊緑豊緑豊緑豊かかかかなななな土土土土地地地地ですですですです。。。。ブブブブラウンフィールドラウンフィールドラウンフィールドラウンフィールドというのというのというのというのはははは荒荒荒荒廃廃廃廃地地地地、、、、もうもうもうもうほほほほととととんんんんどどどど使使使使いいいい物物物物になになになになららららないないないない土土土土地地地地というというというという意味意味意味意味ででででブブブブラウンフィールドラウンフィールドラウンフィールドラウンフィールド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っっっっていていていていますますますますがががが、、、、今度今度今度今度のののの旅旅旅旅行行行行でそのでそのでそのでその意味意味意味意味がががが非常非常非常非常によくによくによくによくわかわかわかわかりましたりましたりましたりました。。。。 

  実実実実はははは、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカのののの西西西西海岸海岸海岸海岸をををを旅旅旅旅行行行行するするするする１１１１つつつつのののの目的目的目的目的としてはとしてはとしてはとしては、、、、皆皆皆皆ささささんんんんもももも御御御御存存存存じじじじととと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、、、、非常非常非常非常にににに多多多多くのくのくのくの風風風風力力力力発発発発電電電電がががが密密密密集集集集しているしているしているしている場所場所場所場所があがあがあがありますりますりますります。。。。そそそそれれれれををををじかじかじかじかにににに見見見見たいとたいとたいとたいと思思思思っっっったたたたからからからからですですですです。。。。皆皆皆皆ささささんんんんのののの中中中中でもでもでもでも御御御御覧覧覧覧ににににななななっっっったたたた方方方方ががががいるいるいるいるかかかかとととと思思思思いますいますいますいます。。。。アメリカアメリカアメリカアメリカのののの風風風風力力力力発発発発電電電電のののの９９９９割割割割ががががこのこのこのこの地域地域地域地域にににに集集集集中中中中していますしていますしていますしています。。。。 
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ロサンゼルスロサンゼルスロサンゼルスロサンゼルスからちょからちょからちょからちょうどうどうどうど北北北北にににに 100ｋｍｋｍｋｍｋｍほほほほどどどど行行行行っっっったところにたところにたところにたところに、、、、テテテテハハハハチチチチャャャャビビビビというというというという場所場所場所場所があがあがあがありますりますりますります。。。。そこのそこのそこのそこの高高高高原原原原にはにはにはには、、、、風風風風力力力力発発発発電電電電がががが１１１１万万万万基基基基以以以以上集上集上集上集中中中中的的的的にににに設置設置設置設置さささされれれれているているているている場所場所場所場所があがあがあがありますりますりますります。。。。荒荒荒荒廃廃廃廃地地地地にににに風風風風力力力力発発発発電電電電をををを設設設設けけけけてててて電力電力電力電力ををををつつつつくくくくっっっっているているているているわけわけわけわけですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、ここここんんんんなになになになに沢沢沢沢山山山山、、、、１１１１万万万万基基基基以以以以上上上上のののの風風風風力力力力発発発発電電電電ををををつつつつくるくるくるくる土土土土地地地地をををを持持持持っっっっているているているているアメリカアメリカアメリカアメリカというというというという国国国国にににに驚驚驚驚いたいたいたいたわけわけわけわけでございますでございますでございますでございます。。。。 

  ところでところでところでところで、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカのののの西西西西海岸海岸海岸海岸ではではではでは、、、、メメメメキキキキシコシコシコシコ国境国境国境国境にににに近近近近いいいいサンサンサンサンジェジェジェジェゴゴゴゴというというというという町町町町があがあがあがありますりますりますります。。。。ちょちょちょちょうどうどうどうど知人知人知人知人ののののママママンションンションンションンションでででで数数数数日日日日過過過過ごすごすごすごす経経経経験験験験をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。生生生生ごごごごみみみみはどういうはどういうはどういうはどういう形形形形でででで処理処理処理処理さささされれれれているのているのているのているのかかかかなというとなというとなというとなというと、、、、ディスディスディスディスポポポポーーーーザザザザーーーーでででで砕砕砕砕いていていていて、、、、流流流流ししししからからからから排排排排出出出出するするするするわけわけわけわけですですですです。。。。日本日本日本日本でもでもでもでも一部一部一部一部のののの高高高高層層層層ママママンションンションンションンションではではではでは設置設置設置設置さささされれれれ始始始始めていますめていますめていますめています。。。。ただただただただ、、、、このこのこのこのディスディスディスディスポポポポーーーーザザザザーーーーでででで生生生生ごごごごみみみみをををを砕砕砕砕いていていていて流流流流すすすすわけわけわけわけですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、砕砕砕砕いているいているいているいている間間間間、、、、絶絶絶絶ええええずずずず水水水水道道道道水水水水をいをいをいをいっっっっぱぱぱぱいいいい開開開開いていていていて水水水水をををを流流流流しししし続続続続けけけけるるるるますますますます。。。。水水水水ががががももももっっっったいないなとたいないなとたいないなとたいないなと感感感感じじじじるるるるほほほほどどどど水水水水をををを流流流流してしてしてして生生生生ごごごごみみみみをををを下下下下水水水水へへへへ流流流流しししし出出出出していしていしていしていますますますます。。。。当当当当然然然然、、、、下下下下水水水水汚泥汚泥汚泥汚泥ががががいいいいっっっっぱぱぱぱいいいい出出出出ててててききききますますますます。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、スーパースーパースーパースーパーなどでのなどでのなどでのなどでの買買買買いいいい物物物物からからからからでるでるでるでる様様様様々々々々なななな容容容容器器器器包装類包装類包装類包装類などのなどのなどのなどの家家家家庭庭庭庭のののの廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物はははは、、、、どのようにどのようにどのようにどのように、、、、処理処理処理処理さささされれれれてててているのいるのいるのいるのかかかか観察観察観察観察しましたしましたしましたしました。。。。飲飲飲飲料水料水料水料水のののの容容容容器器器器はははは、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル、、、、アルミアルミアルミアルミ、、、、スチールスチールスチールスチール缶缶缶缶、、、、紙製紙製紙製紙製品品品品などなどなどなど様様様様々々々々ですですですですがががが、、、、区別区別区別区別することなくすることなくすることなくすることなく大大大大きなきなきなきなビビビビニニニニールールールール袋袋袋袋にごにごにごにごちちちちゃゃゃゃ混混混混ぜぜぜぜににににしてしてしてして入入入入れれれれてててて、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物投投投投げげげげ込込込込みみみみ口口口口からからからから放放放放りりりり投投投投げますげますげますげます。。。。ママママンションンションンションンションのののの廊下廊下廊下廊下のののの一一一一角角角角にににに投投投投げげげげ込込込込みみみみ口口口口がががが設置設置設置設置さささされれれれていますていますていますています。。。。１１１１階階階階にににに大大大大きなきなきなきなコンテコンテコンテコンテナナナナのののの箱箱箱箱があがあがあがあるるるるわけわけわけわけですですですです。。。。おそおそおそおそららららくくくく１１１１ｔｔｔｔかかかか２２２２ｔｔｔｔくくくくららららいいいい入入入入るるるる、、、、非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきなコンテコンテコンテコンテナナナナのののの箱箱箱箱がががが置置置置いていていていてあああありますりますりますります。。。。そこにそこにそこにそこに上上上上からからからから落落落落とさとさとさとされれれれるるるるビビビビニニニニーーーールルルル袋袋袋袋でででで包包包包ままままれれれれたごたごたごたごみがみがみがみが落落落落ちちちちてきますてきますてきますてきます。。。。ごごごごみみみみはははは定定定定期期期期的的的的にににに廃廃廃廃棄物処理業者棄物処理業者棄物処理業者棄物処理業者ががががコンテコンテコンテコンテナナナナーーーーごとごとごとごと運運運運びびびび出出出出してしてしてして処理処理処理処理しているしているしているしているわけわけわけわけですですですです。。。。おそおそおそおそららららくくくく近近近近くのくのくのくの砂漠砂漠砂漠砂漠にににに捨捨捨捨てているてているてているてているののののでしでしでしでしょょょょううううねねねね。。。。近近近近くにくにくにくに広広広広大大大大なななな面面面面積積積積のののの砂漠砂漠砂漠砂漠があがあがあがありますのでりますのでりますのでりますので、、、、分分分分別別別別してしてしてして再資源再資源再資源再資源化化化化するよりもするよりもするよりもするよりも、、、、砂漠砂漠砂漠砂漠のののの一一一一角角角角にににに捨捨捨捨てたてたてたてたほほほほううううががががはるはるはるはるかかかかににににコストコストコストコストはははは安安安安上上上上ががががりですりですりですりです。。。。日本日本日本日本のようにのようにのようにのように、、、、土土土土地地地地がががが狭狭狭狭くくくく、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物処分処分処分処分場場場場がががが満杯満杯満杯満杯ににににななななっっっってしまうてしまうてしまうてしまうところとはところとはところとはところとは考考考考ええええ方方方方ががががままままっっっったくたくたくたく違違違違いますいますいますいます。。。。出出出出てきたごてきたごてきたごてきたごみみみみはははは、、、、砂漠砂漠砂漠砂漠にににに捨捨捨捨ててててればればればればよよよよいいいい。。。。そのためのそのためのそのためのそのための土土土土地地地地はははは十十十十分分分分ああああるるるる。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量消費量消費量消費量消費、、、、大大大大量量量量廃廃廃廃棄棄棄棄ののののワンワンワンワンウウウウェェェェイイイイ型型型型のののの社会社会社会社会はははは、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカではではではでは当分当分当分当分続続続続くのではないくのではないくのではないくのではないかかかか、、、、そそそそんんんんなななな感感感感慨慨慨慨をををを持持持持たざるをたざるをたざるをたざるを得得得得ませませませませんんんんでしたでしたでしたでした。。。。 

  かつかつかつかつてててて日日日日系系系系アメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人ののののグレングレングレングレン・・・・フクシフクシフクシフクシママママささささんんんんというというというという方方方方とととと話話話話をしたことをしたことをしたことをしたことがあがあがあがありまりまりまりますすすす。。。。たたたたししししかかかか、、、、1980 年代年代年代年代のののの末末末末、、、、日日日日米半導米半導米半導米半導体体体体摩擦摩擦摩擦摩擦がががが非常非常非常非常にににに激激激激しくなしくなしくなしくなっっっっていたていたていたていた当当当当時時時時、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカ側側側側ののののＵＳＵＳＵＳＵＳＴＴＴＴＲＲＲＲ、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる米通米通米通米通商代表部商代表部商代表部商代表部のののの日本日本日本日本課課課課長長長長ををををやっやっやっやっていたていたていたていた方方方方ですですですです。。。。非常非常非常非常にににに親親親親日的日的日的日的なななな方方方方ですですですです。。。。そそそそののののグレングレングレングレン・・・・フクシフクシフクシフクシママママささささんんんんととととああああるるるる研究会研究会研究会研究会でででで「「「「ももももっっっったいないたいないたいないたいない精神精神精神精神」」」」ということにということにということにということにつつつついていていていて話話話話をしをしをしをしたことたことたことたことががががあああありますりますりますります。。。。グレングレングレングレン・・・・フクシフクシフクシフクシママママささささんがんがんがんがこうこうこうこう言言言言ううううののののですですですですねねねね。「。「。「。「私私私私はははは日日日日系系系系三三三三世世世世でででで、、、、おおおおじじじじいいいいささささんんんんはははは日本人日本人日本人日本人のののの魂魂魂魂をををを持持持持っっっっているのでているのでているのでているので、、、、ももももっっっったいないたいないたいないたいない精神精神精神精神ににににつつつついていていていてはははは理解理解理解理解できますできますできますできます。。。。ししししかかかかしししし、、、、多多多多くのくのくのくのアメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人にとにとにとにとっっっってはてはてはては、、、、ままままずずずず日本人日本人日本人日本人のののの皆皆皆皆ささささんがんがんがんが持持持持っっっっているようているようているようているようなもなもなもなもっっっったいないたいないたいないたいない精神精神精神精神ということはということはということはということは理解理解理解理解できないとできないとできないとできないと思思思思いますいますいますいます」」」」ととととおおおおっっっっししししゃゃゃゃりりりり、、、、私私私私はははは、、、、大大大大きなきなきなきなカルチカルチカルチカルチャャャャーショックーショックーショックーショックをををを受受受受けけけけたことたことたことたことがあがあがあがありますりますりますります。。。。 

  ななななぜぜぜぜアメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人ががががももももっっっったいないたいないたいないたいない精神精神精神精神をををを理解理解理解理解できないできないできないできないかかかかとととと申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカにはにはにはには、、、、石石石石油油油油をはをはをはをはじじじじめさまざまなめさまざまなめさまざまなめさまざまな天然天然天然天然資源資源資源資源がががが豊富豊富豊富豊富にございますにございますにございますにございます。。。。恵恵恵恵ままままれれれれたたたた天然天然天然天然資源資源資源資源をををを使使使使っっっってててて、、、、豊豊豊豊かかかかななななアメリカアメリカアメリカアメリカををををつつつつくるくるくるくる。。。。そそそそれがれがれがれがアメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人としてとしてとしてとして努努努努めめめめ、、、、義義義義務務務務ででででああああるとるとるとるといういういういう教教教教育育育育をををを子子子子供供供供時代時代時代時代からからからから受受受受けけけけていていていていますますますます。。。。資源資源資源資源がふんがふんがふんがふんだだだだんんんんににににああああるのでるのでるのでるので、、、、資源資源資源資源をををを大大大大切切切切にににに使使使使うなうなうなうなんんんんていうていうていうていう発想発想発想発想ははははアメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人にはとてもにはとてもにはとてもにはとても理解理解理解理解できないだろうとできないだろうとできないだろうとできないだろうと言言言言っっっっておりましたておりましたておりましたておりました。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの広広広広大大大大ななななブブブブラウンフィールラウンフィールラウンフィールラウンフィールドドドドをををを抱抱抱抱えてえてえてえて、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを捨捨捨捨ててもててもててもてても、、、、捨捨捨捨ててもててもててもてても、、、、まだまだまだまだ廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をどこにをどこにをどこにをどこに捨捨捨捨てたてたてたてたかわからかわからかわからかわからないようないようないようないようなななな広広広広大大大大なななな土土土土地地地地をををを持持持持っっっっているているているているアメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人。。。。ししししかかかかもももも、、、、生生生生ままままれれれれたときたときたときたときからからからから豊富豊富豊富豊富なななな石油石油石油石油、、、、様様様様々々々々なななな天天天天



 7 

然然然然資源資源資源資源にににに恵恵恵恵ままままれれれれたたたたアメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人にとにとにとにとっっっってててて、、、、そういそういそういそういっっっったたたた資源資源資源資源をををを活活活活用用用用しないしないしないしない生生生生きききき方方方方、、、、ここここれれれれはははは人間人間人間人間としてとしてとしてとして劣劣劣劣っっっっているているているている、、、、ああああるいはるいはるいはるいはアメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人としてとしてとしてとして好好好好ましくないましくないましくないましくない。。。。むむむむしろしろしろしろアメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人としてはとしてはとしてはとしては、、、、そういうそういうそういうそういう資源資源資源資源をどをどをどをどんんんんどどどどんんんん使使使使っっっってててて生活生活生活生活水水水水準準準準のののの向向向向上上上上をををを図図図図っっっっていくていくていくていく。。。。そそそそれれれれこそこそこそこそアメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人だといだといだといだというううう教教教教育育育育をををを受受受受けけけけているということでているということでているということでているということで、、、、驚驚驚驚きましたきましたきましたきました。。。。 

  ただただただただ、、、、ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパ人人人人はははは、、、、日本人日本人日本人日本人とととと非常非常非常非常にににに似似似似ていますていますていますていますねねねね。。。。ももももっっっったいないたいないたいないたいない精神精神精神精神はははは非常非常非常非常によくによくによくによく理解理解理解理解できますできますできますできます。。。。スウスウスウスウェェェェーデンーデンーデンーデン人人人人ととととかかかか、、、、デンデンデンデンママママークークークーク人人人人、、、、ドイドイドイドイツツツツ人人人人とととと話話話話してもしてもしてもしても、、、、日本人日本人日本人日本人のものものものもっっっったいないたいないたいないたいない精神精神精神精神はよくはよくはよくはよくわかわかわかわかりますりますりますります。。。。ただただただただ、、、、CO2 のののの排排排排出量出量出量出量でででで世界世界世界世界のののの４４４４分分分分のののの１１１１をををを占占占占めているめているめているめているアメアメアメアメリカリカリカリカ、、、、そのそのそのそのアメリカアメリカアメリカアメリカがががが依然依然依然依然としてとしてとしてとして地球地球地球地球のののの限限限限界界界界をををを意意意意識識識識せせせせずずずず、、、、ここここれれれれまでまでまでまでやっやっやっやってきたてきたてきたてきたややややりりりり方方方方をををを追追追追求求求求することすることすることすることがががが善善善善ででででああああるとるとるとると思思思思っっっっているのはているのはているのはているのは私私私私たたたたちちちちにとにとにとにとっっっってはてはてはては困困困困っっっったことですたことですたことですたことです。。。。アメリカアメリカアメリカアメリカがががが小小小小ささささなななな国国国国なななならららら、、、、勝勝勝勝手手手手にしなさいということでいいにしなさいということでいいにしなさいということでいいにしなさいということでいいわけわけわけわけですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、世界世界世界世界のののの CO2排排排排出量出量出量出量のののの４４４４分分分分のののの１１１１もももも排排排排出出出出しているしているしているしている国国国国がががが、、、、まだいまだいまだいまだいけけけけいいいいけけけけどどどどんんんんどどどどんんんんででででややややることることることることががががアメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人たるたるたるたることことことことのののの証証証証拠拠拠拠というというというという考考考考ええええ方方方方をををを持持持持っっっっているということはているということはているということはているということは嘆嘆嘆嘆かわかわかわかわしいしいしいしい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。。。。 

  ただただただただ、、、、そのそのそのそのアメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人もももも、、、、大気大気大気大気汚染汚染汚染汚染にににに対対対対してはしてはしてはしては非常非常非常非常にににに神神神神経経経経質質質質ですですですです。。。。ロサンゼルスロサンゼルスロサンゼルスロサンゼルスはははは依然依然依然依然としてとしてとしてとして、、、、自自自自動動動動車車車車がががが中心中心中心中心のののの国国国国ですですですですからからからから、、、、ややややはりはりはりはり飛飛飛飛行行行行場場場場からからからから一一一一歩外歩外歩外歩外にににに出出出出るとるとるとると大気大気大気大気汚染汚染汚染汚染ががががひひひひどいどいどいどいですですですですねねねね。。。。したしたしたしたがっがっがっがってててて、、、、カリフォルカリフォルカリフォルカリフォルニニニニアアアア州州州州ではではではでは特特特特にににに排排排排ガガガガスススス規規規規制制制制ををををささささららららにににに強強強強めていくめていくめていくめていく、、、、当当当当然然然然 CO2規規規規制制制制もももも強強強強めていくめていくめていくめていく。。。。だだだだがががが循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ををををつつつつくくくくっっっっていこうというようなていこうというようなていこうというようなていこうというような意欲意欲意欲意欲、、、、発想発想発想発想はははは非常非常非常非常にににに乏乏乏乏しいですしいですしいですしいですねねねね。。。。ただただただただ、、、、大気大気大気大気汚染汚染汚染汚染のようにのようにのようにのように、、、、自自自自分分分分たたたたちちちちにそのにそのにそのにその被害被害被害被害がかかっがかかっがかかっがかかってくるてくるてくるてくる問題問題問題問題にににに対対対対してしてしてしてはははは積積積積極極極極的的的的ですですですです。。。。したしたしたしたがっがっがっがってててて、、、、CO2 対対対対策策策策にはこにはこにはこにはこれかられかられかられから非常非常非常非常にににに熱心熱心熱心熱心ににににアメリカアメリカアメリカアメリカはははは取取取取りりりり組組組組んんんんでくでくでくでくるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。特特特特ににににアメリカアメリカアメリカアメリカ南南南南部部部部をををを襲襲襲襲っっっったたたたハハハハリリリリケケケケーンーンーンーン、、、、カトリーカトリーカトリーカトリーナナナナ、、、、そそそそれかられかられかられからちょちょちょちょうどうどうどうど私私私私ががががアメリカアメリカアメリカアメリカをををを旅旅旅旅行中行中行中行中ににににアメリカアメリカアメリカアメリカのののの南南南南部部部部をををを襲襲襲襲っっっったたたたハハハハリリリリケケケケーンーンーンーン・・・・ディーンディーンディーンディーン、、、、ここここれられられられらののののハハハハリリリリケケケケーーーーンンンンとととと温暖温暖温暖温暖化化化化とのとのとのとの関係関係関係関係がががが認識認識認識認識さささされれれれ始始始始めておりめておりめておりめており、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化対対対対策策策策にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカはこはこはこはこれかられかられかられからかかかかなりなりなりなり真剣真剣真剣真剣にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでくるとでくるとでくるとでくると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  以以以以上上上上はははは、、、、私私私私のののの最最最最近近近近ののののアメリカアメリカアメリカアメリカ旅旅旅旅行行行行のののの印象記印象記印象記印象記ですですですです。。。。ここここれかられかられかられから、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションとはとはとはとは何何何何かかかかということにということにということにということにつつつついていていていて話話話話をさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいと思思思思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、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。） 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とはとはとはとは何何何何かかかか ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションとはとはとはとは何何何何かかかか。。。。ややややはりはりはりはり最最最最近近近近、、、、横横横横文文文文字字字字ががががははははんらんんらんんらんんらんしていてしていてしていてしていて、、、、我我我我々々々々ももももゼロエミゼロエミゼロエミゼロエミッションッションッションッション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うのにうのにうのにうのにややちややちややちややちゅゅゅゅううううちょちょちょちょももももあああありますりますりますりますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、今今今今やややや日本日本日本日本語語語語化化化化したとしたとしたとしたということでいうことでいうことでいうことで、、、、おおおお許許許許しししし願願願願いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション。。。。エミッションエミッションエミッションエミッションというのはというのはというのはというのは廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物、、、、排排排排出物出物出物出物というというというという意味意味意味意味ですですですです、、、、だだだだからからからからゼゼゼゼロエミッションロエミッションロエミッションロエミッションとはとはとはとは、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ゼロゼロゼロゼロというようというようというようというようにににに直直直直訳訳訳訳ででででききききますますますます。。。。ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションのののの大大大大きなきなきなきな特徴特徴特徴特徴はははは、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを出出出出さないさないさないさない経済経済経済経済社会社会社会社会ををををつつつつくくくくっっっっていていていていくためくためくためくため、、、、自自自自然然然然生生生生態系態系態系態系ののののメカメカメカメカニズニズニズニズムムムムをををを参考参考参考参考にしていることですにしていることですにしていることですにしていることです。。。。本本本本当当当当はははは、、、、生生生生態系態系態系態系にににに自自自自然然然然というというというという言言言言葉葉葉葉ををををつけつけつけつけるのるのるのるのはははは言言言言葉葉葉葉ののののダブダブダブダブリリリリになりになりになりになりますますますます。。。。生生生生態系態系態系態系はもともとはもともとはもともとはもともと自自自自然然然然とととと同同同同義義義義語語語語にににに近近近近いいいい概念概念概念概念ですですですです。。。。ししししかかかかしししし産業産業産業産業生生生生態系態系態系態系というというというという言言言言葉葉葉葉をををを私私私私たたたたちちちちははははゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムのののの運動運動運動運動のののの中中中中でででで使使使使いますのでいますのでいますのでいますので、、、、言言言言葉葉葉葉ががががダブダブダブダブるるるるわけわけわけわけですですですですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、ああああえてえてえてえて自自自自然然然然生生生生態系態系態系態系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せていただきたいとせていただきたいとせていただきたいとせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる自自自自然然然然生生生生態系態系態系態系をををを観察観察観察観察するとするとするとすると、、、、１１１１つつつつ非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな特徴特徴特徴特徴があがあがあがあるるるるわけわけわけわけでございますでございますでございますでございます。。。。そそそそれれれれはははは、、、、自自自自然然然然界界界界にはにはにはには廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物がががが存在存在存在存在しないということですしないということですしないということですしないということです。。。。自自自自然然然然界界界界にはにはにはには、、、、大大大大きくきくきくきく分分分分けけけけてててて、、、、生生生生産産産産者者者者、、、、消費者消費者消費者消費者、、、、解解解解体体体体・・・・分解者分解者分解者分解者というというというという、、、、異異異異なるなるなるなる役役役役割割割割をををを果果果果たすたすたすたす生生生生命命命命体体体体がががが存在存在存在存在しておりますしておりますしておりますしております。。。。役役役役割割割割のののの異異異異なるなるなるなる異異異異業業業業種種種種のののの生生生生命命命命体体体体がががが、、、、おおおお互互互互いにそのいにそのいにそのいにその役役役役割割割割をををを果果果果たすことによたすことによたすことによたすことによっっっってててて、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ががががないないないない世界世界世界世界がががが実現実現実現実現しているしているしているしているわけわけわけわけでございますでございますでございますでございます。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを出出出出さないさないさないさない産業産業産業産業生生生生態系態系態系態系、、、、自自自自然然然然
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生生生生態系態系態系態系にににに似似似似せたせたせたせた産業産業産業産業生生生生態系態系態系態系ををををつつつつくることくることくることくることがががができできできできればればればれば、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物はははは、、、、ゼロゼロゼロゼロにはできないにしてにはできないにしてにはできないにしてにはできないにしてもももも、、、、ゼロゼロゼロゼロにににに近近近近づけづけづけづけることることることることがががができるとできるとできるとできると私私私私たたたたちちちち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。。。。     （（（（そそそそれれれれではではではでは、、、、次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）ここここれがれがれがれが、、、、自自自自然然然然界界界界ののののメカメカメカメカニズニズニズニズムムムムですですですですねねねね。。。。自自自自然然然然界界界界にはにはにはには、、、、大大大大きくきくきくきく分分分分けけけけてててて、、、、生生生生産者産者産者産者としてのとしてのとしてのとしての植植植植物物物物があがあがあがありますりますりますります。。。。植植植植物物物物というものはというものはというものはというものは、、、、改改改改めてめてめてめて考考考考えてえてえてえてみみみみるとるとるとると、、、、大大大大変変変変なななな能力能力能力能力をををを持持持持っっっっていていていていまままますすすすねねねね。。。。無無無無機機機機物物物物ででででああああるるるる CO2とととと水水水水ととととからからからから有有有有機機機機物物物物ををををつつつつくくくくっっっってしてしてしてしまうまうまうまうんんんんでででですすすすからからからから、、、、ここここれれれれはははは大大大大変変変変なななな力力力力をををを持持持持っっっっているているているているわけわけわけわけですですですです。。。。太陽光太陽光太陽光太陽光によるによるによるによる光光光光合成合成合成合成によによによによっっっってててて、、、、CO2 とととと水水水水でででで、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる炭炭炭炭水水水水化化化化物物物物系系系系のののの有有有有機機機機物物物物ををををつつつつくりくりくりくり上上上上げるげるげるげるわけわけわけわけですですですです。。。。そのそのそのその生生生生産者産者産者産者ででででああああるるるる植植植植物物物物がつがつがつがつくくくくりりりり出出出出したしたしたした有有有有機機機機物物物物をををを動物動物動物動物がががが消費者消費者消費者消費者としてとしてとしてとして消費消費消費消費するするするするわけわけわけわけですですですです。。。。私私私私たたたたちちちち人間人間人間人間もももも消費者消費者消費者消費者ですよですよですよですよねねねね。。。。動物動物動物動物はははは、、、、無無無無機機機機物物物物をををを有有有有機機機機物物物物にににに変変変変えるだえるだえるだえるだけけけけのののの魔法魔法魔法魔法のののの力力力力はははは持持持持っっっっていないていないていないていないわけわけわけわけですですですですからからからから、、、、植植植植物物物物がががが無無無無機機機機物物物物をををを有有有有機機機機物物物物にににに変変変変えてくえてくえてくえてくれれれれたものをたものをたものをたものをあああありりりりががががたくいただいているたくいただいているたくいただいているたくいただいているわけわけわけわけでございますでございますでございますでございます。。。。そのそのそのその植植植植物物物物もももも、、、、動物動物動物動物もももも、、、、死死死死んんんんでしまえでしまえでしまえでしまえばばばば、、、、地中地中地中地中のののの微微微微生生生生物物物物によによによによっっっってててて分解分解分解分解さささされれれれるるるるわけわけわけわけですですですですねねねね。。。。でででで、、、、やがやがやがやがてそてそてそてそれれれれはまたはまたはまたはまた生生生生産者産者産者産者ででででああああるるるる植植植植物物物物のののの栄栄栄栄養養養養になになになになっっっっていくというのていくというのていくというのていくというのががががこのこのこのこの図図図図でございますでございますでございますでございます。。。。 

  このこのこのこの図図図図ではではではでは、、、、植植植植物物物物とととと動物動物動物動物とのとのとのとの間間間間ではではではでは植植植植物物物物がががが食食食食料料料料をををを提提提提供供供供するするするする、、、、またまたまたまた動物動物動物動物もももも植植植植物物物物にににに一一一一方方方方的的的的にににに依存依存依存依存しているしているしているしているわけわけわけわけではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、受受受受粉粉粉粉などをなどをなどをなどを通通通通してしてしてして、、、、またまたまたまた鳥鳥鳥鳥などなどなどなどがががが植植植植物物物物のののの種種種種をををを遠遠遠遠くにくにくにくに運運運運んんんんででででいくといくといくといくとかかかかというようなというようなというようなというような形形形形でででで助助助助けけけけ合合合合っっっっているているているているわけわけわけわけですですですですねねねね。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、動物動物動物動物とととと微微微微生生生生物物物物のののの間間間間でもでもでもでも、、、、動物動物動物動物がががが死死死死んんんんでしまえでしまえでしまえでしまえばばばば廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物となとなとなとなっっっってててて分解分解分解分解さささされれれれてててて、、、、またそまたそまたそまたそれがれがれがれが植植植植物物物物のののの栄栄栄栄養養養養になるになるになるになるわけわけわけわけですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、またそのまたそのまたそのまたその微微微微生生生生物物物物もももも、、、、例例例例ええええばばばば発発発発酵菌酵菌酵菌酵菌、、、、納豆菌納豆菌納豆菌納豆菌などをなどをなどをなどを通通通通してしてしてして消費者消費者消費者消費者にににに有有有有用用用用なななな食食食食料料料料をををを提提提提供供供供していますしていますしていますしています。。。。このようにこのようにこのようにこのように自自自自然然然然界界界界ではではではでは、、、、異異異異業業業業種種種種といいまといいまといいまといいますすすすかかかか、、、、機能機能機能機能のののの異異異異なるなるなるなる３３３３つつつつのののの生生生生命命命命体体体体ががががおおおお互互互互いにそいにそいにそいにそれれれれぞぞぞぞれれれれのののの役役役役割割割割をきをきをきをきちっちっちっちっとととと果果果果たすことによたすことによたすことによたすことによっっっってててて廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ゼロゼロゼロゼロのののの社会社会社会社会ををををつつつつくくくくっっっってててているいるいるいるわけわけわけわ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したしたしたした自自自自然然然然界界界界のののの営営営営みみみみをををを人間社会人間社会人間社会人間社会、、、、人間人間人間人間のののの経済経済経済経済活活活活動動動動にうまくにうまくにうまくにうまく応用応用応用応用するするするすることことことことがががができないできないできないできないかかかかということということということということがががが私私私私たたたたちちちちののののゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション運動運動運動運動のののの大大大大きなきなきなきな目的目的目的目的ででででああああるるるるわけわけわけわけでででですすすす。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。）。）。）。）現現現現在在在在私私私私たたたたちちちちははははゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会ににににつつつついてこういてこういてこういてこう考考考考えておりえておりえておりえておりますますますます。。。。グンターグンターグンターグンター・・・・パウリパウリパウリパウリがががが最最最最初初初初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というというというという構想構想構想構想をををを持持持持っっっってきたときにはてきたときにはてきたときにはてきたときには、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ををををゼロゼロゼロゼロにするにするにするにするためにためにためにために廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを有効有効有効有効活活活活用用用用するするするするというというというという考考考考ええええ方方方方にににに力点力点力点力点をををを置置置置いてきましいてきましいてきましいてきましたたたたがががが、、、、そのそのそのその後後後後十十十十数数数数年年年年のののの運動運動運動運動をををを経経経経てててて、、、、私私私私たたたたちちちちはははは今今今今やややや廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを出出出出さないさないさないさない経済経済経済経済社会社会社会社会、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを出出出出さないさないさないさない地域地域地域地域社会社会社会社会、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを出出出出さないさないさないさない企業経営企業経営企業経営企業経営、、、、こういこういこういこういっっっったものをたものをたものをたものを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運動運動運動運動のののの目的目的目的目的にににに置置置置いていていていていいいいますますますます。。。。 

  例例例例ええええばばばば、、、、石油石油石油石油をををを燃燃燃燃ややややすとすとすとすと、、、、御御御御存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、温室効温室効温室効温室効果果果果ガガガガススススででででああああるるるる CO2がががが排排排排出出出出さささされれれれるるるるわけわけわけわけですですですですねねねね。。。。CO2 はははは、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ででででああああるるるるわけわけわけわけですですですです。。。。ししししかかかかもももも温暖温暖温暖温暖化化化化をををを引引引引きききき起起起起こすこすこすこす、、、、好好好好ましくましくましくましくないないないない廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物。。。。ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパではではではでは、、、、こういうこういうこういうこういう CO2ととととかかかか NOx ととととかかかか SOx のことをのことをのことをのことを分分分分子子子子ごごごごみみみみ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。。。。原原原原子子子子ととととかかかか分分分分子子子子はははは私私私私たたたたちちちちのののの目目目目にはにはにはには見見見見ええええませませませませんんんん。。。。ししししかかかかしししし分分分分子子子子ごごごごみみみみとしてとしてとしてとして大気大気大気大気中中中中にににに拡拡拡拡散散散散していますしていますしていますしています。。。。廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを出出出出さないさないさないさない経済経済経済経済社会社会社会社会にするためにはにするためにはにするためにはにするためには、、、、CO2 のののの排排排排出量出量出量出量をををを抑制抑制抑制抑制するといするといするといするということもうこともうこともうこともゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション運動運動運動運動のののの非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな目的目的目的目的になになになになっっっっているているているているわけわけわけわけですですですです。。。。 失失失失われわれわれわれたたたた地球地球地球地球ののののサステサステサステサステナナナナビリティビリティビリティビリティ 

  （（（（そそそそれれれれではではではでは、、、、次次次次、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。）。）。）。）そそそそれれれれではではではでは、、、、ななななぜぜぜぜ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、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを出出出出ささささないないないない経済経済経済経済社会社会社会社会、、、、ああああるいはるいはるいはるいは地域地域地域地域社会社会社会社会、、、、企業経営企業経営企業経営企業経営というものというものというものというものがががが求求求求めめめめられられられられているのているのているのているのかかかかというとというとというとというと、、、、地球地球地球地球ののののサステサステサステサステナナナナビリティビリティビリティビリティがががが今今今今やややや失失失失われわれわれわれてしまてしまてしまてしまっっっっているためですているためですているためですているためです。。。。地球地球地球地球ののののサステサステサステサステナナナナビリティビリティビリティビリティ、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性をををを回回回回復復復復するためにするためにするためにするため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運動運動運動運動をををを強強強強化化化化していこうとしていこうとしていこうとしていこうと私私私私たたたたちちちちはははは考考考考えていえていえていえているるるるわけわけわけわけ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はではではでは、、、、地球地球地球地球ののののサステサステサステサステナナナナビリティビリティビリティビリティとはとはとはとは何何何何かかかかということでございますということでございますということでございますということでございますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、地球地球地球地球のののの
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サステサステサステサステナナナナビリティビリティビリティビリティというのはというのはというのはというのは、、、、一一一一言言言言でででで言言言言っっっってしまえてしまえてしまえてしまえばばばば、、、、健健健健全全全全なななな地球地球地球地球のののの営営営営みみみみをををを過去過去過去過去からからからから現現現現在在在在、、、、現現現現在在在在からからからから未未未未来来来来へとへとへとへと途切途切途切途切れれれれることなくることなくることなくることなく引引引引きききき継継継継いでいくこといでいくこといでいくこといでいくことがががが地球地球地球地球ののののサステサステサステサステナナナナビリティビリティビリティビリティだだだだとととと考考考考えているえているえているえているわけわけわけわけでございますでございますでございますでございます。。。。そのそのそのその地球地球地球地球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回回回回復復復復するためにするためにするためにするために３３３３つつつつのののの条件条件条件条件がががが必要必要必要必要でででですすすす。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）地球地球地球地球のののの持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性がががが失失失失われわれわれわれてしまてしまてしまてしまっっっったのはなたのはなたのはなたのはなぜぜぜぜかかかかというとというとというとというと、、、、ここここここここにににに書書書書いていていていてああああるるるる３３３３つつつつのののの条件条件条件条件がががが損損損損ななななわれわれわれわれてしまてしまてしまてしまっっっったたたたからからからからににににほかほかほかほかななななららららないないないないわけわけわけわけですですですです。。。。１１１１つつつつはははは、、、、地地地地球球球球有限有限有限有限性性性性のののの認識認識認識認識ですですですですねねねね。。。。地球地球地球地球はははは無無無無限限限限ではではではではなくてなくてなくてなくて有限有限有限有限なななな存在存在存在存在ですですですです。。。。そのそのそのその地球地球地球地球有限有限有限有限性性性性のののの認識認識認識認識をををを忘忘忘忘れれれれてしまてしまてしまてしまっっっってててて私私私私たたたたちちちちはははは経済経済経済経済活活活活動動動動をするをするをするをする、、、、物物物物をををを粗末粗末粗末粗末にするようなにするようなにするようなにするような使使使使いいいい捨捨捨捨てのてのてのてのライフサイクライフサイクライフサイクライフサイクルルルルをををを営営営営むむむむ。。。。だだだだがががが地球地球地球地球はははは無無無無限限限限ではではではではあああありませりませりませりませんんんん。。。。資源資源資源資源はははは使使使使ええええばばばば使使使使ううううほほほほどどどど減減減減りりりり、、、、やがやがやがやがてててて底底底底ををををつつつついいいいてなくなてなくなてなくなてなくなっっっってしまうてしまうてしまうてしまう、、、、地球地球地球地球のののの持持持持つつつつ浄浄浄浄化能力化能力化能力化能力をををを超超超超えてえてえてえて有害有害有害有害物物物物質質質質をををを排排排排出出出出すすすすればればればれば地球地球地球地球環境環境環境環境はどはどはどはどんんんんどどどどんんんん悪悪悪悪化化化化してしまうしてしまうしてしまうしてしまう、、、、私私私私たたたたちちちちはははは有限有限有限有限なななな地球地球地球地球のののの上上上上にににに住住住住んんんんでいるでいるでいるでいるんんんんだというだというだというだという認識認識認識認識にににに基基基基づづづづいていていていて経経経経済済済済活活活活動動動動、、、、日日日日々々々々のののの生活生活生活生活をしていをしていをしていをしていかかかかなくてはいなくてはいなくてはいなくてはいけけけけないということないということないということないということがががが条件条件条件条件のののの１１１１ですですですです。。。。 そそそそれかられかられかられから、、、、生生生生態系態系態系態系のののの全全全全体的体的体的体的なななな保保保保全全全全、、、、ここここれれれれもももも地球地球地球地球のののの持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性のためにのためにのためにのために必要必要必要必要ですですですです。。。。今今今今までまでまでまで生生生生態系態系態系態系というものはというものはというものはというものは経済経済経済経済的的的的なななな財財財財としてとしてとしてとして認識認識認識認識さささされれれれることることることることがががが多多多多かっかっかっかったたたたわけわけわけわけですですですです。。。。木木木木材材材材ととととかかかか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは薬薬薬薬のののの原原原原料料料料ととととかかかか、、、、そういうそういうそういうそういう、、、、おおおお金金金金にににに換換換換算算算算できるできるできるできる視点視点視点視点でしでしでしでしかかかか生生生生態系態系態系態系をををを評価評価評価評価してこなしてこなしてこなしてこなかっかっかっかったたたたわけわけわけわけでございますでございますでございますでございます。。。。ししししかかかかしししし、、、、今今今今日日日日のようにのようにのようにのように、、、、生生生生態系態系態系態系がずがずがずがずたたたたずずずずたにたにたにたに引引引引きききき裂裂裂裂かれかれかれかれるるるる中中中中でででで、、、、待待待待ててててよよよよ、、、、生生生生態系態系態系態系にはおにはおにはおにはお金金金金ににににかかかかえることえることえることえることがががができないできないできないできない価値価値価値価値があがあがあがあるとるとるとると。。。。例例例例ええええばばばば、、、、大気大気大気大気ととととかかかか水水水水ととととかかかか土土土土壌壌壌壌、、、、ここここれれれれをきをきをきをきれれれれいないないないな空空空空気気気気、、、、ききききれれれれいないないないな水水水水、、、、ききききれれれれいないないないな土壌土壌土壌土壌にににに保保保保っっっってくてくてくてくれれれれているのはているのはているのはているのは、、、、実実実実はははは生生生生態態態態系系系系のおのおのおのおかかかかげなげなげなげなんんんんだとだとだとだと。。。。もしこのもしこのもしこのもしこの世世世世のののの中中中中にににに生生生生態系態系態系態系ががががななななければければければければ、、、、地球地球地球地球はもはもはもはもっっっっとととと荒荒荒荒涼涼涼涼ととととしたしたしたした世界世界世界世界になになになになっっっってしまてしまてしまてしまっっっっているはているはているはているはずずずずですですですです。。。。ききききれれれれいないないないな水水水水、、、、ききききれれれれいないないないな空空空空気気気気、、、、ききききれれれれいないないないな土壌土壌土壌土壌、、、、ここここれれれれををををつつつつくくくくりりりり上上上上げているのはげているのはげているのはげているのは、、、、実実実実はははは生生生生態系態系態系態系のおのおのおのおかかかかげげげげですですですです。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、今地球今地球今地球今地球のののの温暖温暖温暖温暖化化化化がががが問題問題問題問題になになになになっっっってててていますいますいますいますねねねね。。。。地球地球地球地球表表表表面面面面のののの温温温温度度度度をををを一定一定一定一定にににに保保保保つつつつ上上上上でもでもでもでも生生生生態系態系態系態系ははは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役役役役割割割割をををを果果果果たしていまたしていまたしていまたしていますすすす。。。。またまたまたまた、、、、最最最最近近近近いろいろないろいろないろいろないろいろな心理心理心理心理学学学学者者者者たたたたちちちちのののの研究成研究成研究成研究成果果果果としてもとしてもとしてもとしても公公公公表表表表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けれけれけれけれどもどもどもども、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる緑緑緑緑のののの森森森森がががが人人人人々々々々のののの心心心心をいをいをいをいややややしししし、、、、慰慰慰慰めてくめてくめてくめてくれれれれるるるる役役役役割割割割、、、、ここここれれれれもももも非常非常非常非常にににに大大大大きなものきなものきなものきなものがあがあがあがありりりりますますますますねねねね。。。。ここここのようにのようにのようにのように経済経済経済経済的的的的価値価値価値価値にににに転化転化転化転化できないようなできないようなできないようなできないような生生生生態系態系態系態系のののの持持持持つつつつ大大大大きなきなきなきな価値価値価値価値、、、、非経済非経済非経済非経済的的的的なななな価値価値価値価値がががが損損損損ななななわれわれわれわれているているているているということはということはということはということは人人人人類類類類のののの生生生生存存存存にににに非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな脅威脅威脅威脅威になになになになっっっっていていていていますますますます。。。。私私私私たたたたちちちちはははは経済経済経済経済財財財財としてのとしてのとしてのとしての生生生生態系態系態系態系だだだだけけけけではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、ききききれれれれいないないないな水水水水、、、、ききききれれれれいないないないな空空空空気気気気、、、、ああああるいはるいはるいはるいは私私私私たたたたちがちがちがちが生生生生きていくためのきていくためのきていくためのきていくための適適適適正正正正なななな温温温温度度度度、、、、こういうものをこういうものをこういうものをこういうものを守守守守っっっってくてくてくてくれれれれるるるる生生生生態系態系態系態系、、、、つつつつまりまりまりまり非経済非経済非経済非経済的的的的なななな価値価値価値価値をををを回回回回復復復復させてさせてさせてさせていくいくいくいく、、、、そそそそれがれがれがれが持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地球地球地球地球のためにのためにのためにのために必要必要必要必要ですですですです。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、三三三三番番番番目目目目がががが未未未未来世来世来世来世代代代代へのへのへのへの利利利利益益益益配配配配慮慮慮慮ですですですです。。。。現現現現在在在在のののの私私私私たたたたちがちがちがちが豊豊豊豊かかかかなななな生活生活生活生活がががができできできできればればればれば、、、、ああああとはとはとはとは知知知知っっっったことたことたことたことかかかかとととと。。。。次次次次にににに生生生生ままままれれれれてくるてくるてくるてくる世世世世代代代代、、、、７７７７代代代代、、、、10 代代代代先先先先のののの私私私私たたたたちちちちのののの子子子子孫孫孫孫たたたたちちちちはははは、、、、勝勝勝勝手手手手にそのにそのにそのにその残残残残さささされれれれたたたた地球地球地球地球のののの状況状況状況状況にににに合合合合わわわわせてせてせてせてでででで新新新新しいしいしいしい知知知知恵恵恵恵をををを絞絞絞絞っっっってててて生生生生きていきていきていきていけばけばけばけばよいよいよいよいだろうとだろうとだろうとだろうといいいいううううことでことでことでことで地球地球地球地球環境環境環境環境をどをどをどをどんんんんどどどどんんんん悪悪悪悪化化化化させるさせるさせるさせる、、、、今今今今のののの資源資源資源資源をどをどをどをどんんんんどどどどんんんん使使使使いいいい切切切切っっっってしまうてしまうてしまうてしまう、、、、そうそうそうそういうことはいうことはいうことはいうことは人間人間人間人間としてとしてとしてとして許許許許さささされれれれるでしるでしるでしるでしょょょょううううかかかか。。。。まだまだまだまだ生生生生ままままれれれれていないていないていないていない未未未未来世来世来世来世代代代代のののの人人人人たたたたちがちがちがちが、、、、現現現現在在在在私私私私たたたたちがちがちがちが生活生活生活生活しているとしているとしているとしていると同同同同じじじじようなようなようなような地球地球地球地球のののの恩恩恩恩恵恵恵恵がががが得得得得られられられられ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健健健健全全全全なななな地球地球地球地球をををを次次次次のののの世世世世代代代代にににに残残残残していしていしていしていかかかかなくてはなりませなくてはなりませなくてはなりませなくてはなりませんんんん。。。。そのためにそのためにそのためにそのために私私私私たたたたちちちちはははは未未未未来世来世来世来世代代代代のののの配配配配慮慮慮慮というというというということことことことをもをもをもをもっっっっとととと真剣真剣真剣真剣にににに考考考考えていくえていくえていくえていく必要必要必要必要があがあがあがありますりますりますります。。。。 このようにこのようにこのようにこのように、、、、地球地球地球地球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回回回回復復復復するためにはするためにはするためにはするためには、、、、以以以以上指上指上指上指摘摘摘摘したしたしたした３３３３つつつつのののの条件条件条件条件、、、、地球地球地球地球有有有有限限限限性性性性のののの認識認識認識認識、、、、生生生生態系態系態系態系のののの全全全全体的体的体的体的なななな保保保保全全全全、、、、未未未未来世来世来世来世代代代代のののの利利利利益益益益配配配配慮慮慮慮がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。 膨張膨張膨張膨張のののの時代時代時代時代をををを経経経経てててて地球地球地球地球のののの限限限限界界界界がががが露露露露になるになるになるになる   （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）人人人人類類類類のののの歴歴歴歴史史史史をををを振振振振りりりり返返返返るとるとるとると、、、、大体大体大体大体 500万万万万年年年年くくくくららららいいいい前前前前までさまでさまでさまでさかかかかののののぼぼぼぼるこるこるこるこ
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ととととがががができるとできるとできるとできると言言言言われわれわれわれておりますておりますておりますております。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、ずっずっずっずっととととつつつついいいい最最最最近近近近までまでまでまで人人人人類類類類のののの長長長長いいいい歴歴歴歴史史史史のののの大部大部大部大部分分分分はははは大自大自大自大自然然然然にににに囲囲囲囲ままままれれれれてててて、、、、人間人間人間人間はははは自自自自然然然然のののの恩恩恩恩恵恵恵恵をををを受受受受けけけけてててて生活生活生活生活してしてしてしてきましたきましたきましたきました。。。。そこにはそこにはそこにはそこには環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの対立関係対立関係対立関係対立関係はなはなはなはなかっかっかっかったたたたわけわけわけわけですですですです。。。。ししししかかかかしししし、、、、20世紀世紀世紀世紀にににに入入入入っっっってててて、、、、特特特特にににに 20世紀世紀世紀世紀後後後後半半半半のののの 50年年年年、、、、ここここののののわずかわずかわずかわずかなななな期期期期間間間間にににに、、、、人間人間人間人間はははは自自自自然然然然資源資源資源資源をををを過過過過剰剰剰剰にににに消費消費消費消費しししし、、、、有害有害有害有害物物物物質質質質をををを自自自自然然然然のののの浄浄浄浄化能力化能力化能力化能力をををを超超超超えてえてえてえて過過過過剰剰剰剰にににに自自自自然然然然界界界界にににに排排排排出出出出するするするする、、、、そのそのそのその結果結果結果結果、、、、資源資源資源資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇化化化化のののの問題問題問題問題、、、、ささささららららにににに環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊をををを深深深深刻化刻化刻化刻化させさせさせさせてしまてしまてしまてしまっっっったたたたわけわけわけわけ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、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）ここここれがれがれがれがそうですそうですそうですそうですねねねね。。。。自自自自然然然然にににに囲囲囲囲ままままれれれれていたていたていたていた人間社会人間社会人間社会人間社会。。。。気気気気がつがつがつがついていていていてみみみみるとるとるとると、、、、人間社会人間社会人間社会人間社会がががが自自自自然然然然をををを押押押押ししししつつつつぶぶぶぶしているしているしているしている、、、、そういうそういうそういうそういう現現現現状状状状がががが起起起起ここここっっっってしまてしまてしまてしまっっっったのたのたのたのがががが今今今今のののの世世世世界界界界ででででああああるということでございまするということでございまするということでございまするということでございます。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）特特特特にににに 20世紀世紀世紀世紀後後後後半半半半、、、、1950年年年年からからからから 2000年年年年のののの 50年年年年はははは膨張膨張膨張膨張のののの時代時代時代時代ととと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。。。。物物物物的的的的豊豊豊豊かかかかさをさをさをさを求求求求めてめてめてめて人間人間人間人間がががが地球地球地球地球をををを酷酷酷酷使使使使したしたしたした時代時代時代時代ですですですです。。。。1950年年年年からからからから 2000年年年年のののの
50 年間年間年間年間にどういうことにどういうことにどういうことにどういうことがががが起起起起ここここっっっったたたたかかかかというとというとというとというと、、、、このこのこのこの図図図図をををを見見見見ていただていただていただていただければわかければわかければわかければわかるとおりでるとおりでるとおりでるとおりですすすす。。。。世界世界世界世界人口人口人口人口はははは、、、、1950年年年年当当当当時時時時 25億億億億人人人人だだだだっっっったのたのたのたのがががが、、、、2000年年年年にはにはにはには 61億億億億人人人人。。。。2007年年年年のののの現現現現在在在在ではではではではもうもうもうもう 6６６６６億億億億人人人人にににに達達達達しているとしているとしているとしていると推推推推定定定定さささされれれれていますていますていますています。。。。世界世界世界世界GDPはははは 3.8兆兆兆兆ドルドルドルドルからからからから 30.9兆兆兆兆ドルドルドルドルとととと、、、、
8.1 倍倍倍倍にもにもにもにも増増増増えていますえていますえていますえています。。。。石油石油石油石油、、、、発発発発電電電電量量量量、、、、そそそそれかられかられかられから小小小小麦麦麦麦のののの生生生生産量産量産量産量、、、、いいいいずれずれずれずれもももも 50 年間年間年間年間でででで大大大大変変変変なななな増増増増ええええ方方方方をしているをしているをしているをしているわけわけわけわけですですですです。。。。20世紀世紀世紀世紀後後後後半半半半のののの 50年間年間年間年間でででで、、、、人人人人類類類類ががががここここれれれれまでまでまでまで使使使使っっっってきたさまざてきたさまざてきたさまざてきたさまざまなまなまなまな資源資源資源資源のののの 80％％％％以以以以上上上上をこのをこのをこのをこの 50年年年年のののの間間間間にににに使使使使っっっってしまてしまてしまてしまっっっったとたとたとたと推推推推定定定定さささされれれれていますていますていますています。。。。そそそそれほれほれほれほどどどど激激激激ししししくくくく地球資源地球資源地球資源地球資源をををを過過過過剰剰剰剰にににに消費消費消費消費しししし、、、、有害有害有害有害物物物物質質質質をををを自自自自然然然然界界界界にににに排排排排出出出出しししし続続続続けけけけてきたてきたてきたてきた結果結果結果結果、、、、地球地球地球地球環境環境環境環境はははは急速急速急速急速にににに悪悪悪悪化化化化してしまいましたしてしまいましたしてしまいましたしてしまいました。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）そのそのそのその結果結果結果結果、、、、経済経済経済経済はははは発展発展発展発展したしたしたしたけれけれけれけれどもどもどもども、、、、様様様様々々々々なななな形形形形でででで地球地球地球地球環境環境環境環境がががが悪悪悪悪化化化化してしまいましたしてしまいましたしてしまいましたしてしまいました。。。。地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、酸酸酸酸性性性性雨雨雨雨、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層のののの破壊破壊破壊破壊、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊がががが起起起起ここここっっっってきまてきまてきまてきましたしたしたした。。。。人口人口人口人口増増増増加加加加とととと経済経済経済経済成長成長成長成長によによによによっっっってててて、、、、経済経済経済経済活活活活動動動動のののの規規規規模模模模がががが拡拡拡拡大大大大しししし、、、、そそそそれがれがれがれががががが 20世紀世紀世紀世紀後後後後半半半半のののの膨張膨張膨張膨張のののの時代時代時代時代となとなとなとなっっっってててて一気一気一気一気にににに吹吹吹吹きききき出出出出したしたしたしたわけわけわけわけですですですです。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、地球地球地球地球のののの限限限限界界界界がががが明明明明らからからからかになになになになっっっってしまてしまてしまてしまっっっったということですたということですたということですたということですねねねね。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）ここここれれれれはははは地球地球地球地球ににににああああるるるる、、、、主主主主にににに金金金金属属属属資源資源資源資源のののの埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵量量量量とととと、、、、既既既既にににに現現現現在在在在採採採採掘掘掘掘さささされれれれてててて使使使使われわれわれわれてしまてしまてしまてしまっっっっているているているている割割割割合合合合をををを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。。。。例例例例ええええばばばば、、、、水水水水銀銀銀銀ににににつつつついていていていて言言言言ええええばばばば、、、、既既既既にににに８８８８割割割割近近近近くくくくがががが発発発発掘掘掘掘さささされれれれてててて使使使使われわれわれわれてしまてしまてしまてしまっっっっていていていていますますますます。。。。もうもうもうもう地地地地下下下下にはにはにはには水水水水銀銀銀銀というというというという資源資源資源資源ははははほほほほととととんんんんどどどど残残残残っっっっていませていませていませていませんんんん。。。。銀銀銀銀ととととかかかかススススズズズズととととかかかか鉛鉛鉛鉛、、、、金金金金、、、、ここここれれれれららららのののの金金金金属属属属もももも６６６６割割割割以以以以上上上上がががが発発発発掘掘掘掘さささされれれれていますていますていますています。。。。銅銅銅銅もももも、、、、半半半半分近分近分近分近くくくくがががが既既既既にににに発発発発掘掘掘掘さささされれれれてててて使使使使われわれわれわれてしまてしまてしまてしまっっっっていますていますていますています。。。。無無無無限限限限ににににああああるとるとるとると思思思思われわれわれわれているているているている鉄鉄鉄鉄もももも、、、、ももももうううう３３３３割近割近割近割近くくくくがががが発発発発掘掘掘掘済済済済みみみみですですですです。。。。おそおそおそおそららららくくくく今今今今日日日日のようなのようなのようなのような形形形形でででで資源資源資源資源をををを使使使使いいいい続続続続ければければければければ、、、、ここここれられられられらのののの資資資資源源源源のののの多多多多くくくくがががが 21世紀中世紀中世紀中世紀中ににににほほほほととととんんんんどどどど枯渇枯渇枯渇枯渇してしまうとしてしまうとしてしまうとしてしまうと思思思思いますいますいますいます。。。。そそそそれほれほれほれほどどどど今地球資源今地球資源今地球資源今地球資源はははは枯渇枯渇枯渇枯渇ししししてきていてきていてきていてきていますますますます。。。。 自自自自然満然満然満然満足度足度足度足度曲線曲線曲線曲線でででで見見見見るるるる地球地球地球地球のののの限限限限界界界界 

  地球地球地球地球限限限限界界界界時代時代時代時代のののの経済経済経済経済領領領領域域域域のののの中中中中にににに描描描描かれかれかれかれているているているている図図図図がががが、、、、自自自自然満然満然満然満足度足度足度足度曲線曲線曲線曲線ですですですです。。。。皆皆皆皆ささささんがんがんがんがここここれれれれからからからからのののの時代時代時代時代をををを考考考考えるえるえるえる場合場合場合場合ののののヒヒヒヒントントントントにしてにしてにしてにしてほほほほしいとしいとしいとしいと思思思思っっっっていますていますていますています。。。。縦縦縦縦軸軸軸軸がががが社会的社会的社会的社会的厚厚厚厚生生生生ですですですです。。。。社会的社会的社会的社会的厚厚厚厚生生生生というのはというのはというのはというのは、、、、生活生活生活生活のののの満満満満足度足度足度足度というというというというふふふふうにうにうにうに考考考考えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。ままままああああ、、、、イメーイメーイメーイメージジジジとしとしとしとしてはてはてはては、、、、１１１１人人人人当当当当たりたりたりたりＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰのようなものをのようなものをのようなものをのようなものを頭頭頭頭にににに描描描描いていただいていただいていただいていただければければければけれ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。。。。そそそそれかれかれかれからららら、、、、横横横横軸軸軸軸がががが自自自自然然然然のののの利用利用利用利用ですですですです。。。。ＢＢＢＢ点点点点がががが環境環境環境環境許許許許容限容限容限容限度度度度ををををあらわあらわあらわあらわしていますしていますしていますしています。。。。自自自自然満然満然満然満足度足度足度足度曲線曲線曲線曲線はははは大大大大きなきなきなきな特徴特徴特徴特徴をををを持持持持っっっっててててますますますます。。。。ＢＢＢＢ点点点点のののの左側左側左側左側のののの世界世界世界世界とととと右側右側右側右側のののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、曲線曲線曲線曲線のののの向向向向ききききがががが逆逆逆逆になになになになっっっってててていることですいることですいることですいることです。。。。ＢＢＢＢ点点点点のののの左側左側左側左側のののの世界世界世界世界でででではははは、、、、自自自自然然然然をををを利用利用利用利用すすすすればればればればするするするするほほほほどどどど生活生活生活生活のののの満満満満足度足度足度足度、、、、社会的社会的社会的社会的厚厚厚厚生生生生ががががどどどどんんんんどどどどんんんん上上上上がっがっがっがっていていていていきますきますきますきます。。。。ししししかかかかしなしなしなしながらがらがらがら、、、、ＢＢＢＢ点点点点のののの右側右側右側右側のののの世界世界世界世界になるとになるとになるとになると、、、、自自自自然然然然をををを利利利利
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用用用用すすすすればればればればするするするするほほほほどどどど社会的社会的社会的社会的厚厚厚厚生生生生、、、、生活生活生活生活のののの満満満満足度足度足度足度はははは逆逆逆逆ににににどどどどんんんんどどどどんんんん落落落落ちちちちていくていくていくていく。。。。どうしてこういどうしてこういどうしてこういどうしてこういうことうことうことうことがががが起起起起ここここっっっってくるのてくるのてくるのてくるのかかかか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ねねねね。。。。ここここれれれれはもうはもうはもうはもう皆皆皆皆ささささんんんん御御御御承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、環境環境環境環境許許許許容限容限容限容限度度度度をををを超超超超えてえてえてえて自自自自然然然然をををを過過過過剰剰剰剰にににに消費消費消費消費するとするとするとすると、、、、公公公公害害害害がががが起起起起ここここっっっってきますてきますてきますてきます。。。。地球地球地球地球規規規規模模模模でのでのでのでの環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化のののの問題問題問題問題ととととかかかか、、、、酸酸酸酸性性性性雨雨雨雨のののの問題問題問題問題ととととかかかか、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層のののの破壊破壊破壊破壊のののの問題問題問題問題ととととかかかか、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ起起起起ここここっっっってきてきてきてきますますますますねねねね。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、緑緑緑緑のののの森森森森もどもどもどもどんんんんどどどどんんんん失失失失われわれわれわれていきますていきますていきますていきます。。。。そういうそういうそういうそういう形形形形でででで、、、、ＢＢＢＢ点点点点をををを超超超超えてえてえてえて自自自自然然然然をををを過過過過剰剰剰剰にににに消費消費消費消費するとするとするとすると、、、、満満満満足度足度足度足度はははは落落落落ちちちちていくていくていくていくわけわけわけわけですですですです。。。。私私私私たたたたちちちちはははは現現現現在在在在このこのこのこのＣＣＣＣ点点点点のののの近近近近くにいくにいくにいくにいるるるるわけわけわけわけですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、このこのこのこのＣＣＣＣ点点点点のののの近近近近くにいるくにいるくにいるくにいる私私私私たたたたちちちちはははは、、、、もうこもうこもうこもうこれれれれ以以以以上自上自上自上自然然然然をををを利用利用利用利用してしてしてして生活生活生活生活のののの満満満満足度足度足度足度をををを高高高高めるめるめるめることはことはことはことは、、、、難難難難しくなしくなしくなしくなっっっっていていていていますますますます。。。。私私私私たたたたちちちちはははは、、、、できるだできるだできるだできるだけけけけ自自自自然然然然のののの利用利用利用利用をををを抑制抑制抑制抑制ししししなななながらがらがらがら、、、、自自自自然然然然とととと共共共共生生生生、、、、共共共共存存存存できるできるできるできる新新新新しいしいしいしい経済経済経済経済社会社会社会社会をををを構築構築構築構築していしていしていしていかかかかなくてはなりませなくてはなりませなくてはなりませなくてはなりませんんんん。。。。自自自自然満然満然満然満足度足度足度足度曲線曲線曲線曲線がががが教教教教えてくえてくえてくえてくれれれれるるるることのことのことのことの意味意味意味意味はははは、、、、このこのこのこの点点点点ににににあああありますりますりますります。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）このこのこのこの図図図図はははは、、、、今今今今のののの自自自自然満然満然満然満足度足度足度足度曲線曲線曲線曲線ににににストックストックストックストックというというというという概念概念概念概念をををを加加加加えたもえたもえたもえたものですのですのですのです。。。。このこのこのこの黄色黄色黄色黄色いいいい部部部部分分分分ははははストックストックストックストックのののの量量量量ををををあらわあらわあらわあらわしていますしていますしていますしています。。。。ＢＢＢＢ点点点点のののの左側左側左側左側のののの世界世界世界世界、、、、つつつつまりまりまりまり、、、、ここここれれれれまでまでまでまで私私私私たたたたちがちがちがちが生活生活生活生活してきたしてきたしてきたしてきた世界世界世界世界というのはというのはというのはというのはストックストックストックストックがががが非常非常非常非常にににに不足不足不足不足しているしているしているしている経済経済経済経済でしたでしたでしたでした。。。。ストックストックストックストックがががが不足不足不足不足しているしているしているしている経済経済経済経済はははは、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産によによによによっっっってどてどてどてどんんんんどどどどんんんんストックストックストックストックをををを増増増増ややややしていしていしていしていかかかかなくなくなくなくてはてはてはてはなりませなりませなりませなりませんんんん。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、自自自自然然然然をどをどをどをどんんんんどどどどんんんん切切切切りりりり開開開開きききき、、、、自自自自然然然然資源資源資源資源をどをどをどをどんんんんどどどどんんんん使使使使っっっってててて大大大大量量量量生生生生産産産産するするするする。。。。そのためにそのためにそのためにそのために高度高度高度高度成長成長成長成長がががが求求求求めめめめられられられられたたたた時代時代時代時代ですですですです。。。。そそそそれれれれにににに対対対対してしてしてしてＢＢＢＢ点点点点のののの右側右側右側右側のののの世界世界世界世界はははは、、、、地球地球地球地球のののの限限限限界界界界にはにはにはには到達到達到達到達してしましてしましてしましてしまっっっっていていていていますますますますがががが、、、、幸幸幸幸いなことにいなことにいなことにいなことに、、、、成成成成熟熟熟熟社会社会社会社会にににに到達到達到達到達しししし、、、、さまさまさまさまざまなざまなざまなざまなストックストックストックストックがががが大大大大量量量量にににに存在存在存在存在していますしていますしていますしています。。。。したしたしたしたがっがっがっがってててて、、、、ここここれかられかられかられからははははストストストストックックックックをできるだをできるだをできるだをできるだけけけけ有効有効有効有効活活活活用用用用するするするすることでことでことでことで成成成成りりりり立立立立つつつつ経済経済経済経済社会社会社会社会をををを目指目指目指目指すすすす必要必要必要必要があがあがあがありますりますりますります。。。。ＢＢＢＢ点点点点のののの左側左側左側左側のののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、ストックストックストックストックがががが不足不足不足不足しているしているしているしている物不足物不足物不足物不足のののの時代時代時代時代ですですですですからからからから、、、、新新新新品品品品のののの製製製製品品品品をどをどをどをどんんんんどどどどんつんつんつんつくくくくっっっってててて経済発展経済発展経済発展経済発展をしなくてはいをしなくてはいをしなくてはいをしなくてはいけけけけないないないない。。。。ししししかかかかしししし、、、、ＢＢＢＢ点点点点のののの右側右側右側右側のののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、ストックストックストックストックがががが充充充充実実実実しているのでしているのでしているのでしているので、、、、ストックストックストックストックをををを有効有効有効有効にににに活活活活用用用用したしたしたした質質質質のののの高高高高いいいい、、、、落落落落ちちちち着着着着いたいたいたいた社会社会社会社会をををを築築築築かかかかなくてはなりませなくてはなりませなくてはなりませなくてはなりませんんんん。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）商商商商品品品品構構構構成成成成でででで比比比比較較較較するとするとするとすると、、、、ＢＢＢＢ点点点点のののの左側左側左側左側のののの世界世界世界世界はははは新新新新品品品品をどをどをどをどんんんんどどどどんつんつんつんつくくくくるるるる必要必要必要必要があっがあっがあっがあったたたた時代時代時代時代ですですですです。。。。戦後戦後戦後戦後のののの日本日本日本日本はははは、、、、ストックストックストックストックがががが不足不足不足不足してしてしてして――――――――このこのこのこの既既既既存品存品存品存品というのはというのはというのはというのはストックストックストックストックというというというという意意意意味味味味ですですですですねねねね――――――――既既既既存品存品存品存品がががが極極極極端端端端にににに不足不足不足不足していましたしていましたしていましたしていました。。。。ししししかかかかしししし、、、、現現現現在在在在のののの日本日本日本日本はははは、、、、ストックストックストックストックがががが十十十十分分分分にににに蓄蓄蓄蓄積積積積さささされれれれたたたた社会社会社会社会にににに変変変変わっわっわっわっていますていますていますています。。。。もうもうもうもう大大大大量量量量にににに新新新新品品品品をををを作作作作りりりり必要必要必要必要ははははあああありまりまりまりませせせせんんんん。。。。既既既既存品存品存品存品のののの寿寿寿寿命命命命がががが来来来来てててて使使使使えなくなえなくなえなくなえなくなっっっったりたりたりたりしたしたしたした場合場合場合場合にににに補補補補充的充的充的充的にににに新新新新品品品品ををををつつつつくくくくっっっっていていていていけばけばけばけばよよよよいといういといういといういという時代時代時代時代にににに変変変変わっわっわっわってきているてきているてきているてきているわけわけわけわけですですですです。。。。したしたしたしたがっがっがっがってててて、、、、戦後戦後戦後戦後のののの日本日本日本日本ははははフローフローフローフロー重重重重視視視視でででで、、、、高高高高度度度度成長成長成長成長をををを目指目指目指目指してきたしてきたしてきたしてきたわけわけわけわけですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、ここここれかられかられかられからのののの日本日本日本日本はははは、、、、既既既既にににに存在存在存在存在しているしているしているしているストックストックストックストックをををを有効有効有効有効にににに活活活活用用用用することによすることによすることによすることによっっっってててて経済経済経済経済をををを回回回回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時代時代時代時代にににに入入入入っっっってきているというてきているというてきているというてきているということですことですことですことです。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）このこのこのこの図図図図ははははフローフローフローフローととととストックストックストックストックはははは密密密密接接接接なななな関係関係関係関係があがあがあがあるるるることをことをことをことを説説説説明明明明したしたしたした図図図図ですですですですがががが、、、、時間時間時間時間があがあがあがありませりませりませりませんんんんのでのでのでので、、、、皆皆皆皆ささささんんんんののののおおおお手手手手元元元元のののの資料資料資料資料をををを後後後後でごでごでごでごらんらんらんらんくださいくださいくださいください。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、ストックストックストックストックがががが不足不足不足不足しているときにはしているときにはしているときにはしているときにはフローフローフローフローをどをどをどをどんんんんどどどどんんんん増増増増ややややしていくことしていくことしていくことしていくことがががが必要必要必要必要だということだということだということだということをををを説説説説明明明明していしていしていしていますますますます。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。ここここれれれれもももも飛飛飛飛ばばばばしてくださいしてくださいしてくださいしてください））））日本日本日本日本のののの高度高度高度高度成長時代成長時代成長時代成長時代ははははストックストックストックストックがががが非常非常非常非常にににに不足不足不足不足していたのでしていたのでしていたのでしていたのでフローフローフローフローをどをどをどをどんんんんどどどどんんんん増増増増ややややすすすす必要必要必要必要があっがあっがあっがあったたたた。。。。ししししかかかかしししし、、、、現現現現在在在在はははは、、、、もうもうもうもうストッストッストッストッククククがががが非常非常非常非常にににに充充充充実実実実しているのでしているのでしているのでしているので、、、、新新新新品品品品ををををつつつつくるくるくるくる必要必要必要必要ががががないないないない時代時代時代時代にににに入入入入っっっっていることていることていることていることをををを説説説説明明明明してしてしてしていますいますいますいます。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）ＢＢＢＢ点点点点のののの左側左側左側左側のののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量消費量消費量消費量消費、、、、大大大大量量量量廃廃廃廃棄棄棄棄というというというという、、、、今今今今でもでもでもでもアメリカアメリカアメリカアメリカではではではでは主流主流主流主流をををを占占占占めているめているめているめているワンウワンウワンウワンウェェェェイイイイ型型型型のののの経済経済経済経済システムシステムシステムシステムがががが生活生活生活生活のののの満満満満足度足度足度足度をををを向向向向上上上上
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させるためにさせるためにさせるためにさせるために必要必要必要必要でしたでしたでしたでした。。。。ししししかかかかしししし地球地球地球地球のののの限限限限界界界界がががが露露露露になになになになっっっったたたたＢＢＢＢ点点点点のののの右側右側右側右側のののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、蓄蓄蓄蓄積積積積さささされれれれたたたたストックストックストックストックをををを有効有効有効有効にににに活活活活用用用用するするするする社会社会社会社会、、、、別別別別のののの言言言言葉葉葉葉でででで言言言言ええええばばばば、、、、循環型循環型循環型循環型のののの経済経済経済経済社会社会社会社会へへへへ転換転換転換転換していしていしていしていかかかかなくてはなりませなくてはなりませなくてはなりませなくてはなりませんんんん。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会はははは、、、、適適適適正正正正生生生生産産産産、、、、適適適適正消費正消費正消費正消費、、、、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円円円円形形形形、、、、つつつつまりまりまりまり循環型循環型循環型循環型のののの経済経済経済経済システムシステムシステムシステムををををつつつつくるくるくるくる必要必要必要必要があがあがあがありますりますりますります。。。。適適適適正正正正生生生生産産産産とはとはとはとは必要必要必要必要なものしなものしなものしなものしかつかつかつかつくくくくららららないないないない。。。。適適適適正消費正消費正消費正消費はははは必要必要必要必要なものしなものしなものしなものしかかかか消費消費消費消費しないしないしないしない。。。。そそそそれれれれでもでもでもでもやがやがやがやがてててて製製製製品品品品はははは寿寿寿寿命命命命をををを終終終終ええええ、、、、廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物になりますになりますになりますになります。。。。そのそのそのその場合場合場合場合にはにはにはには、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション、、、、つつつつまりまりまりまり製製製製品品品品をををを分分分分別別別別・・・・解解解解体体体体してしてしてして、、、、素素素素材材材材ごごごごとにとにとにとに再資源再資源再資源再資源化化化化してしてしてして、、、、またまたまたまた新新新新しいしいしいしい製製製製品品品品ををををつつつつくるためのくるためのくるためのくるための原原原原材料材料材料材料にににに使使使使うううう。。。。ここここれがれがれがれが循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会ですですですです。。。。 循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会はははは、、、、ストックストックストックストックのののの有効有効有効有効活活活活用用用用をををを前提前提前提前提とするとするとするとする社会社会社会社会ですですですです。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）そそそそれれれれでででで、、、、ストックストックストックストックをををを有効有効有効有効にににに活活活活用用用用するするするするためにはどういうためにはどういうためにはどういうためにはどういう方方方方法法法法があがあがあがあるるるるでしでしでしでしょょょょううううかかかか。。。。ストックストックストックストックをををを有効有効有効有効にににに活活活活用用用用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、、、、別別別別のののの言言言言いいいい方方方方をすをすをすをすればればればれば、、、、資源資源資源資源生生生生産性産性産性産性をををを高高高高めるということですめるということですめるということですめるということです。。。。最小最小最小最小のののの投投投投入資源入資源入資源入資源でででで、、、、最大最大最大最大のののの生活生活生活生活のののの満満満満足度足度足度足度ががががええええられられられられるようなるようなるようなるような資源資源資源資源のののの使使使使いいいい方方方方をすをすをすをすればればればれば、、、、資源資源資源資源のののの生生生生産性産性産性産性はははは高高高高まりますまりますまりますまります。。。。大大大大量量量量生生生生産産産産・・・・大大大大量消費量消費量消費量消費・・・・大大大大量量量量廃廃廃廃棄棄棄棄というというというというワワワワンウンウンウンウェェェェイイイイ型型型型のののの経済経済経済経済社会社会社会社会ではではではでは、、、、資源資源資源資源はははは一一一一度度度度ししししかかかか使使使使われわれわれわれないのでないのでないのでないので、、、、資源資源資源資源生生生生産性産性産性産性のののの低低低低いいいい社会社会社会社会とととと言言言言えますえますえますえます。。。。ここここれれれれにににに対対対対しししし、、、、適適適適正正正正生生生生産産産産・・・・適適適適正消費正消費正消費正消費・・・・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循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会はははは、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを再資源再資源再資源再資源化化化化してしてしてして何度何度何度何度もももも使使使使うのでうのでうのでうので、、、、資源資源資源資源生生生生産性産性産性産性がががが高高高高いいいい社会社会社会社会とととと言言言言えますえますえますえます。。。。資源資源資源資源生生生生産性産性産性産性をををを高高高高めるめるめるめる方方方方法法法法としてはとしてはとしてはとしては、、、、このこのこのこのほかほかほかほかにににに、、、、図図図図にににに描描描描いていていていてああああるるるるとおりとおりとおりとおり、、、、使使使使いいいい捨捨捨捨てててて製製製製品品品品からからからから長寿長寿長寿長寿命命命命製製製製品品品品へのへのへのへの転換転換転換転換、、、、重重重重厚厚厚厚長大型長大型長大型長大型のののの技術技術技術技術からからからから軽薄短軽薄短軽薄短軽薄短小型小型小型小型のののの技術技術技術技術にににに置置置置ききききかかかかえていくえていくえていくえていくなどなどなどなど様様様様々々々々なななな方方方方法法法法がががが考考考考ええええられられられられますますますます。。。。 
  製製製製品品品品ののののライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクルをををを考考考考慮慮慮慮したしたしたした新新新新３３３３ＲＲＲＲのののの提提提提唱唱唱唱 （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。）。）。）。）ストックストックストックストックをををを有効有効有効有効にににに活活活活用用用用するするするする社会社会社会社会のののの実現実現実現実現のためにのためにのためにのために、、、、私私私私はははは新新新新３３３３ＲＲＲＲをををを提提提提唱唱唱唱していますしていますしていますしています。。。。３３３３ＲＲＲＲととととしてしてしてして政政政政府府府府がががが提提提提唱唱唱唱しているしているしているしているのはのはのはのは、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ののののリデュースリデュースリデュースリデュース(reduce)、、、、リリリリユユユユースースースース(reuse)、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル(recycle)ですですですです。。。。このこのこのこの場合場合場合場合のののの３３３３ＲＲＲＲとはとはとはとは、、、、いいいいわばわばわばわば製製製製品品品品ににににつつつついていていていて言言言言ええええばばばば下下下下流流流流部門部門部門部門にににに絞絞絞絞られられられられていますていますていますています。。。。廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物になになになになっっっったたたた段段段段階階階階でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを意味意味意味意味しているしているしているしているわけわけわけわけですですですです。。。。ししししかかかかしししし、、、、ストックストックストックストックをををを有効有効有効有効にににに活活活活用用用用するためするためするためするためのののの３３３３ＲＲＲＲとはとはとはとは、、、、製製製製品品品品ののののライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクルをををを視視視視野野野野にににに入入入入れれれれたたたたリデュースリデュースリデュースリデュース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルですですですです。。。。そそそそれれれれでででで、、、、製製製製品品品品のののの上上上上流流流流部門部門部門部門はははは製造業製造業製造業製造業でででですすすすがががが、、、、ここここここここでででで最最最最もももも大大大大切切切切なことはなことはなことはなことは、、、、リデュースリデュースリデュースリデュースですですですです。。。。すすすすぐぐぐぐにごにごにごにごみみみみになるようなになるようなになるようなになるような製製製製品品品品ははははできるできるできるできるだだだだけけけけつつつつくくくくららららないということですないということですないということですないということです。。。。上上上上流流流流ででででつつつつままままららららないないないないものをどものをどものをどものをどんんんんどどどどんつんつんつんつくくくくればればればれば、、、、下下下下流流流流でいくでいくでいくでいくらららら頑張頑張頑張頑張っっっっててててリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルしてもしてもしてもしても廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物はははは減減減減りませりませりませりませんんんん。。。。だだだだからからからから、、、、社会社会社会社会全全全全体体体体のののの廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを減減減減ららららしていくためにしていくためにしていくためにしていくためにはははは、、、、上上上上流流流流でででで、、、、必要必要必要必要なものしなものしなものしなものしかつかつかつかつくくくくららららないというないというないというないという、、、、新新新新しいしいしいしい生生生生産産産産方方方方法法法法がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。次次次次にににに製製製製品品品品のののの中流中流中流中流部門部門部門部門、、、、具具具具体的体的体的体的にはにはにはには流流流流通通通通、、、、消費消費消費消費部門部門部門部門ががががここここれれれれにににに当当当当たりますたりますたりますたります。。。。中流中流中流中流部門部門部門部門でででで最最最最もももも大大大大切切切切なことはなことはなことはなことは、、、、リリリリユユユユースースースースですですですです。。。。製製製製品品品品をすをすをすをすぐぐぐぐ使使使使いいいい捨捨捨捨てするのではなくてするのではなくてするのではなくてするのではなく、、、、何何何何回回回回もももも繰繰繰繰りりりり返返返返しししし使使使使うううう再利用再利用再利用再利用がががが必要必要必要必要でででですすすす。。。。製製製製品品品品のののの下下下下流流流流部門部門部門部門でででで初初初初めてめてめてめてリサイリサイリサイリサイクルクルクルクルがががが必要必要必要必要ですですですです。。。。廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物になになになになっっっったものをもうたものをもうたものをもうたものをもう一回一回一回一回再資再資再資再資源源源源化化化化してしてしてして使使使使うううう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。。。。繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますしになりますしになりますしになりますがががが、、、、製造業製造業製造業製造業ででででリデュースリデュースリデュースリデュースがががが一一一一番番番番必要必要必要必要。。。。またまたまたまた、、、、流流流流通通通通・・・・消費消費消費消費のののの段段段段階階階階ででででリリリリユユユユースースースースがががが一一一一番番番番必要必要必要必要。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、下下下下流流流流のののの廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物になになになになっっっったたたた段段段段階階階階でででではははは再資源再資源再資源再資源化化化化がががが必要必要必要必要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けわけわけわけですですですです。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）具具具具体的体的体的体的にににに見見見見ててててみみみみましましましましょょょょうううう。。。。ままままずずずず、、、、製造業製造業製造業製造業ではではではではベベベベルトコンルトコンルトコンルトコンベベベベアアアアをををを使使使使っっっってててて大大大大量量量量にににに物物物物ををををつつつつくくくくっっっっててててきましたきましたきましたきました。。。。このこのこのこの場合場合場合場合、、、、見見見見込込込込みみみみ生生生生産産産産がががが前提前提前提前提になりますになりますになりますになります。。。。見見見見込込込込みみみみ生生生生産産産産ででででつつつつくくくくっっっったたたた製製製製品品品品がががが、、、、すすすすべべべべてててて売売売売れれれれるとはるとはるとはるとは限限限限りませりませりませりませんんんん。。。。現実現実現実現実にはにはにはには、、、、そのそのそのその逆逆逆逆でででで多多多多くのくのくのくの製製製製品品品品がががが売売売売れれれれ残残残残りりりり、、、、大大大大量量量量のののの製製製製品在品在品在品在庫庫庫庫がががが発発発発生生生生しますしますしますします。。。。やがやがやがやがてててて製製製製品在品在品在品在庫庫庫庫のののの大部大部大部大部分分分分はははは、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物としてとしてとしてとして処分処分処分処分さささされれれれてしまいますてしまいますてしまいますてしまいます。。。。資源資源資源資源のののの大大大大変変変変なななな無無無無断断断断になりますになりますになりますになります。。。。このこのこのこの壁壁壁壁をををを超超超超えるためにはえるためにはえるためにはえるためには、、、、ここここれかられかられかられからのののの企業企業企業企業はははは見見見見込込込込みみみみ生生生生産産産産をををを止止止止めてめてめてめて、、、、注注注注文生文生文生文生産産産産にににに力点力点力点力点をををを移移移移すすすす新新新新しいしいしいしい生生生生産産産産システムシステムシステムシステムにににに転換転換転換転換することすることすることすることがががが必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。。。。 
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    （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。） 

  現現現現在在在在、、、、キャキャキャキャノノノノンンンン、、、、リコーリコーリコーリコー、、、、ああああるいはるいはるいはるいはソソソソニニニニーーーーなどのなどのなどのなどの企業企業企業企業はははは工工工工場場場場からからからからベベベベルトコンルトコンルトコンルトコンベベベベアアアアをなくをなくをなくをなくしてしてしてして、、、、注注注注文文文文にににに応応応応じじじじてててて物物物物ををををつつつつくるくるくるくる生生生生産産産産システムシステムシステムシステムにににに移移移移行行行行していますしていますしていますしています。。。。注注注注文生文生文生文生産産産産にににに応応応応じじじじるこのるこのるこのるこの生生生生産産産産システムシステムシステムシステムはははは、、、、１１１１人人人人からからからから５５５５人人人人くくくくららららいいいいででででチームチームチームチームをををを組組組組んんんんでででで製製製製品品品品ををををつつつつくりますくりますくりますくります。。。。このこのこのこの生生生生産方産方産方産方法法法法ののののことことことことををををセルセルセルセル生生生生産産産産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。。。。セルセルセルセルとはとはとはとは細胞細胞細胞細胞というというというという意味意味意味意味ですですですです。。。。１１１１人人人人からからからから５５５５人人人人くくくくららららいいいいががががチチチチームームームームをををを組組組組んんんんでででで製製製製品品品品ををををつつつつくるくるくるくるためためためため、、、、このこのこのこの名前名前名前名前がががが付付付付けられけられけられけられましたましたましたました。。。。今製造業今製造業今製造業今製造業のののの中中中中ででででセルセルセルセル生生生生産産産産シシシシステムステムステムステムががががどどどどんんんんどどどどんんんん広広広広がっがっがっがっていますていますていますています。。。。 

  次次次次ががががストックストックストックストック活活活活用用用用時代時代時代時代のののの中流中流中流中流部門部門部門部門。。。。ストックストックストックストックををををリリリリユユユユースースースースとしてとしてとしてとして使使使使うためにはうためにはうためにはうためには、、、、様様様様々々々々ななななササササービスービスービスービス産業産業産業産業がががが必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。。。。修修修修理理理理、、、、リフォームリフォームリフォームリフォーム、、、、中中中中古古古古市場市場市場市場、、、、リースリースリースリース・・・・レンタルレンタルレンタルレンタル、、、、ママママッチッチッチッチングングングング、、、、ＥＥＥＥＳＳＳＳＣＯＣＯＣＯＣＯ事事事事業業業業、、、、総合総合総合総合ＩＩＩＩＴＴＴＴシステムサービスシステムサービスシステムサービスシステムサービス、、、、エコフエコフエコフエコファァァァンドンドンドンド、、、、グリーングリーングリーングリーン融融融融資資資資などなどなどなど、、、、新新新新しいしいしいしいサービスサービスサービスサービス産業産業産業産業ががががこのこのこのこの分分分分野野野野でででで、、、、ここここれかられかられかられから急速急速急速急速にににに育育育育っっっってくるとてくるとてくるとてくると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）製製製製品品品品のののの下下下下流流流流部門部門部門部門ですですですです。。。。ここではここではここではここでは静脈静脈静脈静脈産業産業産業産業、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル産業産業産業産業がががが成長成長成長成長してきますしてきますしてきますしてきます。。。。日本日本日本日本のののの非非非非鉄鉄鉄鉄金金金金属属属属メーカーメーカーメーカーメーカーははははかつかつかつかつてててて素素素素材材材材メーカーメーカーメーカーメーカーといといといといわれわれわれわれてきましたてきましたてきましたてきましたがががが、、、、最最最最近近近近ではではではではリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル産業産業産業産業としてとしてとしてとして復復復復活活活活してきていますしてきていますしてきていますしてきています。。。。廃廃廃廃家家家家電電電電製製製製品品品品ととととかかかか、、、、廃廃廃廃携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話のののの中中中中にはにはにはには金金金金、、、、銀銀銀銀、、、、銅銅銅銅などのなどのなどのなどの貴貴貴貴重重重重なななな金金金金属属属属資源資源資源資源がががが使使使使われわれわれわれていますていますていますています。。。。非非非非鉄鉄鉄鉄金金金金属属属属メーカーメーカーメーカーメーカーのののの中中中中にはにはにはには、、、、そうしたそうしたそうしたそうした金金金金属属属属資源資源資源資源をををを取取取取りりりり出出出出すすすす技術技術技術技術をもをもをもをもっっっっていますていますていますています。。。。そのそのそのその技術技術技術技術をををを使使使使っっっってててて、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル分分分分野野野野でででで業業業業績績績績をををを上上上上げげげげていますていますていますています。。。。またまたまたまたセメントメーカーセメントメーカーセメントメーカーセメントメーカーのようにのようにのようにのように、、、、産業産業産業産業廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを原原原原料料料料にににに使使使使っっっっててててセメントセメントセメントセメントををををつつつつくるくるくるくるところもところもところもところも増増増増えていますえていますえていますえています。。。。様様様様々々々々なななな産業産業産業産業がががが排排排排出出出出するするするする廃気廃気廃気廃気物物物物をををを原原原原料料料料にしてにしてにしてにしてつつつつくくくくられられられられるるるるセメントセメントセメントセメントははははエコセメントエコセメントエコセメントエコセメントとととと呼呼呼呼ばればればればれていますていますていますています。。。。 ストックストックストックストック活活活活用用用用時代時代時代時代のののの地域地域地域地域社会社会社会社会 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。）。）。）。）最後最後最後最後ににににストックストックストックストック活活活活用用用用時代時代時代時代のののの地域地域地域地域社会社会社会社会はどういうはどういうはどういうはどういう点点点点にににに力力力力をををを入入入入れれれれていていていていっっっったたたたららららいいいいいいいいかかかかというというというということをことをことをことを考考考考えてえてえてえてみみみみたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。第第第第１１１１はははは、、、、もうもうもうもう皆皆皆皆ささささんんんんもももも実践実践実践実践なさなさなさなさっっっっているとているとているとていると思思思思いますいますいますいますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、地産地消地産地消地産地消地産地消ですですですです。。。。第第第第２２２２がががが、、、、地域地域地域地域がががが必要必要必要必要とするとするとするとするエネルエネルエネルエネルギギギギーーーーはははは地地地地域域域域でででで調調調調達達達達するというするというするというするという分分分分散散散散型型型型エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー確確確確保保保保のののの考考考考ええええ方方方方がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。第第第第３３３３がががが廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの地域地域地域地域循環循環循環循環ですですですです。。。。地域地域地域地域がががが出出出出したごしたごしたごしたごみみみみををををほかほかほかほかのののの地域地域地域地域でででで処理処理処理処理するということするということするということするということはこはこはこはこれかられかられかられからはははは許許許許さささされれれれなくなりなくなりなくなりなくなりますますますます。。。。このこのこのこの３３３３つつつつをををを実現実現実現実現させさせさせさせ、、、、そそそそれれれれををををビビビビジジジジネスネスネスネスとしてとしてとしてとして成成成成功功功功させさせさせさせ、、、、地域地域地域地域活活活活性性性性化化化化ににににつつつつなげていくなげていくなげていくなげていくことことことことがががが大大大大切切切切ですですですです。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）ここにここにここにここに、、、、自自自自然然然然再再再再生生生生・・・・自自自自然価値然価値然価値然価値のののの発発発発掘掘掘掘とととと書書書書いていていていてあああありますりますりますります。。。。そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれのののの地域地域地域地域ににににああああるるるる川川川川ととととかかかか山山山山ととととかかかか海海海海ととととかかかかはははは永永永永年年年年そのそのそのその地域地域地域地域のののの文化文化文化文化とととと融融融融合合合合してきたしてきたしてきたしてきた大大大大切切切切ななななストックストックストックストックでででですすすす。。。。そうそうそうそうしたしたしたした故郷故郷故郷故郷のののの文化文化文化文化となとなとなとなじんじんじんじんだだだだ自自自自然然然然のののの景景景景観観観観にににに付加付加付加付加価値価値価値価値ををををつけつけつけつけることによることによることによることによっっっってててて新新新新しいしいしいしい価価価価値値値値をををを見出見出見出見出していくこしていくこしていくこしていくこれれれれはははは非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なことですなことですなことですなことです。。。。自自自自然然然然再再再再生生生生、、、、自自自自然価値然価値然価値然価値のののの発発発発掘掘掘掘、、、、そそそそれかられかられかられから景景景景観観観観のののの維維維維持持持持・・・・復復復復活活活活、、、、おおおお祭祭祭祭りりりり、、、、伝統伝統伝統伝統文化文化文化文化とととと書書書書いていていていてあああありますりますりますります。。。。永永永永年年年年地域地域地域地域でででで保存保存保存保存しししし、、、、守守守守っっっってきたてきたてきたてきた文文文文化化化化にににに誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持ちちちち、、、、現現現現代的代的代的代的なななな付加付加付加付加価値価値価値価値をををを加加加加ええええ、、、、多多多多くのくのくのくの観光観光観光観光客客客客をををを引引引引きききき付付付付けけけけることもることもることもることも、、、、地域地域地域地域のののの活活活活性性性性化化化化にとにとにとにとっっっってててて必要必要必要必要ですですですです。。。。このこのこのこの秋田秋田秋田秋田ににににはさまざまなはさまざまなはさまざまなはさまざまな自自自自然然然然資源資源資源資源ががががいいいいっっっっぱぱぱぱいいいいああああるるるるわけわけわけわけですですですですねねねね。。。。そそそそれれれれにににに付加付加付加付加価値価値価値価値ををををつけつけつけつけることによることによることによることによっっっってててて新新新新しいしいしいしい価値価値価値価値ををををつけつけつけつけ、、、、地域地域地域地域をををを活活活活性性性性化化化化させていくさせていくさせていくさせていくチチチチャャャャンスンスンスンスにににに結結結結びつけびつけびつけびつけることることることることがががが」」」」大大大大切切切切ですですですです。。。。 

  冒冒冒冒頭頭頭頭でででで、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカをををを旅旅旅旅行行行行したしたしたした話話話話をしましたをしましたをしましたをしましたけれけれけれけれどもどもどもども、、、、最最最最近近近近はははは、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカでもでもでもでもババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールールールールにににに力力力力をををを入入入入れれれれていますていますていますています。。。。ブブブブームームームームといといといといっっっってよいてよいてよいてよいほほほほどのどのどのどの盛盛盛盛りりりり上上上上ががががりをりをりをりを見見見見せていますせていますせていますせています。。。。ババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールールールールはははは、、、、トウトウトウトウモモモモロコシロコシロコシロコシととととかかかかサトウサトウサトウサトウキキキキビビビビのののの食食食食料料料料部部部部分分分分をををを使使使使っっっっててててつつつつくくくくっっっっているているているているわけわけわけわけですですですです。。。。ししししかかかかしししし、、、、アメアメアメアメリカリカリカリカののののベベベベンチンチンチンチャャャャーーーー企業企業企業企業のののの中中中中にはにはにはには、、、、サトウサトウサトウサトウキキキキビビビビととととかかかかトウトウトウトウモモモモロコシロコシロコシロコシのののの食食食食料料料料部部部部分分分分はははは使使使使わわわわずずずず、、、、トウトウトウトウモモモモロコシロコシロコシロコシでいえでいえでいえでいえばばばば、、、、包包包包んんんんででででああああるるるる皮皮皮皮ととととかかかか、、、、茎茎茎茎ととととかからかからかからかからエタエタエタエタノノノノールールールールををををつつつつくるくるくるくる技術技術技術技術



 14

をををを開開開開発発発発しししし、、、、ビビビビジジジジネスネスネスネス化化化化しているしているしているしている企業企業企業企業もももも登登登登場場場場していますしていますしていますしています。。。。米米米米がらがらがらがらととととかかかか、、、、麦麦麦麦わらわらわらわら、、、、ああああるいはるいはるいはるいは廃廃廃廃材材材材ととととかかかか、、、、こういこういこういこういっっっったものたものたものたものででででババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールールールールがががができできできできますますますます。。。。そういうそういうそういうそういう技術技術技術技術がががが開開開開発発発発さささされれれれるとるとるとると、、、、そのそのそのその原原原原料料料料はははは秋田県秋田県秋田県秋田県にもいにもいにもいにもいっっっっぱぱぱぱいいいいあああありますりますりますりますねねねね。。。。食食食食べべべべるるるる部部部部分分分分ででででエタエタエタエタノノノノールールールールををををつつつつくるとくるとくるとくると、、、、食食食食糧糧糧糧かかかか書書書書くのくのくのくの上上上上昇昇昇昇をををを招招招招くなどくなどくなどくなど抵抗抵抗抵抗抵抗があがあがあがありますりますりますりますがががが、、、、もともともともともともともともと捨捨捨捨てていたてていたてていたてていた、、、、植植植植物性物性物性物性ののののセルロースセルロースセルロースセルロース系系系系のののの物物物物質質質質をををを使使使使っっっっててててエタエタエタエタノノノノールールールールにににににににに変変変変えるえるえるえる技術技術技術技術がががが既既既既にににに実実実実用用用用化化化化しているしているしているしているわけわけわけわけですですですです。。。。そうそうそうそうしたしたしたした最新最新最新最新のののの情報情報情報情報などをなどをなどをなどをどどどどんんんんどどどどんんんん参考参考参考参考にしなにしなにしなにしながらがらがらがら地域地域地域地域のののの活活活活性性性性化化化化をををを図図図図っっっっていくということていくということていくということていくということががががここここれかられかられかられから必要必要必要必要になになになになっっっってくるてくるてくるてくるののののだろうというようにだろうというようにだろうというようにだろうというように思思思思いますいますいますいます。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）地球地球地球地球をををを破壊破壊破壊破壊したのはしたのはしたのはしたのは人間人間人間人間でででであああありりりり、、、、地球地球地球地球をををを救救救救うのもうのもうのもうのも人間人間人間人間がががが責任責任責任責任をもをもをもをもたなくてはなりませたなくてはなりませたなくてはなりませたなくてはなりませんんんん。。。。不不不不都都都都合合合合なななな真真真真実実実実にににに向向向向きききき合合合合うううう勇勇勇勇気気気気をををを持持持持っっっってててて私私私私たたたたちちちちはははは新新新新しいしいしいしい時代時代時代時代ををををつつつつくくくくりりりり出出出出していくことしていくことしていくことしていくことがががが必要必要必要必要ですですですです。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。ここここれれれれはははは飛飛飛飛ばばばばしまししまししまししましょょょょうううう。）。）。）。）循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成はははは、、、、突突突突きききき詰詰詰詰めめめめればればればれば、、、、地地地地域域域域づづづづくりくりくりくり、、、、ままままちづちづちづちづくりにくりにくりにくりに帰帰帰帰着着着着するするするするわけわけわけわけですですですですねねねね。。。。中中中中央央央央政政政政府府府府がああやれがああやれがああやれがああやれ、、、、こうこうこうこうやれやれやれやれとととと言言言言っっっってもてもてもても、、、、実実実実際際際際にににに現現現現場場場場をををを持持持持っっっっているているているている地域地域地域地域のののの人人人人たたたたちがちがちがちが動動動動かかかかななななければければければければ循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ををををつつつつくくくくれれれれるはるはるはるはずずずずががががあああありまりまりまりませせせせんんんん。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指すすすす中中中中ででででそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれのののの地域地域地域地域はははは、、、、地産地消地産地消地産地消地産地消、、、、分分分分散散散散型型型型エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの地域地域地域地域循環循環循環循環、、、、ささささららららにににに地域地域地域地域のののの景景景景観観観観などなどなどなど地地地地元元元元のののの自自自自然然然然資資資資本本本本にににに新新新新しいしいしいしい光光光光をををを当当当当ててててるるるることことことことなどをなどをなどをなどを通通通通ししししてててて、、、、新新新新しいしいしいしい付加付加付加付加価値価値価値価値ををををつつつつくるくるくるくる。。。。そこにそこにそこにそこにぜひぜひぜひぜひ皆皆皆皆ささささんんんん知知知知恵恵恵恵をををを結結結結集集集集していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 司会司会司会司会 

  三橋様三橋様三橋様三橋様、、、、貴貴貴貴重重重重なななな御御御御講演講演講演講演ををををあああありりりりががががとうございましたとうございましたとうございましたとうございました。。。。 
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基調講演基調講演基調講演基調講演 2 

 司会司会司会司会 

  さてさてさてさて、、、、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、、、、２２２２つつつつ目目目目のののの基調講演基調講演基調講演基調講演にににに入入入入ららららせていただきますせていただきますせていただきますせていただきます。。。。基調講演基調講演基調講演基調講演２２２２はははは、「、「、「、「県民県民県民県民のののの協力協力協力協力によるによるによるによる新新新新たなたなたなたなリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルへのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦」、」、」、」、東北大学大学院環境科学研究科教授東北大学大学院環境科学研究科教授東北大学大学院環境科学研究科教授東北大学大学院環境科学研究科教授、、、、白鳥寿一様白鳥寿一様白鳥寿一様白鳥寿一様によるによるによるによる講演講演講演講演ですですですです。。。。 

  白鳥様白鳥様白鳥様白鳥様はははは、、、、現現現現在在在在のののの DOWAエコシステムエコシステムエコシステムエコシステム株式会社株式会社株式会社株式会社入入入入社後社後社後社後、、、、排排排排水処理水処理水処理水処理やややや土壌汚染土壌汚染土壌汚染土壌汚染関関関関連連連連業業業業務務務務ななななどにどにどにどに従従従従事事事事さささされれれれ、、、、現現現現在在在在日本日本日本日本のののの基基基基幹産業幹産業幹産業幹産業をををを支支支支えているえているえているえている有価有価有価有価金金金金属属属属のののの新新新新たなたなたなたなリサイクルシステムリサイクルシステムリサイクルシステムリサイクルシステムのののの構築構築構築構築にににに向向向向けけけけてててて、、、、秋田県北部秋田県北部秋田県北部秋田県北部のののの行行行行政政政政やややや企業企業企業企業、、、、スーパースーパースーパースーパーなどとなどとなどとなどと共同共同共同共同でででで、、、、小型小型小型小型家家家家電電電電からからからからののののレアメレアメレアメレアメタルタルタルタル回収回収回収回収プロプロプロプロジェジェジェジェクトクトクトクトにににに取取取取りりりり組組組組ままままれれれれていますていますていますています。。。。 

  そそそそれれれれではではではでは、、、、白鳥様白鳥様白鳥様白鳥様、、、、どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 （（（（白鳥教授白鳥教授白鳥教授白鳥教授基調講演基調講演基調講演基調講演記記記記録録録録はははは、、、、白鳥白鳥白鳥白鳥先先先先生生生生のごのごのごのご要要要要望望望望でででで割割割割愛愛愛愛いたしましたいたしましたいたしましたいたしました）））） 

 



 16

パパパパネルディスカッションネルディスカッションネルディスカッションネルディスカッション 

 司会司会司会司会     そそそそれれれれではではではでは、、、、おそろいになりましたようですのでおそろいになりましたようですのでおそろいになりましたようですのでおそろいになりましたようですので、、、、始始始始めさせていただきますめさせていただきますめさせていただきますめさせていただきます。。。。     ではではではでは、「、「、「、「県民総参加県民総参加県民総参加県民総参加によるによるによるによる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」ををををテーテーテーテーママママにににに、、、、パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションをををを行行行行いますいますいますいます。。。。パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションののののコーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターはははは、、、、国際教養大学国際教養大学国際教養大学国際教養大学のののの、、、、間間間間もなくもなくもなくもなく教授教授教授教授になになになになられられられられますますますます、、、、准教授准教授准教授准教授、、、、熊谷嘉隆様熊谷嘉隆様熊谷嘉隆様熊谷嘉隆様ですですですです。。。。 熊谷様熊谷様熊谷様熊谷様はははは、、、、1960 年北年北年北年北海道海道海道海道生生生生ままままれれれれ、、、、オオオオレレレレゴゴゴゴンンンン州州州州立立立立大学大学大学大学森森森森林林林林学部学部学部学部でででで博士号博士号博士号博士号をををを取取取取得得得得後後後後、、、、ワシンワシンワシンワシントントントントン州州州州立立立立大学大学大学大学へのへのへのへの勤勤勤勤務務務務をををを経経経経てててて、、、、現職現職現職現職のののの国際教養大学准教授国際教養大学准教授国際教養大学准教授国際教養大学准教授にににに就就就就かれかれかれかれておておておておられられられられますますますます。。。。国際教国際教国際教国際教養大学養大学養大学養大学ではではではでは、、、、環境科学環境科学環境科学環境科学、、、、国際環境科学国際環境科学国際環境科学国際環境科学をををを担当担当担当担当さささされれれれ、、、、環境環境環境環境分分分分野野野野におにおにおにおけけけけるるるる活活活活動動動動ではではではでは、、、、平平平平成成成成 17年年年年度度度度能代市循環型社会形成市民能代市循環型社会形成市民能代市循環型社会形成市民能代市循環型社会形成市民懇談懇談懇談懇談会会会会、、、、平平平平成成成成 18年年年年度度度度、、、、19年年年年度度度度、、、、能代市環境能代市環境能代市環境能代市環境のまのまのまのまちづちづちづちづくりくりくりくり市民市民市民市民懇談懇談懇談懇談会会会会でででで座座座座長長長長をををを務務務務めめめめられられられられ、、、、またまたまたまた北秋田市北秋田市北秋田市北秋田市阿仁阿仁阿仁阿仁地地地地区区区区におにおにおにおけけけけるるるる地域地域地域地域既既既既存存存存資源資源資源資源のののの再再再再認識認識認識認識によるによるによるによる内内内内発発発発的的的的地域地域地域地域活活活活性性性性やややや自自自自然然然然公公公公園園園園におにおにおにおけけけけるるるる持続的持続的持続的持続的管管管管理運営理運営理運営理運営のののの研究研究研究研究にににに携携携携わわわわるなどるなどるなどるなど、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな方方方方面面面面でででで御御御御活活活活躍躍躍躍さささされれれれていますていますていますています。。。。 

  そそそそれれれれではではではでは、、、、ここここここここからからからからのののの進行進行進行進行はははは、、、、コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターのののの熊谷様熊谷様熊谷様熊谷様におにおにおにお任任任任せいたしますせいたしますせいたしますせいたします。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授（（（（コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター））））     はいはいはいはい。。。。皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。国際教養大学国際教養大学国際教養大学国際教養大学のののの熊谷熊谷熊谷熊谷とととと申申申申しますしますしますします。。。。ままままずずずず、、、、私私私私ののののほほほほううううからからからから、、、、パパパパネリストネリストネリストネリストのののの紹介紹介紹介紹介をさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます。。。。 

  ままままずずずず、、、、先先先先ほほほほどどどど基調講演基調講演基調講演基調講演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、、、、東北大学大学院教授東北大学大学院教授東北大学大学院教授東北大学大学院教授、、、、白鳥寿一様白鳥寿一様白鳥寿一様白鳥寿一様ですですですです。。。。 

  次次次次にににに、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県認認認認定定定定リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製製製製品品品品のののの製造製造製造製造などなどなどなど、、、、リサイクルビリサイクルビリサイクルビリサイクルビジジジジネスネスネスネスにににに積積積積極極極極的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでおでおでおでおられられられられますますますます、、、、秋田秋田秋田秋田ウッドウッドウッドウッド株式会社代表取締役社長株式会社代表取締役社長株式会社代表取締役社長株式会社代表取締役社長のののの三浦清久様三浦清久様三浦清久様三浦清久様ですですですです。。。。 

  おおおお隣隣隣隣がががが、、、、スーパースーパースーパースーパーのののの店舗店舗店舗店舗においてにおいてにおいてにおいてレレレレジジジジ袋袋袋袋削削削削減運動減運動減運動減運動などなどなどなど、、、、環境環境環境環境にににに配配配配慮慮慮慮したさまざまなしたさまざまなしたさまざまなしたさまざまな取取取取りりりり組組組組みみみみ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、、、、株式会社伊徳取締役人事部総務部部長株式会社伊徳取締役人事部総務部部長株式会社伊徳取締役人事部総務部部長株式会社伊徳取締役人事部総務部部長のののの福岡龍彦様福岡龍彦様福岡龍彦様福岡龍彦様ですですですです。。。。 

  次次次次、、、、おおおお隣隣隣隣ですですですですがががが、、、、家家家家庭庭庭庭におにおにおにおけけけけるるるる省省省省エネエネエネエネなどなどなどなど環境環境環境環境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実践実践実践実践活活活活動動動動をさをさをさをされれれれるとるとるとるとともにともにともにともに、、、、環境環境環境環境カウンセラーカウンセラーカウンセラーカウンセラーとしてもとしてもとしてもとしても活活活活躍躍躍躍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那須那須那須那須チカチカチカチカ子様子様子様子様ですですですです。。。。 

  最後最後最後最後にににに、、、、本日本日本日本日のののの主主主主催催催催者者者者でででであああありますりますりますります秋田県秋田県秋田県秋田県からからからから、、、、生活環境部生活環境部生活環境部生活環境部次長次長次長次長のののの佐藤充様佐藤充様佐藤充様佐藤充様ですですですです。。。。 

  そそそそれれれれではではではでは、、、、早速早速早速早速パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションにににに入入入入ららららせていただきますせていただきますせていただきますせていただきます。。。。最最最最初初初初にににに、、、、先先先先ほほほほどどどど三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生からからからからアメリカアメリカアメリカアメリカのごのごのごのごみみみみ処理処理処理処理のののの件件件件ににににつつつついておいておいておいてお話話話話があがあがあがありましたりましたりましたりました。。。。私私私私、、、、秋田秋田秋田秋田にににに赴任赴任赴任赴任するするするする前前前前、、、、足足足足掛掛掛掛けけけけ 14年年年年ほほほほどどどど北北北北米米米米にににに住住住住んんんんでいましてでいましてでいましてでいまして、、、、そこでもごそこでもごそこでもごそこでもごみみみみ処理処理処理処理のののの実実実実態態態態というものをというものをというものをというものを見見見見てまいりまてまいりまてまいりまてまいりましたしたしたした。。。。先先先先生生生生からからからから、、、、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処理処理処理処理しているしているしているしているののののだろうだろうだろうだろうかかかかというおというおというおというお話話話話ががががございましたございましたございましたございましたがががが、、、、私私私私がががが大学大学大学大学でででで使使使使っっっっているているているているテテテテキキキキストストストストにににによるとよるとよるとよると、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てごてごてごてごみみみみ、、、、かかかかなりなりなりなり埋埋埋埋めるめるめるめるののののですですですですねねねね。。。。55％％％％はははは埋埋埋埋めていますめていますめていますめています。。。。焼却焼却焼却焼却がががが 15％％％％くくくくららららいでいでいでいで、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルがががが 30％％％％くくくくららららいというのいというのいというのいというのがががが、、、、たしたしたしたしかかかか手手手手元元元元ににににああああるるるる数字数字数字数字ですですですです。。。。因因因因みみみみにににに日本日本日本日本はははは、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てはてはてはては、、、、多分多分多分多分６６６６％％％％未満未満未満未満でででで、、、、ほほほほととととんんんんどどどどがががが焼却焼却焼却焼却ですですですですねねねね。。。。80％％％％近近近近くはくはくはくは焼却焼却焼却焼却しているはしているはしているはしているはずずずずですですですです。。。。ただただただただ、、、、面面面面白白白白いいいいことにことにことにことに、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、日本日本日本日本のののの方方方方がががが低低低低いといういといういといういという数字数字数字数字がががが出出出出ていましてていましてていましてていまして、、、、少少少少ししししここここれれれれはははは私自私自私自私自身身身身どうどうどうどうかかかかなとなとなとなと思思思思っっっっているているているているののののですですですですがががが、、、、一一一一応応応応私私私私がががが使使使使っっっっているているているている教科教科教科教科書書書書にはそういうにはそういうにはそういうにはそういうふふふふうにうにうにうに載載載載っっっっていますていますていますています。。。。ああああとととと、、、、州州州州によによによによっっっってはてはてはては、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ニニニニューューューューヨヨヨヨークークークーク州州州州ななななんかんかんかんかはははは、、、、おおおお金金金金をををを払払払払っっっってててて他他他他のののの州州州州にごにごにごにごみみみみをををを移移移移動動動動していたりしてしていたりしてしていたりしてしていたりして、、、、国国国国によによによによっっっってててて、、、、非常非常非常非常にににに、、、、ごごごごみみみみのののの事情事情事情事情もももも違違違違ううううののののだなというのをだなというのをだなというのをだなというのを感感感感じじじじておりますておりますておりますております。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生からからからから、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会とはとはとはとは何何何何かかかか、、、、何何何何でででで循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを形成形成形成形成するするするする必要必要必要必要があがあがあがあるのるのるのるのかかかか、、、、
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そのためにどうしなくそのためにどうしなくそのためにどうしなくそのためにどうしなくてはなてはなてはなてはなららららないのないのないのないのかかかかというというというという概念概念概念概念的的的的なおなおなおなお話話話話をしていただきましたをしていただきましたをしていただきましたをしていただきました。。。。次次次次にににに、、、、白鳥白鳥白鳥白鳥先先先先生生生生からからからからはははは、、、、レアメタルレアメタルレアメタルレアメタルののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルががががななななぜぜぜぜ喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課課課課題題題題なのなのなのなのかかかか、、、、そしてそしてそしてそして、、、、そそそそれれれれへのへのへのへの取取取取組組組組というというというという具具具具体的体的体的体的なななな事事事事例例例例をををを通通通通してしてしてして、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会構築構築構築構築にににに向向向向けけけけてのてのてのての事事事事業者業者業者業者、、、、研究研究研究研究者者者者のののの取取取取組組組組をををを話話話話しししし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。。。。このこのこのこのパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションではではではでは、、、、市民市民市民市民、、、、事事事事業者業者業者業者、、、、行行行行政政政政のののの方方方方々々々々にににに参加参加参加参加していただいてしていただいてしていただいてしていただいて、、、、県民総参加県民総参加県民総参加県民総参加でででで循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向けけけけてててて何何何何がががができるのできるのできるのできるのかかかか、、、、そのそのそのその上上上上でどういでどういでどういでどういっっっったたたた課課課課題題題題、、、、クリアクリアクリアクリアしなくしなくしなくしなくてはなてはなてはなてはなららららないないないないハハハハードルードルードルードルがあがあがあがあるのるのるのるのかかかかをををを、、、、皆皆皆皆ささささんんんんとともにとともにとともにとともに考考考考えていきたいえていきたいえていきたいえていきたいととと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、、、、最最最最初初初初にににに、、、、各各各各パネリストパネリストパネリストパネリストからからからから、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれのののの取取取取組組組組、、、、またはまたはまたはまたは取取取取組組組組でででで直面直面直面直面しているしているしているしている問問問問題題題題点点点点ににににつつつついていていていて、、、、おおおお話話話話しいただきたいとしいただきたいとしいただきたいとしいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ままままずずずず、、、、白鳥白鳥白鳥白鳥先先先先生生生生からからからからおおおお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたいののののですですですですがががが、、、、先先先先ほほほほどどどど基調講基調講基調講基調講演演演演ををををさささされれれれましたのでましたのでましたのでましたので、、、、三三三三、、、、四四四四分分分分くくくくららららいでいでいでいで、、、、簡簡簡簡略略略略にしていただいてにしていただいてにしていただいてにしていただいて、、、、そのそのそのその後後後後、、、、各発各発各発各発表表表表者者者者はははは 10分分分分以内以内以内以内でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  ではではではでは、、、、白鳥白鳥白鳥白鳥先先先先生生生生、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 白鳥教授白鳥教授白鳥教授白鳥教授 そそそそれれれれではではではでは、、、、最最最最初初初初でででで少少少少ししししややややりにくいりにくいりにくいりにくいのですのですのですのですがががが、、、、３３３３つつつつだだだだけけけけおおおお話話話話ししたいとししたいとししたいとししたいと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今おおおお話話話話ししたようにししたようにししたようにししたように、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも金金金金属属属属リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルでででで言言言言ええええばばばば、、、、多分多分多分多分、、、、工程工程工程工程スクラップスクラップスクラップスクラップというというというというもももものをのをのをのをリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル品品品品としてとしてとしてとしてカウントカウントカウントカウントしていてしていてしていてしていて、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物としてとしてとしてとしてカウントカウントカウントカウントしていないしていないしていないしていないのではのではのではのではないのないのないのないのかかかかなというなというなというなという気気気気ががががしますしますしますしますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、工工工工場場場場ののののスクラップスクラップスクラップスクラップがががが、、、、既既既既にににに一定一定一定一定品品品品位位位位のもののもののもののものがががが一一一一定定定定量量量量集集集集ままままっっっっているているているている、、、、こういうものはもうこういうものはもうこういうものはもうこういうものはもうリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルさささされれれれているているているているのですのですのですのです。。。。私私私私がががが問題問題問題問題としたいとしたいとしたいとしたいのはのはのはのは、、、、そうではないものですそうではないものですそうではないものですそうではないものです。。。。今今今今おおおお話話話話ししたようなししたようなししたようなししたような、、、、一一一一般般般般のののの、、、、皆皆皆皆ささささんんんんにもうにもうにもうにもうばらばらばらばらばらばらばらばらになになになになっっっってしまてしまてしまてしまっっっったたたたものものものものをどうをどうをどうをどう集集集集めるめるめるめるかかかかということということということということなのですなのですなのですなのです。。。。今今今今トライアルトライアルトライアルトライアルでいろいろなことをでいろいろなことをでいろいろなことをでいろいろなことを皆皆皆皆ささささんんんんのののの協力協力協力協力ででででやらやらやらやらせていただいているせていただいているせていただいているせていただいているわけわけわけわけですですですですがががが、、、、そのそのそのそ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をどうをどうをどうをどうやっやっやっやってててて個個個個人人人人にににに付付付付けけけけてててていくいくいくいくかかかか、、、、ここここれがれがれがれがすごすごすごすごくくくく重重重重大大大大でででで、、、、ささささっっっっきはきはきはきは危危危危機的機的機的機的なおなおなおなお話話話話ということでということでということでということでやっやっやっやったたたたののののでででですすすすがががが、、、、あれあれあれあれをををを今度今度今度今度小学生小学生小学生小学生ににににやっやっやっやったたたたらららら小学生小学生小学生小学生ははははわからわからわからわからないないないないのですのですのですのです。。。。大学生大学生大学生大学生はははは大学生大学生大学生大学生でででで、、、、あれあれあれあれでででで何何何何ととととかかかかなるなるなるなるののののですですですですがががが、、、、そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろなややややりりりり方方方方があがあがあがあるのるのるのるのかかかかなとなとなとなと。。。。そのそのそのそのインセインセインセインセンティンティンティンティブブブブのののの付付付付けけけけ方方方方でででで、、、、薄薄薄薄くくくく広広広広くくくくからからからからうまくうまくうまくうまく集集集集めてくるめてくるめてくるめてくる、、、、ここここれがれがれがれが１１１１つつつつ必要必要必要必要だなというのだなというのだなというのだなというのがががが１１１１点点点点ですですですです。。。。 ２２２２点目点目点目点目としてとしてとしてとして、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルというというというという言言言言葉葉葉葉、、、、ここここれれれれははははもうもうもうもう日本日本日本日本語語語語になになになになっっっってしまてしまてしまてしまっっっっていまていまていまていますすすすがががが、、、、英英英英語語語語的的的的にににに分解分解分解分解してしてしてしてみみみみるとるとるとると、、、、リリリリ・・・・スラッシュスラッシュスラッシュスラッシュ・・・・サイクルサイクルサイクルサイクル（（（（re-cycle））））だとだとだとだと私私私私はははは思思思思ううううのですのですのですのです。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、今今今今ああああるるるるサイクルサイクルサイクルサイクルにににに戻戻戻戻してしてしてしてややややることというのることというのることというのることというのががががリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルだとだとだとだと。。。。例例例例ええええばばばば、、、、鉄鉄鉄鉄ののののリサリサリサリサイクルイクルイクルイクルととととかかかかアルミアルミアルミアルミののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルととととかかかか銅銅銅銅ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルにしてにしてにしてにしてみればみればみればみれば、、、、大体大体大体大体がががが鉄鋼鉄鋼鉄鋼鉄鋼所所所所、、、、アルミアルミアルミアルミ製製製製錬錬錬錬所所所所、、、、銅銅銅銅製製製製錬錬錬錬所所所所があっがあっがあっがあってててて、、、、そこでそこでそこでそこで今今今今やっやっやっやっているところにているところにているところにているところに戻戻戻戻してしてしてしてややややるるるる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とととと言言言言えるえるえるえるのですのですのですのです。。。。ではではではでは、、、、レアメタルレアメタルレアメタルレアメタルととととかかかか、、、、ほかほかほかほかのののの小小小小さいものはどうさいものはどうさいものはどうさいものはどうかかかかというとというとというとというと、、、、そのそのそのそのサイクルサイクルサイクルサイクルががががなくななくななくななくなっっっってしまてしまてしまてしまっっっってててているいるいるいる。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、両両両両方方方方そそそそれれれれををををつつつつくくくくららららななななければければければければななななららららないないないないということということということということでででで、、、、ここここれれれれはははは技術技術技術技術的的的的課課課課題題題題ななななののののですですですですがががが、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの中中中中身身身身をしをしをしをしっかっかっかっかりりりり分分分分けけけけないとないとないとないと、、、、何何何何でもでもでもでもかんかんかんかんでもでもでもでも同同同同じじじじようにようにようにように集集集集めためためためたらららら、、、、同同同同じじじじようにようにようにように少少少少ないないないないコストコストコストコストでででで資源資源資源資源はははは節節節節約約約約できるとはできるとはできるとはできるとは限限限限ららららないないないない。。。。逆逆逆逆のののの言言言言いいいい方方方方をしてしまうとをしてしまうとをしてしまうとをしてしまうと、、、、今無理今無理今無理今無理ややややりりりりレアメタルレアメタルレアメタルレアメタルをををを集集集集めてもめてもめてもめても、、、、商商商商売売売売としてとしてとしてとしてややややるるるるのでのでのでのであればあればあればあれば、、、、サイクルサイクルサイクルサイクルののののああああるるるる中中中中国国国国にににに出出出出してしましてしましてしましてしまっっっったたたたほほほほううううががががよよよよいといといといと。。。。出出出出してしまえしてしまえしてしまえしてしまえばばばば、、、、日本日本日本日本のののの資源資源資源資源戦戦戦戦略略略略ににににななななららららないないないない。。。。全全全全くくくくよよよよいこといこといこといことはないはないはないはないということだとということだとということだとということだと思思思思ううううののののですですですです。。。。ここここれがれがれがれが２２２２点目点目点目点目ですですですです。。。。無無無無いいいいものものものものははははつつつつくくくくららららななななければければければければななななららららないないないない。。。。 そそそそれかられかられかられから、、、、３３３３番番番番目目目目はははは、、、、瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸内海内海内海内海のののの能能能能島島島島というというというという有有有有名名名名なななな廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ののののやつやつやつやつもももも、、、、最最最最初初初初ミミミミミミミミズズズズをををを飼飼飼飼うううう
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からからからからとととと言言言言っっっってててて、、、、いろいいろいいろいいろいろなろなろなろなコンコンコンコンポポポポストストストストなどなどなどなどをををを集集集集めてきてめてきてめてきてめてきて、、、、ためていてためていてためていてためていて、、、、不不不不法投法投法投法投棄棄棄棄になになになになっっっっててててしましましましまっっっっているているているている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。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、世世世世のののの中中中中にはにはにはには環境環境環境環境にににによよよよいということいということいということいということをををを言言言言っっっっていてていてていてていて、、、、実実実実はただのはただのはただのはただのママママークークークークだだだだけけけけだだだだっっっったりするというようなものもたりするというようなものもたりするというようなものもたりするというようなものもああああるるるるののののでででで、、、、ややややはりはりはりはりリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの中中中中身身身身をしをしをしをしっかっかっかっかりりりり分分分分けけけけないとないとないとないと、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルというというというという言言言言葉葉葉葉のののの中中中中でででで悪悪悪悪いものといものといものといものとかかかか無無無無駄駄駄駄なものとなものとなものとなものとかかかかといといといというのもうのもうのもうのも実実実実ははははああああるるるるののののだとだとだとだと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。だだだだからからからから、、、、そのそのそのその辺辺辺辺ははははああああまりまりまりまり区別区別区別区別ががががないないないないからからからから、、、、行行行行政政政政としてとしてとしてとしてははははどどどどんんんんどどどどんんんん制限制限制限制限ををををかけかけかけかけていくということていくということていくということていくということをしなをしなをしなをしなければければければければななななららららなくななくななくななくなっっっってしまうてしまうてしまうてしまう場合場合場合場合ももももああああるるるる。。。。非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい言言言言いいいい方方方方をしているをしているをしているをしているののののですですですですがががが、、、、ああああるとるとるとると思思思思ううううののののですですですです。。。。ややややはりはりはりはり管管管管理理理理したしたしたしたストックストックストックストックだだだだととととかかかか、、、、管管管管理理理理さささされれれれたたたたリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルというというというというももももののののががががききききちんちんちんちんとさとさとさとされれれれてててていいいいかかかかないとないとないとないと、、、、結結結結局局局局誰誰誰誰かがかがかがかが何何何何かかかか変変変変なことをなことをなことをなことをしてしましてしましてしましてしまっっっってててて、、、、またたたまたたたまたたたまたたたかれかれかれかれるとるとるとるということでいうことでいうことでいうことで、、、、ききききちんちんちんちんととととややややろうというろうというろうというろうという人人人人がががができなできなできなできなくなるというのもくなるというのもくなるというのもくなるというのもああああるのるのるのるのかかかかなというなというなというなという気気気気ががががしますしますしますします。。。。だだだだからからからから、、、、そのそのそのその辺辺辺辺をををを少少少少しししし行行行行政政政政としてはとしてはとしてはとしてはうまうまうまうまくくくく何何何何かかかかをををを考考考考えていえていえていえていかかかかななななければければければければななななららららないなとないなとないなとないなと思思思思っっっっていますていますていますています。。。。 

 

 熊谷熊谷熊谷熊谷准教授准教授准教授准教授     どうもどうもどうもどうもあああありりりりががががとうございましたとうございましたとうございましたとうございました。。。。白鳥白鳥白鳥白鳥ささささんんんんのののの先先先先ほほほほどのどのどのどの講演講演講演講演はははは、、、、会場会場会場会場にいにいにいにいらっらっらっらっししししゃゃゃゃるるるる皆皆皆皆ささささんんんんももももああああまりなまりなまりなまりなじみじみじみじみのなのなのなのなかっかっかっかったたたた話話話話だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。私自私自私自私自身身身身もももも非常非常非常非常にににに驚驚驚驚きをきをきをきを持持持持っっっってててて拝聴拝聴拝聴拝聴しておりしておりしておりしておりましたましたましたました。。。。ここここれれれれからからからからのののの日本日本日本日本のののの経済経済経済経済、、、、またまたまたまた将将将将来来来来のことをのことをのことをのことを考考考考えるえるえるえる上上上上でででで、、、、ゆゆゆゆゆゆゆゆしきしきしきしき問題問題問題問題ででででああああるといるといるといるというううう認識認識認識認識をををを持持持持ちちちちましたましたましたました。。。。今今今今、、、、白鳥白鳥白鳥白鳥ささささんんんんののののほほほほううううからからからからはははは３３３３つつつつのののの問題問題問題問題点点点点をををを提提提提示示示示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。。。。特特特特にににに、、、、このこのこのこ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にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、後後後後ほほほほどのどのどのどのパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションでもでもでもでも触触触触れれれれなくなくなくなくてはてはてはてはななななららららないのですないのですないのですないのですがががが、、、、非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なななな問題問題問題問題だろうとだろうとだろうとだろうと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。     そそそそれれれれではではではでは、、、、三浦様三浦様三浦様三浦様からからからから、、、、取取取取組組組組又又又又はははは課課課課題等題等題等題等のののの御説御説御説御説明明明明ををををよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 三浦社長三浦社長三浦社長三浦社長 

  秋田秋田秋田秋田ウッドウッドウッドウッド株式会社株式会社株式会社株式会社のののの三浦三浦三浦三浦でございますでございますでございますでございます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。私私私私どものどものどものどもの秋田秋田秋田秋田ウウウウッドッドッドッドはははは、、、、県北県北県北県北エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン事事事事業業業業のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして設立設立設立設立したしたしたした会社会社会社会社でございでございでございでございまままますすすす。。。。平平平平成成成成 16年年年年のののの４４４４月月月月かかかからららら稼稼稼稼動動動動しましてしましてしましてしまして、、、、3年目年目年目年目をををを過過過過ぎぎぎぎてててて、、、、今今今今、、、、４４４４年目年目年目年目にににに入入入入ろうというろうというろうというろうという、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだ新新新新しいしいしいしい会社会社会社会社でござでござでござでございましていましていましていまして、、、、会社会社会社会社ををををつつつつくるにくるにくるにくるに当当当当たたたたっっっってててて、、、、どういうどういうどういうどういう形形形形でででで考考考考えたえたえたえたかかかかというとというとというとというと、、、、ままままずずずず、、、、県県県県北北北北地地地地区区区区にににに、、、、実実実実はははは私私私私、、、、本本本本業業業業がががが木木木木材業材業材業材業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、、、、秋田秋田秋田秋田杉杉杉杉というというというという資源資源資源資源があがあがあがありなりなりなりながらがらがらがら、、、、何何何何かかかか配配配配給給給給できなできなできなできないといといといとかかかか、、、、いろいろいろいろんんんんなななな問題問題問題問題がががが最最最最近多近多近多近多いなということいなということいなということいなということからからからから、、、、私私私私もももも何何何何かやらかやらかやらかやらなきなきなきなきゃゃゃゃいいいいかんかんかんかんなというなというなというなという観観観観点点点点からからからから、、、、木木木木材材材材をををを使使使使っっっってててて何何何何かつかつかつかつくることくることくることくることがががができないできないできないできないかかかかなというなというなというなという中中中中でででで、、、、秋田秋田秋田秋田ウッドウッドウッドウッドをををを設立設立設立設立ししししたということでございますたということでございますたということでございますたということでございます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、やっやっやっやっててててみみみみたたたたらららら、、、、本本本本来来来来でででであればあればあればあれば秋田秋田秋田秋田杉杉杉杉のののの間間間間伐伐伐伐材材材材だとだとだとだとかかかか、、、、そそそそういうものをういうものをういうものをういうものを使使使使っっっってててて、、、、ややややるのるのるのるのがががが理想理想理想理想的的的的だなとだなとだなとだなと思思思思っっっったたたたののののですですですですがががが、、、、つつつつくくくくっっっっていくていくていくていく中中中中でででで、「、「、「、「ええええっっっっ、、、、ここここれれれれ使使使使えないのえないのえないのえないの？？？？」」」」というようなというようなというようなというようなことことことことがががが現実現実現実現実ととととななななっっっってててて、、、、大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題点点点点となとなとなとなっっっったたたたわけわけわけわけでござでござでござでございますいますいますいますがががが、、、、今今今今、、、、資源資源資源資源としてとしてとしてとして使使使使っっっっているのはているのはているのはているのは、、、、大大大大館館館館・・・・県県県県北北北北地地地地区区区区でででで出出出出ているているているている建築解建築解建築解建築解体体体体材材材材、、、、そそそそれれれれからからからから、、、、大大大大館館館館地地地地区区区区はははは曲曲曲曲げげげげわっわっわっわっぱぱぱぱををををははははじじじじめめめめ、、、、桶樽桶樽桶樽桶樽、、、、そそそそれかられかられかられから木木木木工工工工というのはというのはというのはというのは盛盛盛盛んんんんでございましでございましでございましでございましてててて、、、、そこそこそこそこからからからから出出出出てくるてくるてくるてくる廃廃廃廃材材材材、、、、カッターカッターカッターカッターくくくくずずずずといといといといっっっったものたものたものたもの、、、、ささささららららにににに足足足足りなくてりなくてりなくてりなくて、、、、今今今今はははは能代能代能代能代、、、、五城五城五城五城目目目目までまでまでまで手手手手をををを広広広広げてげてげてげて、、、、集成集成集成集成材材材材メーカーメーカーメーカーメーカーののののラミラミラミラミナナナナのののの切切切切りりりり端端端端をををを利用利用利用利用させていただいているさせていただいているさせていただいているさせていただいているわわわわけけけけでございますでございますでございますでございます。。。。     木木木木材材材材ににににつつつついいいいてはてはてはては、、、、全全全全部部部部有価有価有価有価でででで、、、、破破破破砕砕砕砕したものをしたものをしたものをしたものを優優優優先先先先的的的的なななな形形形形でででで収集収集収集収集してしてしてして利用利用利用利用させていたださせていたださせていたださせていただいているといういているといういているというい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。。。。一一一一方方方方、、、、プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、たまたまたまたまたまたまたまたま大大大大館館館館にはにはにはにはＮＮＮＮ社社社社ささささんんんんというというというという医療医療医療医療機器機器機器機器メーカーメーカーメーカーメーカーのののの誘致誘致誘致誘致企業企業企業企業ががががございましてございましてございましてございまして、、、、そこそこそこそこからからからから出出出出るるるる端端端端材材材材をををを利用利用利用利用させさせさせさせ
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ていただていただていただていただけけけけ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、、、、県県県県やややや大大大大館館館館市市市市といろいろなといろいろなといろいろなといろいろな面面面面でででで、、、、このこのこのこの会社会社会社会社ををををつつつつくくくくっっっってててて資源資源資源資源はははは大大大大丈夫丈夫丈夫丈夫かかかかなななな、、、、そしてそしてそしてそして、、、、そういうそういうそういうそういう原原原原料料料料があがあがあがあるのるのるのるのかかかかなななな、、、、ということということということということをををを想想想想定定定定したしたしたした中中中中でででで、、、、ＮＮＮＮ社社社社ささささんんんんのののの工工工工場場場場があがあがあがあるというのはるというのはるというのはるというの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インパクトインパクトインパクトインパクトがあっがあっがあっがあっ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、、、、会社会社会社会社ををををつつつつくくくくららららせてせてせてせていただいただいただいただきましたきましたきましたきました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、廃廃廃廃木木木木材材材材ににににつつつついてはいてはいてはいては 55％％％％、、、、そしてそしてそしてそしてプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックがががが 40％％％％、、、、一部一部一部一部顔料顔料顔料顔料、、、、添添添添加加加加剤剤剤剤がががが入入入入っっっってててて製製製製品品品品がががができてできてできてできていますいますいますいます。。。。基本的基本的基本的基本的にはにはにはには 90％％％％リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル商商商商品品品品でございますでございますでございますでございます。。。。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、、、、私私私私はははは木木木木材材材材屋屋屋屋でございますでございますでございますでございますからからからから、、、、木木木木材材材材とととと競競競競合合合合したものをしたものをしたものをしたものをつつつつくくくくっっっってててて何何何何もももも得得得得はないはないはないはないわけわけわけわけでございますでございますでございますでございますがががが、、、、木木木木材材材材というのはというのはというのはというのは、、、、残残残残念念念念なななながらがらがらがら、、、、内装内装内装内装材材材材ととととかかかか、、、、意意意意匠匠匠匠材材材材だとだとだとだとかかかか、、、、化化化化粧粧粧粧材材材材、、、、そういうものにそういうものにそういうものにそういうものにつつつついてはいてはいてはいては非常非常非常非常にすにすにすにすぐぐぐぐれれれれたたたた、、、、温温温温かみかみかみかみののののああああるるるる商商商商品品品品でございますでございますでございますでございますがががが、、、、残残残残念念念念なことになことになことになことに、、、、外外外外部部部部にににに使使使使っっっったたたた場合場合場合場合、、、、特特特特ににににエクスエクスエクスエクステリアテリアテリアテリアだとだとだとだとかかかか、、、、デッデッデッデッキキキキだとだとだとだとかかかか、、、、ルールールールーババババーーーーだとだとだとだとかかかか、、、、そういうものにそういうものにそういうものにそういうものに使使使使っっっったたたた場合場合場合場合にはにはにはには、、、、どどどどうしてもうしてもうしてもうしても腐腐腐腐るということるということるということるということやややや変変変変色色色色するということするということするということするということ、、、、メンテメンテメンテメンテナナナナンスンスンスンスがががが必要必要必要必要だというだというだというだという欠欠欠欠点点点点ががががございましてございましてございましてございまして、、、、そういうそういうそういうそういう点点点点からからからからするとするとするとすると、、、、私私私私どもどもどもどもがががが今今今今つつつつくくくくっっっっているているているている AO-MWoodというのはというのはというのはというのは、、、、ああああるるるる意味意味意味意味ではではではではメンテメンテメンテメンテナナナナンスンスンスンスがががが、、、、長長長長いいいい年月年月年月年月がががが経経経経ててててばばばば必要必要必要必要かかかかもしもしもしもしれれれれませませませませんがんがんがんが、、、、現現現現状状状状はしなくてもいいはしなくてもいいはしなくてもいいはしなくてもいい。。。。そしてそしてそしてそして腐腐腐腐りにくいりにくいりにくいりにくい、、、、劣劣劣劣化化化化ががががしにくいしにくいしにくいしにくい、、、、なおなおなおなおかかかかつつつつ、、、、今今今今一一一一番番番番問題問題問題問題になになになになっっっっているているているているシロアリシロアリシロアリシロアリ、、、、そういうものにはそういうものにはそういうものにはそういうものには腐朽腐朽腐朽腐朽さささされれれれないというようなないというようなないというようなないというような長所長所長所長所ががががございましてございましてございましてございまして、、、、今今今今３３３３年目年目年目年目になりましてになりましてになりましてになりまして、、、、保育保育保育保育園園園園だとだとだとだとかかかか、、、、小学小学小学小学校校校校だとだとだとだとかかかか、、、、学学学学校校校校設設設設備備備備、、、、そうそうそうそういうものにいうものにいうものにいうものに非常非常非常非常にににに多多多多くくくく利用利用利用利用させていただいておりますさせていただいておりますさせていただいておりますさせていただいております。。。。特特特特にににに保育保育保育保育園園園園ななななどどどどはははは、、、、素素素素足足足足でででで歩歩歩歩いていていていて外外外外へへへへ出出出出ますとますとますとますと、、、、木木木木材材材材というのはどうしてもささくというのはどうしてもささくというのはどうしてもささくというのはどうしてもささくれれれれややややとげとげとげとげがががが刺刺刺刺ささささっっっってててて非常非常非常非常にまにまにまにまずずずずいといういといういといういということでことでことでことですすすすがががが、、、、このこのこのこの商商商商品品品品ににににつつつついてはそういうこといてはそういうこといてはそういうこといてはそういうことががががないのでないのでないのでないので安安安安全全全全だというようなことでだというようなことでだというようなことでだというようなことで、、、、利利利利用用用用いただいているといういただいているといういただいているといういただいているという現現現現状状状状でございますでございますでございますでございます。。。。 

  今今今今日日日日ののののテーテーテーテーママママででででああああるるるる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というというというという形形形形からからからからいきますといきますといきますといきますと、、、、私私私私どものこのどものこのどものこのどものこの製製製製品品品品のののの最最最最大大大大のののの特徴特徴特徴特徴はははは、、、、多多多多回回回回リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルできるというのできるというのできるというのできるというのがががが最大最大最大最大のののの特徴特徴特徴特徴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、、、、今今今今おおおお話話話話ししたとおりししたとおりししたとおりししたとおり、、、、腐腐腐腐りにくいとりにくいとりにくいとりにくいとかかかか、、、、腐腐腐腐食食食食しないといえどもしないといえどもしないといえどもしないといえども、、、、いいいいずれずれずれずれ住住住住宅宅宅宅ですのでですのでですのでですので、、、、そそそそういうものはういうものはういうものはういうものはリリリリニニニニュュュューーーーアルアルアルアル、、、、もしくはもしくはもしくはもしくはリフォームリフォームリフォームリフォームするするするするということということということということがががが起起起起きるきるきるきるわけわけわけわけでございまでございまでございまでございますすすす。。。。そうなそうなそうなそうなっっっったたたた場合場合場合場合にににに、、、、ここここれれれれもももも当当当当然然然然解解解解体体体体さささされれれれてててて処分処分処分処分するということになるするということになるするということになるするということになるわけわけわけわけでございまでございまでございまでございますすすすがががが、、、、ここここれれれれににににつつつついいいいてはてはてはては、、、、もうもうもうもう一一一一度度度度私私私私どものどものどものどもの工工工工場場場場にににに持持持持っっっってきていただいててきていただいててきていただいててきていただいて、、、、回収回収回収回収いたしますいたしますいたしますいたしますとととと、、、、ここここれれれれをををを破破破破砕砕砕砕してしてしてして、、、、もうもうもうもう一一一一度度度度押押押押しししし出出出出しししし成形成形成形成形いたしますといたしますといたしますといたしますと同同同同じじじじものものものものががががまたできるまたできるまたできるまたできる。。。。ここここれがれがれがれが最大最大最大最大のののの特徴特徴特徴特徴でございますでございますでございますでございます。。。。現実現実現実現実にににに、、、、まだできてまだできてまだできてまだできて３３３３年目年目年目年目ですですですですからからからから、、、、まだそういうまだそういうまだそういうまだそういう現現現現状状状状になになになになっっっっているところはているところはているところはているところは少少少少ないないないないののののですですですですがががが、、、、工工工工場場場場のののの中中中中でででで、、、、今今今今 24時間時間時間時間稼稼稼稼動動動動していますしていますしていますしていますがががが、、、、押押押押しししし出出出出しししし成形成形成形成形ですですですですからからからから、、、、当当当当然然然然最最最最初初初初ののののときときときときとととと最後最後最後最後ののののときときときときにはにはにはには不不不不良良良良品品品品がががが出出出出ますますますます。。。。そのものにそのものにそのものにそのものにつつつついてはいてはいてはいては、、、、工工工工場場場場のののの中中中中でもうでもうでもうでもう一一一一度度度度破破破破砕砕砕砕してしてしてして再度利用再度利用再度利用再度利用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、、、、工工工工場場場場のののの中中中中ににににああああるものはするものはするものはするものはすべべべべてててて私私私私どもどもどもどもがががが原原原原料料料料としてとしてとしてとして使使使使わわわわせていただいているということせていただいているということせていただいているということせていただいているということがががが１１１１つつつつのののの証明証明証明証明だとだとだとだと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。 

  もうもうもうもう一一一一つつつつ宣伝宣伝宣伝宣伝させていただきますとさせていただきますとさせていただきますとさせていただきますと、、、、たまたまたまたまたまたまたまたま私私私私どもどもどもどもがつがつがつがつくくくくっっっったたたたももももののののがががが、、、、工工工工場場場場がががができてできてできてできて生生生生産産産産がががが始始始始ままままっっっったのたのたのたのがががが平平平平成成成成 16年年年年４４４４月月月月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、、、、皆皆皆皆ささささんんんん、、、、愛愛愛愛知知知知博博博博にににに行行行行かれかれかれかれたたたた方方方方はおはおはおはおわかわかわかわかりだとりだとりだとりだと思思思思いますいますいますいますがががが、、、、愛愛愛愛知知知知博博博博のいのいのいのいわゆわゆわゆわゆるるるる回回回回廊廊廊廊のののの部部部部分分分分、、、、ぐぐぐぐるるるるっっっっとととと回回回回るるるる回回回回廊廊廊廊があがあがあがありましたりましたりましたりました。。。。そのそのそのその回回回回廊廊廊廊のののの真真真真んんんん中中中中のののの部部部部分分分分がががが、、、、実実実実はこのはこのはこのはこの MWood ななななんんんんですですですです。。。。愛愛愛愛知知知知博博博博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博博博博ということということということということ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、、、、真真真真んんんん中中中中のののの回回回回廊廊廊廊のののの部部部部分分分分のののの中心中心中心中心部部部部のののの、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる車車車車だとだとだとだとかかかか、、、、そういうそういうそういうそういう歩歩歩歩くくくく部部部部分分分分ににににつつつついてのいてのいてのいての回回回回廊廊廊廊はははは MWood をををを使使使使いましていましていましていまして、、、、なおなおなおなおかつかつかつかつ端端端端ののののほほほほうはうはうはうは間間間間伐伐伐伐材材材材、、、、そしてそしてそしてそして南南南南洋洋洋洋材材材材といといといというようなうようなうようなうような形形形形でででで使使使使っっっったたたた回回回回廊廊廊廊があがあがあがありますりますりますります。。。。そのそのそのその回回回回廊廊廊廊ををををつつつつくるくるくるくるののののにににに、、、、膨膨膨膨大大大大なななな面面面面積積積積でございますのでございますのでございますのでございますのでででで、、、、そのそのそのその膨膨膨膨大大大大なななな面面面面積積積積ををををつつつつくくくくっっっったたたたゼネコンゼネコンゼネコンゼネコンささささんんんん方方方方がががが、、、、当当当当然然然然カットカットカットカットしてこういうしてこういうしてこういうしてこういう端端端端材材材材がががが出出出出るるるるわわわわけけけけでございますでございますでございますでございます。。。。まだまだまだまだ平平平平成成成成 16年年年年 4月月月月ですですですですからからからから、、、、もうもうもうもうほほほほととととんんんんどどどど工工工工事事事事はははは終終終終わっわっわっわっていたのでていたのでていたのでていたので、、、、私私私私どものどものどものどもの商商商商品品品品じじじじゃゃゃゃななななかっかっかっかったたたたののののですですですですがががが、、、、各組各組各組各組ののののゼネコンゼネコンゼネコンゼネコンささささんんんんにににに、、、、そそそそれれれれをををを再度利用再度利用再度利用再度利用できるというできるというできるというできるという
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ことをことをことをことをききききちんちんちんちんとととと言言言言っっっったはたはたはたはずずずずなのになのになのになのに、、、、始始始始めはめはめはめはいろいろいろいろいろいろいろいろなものなものなものなもの、、、、異異異異物物物物がががが入入入入っっっったりしていたたりしていたたりしていたたりしていた関係関係関係関係でででで使用使用使用使用できできできできずずずず、、、、後後後後半半半半になになになになっっっってててて端端端端材材材材ををををききききちんちんちんちんとととと処理処理処理処理したところのものしたところのものしたところのものしたところのものがががが約約約約 13トントントントンあああありましてりましてりましてりまして、、、、そのそのそのその 13トントントントンをををを、、、、私私私私どもどもどもどもはははは工工工工場場場場ををををつつつつくくくくっっっったたたたばかばかばかばかりでりでりでりで、、、、稼働率稼働率稼働率稼働率がががが非常非常非常非常にににに悪悪悪悪くてくてくてくて暇暇暇暇なものですなものですなものですなものですかかかからららら、、、、そそそそれれれれをををを全全全全部部部部引引引引きききき受受受受けけけけましてましてましてまして、、、、再度再度再度再度破破破破砕砕砕砕してしてしてして製製製製品品品品をををを出出出出したということしたということしたということしたということがあがあがあがありましたりましたりましたりました。。。。秋秋秋秋田田田田のののの大大大大館館館館のののの秋田秋田秋田秋田ウッドウッドウッドウッドっっっってててて、、、、ききききちんちんちんちんととととしたしたしたした技術技術技術技術をををを持持持持っっっっているているているているのだなのだなのだなのだな、、、、とととと高高高高いいいい評価評価評価評価をいただをいただをいただをいただきましたきましたきましたきました。。。。たまたまでございますたまたまでございますたまたまでございますたまたまでございますがががが、、、、そそそそれがれがれがれが１１１１つつつつのののの例例例例でででで、、、、現現現現場場場場にににに出出出出てどうしてもてどうしてもてどうしてもてどうしても端端端端材材材材がががが出出出出ますますますますからからからから、、、、そのそのそのその端端端端材材材材をををを回収回収回収回収してまたさしてまたさしてまたさしてまたさららららににににつつつつくくくくっっっっていくというていくというていくというていくという、、、、破壊破壊破壊破壊・・・・リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルできるできるできるできるとととというこというこというこということがががが、、、、本本本本当当当当のののの循環循環循環循環産業産業産業産業のののの１１１１つじつじつじつじゃゃゃゃないないないないかかかかなということでなということでなということでなということで、、、、私私私私どものどものどものどもの企業企業企業企業ののののテーテーテーテーママママとしてとしてとしてとして今今今今取取取取りりりり組組組組んんんんでいるところでございますでいるところでございますでいるところでございますでいるところでございます。。。。 

  以以以以上上上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。。。。 

 熊谷熊谷熊谷熊谷准教授准教授准教授准教授 

  どうもどうもどうもどうもあああありりりりががががとうございましたとうございましたとうございましたとうございました。。。。皆皆皆皆ささささんんんんのののの御御御御手手手手元元元元にもこのにもこのにもこのにもこの秋田秋田秋田秋田ウッドウッドウッドウッドささささんんんんののののパンプレッパンプレッパンプレッパンプレットトトトががががああああるとるとるとると思思思思いますいますいますいますがががが、、、、ちらっちらっちらっちらっとととと見見見見ててててみみみみたたたたののののですですですですがががが、、、、非常非常非常非常にすにすにすにすばらばらばらばらしいしいしいしい発想発想発想発想でででで、、、、すすすすばらばらばらばらししししいいいい技術技術技術技術でででで、、、、すすすすばらばらばらばらしいものをしいものをしいものをしいものをつつつつくくくくっっっっていていていていらっらっらっらっししししゃゃゃゃるなとるなとるなとるなと思思思思いないないないながらがらがらがら拝拝拝拝見見見見しましたしましたしましたしました。。。。 

  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、、、、ううううちちちちのののの大学大学大学大学ももももつつつついいいい最最最最近近近近、、、、寮寮寮寮ををををつつつつくくくくっっっったりたりたりたり、、、、新新新新校舎校舎校舎校舎をををを建設建設建設建設したりしたりしたりしたりしていしていしていしているるるるのですのですのですのですがががが、、、、ぜひぜひぜひぜひここここれれれれをををを使使使使っっっっていたていたていたていただいただいただいただいたららららとととと思思思思いないないないながらがらがらがら聞聞聞聞いておりましたいておりましたいておりましたいておりました。。。。 

  そそそそれれれれではではではでは、、、、次次次次、、、、伊徳伊徳伊徳伊徳のののの福岡福岡福岡福岡ささささんんんん、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 福岡部長福岡部長福岡部長福岡部長 

  よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。スーパースーパースーパースーパーママママーーーーケケケケットットットットということでということでということでということで、、、、大大大大館館館館市市市市にににに本社本社本社本社があがあがあがありますりますりますります。。。。
23店舗店舗店舗店舗ございございございございましてましてましてまして、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県にににに 18店舗店舗店舗店舗、、、、青青青青森森森森県県県県にににに 5店舗店舗店舗店舗ととととななななっっっっておりますておりますておりますております。。。。こういうこういうこういうこういう場場場場にににに出出出出るるるる目目目目玉玉玉玉といいますといいますといいますといいますかかかか、、、、そういうそういうそういうそういう部部部部分分分分ではではではでは、、、、当当当当社社社社はははは環境規環境規環境規環境規格格格格ののののＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ１４００１１４００１１４００１１４００１をををを取取取取得得得得ししししていましてていましてていましてていまして、、、、取取取取得得得得したしたしたした以以以以上上上上はははは、、、、ややややはりいろはりいろはりいろはりいろんんんんなことをなことをなことをなことをやらやらやらやらななななければければければければななななららららないないないない、、、、法法法法令令令令をををを守守守守ららららななななければければければければななななららららないないないないというようなこともというようなこともというようなこともというようなこともあああありましてりましてりましてりまして、、、、いろいろいろいろんんんんなことになことになことになことに取取取取りりりり組組組組ませていたませていたませていたませていただいだいだいだいていますていますていますています。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど、、、、ママママイイイイババババッグッグッグッグのおのおのおのお話話話話ももももあああありましたりましたりましたりましたけれけれけれけれどもどもどもども、、、、そそそそれれれれをををを始始始始めめめめ、、、、当当当当社社社社からからからから出出出出さささされれれれるごるごるごるごみみみみ、、、、先先先先ほほほほどどどど三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生からからからからはははは生生生生産者産者産者産者とととと消費者消費者消費者消費者のののの関係関係関係関係、、、、そのそのそのその中中中中間間間間にににに位位位位置置置置するするするする業業業業種種種種といいますといいますといいますといいますかかかか、、、、そそそそういうことにもなるういうことにもなるういうことにもなるういうことにもなるかかかかとととと思思思思いますいますいますいます。。。。牛乳牛乳牛乳牛乳パックパックパックパックととととかかかか、、、、トレートレートレートレーととととかかかか、、、、アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶ととととかかかか、、、、当当当当たりたりたりたり前前前前のことはのことはのことはのことは皆皆皆皆ささささんんんんのののの企業企業企業企業とととと一一一一緒緒緒緒ににににやっやっやっやっておりますておりますておりますております。。。。そのそのそのそのほかほかほかほかにににに、、、、特特特特殊殊殊殊なななな店舗店舗店舗店舗ではではではでは、、、、特特特特殊殊殊殊とととといいますいいますいいますいいますかかかか、、、、新新新新聞紙聞紙聞紙聞紙のののの回収回収回収回収もももも、、、、古古古古紙業者紙業者紙業者紙業者ささささんんんんとととと組組組組んんんんでででで、、、、おおおお客客客客様様様様がががが持持持持ちちちち込込込込んんんんでもでもでもでも回収回収回収回収できるできるできるできるようにするというようなことようにするというようなことようにするというようなことようにするというようなこと、、、、ここここれれれれもももも、、、、古古古古紙業者紙業者紙業者紙業者ささささんんんんのののの利利利利益益益益にもなるということもにもなるということもにもなるということもにもなるということもあああありまりまりまりますすすすけれけれけれけれどもどもどもども、、、、おおおお客客客客様様様様がががが邪邪邪邪魔魔魔魔にしているようなものをにしているようなものをにしているようなものをにしているようなものを当当当当社社社社はははは便便便便利利利利にににに使使使使っっっっていただくというよていただくというよていただくというよていただくというようなことをうなことをうなことをうなことを狙狙狙狙っっっってててていますいますいますいます。。。。 

  ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ関関関関連連連連ではではではでは、、、、そのそのそのそのほかほかほかほか、、、、循環型循環型循環型循環型とはとはとはとは少少少少しししし違違違違ううううかかかかもしもしもしもしれれれれませませませませんけれんけれんけれんけれどもどもどもども、、、、大大大大切切切切ななななエネエネエネエネルルルルギギギギーーーーをををを節節節節約約約約しようというようなことはしようというようなことはしようというようなことはしようというようなことは社社社社員員員員のののの中中中中でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、大大大大館館館館市市市市内内内内、、、、盛盛盛盛んんんんにににに白鳥白鳥白鳥白鳥先先先先生生生生もおもおもおもおっっっっししししゃゃゃゃいましたいましたいましたいましたけれけれけれけれどもどもどもども、、、、大大大大館館館館というのはというのはというのはというのは、、、、非常非常非常非常ににににそういうそういうそういうそういう循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの模範模範模範模範になるようなになるようなになるようなになるような町町町町ではないのではないのではないのではないのかかかかなというなというなというな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。。。。当当当当社社社社からからからから出出出出るおるおるおるお惣菜惣菜惣菜惣菜ととととかかかか、、、、おおおお弁弁弁弁当当当当ととととかかかか、、、、野菜野菜野菜野菜、、、、そそそそれかられかられかられから魚魚魚魚のくのくのくのくずずずずととととかかかか、、、、そういそういそういそういっっっったたたたもももものをのをのをのを大大大大館館館館ののののコンコンコンコンポポポポストセンターストセンターストセンターストセンターとととというところでいうところでいうところでいうところで堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化してしてしてして、、、、「「「「土土土土っっっっ恋恋恋恋ししししょょょょ(どどどどっっっっこいしこいしこいしこいしょょょょ)」」」」ですですですですかかかか、、、、ああああああああいういういういうふふふふうにしているということでうにしているということでうにしているということでうにしているということでやっやっやっやっていますていますていますています。。。。ただただただただ、、、、ここここれれれれもももも、、、、後後後後でででで課課課課題題題題としてとしてとしてとして
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取取取取りりりり上上上上げたいとげたいとげたいとげ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、、、、ここここれれれれまでにしておきますまでにしておきますまでにしておきますまでにしておきますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、ああああとととと、、、、エコエコエコエコ商商商商品品品品ととととかかかかククククリーンリーンリーンリーン購購購購入入入入というのもというのもというのもというのも進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、使使使使っっっったたたた後後後後のののの廃廃廃廃食油食油食油食油もももも回収回収回収回収してしてしてしてリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルにににに回回回回しているというようなことしているというようなことしているというようなことしているというようなこと。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、レアメタルレアメタルレアメタルレアメタルのののの回収回収回収回収ボボボボックスックスックスックスのののの設置設置設置設置ということでということでということでということで、、、、非常非常非常非常にににに話題性話題性話題性話題性がががが高高高高くてくてくてくて、、、、ここここれれれれはははは我我我我々々々々企業企業企業企業にとにとにとにとっっっってはこういうてはこういうてはこういうてはこういう話題性話題性話題性話題性がががが高高高高ければければければければ皆皆皆皆ささささんんんんにににに興味興味興味興味をををを持持持持っっっっていただいてていただいてていただいてていただいて、、、、またまたまたまた来来来来店店店店動動動動機機機機ににににつつつつななななががががるというようなこともるというようなこともるというようなこともるというようなこともあああありますりますりますります。。。。全全全全体的体的体的体的にはにはにはには、、、、おおおお客客客客様様様様のののの生活生活生活生活のののの中中中中でででで、、、、当当当当社社社社、、、、スーパースーパースーパースーパーママママーーーーケケケケットットットットというのはというのはというのはというのは、、、、市役所市役所市役所市役所以以以以上上上上にににに休休休休みがあみがあみがあみがありませりませりませりませんんんんのでのでのでので、、、、常常常常にににに、、、、ああああそこにそこにそこにそこに邪邪邪邪魔魔魔魔になになになになっっっったたたたアルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶をををを持持持持っっっっていこうとていこうとていこうとていこうとかかかか、、、、そういそういそういそういっっっったものもたものもたものもたものも、、、、回収回収回収回収ボボボボックスックスックスックスがあがあがあがあるというるというるというるというようなことでようなことでようなことでようなことで、、、、ここここれかられかられかられからのののの役役役役割割割割のののの１１１１つつつつではではではでは重要重要重要重要なななな位位位位置置置置をををを占占占占めるめるめるめるんじんじんじんじゃゃゃゃないないないないかかかかということでということでということでということで、、、、おおおお客客客客様様様様のののの声声声声をををを聞聞聞聞きなきなきなきながらがらがらがら鋭鋭鋭鋭意意意意努努努努力力力力していきたいなというしていきたいなというしていきたいなというしていきたいなというふふふふうにうにうにうに思思思思っっっっていますていますていますています。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、ママママイイイイババババッグッグッグッグのののの部部部部分分分分ににににつつつついてはいてはいてはいては後後後後ほほほほどどどど詳詳詳詳しくしくしくしく進進進進めたいというめたいというめたいというめたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っっっっておりておりておりておりますますますます。。。。先先先先ほほほほどどどど三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生のののの中中中中からからからから地産地消地産地消地産地消地産地消のおのおのおのお話話話話があがあがあがありりりりましたましたましたましたけれけれけれけれどもどもどもども、、、、このこのこのこの地産地消地産地消地産地消地産地消がががが循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会、、、、もしくはもしくはもしくはもしくはエネルエネルエネルエネルギギギギーーーー消費消費消費消費のののの節節節節約約約約といいますといいますといいますといいますかかかか、、、、そういうのにそういうのにそういうのにそういうのにつつつつななななががががるというこるというこるというこるということとととがががが、、、、まだおまだおまだおまだお客客客客様様様様のののの中中中中ではではではでは、、、、安安安安心心心心・・・・安安安安全全全全だだだだ、、、、地地地地元元元元のものだというようなのものだというようなのものだというようなのものだというような意意意意識識識識だだだだけがけがけがけが先先先先行行行行ししししているようなているようなているようなているようなののののですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、実実実実際際際際はははは、、、、運運運運搬搬搬搬ににににかかかかかかかかるるるるガガガガソソソソリンリンリンリンやややや人人人人手手手手のののの問題問題問題問題、、、、そういそういそういそういっっっったたたたことをことをことをことを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、人間人間人間人間ののののエネルエネルエネルエネルギギギギーーーーももももかかかかなりなりなりなり節節節節約約約約になるになるになるになるんんんん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やっやっやっやっていくていくていくていく。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、地域地域地域地域密密密密着着着着ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、おおおお隣隣隣隣ささささんんんん同同同同士士士士というというというという考考考考ええええ方方方方もももも、、、、こういうこういうこういうこういう地産地消地産地消地産地消地産地消のところのところのところのところにはにはにはには出出出出てくるてくるてくるてくるんじんじんじんじゃゃゃゃないのないのないのないのかかかかなというなというなというなというふふふふうにうにうにうに今今今今考考考考えていますえていますえていますえています。。。。農家農家農家農家のののの方方方方々々々々もももも、、、、今今今今グループグループグループグループででででやらやらやらやらななななければければければければ仕仕仕仕事事事事になになになになららららないというようなないというようなないというようなないというような時代時代時代時代にににに入入入入っっっってきますのでてきますのでてきますのでてきますので、、、、こういこういこういこういっっっったたたた秋田県秋田県秋田県秋田県のののの、、、、ああああまりまりまりまり経済経済経済経済状態状態状態状態のののの良良良良くないくないくないくない中中中中でででで活活活活性性性性化化化化ににににつつつつななななががががるるるる役役役役割割割割もももも、、、、スーパースーパースーパースーパーママママーーーーケケケケットットットットのののの我我我我々々々々伊徳伊徳伊徳伊徳ががががおおおお手手手手伝伝伝伝いできるいできるいできるいできるのではのではのではのではないのないのないのないのかかかかなというなというなというなというふふふふうにうにうにうに思思思思っっっっていますていますていますています。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、私私私私どもいとくどもいとくどもいとくどもいとくのののの店店店店のことのことのことのことじじじじゃゃゃゃないないないないののののですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、私私私私、、、、感心感心感心感心するのはするのはするのはするのは、、、、生協生協生協生協ささささんんんんでででで今行今行今行今行っっっっているているているている宅宅宅宅配配配配というというというというシステムシステムシステムシステムがあがあがあがありますよりますよりますよりますよねねねね。。。。あれあれあれあれはははは、、、、生生生生鮮鮮鮮鮮食品食品食品食品でででであればあればあればあれば発発発発泡泡泡泡スチロールスチロールスチロールスチロールにににに、、、、そそそそれかられかられかられから雑貨雑貨雑貨雑貨ととととかああかああかああかああいうのはいうのはいうのはいうのは通通通通いいいい箱箱箱箱というのにというのにというのにというのに詰詰詰詰めてめてめてめて家家家家庭庭庭庭にににに持持持持っっっってくるてくるてくるてくる。。。。そそそそれれれれをまたをまたをまたをまた次次次次のときにのときにのときにのときに回収回収回収回収するするするする。。。。ですですですですからからからから、、、、包装包装包装包装資材資材資材資材ななななんかんかんかんかのののの節節節節約約約約、、、、そそそそれかられかられかられからガガガガソソソソリンリンリンリンがががが、、、、１１１１台台台台でででで何何何何軒軒軒軒もももも回回回回れれれれるというようなことでるというようなことでるというようなことでるというようなことで、、、、非常非常非常非常ににににああああああああいういういういう他他他他社社社社ででででやっやっやっやっているているているている事事事事例例例例にににに感心感心感心感心すすすするるるる場場場場面面面面というのというのというのというのがあがあがあがあるるるるんんんんでででで、、、、ここここれがれがれがれが将将将将来来来来のののの高高高高齢齢齢齢化社会化社会化社会化社会になになになになっっっったときにたときにたときにたときに我我我我々々々々のののの商商商商売売売売のののの１１１１つつつつののののヒヒヒヒントントントントになるのになるのになるのになるのかかかかなというなというなというなというふふふふうにうにうにうに思思思思っっっっていましてていましてていましてていまして、、、、今今今今模索模索模索模索しているところでもございますしているところでもございますしているところでもございますしているところでもございます。。。。 
  以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 熊谷熊谷熊谷熊谷准教授准教授准教授准教授 

  どうもどうもどうもどうもあああありりりりががががとうございましたとうございましたとうございましたとうございました。。。。今今今今、、、、福岡福岡福岡福岡ささささんからちらっんからちらっんからちらっんからちらっとととと話話話話がががが出出出出ましたましたましたました「「「「どどどどっっっっこいしこいしこいしこいしょょょょ」」」」というというというという、、、、堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化したしたしたした商商商商品品品品ですですですですがががが、、、、皆皆皆皆ささささんんんん、、、、どういうどういうどういうどういう字字字字をををを書書書書くくくくかかかかごごごご存存存存じじじじですですですですかかかか。「。「。「。「土土土土」」」」にににに「「「「っっっっ」、」、」、」、でででで、、、、恋恋恋恋するのするのするのするの「「「「恋恋恋恋」」」」、、、、でででで、「、「、「、「ししししょょょょ」」」」でででで「「「「土土土土っっっっ恋恋恋恋ししししょょょょ」」」」とととと言言言言いますいますいますいます。。。。ななななかかかかななななかかかか優優優優れれれれたたたたネネネネーミングーミングーミングーミングをさをさをさをされれれれているなとているなとているなとているなと思思思思っっっってててて感心感心感心感心しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  福岡福岡福岡福岡ささささんんんんにはにはにはには、、、、後後後後ほほほほどどどど問題問題問題問題点点点点もおもおもおもお聞聞聞聞きしますのできしますのできしますのできしますので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  次次次次にににに、、、、市民市民市民市民のののの代表代表代表代表としてとしてとしてとして、、、、那須那須那須那須ささささんからんからんからんから取取取取組組組組内容内容内容内容をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 那須那須那須那須環境環境環境環境カウンセラーカウンセラーカウンセラーカウンセラー 

  環境環境環境環境カウンセラーカウンセラーカウンセラーカウンセラーのののの那須那須那須那須とととと申申申申しますしますしますします。。。。環境環境環境環境カウンセラーカウンセラーカウンセラーカウンセラーのののの活活活活動動動動としてはとしてはとしてはとしては 10年年年年余余余余りですりですりですりですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、我我我我がががが家家家家のののの省省省省エネエネエネエネにににに始始始始まりまりまりまり、、、、ごごごごみみみみ減量減量減量減量にににに努努努努めてめてめてめて 30年年年年余余余余りたりたりたりたちちちちますますますます。。。。今今今今にしてにしてにしてにして思思思思ええええばばばば、、、、
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環境環境環境環境のののの「「「「かかかか」」」」のののの字字字字もももも知知知知ららららななななかっかっかっかったたたた主主主主婦婦婦婦がががが、、、、２２２２つつつつのきのきのきのきっかけっかけっかけっかけでででで環境環境環境環境問題問題問題問題にににに目目目目覚覚覚覚めましためましためましためました。。。。そそそそのののの１１１１つつつつ、、、、昭和昭和昭和昭和 53 年秋年秋年秋年秋、、、、「「「「ホームタンクホームタンクホームタンクホームタンクにににに灯灯灯灯油油油油をををを満満満満タンタンタンタンにしてくださいにしてくださいにしてくださいにしてください」」」」とととと言言言言うのにうのにうのにうのに、、、、宅宅宅宅配配配配人人人人はははは、「、「、「、「おおおお宅宅宅宅だだだだけけけけはできませはできませはできませはできませんんんん」」」」。。。。このこのこのこの言言言言葉葉葉葉にににに私私私私はははは、「、「、「、「あっあっあっあっ、、、、石油石油石油石油危危危危機機機機」」」」ということということということということがががが頭頭頭頭ををををよよよよぎぎぎぎりましたりましたりましたりました。。。。原油原油原油原油がががが高高高高騰騰騰騰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、、、、家計家計家計家計はもはもはもはもちちちちろろろろんんんん、、、、社会社会社会社会全全全全体体体体ががががいろいろいろいろんんんんなななな混混混混乱乱乱乱にににに陥陥陥陥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不不不不安安安安ににににかられかられかられかられたたたたののののですですですです。。。。２２２２つつつつ目目目目はははは、、、、昭和昭和昭和昭和 62 年年年年 6 月月月月、、、、広広広広報報報報「「「「ああああきたきたきたきた」」」」でででで、、、、「「「「現現現現在在在在のののの埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて地地地地があがあがあがあとととと 16年年年年ででででパンクパンクパンクパンクするするするする」」」」というというというという見出見出見出見出しにしにしにしに、、、、またまたまたまたショックショックショックショックをををを受受受受けけけけましましましましたたたた。。。。このこのこのこの２２２２つがつがつがつが私私私私のののの省省省省エネエネエネエネややややごごごごみみみみ減量減量減量減量にににに努努努努めるきめるきめるきめるきっかけっかけっかけっかけとなりとなりとなりとなり、、、、またまたまたまた、、、、環境活環境活環境活環境活動動動動のののの原原原原点点点点ととととななななっっっってててて今今今今日日日日にににに至至至至っっっっていますていますていますています。。。。 

  さてさてさてさて、、、、実実実実際際際際のののの取取取取組組組組ですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、家家家家庭庭庭庭のののの省省省省エネエネエネエネ、、、、省資源省資源省資源省資源ということではということではということではということでは、、、、石油石油石油石油危危危危機機機機のののの予予予予感感感感はしたもののはしたもののはしたもののはしたものの、、、、我我我我がががが家家家家ががががどどどどれれれれくくくくららららいのいのいのいのエネルエネルエネルエネルギギギギーーーーをををを消費消費消費消費しているのしているのしているのしているのかかかか、、、、銀銀銀銀行行行行のののの引引引引きききき落落落落ととととしししし通通通通帳帳帳帳ではではではでは判判判判断断断断できなできなできなできなかっかっかっかったのでたのでたのでたので、、、、家計家計家計家計簿簿簿簿とはとはとはとは別別別別ノノノノートートートートにににに光光光光熱費熱費熱費熱費にににに関関関関するものをするものをするものをするものを書書書書きとめきとめきとめきとめましたましたましたました。。。。灯灯灯灯油油油油のののの原油原油原油原油高高高高騰騰騰騰価価価価格格格格というのはというのはというのはというのは予予予予感感感感がががが当当当当たりたりたりたり、、、、最最最最初初初初買買買買っっっったたたた当当当当時時時時はははは１１１１リットルリットルリットルリットル 32円円円円だだだだっっっったのたのたのたのがががが、、、、第第第第２２２２次次次次オオオオイルショックイルショックイルショックイルショック時時時時にはにはにはには、、、、いまだいまだいまだいまだかつかつかつかつてないてないてないてない 92円円円円まではまではまではまではねねねね上上上上ががががりましたりましたりましたりました。。。。ここここれれれれによによによによっっっってててて社会社会社会社会全全全全体体体体がががが省省省省エネエネエネエネ必要不必要不必要不必要不可可可可欠欠欠欠ということになということになということになということになっっっったことたことたことたことがががが、、、、いまだいまだいまだいまだ私私私私のののの頭頭頭頭にににに残残残残っっっっておりますておりますておりますております。。。。そのとそのとそのとそのときにきにきにきに、「、「、「、「ああああああああ、、、、我我我我がががが国国国国はまだはまだはまだはまだエネルエネルエネルエネルギギギギーーーー面面面面ではではではでは自自自自立立立立できていないできていないできていないできていない国国国国ななななのだのだのだのだ」」」」ということをということをということをということを痛痛痛痛感感感感してしてしてして、、、、ここここれれれれはははは毎毎毎毎日日日日がががが省省省省エネエネエネエネでなでなでなでなければければければければいいいいけけけけないとないとないとないと、、、、いまだいまだいまだいまだ頭頭頭頭ににににイイイインプットンプットンプットンプットさささされれれれているているているている思思思思いいいいですですですです。。。。 

  毎毎毎毎年年年年のことですのことですのことですのことですがががが、、、、我我我我がががが家家家家ののののササササママママータイムータイムータイムータイムをををを実実実実施施施施していますしていますしていますしています。。。。雑雑雑雑用用用用はははは涼涼涼涼しいしいしいしい朝朝朝朝のうのうのうのうちちちちにににに済済済済ませませませませ、、、、夜夜夜夜にはにはにはには持持持持ちちちち込込込込まないまないまないまない。。。。窓窓窓窓にはにはにはには網網網網戸戸戸戸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がががが、、、、日日日日射射射射のののの強強強強いいいい部部部部屋屋屋屋にはすだにはすだにはすだにはすだれれれれをををを取取取取りりりりつけつけつけつけ、、、、自自自自然然然然のののの風風風風をををを頼頼頼頼りにりにりにりに生活生活生活生活しているとしているとしているとしていると、、、、エアコンエアコンエアコンエアコンのののの必要性必要性必要性必要性をををを感感感感じじじじないないないない身身身身体体体体になになになになれれれれたたたた感感感感じがじがじがじがしておりますしておりますしておりますしております。。。。冬冬冬冬はははは、、、、暖暖暖暖房房房房機機機機センサーセンサーセンサーセンサーだだだだけけけけにににに任任任任せることなくせることなくせることなくせることなく、、、、一一一一番番番番使使使使うううう居居居居間間間間にはにはにはには温温温温度計度計度計度計 3 本本本本、、、、そのそのそのそのほほほほかかかかにににに 7 本本本本のののの温温温温度計度計度計度計をををを各各各各部部部部屋屋屋屋にににに取取取取りりりりつけつけつけつけてててて、、、、温温温温度度度度にににに関心関心関心関心をををを持持持持っっっっておりまておりまておりまておりますすすす。。。。 

  日日日日常常常常的的的的にはにはにはには、、、、テレビテレビテレビテレビ番番番番組組組組はははは選選選選択択択択しししし、、、、リリリリモモモモコンコンコンコンははははチチチチャャャャンネルンネルンネルンネル切切切切りりりり替替替替ええええだだだだけけけけにににに使用使用使用使用しておりしておりしておりしておりますますますます。。。。ララララジオジオジオジオもももも結構結構結構結構楽楽楽楽ししししんんんんでおりますしでおりますしでおりますしでおりますし、、、、コンセントコンセントコンセントコンセントはははは、、、、使使使使わわわわないときはないときはないときはないときはプラグプラグプラグプラグをををを抜抜抜抜いていていていておくおくおくおく、、、、ここここれれれれはははは必必必必ずずずず実実実実施施施施しておりますしておりますしておりますしております。。。。昨昨昨昨年年年年はははは、、、、家家家家電電電電のののの買買買買いいいいかかかかええええがががが非常非常非常非常にににに多多多多かっかっかっかったのですたのですたのですたのですがががが、、、、省省省省エネエネエネエネ性性性性能能能能というものをというものをというものをというものを、、、、いろいろいろいろんんんんなななな資料資料資料資料をををを見見見見てててて、、、、そそそそれれれれをををを確確確確認認認認しなしなしなしながらがらがらがら買買買買っっっっ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すすすす。。。。 

  不要不要不要不要時時時時のののの照照照照明明明明はははは、、、、ももももちちちちろろろろんんんん小小小小まめにまめにまめにまめに必要必要必要必要でないものはでないものはでないものはでないものは消消消消しておりますしておりますしておりますしておりますがががが、、、、門門門門灯灯灯灯ののののほかほかほかほか廊廊廊廊下下下下にはにはにはには３３３３個個個個ののののセンサーセンサーセンサーセンサーをををを取取取取りりりりつけつけつけつけてててておりますおりますおりますおります。。。。ですですですですからからからから、、、、スイッチスイッチスイッチスイッチにさにさにさにさわわわわることなくることなくることなくることなく夜夜夜夜ででででもももも歩歩歩歩けけけけるというるというるというるという状態状態状態状態にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。台台台台所所所所ではではではでは、、、、厚厚厚厚手手手手のなのなのなのなべべべべ、、、、圧圧圧圧力力力力ななななべべべべ、、、、そそそそれかられかられかられから保温保温保温保温調調調調理理理理ななななべべべべなどなどなどなど、、、、いろいいろいいろいいろいろろろろ使使使使いいいい分分分分けけけけておりますておりますておりますておりますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、一一一一番番番番使使使使うううう厚厚厚厚手手手手のなのなのなのなべべべべのののの省省省省エネエネエネエネ効効効効果果果果とととというものいうものいうものいうものはははは十十十十分実感分実感分実感分実感しておりますしておりますしておりますしております。。。。 我我我我がががが家家家家はははは築築築築 30年年年年ほほほほどになりますどになりますどになりますどになります。。。。自自自自宅宅宅宅ははははぐぐぐぐるるるるりりりりとととと 100ミリミリミリミリ断断断断熱材熱材熱材熱材、、、、そしてそしてそしてそしてオオオオールールールール二二二二重重重重ササササッシッシッシッシ。。。。ここここれれれれはははは当当当当時時時時ではではではでは画期画期画期画期的的的的とととと言言言言われわれわれわれましたましたましたました。。。。そのそのそのその当当当当時時時時のののの灯灯灯灯油油油油使用量使用量使用量使用量はははは、、、、暖暖暖暖房房房房用用用用だだだだけけけけですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、650リットルリットルリットルリットル余余余余りりりり。。。。昨昨昨昨年年年年のののの冬冬冬冬はははは 500リットルリットルリットルリットル余余余余りりりり。。。。我我我我がががが家家家家のののの省省省省エネエネエネエネ効効効効果果果果ももももＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２削削削削減減減減をををを幾幾幾幾分担分担分担分担っっっっているのているのているのているのかかかかなというなというなというなという気気気気もしておりますもしておりますもしておりますもしております。。。。ししししかかかかしししし、、、、このこのこのこの夏夏夏夏のののの気気気気温温温温、、、、そしてそしてそしてそして洪洪洪洪水水水水、、、、気気気気象象象象変変変変化化化化などによなどによなどによなどによっっっってててて、、、、じわじわっじわじわっじわじわっじわじわっとととと地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化がががが忍忍忍忍びびびび寄寄寄寄っっっっているようなているようなているようなているような気気気気ががががしますしますしますします。。。。皆皆皆皆ささささんんんんはいはいはいはいかがかがかがかがでしでしでしでしょょょょううううかかかか。。。。 

  家家家家庭庭庭庭ごごごごみみみみのののの減量減量減量減量ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、さきにもさきにもさきにもさきにも述述述述べべべべましたとおりましたとおりましたとおりましたとおり、、、、我我我我がががが家家家家のごのごのごのごみみみみのののの状況状況状況状況をををを知知知知るたるたるたるためにごめにごめにごめにごみみみみ日日日日記記記記ををををつけつけつけつけましたましたましたました。。。。10 年間年間年間年間５５５５回回回回のののの記記記記録録録録をとをとをとをとっっっっておりますておりますておりますております。。。。生生生生ごごごごみみみみははははコンコンコンコンポポポポストストストスト処処処処
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理理理理、、、、冬冬冬冬はははは電気電気電気電気ごごごごみみみみ処理処理処理処理器器器器をををを使使使使っっっっておりますておりますておりますております。。。。いいいいずれずれずれずれもこもこもこもこれれれれはははは水分水分水分水分がががが問題問題問題問題なのでなのでなのでなので、、、、食食食食べべべべ残残残残ししししはははは絶絶絶絶対出対出対出対出さないさないさないさない。。。。果物果物果物果物のののの皮皮皮皮やややや野菜野菜野菜野菜くくくくずずずずはははは、、、、直直直直接接接接ごごごごみみみみ袋袋袋袋にににに入入入入れれれれないでないでないでないで、、、、一一一一晩晩晩晩、、、、ザザザザルルルルやややや容容容容器器器器ななななどにどにどにどに入入入入れれれれてててて水分水分水分水分をををを蒸蒸蒸蒸発発発発させてさせてさせてさせてからからからから我我我我がががが家家家家ののののコンコンコンコンポポポポストストストストにににに入入入入れれれれておりますておりますておりますております。。。。大大大大きいものはきいものはきいものはきいものは刻刻刻刻むむむむなどのなどのなどのなどのいろいろいろいろいろいろいろいろなななな工夫工夫工夫工夫ををををしなしなしなしながらがらがらがら、、、、我我我我がががが家家家家のののの台台台台所所所所はははは実実実実験験験験室室室室だとだとだとだと思思思思っっっっててててやっやっやっやっているているているていることことことことがががが、、、、ごごごごみみみみ減量減量減量減量ののののポポポポイントイントイントイントになになになになっっっってててているといるといるといると思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。 またまたまたまた、、、、先先先先ほほほほどどどどレレレレジジジジ袋袋袋袋がががが出出出出ましたましたましたましたけれけれけれけれどもどもどもども、、、、私私私私のののの買買買買いいいい物物物物袋袋袋袋はははは 30年年年年余余余余りりりり使使使使いいいい、、、、いまだにないまだにないまだにないまだになじじじじんんんんでででで使使使使っっっっておりますておりますておりますております。。。。入入入入りりりり切切切切ららららないないないないときはときはときはときはスーパースーパースーパースーパーがががが準準準準備備備備してくしてくしてくしてくれれれれているているているているダダダダンンンンボボボボールールールールにににに入入入入れれれれてててて、、、、使使使使いいいい終終終終わっわっわっわったたたた後後後後はははは、、、、そそそそれれれれはははは資源資源資源資源化化化化物物物物としてとしてとしてとして出出出出すというすというすというすという繰繰繰繰りりりり返返返返ししししですですですです。。。。 以以以以上上上上のようなのようなのようなのような自自自自ららららのののの体験体験体験体験をををを活活活活かかかかしてしてしてして、、、、少少少少しでもしでもしでもしでも社会社会社会社会のおのおのおのお役役役役立立立立ちちちちになになになになればればればればというというというという思思思思いでいでいでいで、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな学学学学習習習習会会会会にににに参加参加参加参加してしてしてして協力協力協力協力などしておりますなどしておりますなどしておりますなどしております。。。。 私私私私はははは主主主主にににに市民市民市民市民をををを対対対対象象象象にににに活活活活動動動動しておりますしておりますしておりますしております。。。。県県県県やややや秋田市秋田市秋田市秋田市がががが行行行行っっっったたたた調調調調査査査査ではではではでは、、、、消費者消費者消費者消費者のののの環境環境環境環境にににに関関関関するするするする意意意意識識識識はははは非常非常非常非常にににに優優優優等等等等生的生的生的生的なななな回回回回答答答答がががが出出出出ているなというているなというているなというているなという実感実感実感実感はしますはしますはしますはしますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、実実実実際私際私際私際私ががががここここれれれれまでのまでのまでのまでの活活活活動動動動のののの中中中中でででで感感感感じじじじていることはていることはていることはていることは、、、、頭頭頭頭でででで意意意意識識識識しなしなしなしながらがらがらがらもももも行動行動行動行動にはなにはなにはなにはなかかかかななななかかかか結結結結びつびつびつびつかかかかないというないというないというないという、、、、意意意意識識識識とととと行動行動行動行動ののののずれずれずれずれ。。。。２２２２つつつつ目目目目にはにはにはには、、、、環境環境環境環境問題問題問題問題はははは差差差差しししし迫迫迫迫っっっったことではなくたことではなくたことではなくたことではなく、、、、何何何何ととととかかかかなるだろうというなるだろうというなるだろうというなるだろうという危危危危機機機機感感感感のののの欠欠欠欠如如如如。。。。３３３３つつつつ目目目目にはにはにはには、、、、ここここれれれれはははは危危危危機機機機感感感感のののの欠欠欠欠如如如如ともともともとも関関関関連連連連しししし、、、、環境環境環境環境問題問題問題問題ははははああああまりまりまりまり気気気気にしないというにしないというにしないというにしないという、、、、ここここれれれれはははは地域地域地域地域間間間間にににに非常非常非常非常にににに温温温温度度度度差差差差があがあがあがあるなということをるなということをるなということをるなということを感感感感じじじじておりますておりますておりますております。。。。４４４４つつつつ目目目目にはにはにはには、、、、便便便便利利利利さにさにさにさに慣慣慣慣れれれれ切切切切っっっったたたた生活生活生活生活からからからから、、、、近近近近場場場場ははははママママイカーイカーイカーイカーにににに乗乗乗乗ららららないようないようないようないようにとにとにとにとかかかか、、、、アイドリングアイドリングアイドリングアイドリングははははややややめましめましめましめましょょょょうとうとうとうと言言言言っっっってもてもてもても、、、、何何何何かかかか自自自自分分分分ににににふふふふりりりりかかかかかかかかることはることはることはることは責任責任責任責任をををを回回回回避避避避したいというしたいというしたいというしたいという、、、、リスクリスクリスクリスク・・・・変変変変化化化化をををを嫌嫌嫌嫌うううう。。。。５５５５つつつつ目目目目にはにはにはには、、、、情報情報情報情報のののの伝達伝達伝達伝達にもにもにもにも地域地域地域地域差差差差がががが非常非常非常非常にににに多多多多いいいいようなようなようなような気気気気ががががしますしますしますします。。。。 活活活活動動動動からからからからこのようなことをこのようなことをこのようなことをこのようなことを感感感感じじじじておりますておりますておりますておりますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、市役所市役所市役所市役所のののの広広広広報報報報ではではではでは月月月月にににに何何何何回回回回かかかか情報情報情報情報発発発発信信信信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。。。。そのそのそのそのほかほかほかほかにににに、、、、新新新新聞聞聞聞、、、、テレビテレビテレビテレビ、、、、ララララジオジオジオジオ、、、、ききききょょょょうのうのうのうの新新新新聞聞聞聞にもにもにもにも環境環境環境環境にににに関関関関すすすするるるる問題問題問題問題はははは二二二二、、、、三三三三出出出出てててて、、、、目目目目をををを引引引引きましたきましたきましたきましたがががが、、、、私私私私たたたたちちちちはははは情報情報情報情報にもにもにもにもっっっっともともともともっっっっとととと敏敏敏敏感感感感になになになになっっっっていていていていかかかかななななければければければければななななららららないないないない。。。。敏敏敏敏感感感感になるだになるだになるだになるだけけけけでなくでなくでなくでなく、、、、そのそのそのその情報情報情報情報にににに基基基基づづづづいていていていて行動行動行動行動にににに移移移移していしていしていしていかかかかななななけれけれけれければばばば、、、、問題改問題改問題改問題改善善善善はははは非常非常非常非常にににに遅遅遅遅れれれれ、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会とはとはとはとは反反反反するするするする方方方方向向向向にににに進進進進むむむむのではないのではないのではないのではないかかかかというというというという感感感感じがじがじがじがしてなりませしてなりませしてなりませしてなりませんんんん。。。。 私私私私たたたたちちちちはははは、、、、本本本本当当当当にににに頭頭頭頭でででで考考考考えるだえるだえるだえるだけけけけでなくでなくでなくでなく、、、、もうもうもうもう即即即即、、、、行動行動行動行動にににに移移移移すということすということすということすということがががが一一一一番番番番大事大事大事大事でででではないはないはないはないかかかかなとなとなとなと、、、、日日日日常常常常のののの生活生活生活生活、、、、そしてそしてそしてそして活活活活動動動動をををを通通通通じじじじてててて感感感感じじじじておりますておりますておりますております。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 熊谷熊谷熊谷熊谷准教授准教授准教授准教授 

  那須那須那須那須ささささんんんん、、、、どうもどうもどうもどうもあああありりりりががががとうございましたとうございましたとうございましたとうございました。。。。非常非常非常非常にににに地地地地道道道道にににに、、、、ししししかかかかもももも着着着着実実実実にににに活活活活動動動動さささされれれれていていていていてててて、、、、感感感感銘銘銘銘をををを受受受受けけけけましたましたましたました。。。。特特特特にににに「「「「雑雑雑雑用用用用はははは朝朝朝朝のうのうのうのうちちちちにににに」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉ははははよいですよいですよいですよいですねねねね。。。。ここここれれれれ早速早速早速早速、、、、ううううちちちちにににに帰帰帰帰っっっったたたたらららら妻妻妻妻にににに言言言言っっっってててて、、、、共共共共々々々々にににに実践実践実践実践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。。。。どうもどうもどうもどうも面面面面倒倒倒倒くさいことはくさいことはくさいことはくさいことは夜夜夜夜ににににととととっっっっておいてておいてておいてておいて、、、、夜遅夜遅夜遅夜遅くくくく、、、、電気電気電気電気をこうこうをこうこうをこうこうをこうこうととととつけつけつけつけなななながらやがらやがらやがらやるるるるライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイル、、、、我我我我がががが家家家家ももももああああるるるるのでのでのでので、、、、猛猛猛猛省省省省しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  ああああとととと、、、、頭頭頭頭ではではではでは環境環境環境環境がががが大事大事大事大事だだだだ、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向かわかわかわかわなくてはななくてはななくてはななくてはなららららないないないないということをということをということをということを多多多多くのくのくのくの方方方方がががが思思思思っっっっているているているているののののだだだだけれけれけれけれどもどもどもども、、、、行動行動行動行動にににに結結結結びつかびつかびつかびつかないというのはないというのはないというのはないというのは、、、、多分多分多分多分、、、、どこのどこのどこのどこの自治体自治体自治体自治体、、、、地地地地域域域域でもでもでもでも同同同同じじじじだとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私もももも、、、、能代市能代市能代市能代市ささささんんんんとととと３３３３年年年年ほほほほどいろいろどいろいろどいろいろどいろいろ環境環境環境環境関係関係関係関係でおでおでおでお仕仕仕仕事事事事をさせをさせをさせをさ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ののののですですですですがががが、、、、ややややはりはりはりはりアンアンアンアンケケケケートートートートでもでもでもでも、、、、似似似似たようなたようなたようなたような結果結果結果結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。。。。ここここここここらららら辺辺辺辺ををををどうしたどうしたどうしたどうしたららららよよよよいいいいののののかかかか、、、、後後後後ほほほほどのどのどのどの議議議議論論論論のののの中中中中でででで触触触触れられればれられればれられればれられればととと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、、、、最後最後最後最後にににに、、、、行行行行政政政政のののの立立立立場場場場からからからから、、、、佐藤佐藤佐藤佐藤ささささんからんからんからんからおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 
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 佐藤次長佐藤次長佐藤次長佐藤次長 

  佐藤佐藤佐藤佐藤とととと申申申申しますしますしますします。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみとととと課課課課題題題題ということでということでということでということで、、、、少少少少ししししかかかかたくなりますたくなりますたくなりますたくなりますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、2つつつつのののの計画計画計画計画にににに絞絞絞絞っっっってててて、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみのののの状況状況状況状況をおをおをおをお話話話話しししし申申申申しししし上上上上げたいげたいげたいげたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  おおおお手手手手元元元元のののの資料資料資料資料のののの中中中中にににに、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと長長長長くなりますくなりますくなりますくなりますがががが、「、「、「、「循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの基本基本基本基本計画計画計画計画」」」」のののの概要概要概要概要版版版版がががが入入入入っっっってててておりおりおりおりますのでますのでますのでますので、、、、ここここれれれれにににに従従従従いましてごいましてごいましてごいまして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ますげますげますげます。。。。 

  ここここれれれれまでまでまでまで県県県県ではではではでは、、、、従従従従来来来来からからからから廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの処理対処理対処理対処理対策策策策といといといといっっっったたたた中中中中でこでこでこでこのののの 3Rをををを進進進進めるためのめるためのめるためのめるための策策策策といといといといっっっったものをたものをたものをたものを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。。。。ただただただただ、、、、今今今今、、、、大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題となとなとなとなっっっってててているいるいるいるこのこのこのこの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会といといといといっっっったものをたものをたものをたものをつつつつくりくりくりくり上上上上げていくにはげていくにはげていくにはげていくには、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物へのへのへのへの対対対対策策策策だだだだけけけけではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、ややややはりはりはりはり社会社会社会社会全全全全体体体体でででで資資資資源源源源のののの流流流流れれれれをををを視視視視野野野野にににに入入入入れれれれたたたた取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要だとだとだとだと。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの対対対対策策策策ともともともとも重重重重なるなるなるなる部部部部分分分分ももももああああるるるるわけわけわけわけですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、このこのこのこの計画計画計画計画ををををつつつつくりくりくりくり上上上上げたということでございますげたということでございますげたということでございますげたということでございます。。。。 

  最最最最初初初初のののの見見見見開開開開きをおきをおきをおきをお開開開開きききき願願願願いたいのですいたいのですいたいのですいたいのですがががが、、、、左側左側左側左側ののののほほほほうにうにうにうに、、、、県県県県がががが目指目指目指目指しておりますしておりますしておりますしております循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会ののののイメーイメーイメーイメージジジジをををを挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、右右右右ののののほほほほうのうのうのうのペペペペーーーージジジジにはにはにはには、、、、ただいまただいまただいまただいま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物物物物質質質質フローフローフローフローということでということでということでということで、、、、物物物物のののの流流流流れれれれということでということでということでということで、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの流流流流れれれれだだだだけけけけではではではではなくてなくてなくてなくて、、、、全全全全体体体体にににに、、、、資源資源資源資源ががががどどどどれれれれだだだだけけけけ投投投投入入入入さささされれれれてててて、、、、どどどどんんんんなななな流流流流れれれれになになになになっっっっているのているのているのているのかかかかということをということをということをということを調調調調べべべべ上上上上げたげたげたげた結果結果結果結果をををを示示示示しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、後後後後ほほほほどおどおどおどお目目目目通通通通しをいただしをいただしをいただしをいただければければければければとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  このこのこのこの計画計画計画計画のののの中中中中でででで、、、、県県県県といたしましてどといたしましてどといたしましてどといたしましてどんんんんなことをなことをなことをなことをややややるのるのるのるのかかかか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けれけれけれけれどもどもどもども、、、、一一一一番番番番最後最後最後最後のののの見見見見開開開開きをおきをおきをおきをお開開開開きききき願願願願いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ここでここでここでここで、、、、大大大大きくきくきくきく 4 つつつつのののの柱柱柱柱をををを掲掲掲掲げてげてげてげて、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ進進進進めようというめようというめようというめようというふふふふうにうにうにうに考考考考えてえてえてえておりおりおりおりますますますます。。。。ままままずずずず、、、、最最最最初初初初にににに、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの 3R のののの推進推進推進推進、、、、そそそそれかられかられかられから適適適適正処理正処理正処理正処理ということでということでということでということですすすすがががが、、、、3R 活活活活動動動動をををを進進進進めるためのめるためのめるためのめるための啓啓啓啓発発発発、、、、情報情報情報情報のののの提提提提供供供供、、、、ここここれれれれはははは定定定定番番番番ですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、ここここれれれれもももも地地地地道道道道ににににやっやっやっやっていこうていこうていこうていこうということですしということですしということですしということですし、、、、そそそそれかられかられかられからまたまたまたまた、、、、2つつつつ目目目目のののの大大大大きなきなきなきな柱柱柱柱となとなとなとなっっっっておりますておりますておりますております循環循環循環循環をををを基調基調基調基調としたとしたとしたとしたラララライフスタイルイフスタイルイフスタイルイフスタイル、、、、事事事事業業業業活活活活動動動動へのへのへのへの転換転換転換転換というというというというふふふふうなことではうなことではうなことではうなことでは、、、、まさにまさにまさにまさに認識認識認識認識をををを共共共共有有有有しなしなしなしながらがらがらがら具具具具体体体体的的的的なななな行動行動行動行動がががが行行行行われわれわれわれるようにるようにるようにるように、、、、そういそういそういそういっっっったことたことたことたことのののの定定定定着着着着をををを図図図図っっっっていこうということですしていこうということですしていこうということですしていこうということですし、、、、ままままたたたた、、、、環境教環境教環境教環境教育育育育、、、、環境学環境学環境学環境学習習習習、、、、ああああるいはるいはるいはるいは環境環境環境環境のののの負荷負荷負荷負荷のののの小小小小さいさいさいさい事事事事業業業業活活活活動動動動、、、、こういこういこういこういっっっったものにもたものにもたものにもたものにも配配配配慮慮慮慮してしてしてして進進進進めていこうということでめていこうということでめていこうということでめていこうということであああありりりりますますますます。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、3つつつつ目目目目のののの柱柱柱柱ですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、ババババイイイイオマオマオマオマススススのののの利利利利活活活活用用用用のののの推推推推進進進進ということでということでということでということで、、、、ごごごご承承承承知知知知ののののようにようにようにように、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県はははは非常非常非常非常にににに稲稲稲稲わらわらわらわら、、、、ああああるいはるいはるいはるいは木質系木質系木質系木質系もそうですもそうですもそうですもそうですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、非常非常非常非常にににに賦賦賦賦存存存存量量量量がががが全全全全国的国的国的国的にもにもにもにも大大大大きいということできいということできいということできいということで、、、、このこのこのこの優位優位優位優位性性性性をををを生生生生かかかかしなしなしなしながらがらがらがら何何何何らからからからかのののの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを進進進進めていこめていこめていこめていこうということでうということでうということでうということで掲掲掲掲げてげてげてげておりおりおりおりますますますます。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、いまいまいまいま一一一一つつつつはははは、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ビビビビジジジジネスネスネスネスのののの振振振振興興興興ということでということでということでということで、、、、今今今今ももももいろいろいろいろんんんんなななな動動動動ききききががががあああありりりりますますますますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、技術技術技術技術開開開開発発発発をををを進進進進めめめめ、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた創創創創業業業業、、、、ああああるいはるいはるいはるいは新規参新規参新規参新規参入入入入へのへのへのへの支支支支援援援援、、、、こうこうこうこういいいいっっっったものもたものもたものもたものも行行行行いますしいますしいますしいますし、、、、またまたまたまた、、、、県県県県がががが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、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製製製製品品品品のののの認認認認定定定定制制制制度度度度があがあがあがありりりりますのでますのでますのでますので、、、、そのそのそのその製製製製品品品品のののの普及普及普及普及をををを図図図図っっっっていこうていこうていこうていこう。。。。ああああるいはるいはるいはるいは、、、、後後後後ほほほほどどどど触触触触れれれれますますますますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、北部北部北部北部エエエエコタウンコタウンコタウンコタウン計画計画計画計画ももももききききちんちんちんちんとととと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ことでことでことでことで、、、、このこのこのこの計画計画計画計画ををををつつつつくりくりくりくり上上上上げてげてげてげておりおりおりおりますますますます。。。。 

  右右右右ののののペペペペーーーージジジジにににに参参参参りましてりましてりましてりまして、、、、このこのこのこの計画計画計画計画でででで主主主主なななな数数数数値値値値目目目目標標標標ということでということでということでということで、、、、ここにここにここにここに掲掲掲掲げてげてげてげてあああありまりまりまりますようにすようにすようにすように、、、、具具具具体体体体のののの数数数数値値値値目目目目標標標標をををを挙挙挙挙げなげなげなげながらがらがらがら取取取取りりりり組組組組みみみみをををを進進進進めめめめることとしておりますることとしておりますることとしておりますることとしております。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、2つつつつ目目目目のののの計画計画計画計画ですですですですがががが、、、、秋田秋田秋田秋田のののの北部北部北部北部エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン計画計画計画計画でございますでございますでございますでございます。。。。そのそのそのその前前前前ののののペペペペーーーージジジジををををちょっちょっちょっちょっとおとおとおとお開開開開きききき願願願願いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいますがががが、、、、右右右右ののののペペペペーーーージジジジのののの上上上上ののののほほほほうにうにうにうに書書書書いていていていておりおりおりおりますますますますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、平平平平成成成成 11年年年年からからからからスタートスタートスタートスタートし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、、、、鉱山関鉱山関鉱山関鉱山関連連連連のののの、、、、既既既既ににににああああるるるる基基基基盤盤盤盤といといといといっっっったものをたものをたものをたものを
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生生生生かかかかしなしなしなしながらがらがらがらリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル産業産業産業産業をををを進進進進めていこうめていこうめていこうめていこう、、、、ああああるいはるいはるいはるいは新新新新産業産業産業産業ををををつつつつくろうということでくろうということでくろうということでくろうということで取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが進進進進めめめめられられられられておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、具具具具体体体体ののののプロプロプロプロジェジェジェジェクトクトクトクト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、、、、小小小小坂坂坂坂町町町町、、、、ああああるいるいるいるいはははは大大大大館館館館市市市市、、、、このこのこのこの中中中中にはにはにはには、、、、秋田秋田秋田秋田ウッドウッドウッドウッドささささんんんんもももも入入入入っっっっておりますておりますておりますておりますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、そそそそれかられかられかられから、、、、能代市能代市能代市能代市ののののほほほほうでのうでのうでのうでの事事事事業業業業がががが、、、、今動今動今動今動いているいているいているい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。。。。このこのこのこの計画計画計画計画はははは、、、、ああああるるるる意味意味意味意味でででで非常非常非常非常にににに順順順順調調調調にににに来来来来ているのているのているのているのかかかかなというなというなというなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、まさにまさにまさにまさに全全全全国国国国にににに誇誇誇誇れれれれるるるる地域地域地域地域プロプロプロプロジェジェジェジェクトクトクトクトででででああああろうろうろうろうとととと考考考考えてえてえてえておりおりおりおりますますますます。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、次次次次にににに、、、、課課課課題題題題ににににつつつついていていていて 3点点点点ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。1つつつつはははは、、、、一一一一般般般般廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの排排排排出出出出のののの抑制抑制抑制抑制、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるごるごるごるごみみみみのののの排排排排出出出出抑制抑制抑制抑制ととととリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率のののの向向向向上上上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、、、、前前前前ののののほほほほううううからからからから 2つつつつ目目目目のののの見見見見開開開開ききききになりますになりますになりますになりますがががが、、、、一一一一般般般般廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの排排排排出量出量出量出量そのものはそのものはそのものはそのものは、、、、上上上上ののののほほほほうのうのうのうの左左左左のののの図図図図をごをごをごをごらんらんらんらんにいただにいただにいただにいただければければければければおおおおわかわかわかわかりのようにりのようにりのようにりのように、、、、ほほほほぼぼぼぼ横横横横ばばばばいのいのいのいの状況状況状況状況がががが続続続続いておりますいておりますいておりますいております。。。。ただただただただ、、、、そういそういそういそういっっっったたたた中中中中でででで、、、、1人人人人１１１１日日日日当当当当たりのごたりのごたりのごたりのごみみみみのののの排排排排出量出量出量出量といといといといっっっったものをたものをたものをたものを見見見見ますとますとますとますと、、、、このこのこのこの右右右右のののの図図図図ですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、秋田秋田秋田秋田県県県県のののの場合場合場合場合はははは、、、、平平平平成成成成 16年年年年にはにはにはには 1,091gというというというという数字数字数字数字。。。。ここでここでここでここで全全全全国国国国平平平平均均均均ををををちょっちょっちょっちょっとととと上回上回上回上回っっっってしてしてしてしままままっっっったというたというたというたというふふふふうなことですしうなことですしうなことですしうなことですし、、、、平平平平成成成成 17年年年年のののの数字数字数字数字ももももちょっちょっちょっちょっとまたとまたとまたとまた伸伸伸伸びびびびているというているというているというているという状況状況状況状況ににににあああありりりりますますますます。。。。このこのこのこの辺辺辺辺がががが非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題としてとしてとしてとして認識認識認識認識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。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率ですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、左左左左のののの下下下下のののの図図図図ですですですですがががが、、、、ここここれれれれででででいいいいきますときますときますときますと、、、、順順順順調調調調にににに伸伸伸伸びびびびてきておりましててきておりましててきておりましててきておりまして非常非常非常非常にいいようににいいようににいいようににいいように見見見見えるえるえるえるんんんんですですですですがががが、、、、このこのこのこの内内内内実実実実をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、秋田市秋田市秋田市秋田市ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率がががが非常非常非常非常にににに高高高高くくくく、、、、高水高水高水高水準準準準ににににあああありましてりましてりましてりまして、、、、全全全全県県県県をををを引引引引っっっっ張張張張りりりり上上上上げているげているげているげている状況状況状況状況ににににあああありりりりますますますます。。。。中中中中にはまだにはまだにはまだにはまだリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率がががが 1 けけけけたたたた台台台台のののの市市市市町町町町村村村村ももももああああ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、、、、市市市市町町町町村間村間村間村間のののの取取取取りりりり組組組組みみみみにににに大大大大きなきなきなきな温温温温度度度度差差差差ががががあああありりりりますますますます。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、全全全全体的体的体的体的なななな底底底底上上上上げげげげがががが非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題ででででああああるとるとるとると認識認識認識認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。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、2つつつつ目目目目のののの課課課課題題題題ですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、産業産業産業産業廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの排排排排出出出出抑制抑制抑制抑制ととととリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの促促促促進進進進というというというということでことでことでことで、、、、そのそのそのその次次次次のののの見見見見開開開開きになりますきになりますきになりますきになります。。。。産業産業産業産業廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの排排排排出量出量出量出量はははは、、、、一一一一般般般般廃廃廃廃棄物量棄物量棄物量棄物量ののののほほほほぼぼぼぼ 5 倍倍倍倍とととといういういういうふふふふうにうにうにうに考考考考えていただえていただえていただえていただければければければければよろしいよろしいよろしいよろしいかかかかとととと思思思思いますいますいますいます。。。。非常非常非常非常にににに多多多多くのくのくのくの量量量量がががが出出出出さささされれれれてててておりまおりまおりまおりましてしてしてして、、、、環境環境環境環境へのへのへのへの負荷負荷負荷負荷もももも非常非常非常非常にににに大大大大きいというきいというきいというきいという状況状況状況状況ににににあああありりりりますますますます。。。。右右右右のののの上上上上のののの図図図図をごをごをごをごらんらんらんらんいただきいただきいただきいただきたいのですたいのですたいのですたいのですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、再再再再生生生生利用量利用量利用量利用量のののの割割割割合合合合がががが低低低低水水水水準準準準。。。。秋田県秋田県秋田県秋田県のののの場合場合場合場合はははは H16にはにはにはには 28％％％％というこというこというこということですとですとですとですがががが、、、、ここここれれれれにににに対対対対するするするする全全全全国国国国のののの数数数数値値値値はははは 51％％％％となとなとなとなっっっっておりておりておりておりますますますます。。。。そそそそれかられかられかられからまたまたまたまた、、、、最終最終最終最終処分量処分量処分量処分量もももも、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県はははは 34％％％％。。。。ここここれれれれにににに対対対対してしてしてして全全全全国国国国はははは 6％％％％ということでということでということでということで、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県のののの場合場合場合場合ははははちょっちょっちょっちょっとととと固固固固有有有有のののの事情事情事情事情ももももあああありますりますりますりますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、いいいいずれずれずれずれ再再再再生生生生利用利用利用利用のののの促促促促進進進進、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた最終最終最終最終処分量処分量処分量処分量をををを減減減減ららららしていしていしていしていくくくく、、、、このこのこのこの辺辺辺辺もまたもまたもまたもま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課課課題題題題ととととななななっっっっておりておりておりておりますますますます。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、3点目点目点目点目ですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ビビビビジジジジネスネスネスネスのののの振振振振興興興興ということでということでということでということで、、、、いろいろこいろいろこいろいろこいろいろこれれれれからからからからさまざまなさまざまなさまざまなさまざまな分分分分野野野野でででで振振振振興興興興がががが必要必要必要必要だとだとだとだと認識認識認識認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。。。。いいいいずれずれずれずれ産産産産学学学学官官官官のののの連連連連携携携携をををを図図図図りなりなりなりなががががらららら鉱山技術等鉱山技術等鉱山技術等鉱山技術等々々々々のののの蓄蓄蓄蓄積積積積さささされれれれたたたた高度高度高度高度なななな技術技術技術技術をををを生生生生かかかかしてしてしてして、、、、事事事事業業業業可能可能可能可能性性性性のののの調調調調査査査査、、、、ああああるいはるいはるいはるいは技術技術技術技術開開開開発発発発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要必要必要必要があがあがあがあるだろうというるだろうというるだろうというるだろうというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますしえておりますしえておりますしえておりますし、、、、またまたまたまたあわあわあわあわせてせてせてせて、、、、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ましたましたましたけれけれけれけれどもどもどもども、、、、新新新新たなたなたなたな参参参参入入入入といといといといっっっったたたたものをものをものをものを促促促促進進進進していしていしていしていかかかかななななければければければければいいいいけけけけないなとないなとないなとないなと考考考考えてえてえてえておりおりおりおりますますますます。。。。 

  非常非常非常非常にににに雑雑雑雑駁駁駁駁なななな説説説説明明明明ですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、とりとりとりとりああああええええずずずずここまでにしたいとここまでにしたいとここまでにしたいとここまでにしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 熊谷熊谷熊谷熊谷准教授准教授准教授准教授 

  どうもどうもどうもどうも佐藤佐藤佐藤佐藤ささささんんんん、、、、あああありりりりががががとうございましたとうございましたとうございましたとうございました。。。。因因因因みみみみにににに、、、、ごごごごみみみみのののの１１１１人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの排排排排出量出量出量出量のののの統統統統計計計計をををを今見今見今見今見てててて思思思思っっっったたたたののののですですですですがががが、、、、昭和昭和昭和昭和 20年年年年、、、、終戦後終戦後終戦後終戦後すすすすぐぐぐぐのののの年年年年のごのごのごのごみみみみのののの排排排排出量出量出量出量はははは、、、、たしたしたしたしかかかか 28ｇｇｇｇでしでしでしでしたたたた。。。。でででで、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん右右右右肩肩肩肩上上上上ががががりでりでりでりで上上上上がっがっがっがってきましててきましててきましててきまして、、、、1960 年年年年にににに、、、、600ｇｇｇｇにににに増増増増えたえたえたえた。。。。1970 年代年代年代年代
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にににに 1,000ｇｇｇｇにまでにまでにまでにまで増増増増ええええ、、、、そのそのそのその後後後後はははは、、、、増増増増えたりえたりえたりえたり、、、、オオオオイルショックイルショックイルショックイルショックのときはのときはのときはのときは若干若干若干若干減減減減っっっったりたりたりたり、、、、またまたまたまた増増増増えたりしなえたりしなえたりしなえたりしながらがらがらがら、、、、基本的基本的基本的基本的にににに 1,000ｇｇｇｇ前前前前後後後後のところをのところをのところをのところを推推推推移移移移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現現現現状状状状があがあがあがあるるるるののののですですですですがががが、、、、今今今今回回回回、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県のののの１１１１人人人人当当当当たりのごたりのごたりのごたりのごみみみみのののの排排排排出量出量出量出量をををを知知知知りましたりましたりましたりましたがががが、、、、全全全全国国国国平平平平均均均均をををを上回上回上回上回っっっってしまてしまてしまてしまっっっっているということでているということでているということでているということで、、、、ややややはりはりはりはり県県県県としてとしてとしてとして真剣真剣真剣真剣にににに取取取取りりりり組組組組むむむむべべべべきできできできでああああるというるというるというるという認識認識認識認識をををを新新新新たにしたにしたにしたにしましたましたましたました。。。。 

  そそそそれれれれではではではでは、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれのののの立立立立場場場場からからからからそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれのののの取取取取組組組組又又又又はははは課課課課題等題等題等題等をををを説説説説明明明明していただきましたしていただきましたしていただきましたしていただきました。。。。残残残残りりりり 30分分分分ほほほほどでどでどでどで、、、、ではではではでは、、、、ここここれかられかられかられからそのそのそのその課課課課題題題題にににに向向向向けけけけてどうすてどうすてどうすてどうすればればればればよよよよいのいのいのいのかかかか、、、、何何何何をすをすをすをすべべべべきなのきなのきなのきなのかかかかということをおということをおということをおということをお話話話話しいただきたいしいただきたいしいただきたいしいただきたいののののですですですですがががが、、、、ままままずずずず取取取取っつっつっつっつききききややややすいところですいところですいところですいところで、、、、伊徳伊徳伊徳伊徳のののの福岡福岡福岡福岡ささささんんんんのところのところのところのところからからからから始始始始めたいめたいめたいめたいのですのですのですのですがががが、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋のののの削削削削減減減減にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいらっらっらっらっししししゃゃゃゃるということるということるということるということですですですです。。。。ごごごごみみみみととととかかかかリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルをををを研究研究研究研究しているしているしているしている京京京京都都都都大学大学大学大学のののの高高高高月月月月紘紘紘紘ささささんんんんのののの試試試試算算算算なのですなのですなのですなのですがががが、、、、もしもしもしもし日本日本日本日本ででででレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを全全全全部部部部ママママイイイイババババッグッグッグッグ、、、、買買買買いいいい物物物物袋袋袋袋にににに替替替替ええええられられられられたたたたらららら、、、、一体一体一体一体どどどどれれれれだだだだけけけけのののの石油石油石油石油をををを節節節節約約約約でででできるきるきるきるののののだろうというだろうというだろうというだろうという試試試試算算算算ををををしましたしましたしましたしました。。。。そうしましたそうしましたそうしましたそうしましたらららら、、、、200ｌｌｌｌののののドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶換換換換算算算算でででで 378万万万万本本本本分分分分のののの石油石油石油石油がががが節節節節約約約約できるというできるというできるというできるという数字数字数字数字をををを、、、、たしたしたしたしかかかか「「「「ゴゴゴゴミミミミ問題問題問題問題ととととライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイル」」」」というというというという本本本本のののの中中中中でででで紹介紹介紹介紹介しておりましたしておりましたしておりましたしておりました。。。。30 年年年年ぐぐぐぐららららいまではいまではいまではいまでは買買買買いいいい物物物物袋袋袋袋というのはごくというのはごくというのはごくというのはごく普普普普通通通通にににに使使使使われわれわれわれていたとていたとていたとていたと思思思思ううううのですのですのですのですがががが、、、、いろいろいろいろんんんんなことなことなことなことからからからからどどどどんんんんどどどどんんんんレレレレジジジジ袋袋袋袋がががが普及普及普及普及してきましてしてきましてしてきましてしてきまして、、、、そそそそれがれがれがれが今今今今ちょっちょっちょっちょっとととと問問問問題題題題になになになになっっっってててて、、、、伊徳伊徳伊徳伊徳ささささんんんんではそではそではそではそれれれれににににつつつついていていてい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わけわけわけわけですですですですがががが、、、、因因因因みみみみにににに、、、、現現現現状状状状どうでどうでどうでどうですすすすかかかか。。。。 

 福岡部長福岡部長福岡部長福岡部長     おおおお客客客客様様様様ののののママママイイイイババババッグッグッグッグのののの持参持参持参持参率率率率ですですですですがががが、、、、６６６６月月月月にににに、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県とととと、、、、頑張頑張頑張頑張ろうというろうというろうというろうという協定協定協定協定をををを結結結結びびびびまままましてしてしてして、、、、そそそそれれれれまではまではまではまでは、、、、昨昨昨昨年年年年よりもよりもよりもよりも２２２２％％％％かかかか、、、、そこそこそこそこらららら辺辺辺辺のののの伸伸伸伸びびびびでおでおでおでお客客客客様様様様のののの持参持参持参持参率率率率はははは増増増増えてきていえてきていえてきていえてきていたたたたののののですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、６６６６月月月月がががが昨昨昨昨年年年年よりもよりもよりもよりも５５５５％％％％、、、、７７７７月月月月がががが 6.8％％％％ということでということでということでということで、、、、７７７７月月月月はははは、、、、全全全全体体体体ではではではでは５５５５人人人人にににに１１１１人人人人のおのおのおのお客客客客様様様様、、、、19％％％％のののの数字数字数字数字までまでまでまで伸伸伸伸びびびびておりますておりますておりますております。。。。そそそそれれれれでででで、、、、傾傾傾傾向向向向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高高高高齢齢齢齢者者者者のののの多多多多いいいい店舗店舗店舗店舗がががが非常非常非常非常ににににママママイイイイババババッグッグッグッグのののの持参持参持参持参率率率率、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をををを辞辞辞辞退退退退するするするする方方方方がががが多多多多いといといといということでいうことでいうことでいうことで、、、、当当当当店店店店でもでもでもでもややややはりはりはりはり小小小小さいおさいおさいおさいお店店店店ななななんかんかんかんかはははは、、、、30％％％％をををを超超超超えているということはえているということはえているということはえているということは、、、、３３３３人人人人にににに１１１１人人人人のおのおのおのお客客客客様様様様がががが持持持持っっっってきてくださてきてくださてきてくださてきてくださっっっっているているているている。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、例例例例ええええばばばば、、、、鷹巣鷹巣鷹巣鷹巣ととととかかかか、、、、ああああああああいいいいっっっったたたた地域地域地域地域、、、、北秋田北秋田北秋田北秋田地地地地区区区区はははは、、、、分分分分別別別別がががが非常非常非常非常にににに細細細細かかかかいいいい出出出出しししし方方方方になになになになっっっっていましてていましてていましてていまして、、、、意意意意識識識識のののの高高高高いところもいところもいところもいところも非常非常非常非常にににに高高高高いいいい水水水水準準準準ででででききききているというようなところですているというようなところですているというようなところですているというようなところです。。。。秋田県秋田県秋田県秋田県とのとのとのとの目目目目標標標標はははは 20％％％％でしたでしたでしたでしたけれけれけれけれどもどもどもども、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだ低低低低いいいい地域地域地域地域もももも、、、、まだまだまだまだ８８８８％％％％台台台台というようなところもというようなところもというようなところもというようなところも２２２２店舗店舗店舗店舗あああありますりますりますります。。。。10％％％％台台台台はははは、、、、そういうそういうそういうそういう点点点点でででではまだはまだはまだはまだ六六六六、、、、七七七七店舗店舗店舗店舗残残残残っっっっているというようなところでているというようなところでているというようなところでているというようなところで、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだやらやらやらやらななななければければければければななななららららないないないないなとなとなとなといういういういうふふふふうにはうにはうにはうには思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。 

 熊谷熊谷熊谷熊谷准教授准教授准教授准教授 

  皆皆皆皆ささささんんんんのおのおのおのお手手手手元元元元にもこのにもこのにもこのにもこの資料資料資料資料ががががああああるとるとるとると思思思思ううううののののですですですですがががが、、、、秋田市秋田市秋田市秋田市ののののママママイイイイババババッグッグッグッグ持参持参持参持参率率率率がががが、、、、他他他他ののののところところところところにににに比比比比べべべべててててかかかかなりなりなりなり低低低低いいいいのですのですのですのです。。。。６６６６月月月月 10.9％％％％、、、、７７７７月月月月がががが 10.1％％％％ということでということでということでということで、、、、先先先先ほほほほどどどど環環環環境境境境ああああきたきたきたきた創創創創造造造造課課課課のののの桑桑桑桑原原原原課課課課長長長長からからからからおおおお話話話話があっがあっがあっがあったたたたののののですですですですがががが、、、、秋田市秋田市秋田市秋田市のののの場合場合場合場合はははは、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をごをごをごをごみみみみ袋袋袋袋としてとしてとしてとして使使使使っっっっててててもももも問題問題問題問題ががががないのでないのでないのでないので、、、、多多多多くのくのくのくの市民市民市民市民ががががごごごごみみみみ袋袋袋袋としてとしてとしてとして使使使使っっっってしまうてしまうてしまうてしまう。。。。そそそそれれれれでででで、、、、ごごごごみみみみ袋袋袋袋としてとしてとしてとして使用使用使用使用するためにするためにするためにするために、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をもをもをもをもらっらっらっらってしまてしまてしまてしまっっっっているというているというているというているという現実現実現実現実があがあがあがあるるるるわけわけわけわけですですですです。。。。ここここういういういういっっっったたたた問題問題問題問題にににに対処対処対処対処するするするするかかかかたたたたちちちちでででで、、、、例例例例ええええばばばば、、、、東東東東京京京京のののの杉杉杉杉並並並並区区区区ななななんかんかんかんかはははは、、、、たしたしたしたしかかかかレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの有有有有料料料料化化化化にににに踏踏踏踏みみみみ切切切切っっっったたたたののののですですですですがががが、、、、伊徳伊徳伊徳伊徳ささささんんんんではではではでは、、、、ごごごごみみみみ袋袋袋袋のののの有有有有料料料料化化化化はははは検討検討検討検討さささされれれれているているているているののののですですですですかかかか。。。。 
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  頭頭頭頭のののの中中中中ではではではでは検討検討検討検討していますしていますしていますしていますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、ややややはりはりはりはりいきなりいきなりいきなりいきなりややややるとるとるとると拒拒拒拒むむむむ人人人人がががが多多多多いいいいですですですです。。。。ごごごごみみみみのののの出出出出しししし方方方方ですですですですがががが、、、、大大大大館館館館ののののほほほほううううはははは埋埋埋埋めめめめ立立立立てごてごてごてごみみみみやややや缶類缶類缶類缶類などなどなどなどはははは、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋でででで出出出出してしてしてして構構構構わわわわないことにないことにないことにないことにななななっっっってててていますいますいますいます。。。。ししししかかかかしししし、、、、秋田市秋田市秋田市秋田市内内内内はははは、、、、ややややはりはりはりはり当当当当社社社社のののの店舗店舗店舗店舗ももももははははっっっっきりきりきりきり言言言言っっっってててて低低低低いいいいののののですですですです。。。。ささささっっっっきききき言言言言っっっったたたた８８８８％％％％台台台台というのはというのはというのはというのは秋田市秋田市秋田市秋田市内内内内のおのおのおのお店店店店ですですですですからからからから。。。。 

  レレレレジジジジ袋袋袋袋というのはというのはというのはというのは、、、、おおおお客客客客様様様様がががが、、、、非常非常非常非常にににに便便便便利利利利ななななののののですですですです。。。。大大大大館館館館はははは、、、、ハハハハチチチチ公公公公がががが出出出出ていますていますていますていますからからからから、、、、犬犬犬犬がががが多多多多いいいいのですのですのですのですがががが、、、、犬犬犬犬ののののふんふんふんふんをををを片片片片づけづけづけづけたりするのもたりするのもたりするのもたりするのも非常非常非常非常にににに便便便便利利利利ですしですしですしですし、、、、物物物物をしまをしまをしまをしまっっっったりたりたりたり、、、、そそそそれかられかられかられからおおおお隣隣隣隣ささささんんんんにににに物物物物ををををああああげたりげたりげたりげたり、、、、いろいろいろいろんんんんなななな場場場場面面面面でででで、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋というのはというのはというのはというのは丈夫丈夫丈夫丈夫でででで、、、、長持長持長持長持ちちちちししししてててて、、、、おおおお客客客客様様様様からからからからするとするとするとすると便便便便利利利利ななななのですのですのですのです。。。。生生生生ごごごごみみみみをををを処理処理処理処理するするするする場合場合場合場合もももも、、、、ぎぎぎぎゅゅゅゅっっっっとととと絞絞絞絞っっっっててててややややるとるとるとると、、、、臭臭臭臭いいいいがががが外外外外にににに出出出出ないとないとないとないとかかかか、、、、そういそういそういそういっっっったたたた面面面面でででで便便便便利利利利なななな部部部部分分分分があがあがあがあるるるるののののでででで、、、、いきなりいきなりいきなりいきなり５５５５円円円円取取取取るるるるなどなどなどなどとととというのはいうのはいうのはいうのは、、、、そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではではではではちょっちょっちょっちょっとととと……………………。。。。むむむむしろしろしろしろ全全全全体体体体のごのごのごのごみみみみのののの有有有有料料料料化化化化というというというという、、、、行行行行政政政政ででででややややるごるごるごるごみみみみ袋袋袋袋のののの出出出出しししし方方方方というというというというかかかか、、、、ああああああああいうのもいうのもいうのもいうのも少少少少しししし徹徹徹徹底底底底するといいするといいするといいするといいのではのではのではのではないのないのないのないのかかかかなとなとなとなと。。。。そそそそれれれれはまたはまたはまたはまた市市市市のののの財財財財源源源源にもなるにもなるにもなるにもなるかかかかととと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。。。。 

 熊谷熊谷熊谷熊谷准教授准教授准教授准教授 

  はいはいはいはい、、、、わかわかわかわかりましたりましたりましたりました。。。。ごごごごみみみみのののの有有有有料料料料化化化化のののの話話話話をををを続続続続けけけけたいのですたいのですたいのですたいのですがががが、、、、秋田市秋田市秋田市秋田市はははは今今今今のところのところのところのところ無料無料無料無料ですよですよですよですよねねねね。。。。秋田県秋田県秋田県秋田県内内内内のいくのいくのいくのいくつかつかつかつかのののの自治体自治体自治体自治体でででで、、、、有有有有料料料料化化化化にににに踏踏踏踏みみみみ切切切切っっっっているところはているところはているところはているところはあああありますりますりますります。。。。例例例例ええええばばばば、、、、能代市能代市能代市能代市もももも有有有有料料料料化化化化にににに踏踏踏踏みみみみ切切切切っっっってててて、、、、踏踏踏踏みみみみ切切切切っっっっててててからからからから確確確確かかかかにごにごにごにごみみみみのののの量量量量はははは減減減減っっっっていますていますていますています。。。。ああああとととと、、、、去去去去年年年年のののの 10月月月月にににに、、、、県県県県のののの視視視視察察察察ということでということでということでということでドイドイドイドイツツツツにににに行行行行っっっったたたたののののですですですですがががが、、、、ドイドイドイドイツツツツはごはごはごはごみみみみのののの有有有有料料料料化化化化がががが徹徹徹徹底底底底していましてしていましてしていましてしていまして、、、、今今今今、、、、佐藤佐藤佐藤佐藤ささささんがんがんがんが使使使使っっっったたたた資料資料資料資料のののの中中中中にもにもにもにもああああるるるるのですのですのですのですがががが、、、、ドイドイドイドイツツツツののののフフフフライライライライブブブブルルルルクククク市市市市におにおにおにおけけけけるるるる家家家家庭庭庭庭ごごごごみみみみのののの有有有有料料料料化化化化のののの事事事事例例例例というのというのというのというのがあがあがあがありますりますりますります。。。。そのそのそのその資料資料資料資料によりますによりますによりますによりますとととと、、、、だいたいだいたいだいたいだいたい平平平平均均均均するとするとするとすると、、、、年間年間年間年間１１１１人人人人１１１１万万万万 8,846円円円円。。。。５５５５人人人人世世世世帯帯帯帯でででで６６６６万万万万 4,278円円円円をごをごをごをごみみみみ処理費用処理費用処理費用処理費用としてとしてとしてとして払払払払っっっっているということですているということですているということですているということですねねねね。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、各家各家各家各家庭庭庭庭、、、、ごごごごみみみみははははおおおお金金金金をををを出出出出してしてしてして処理処理処理処理してもしてもしてもしてもららららわわわわなくなくなくなくてはなてはなてはなてはなららららないないないない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、、、、多分多分多分多分ごごごごみみみみをををを減減減減ららららそうというそうというそうというそうという行動行動行動行動にはにはにはにはかかかかなりなりなりなり直直直直結結結結するとするとするとすると思思思思ううううののののですですですですがががが、、、、ごごごごみみみみをををを有有有有料料料料化化化化にするにするにするにするかかかかどうどうどうどうかかかかというのはというのはというのはというのは各各各各自治体自治体自治体自治体のののの判判判判断断断断によるによるによるによるののののでしでしでしでしょょょょううううがががが、、、、県県県県のののの行行行行政政政政としてはとしてはとしてはとしては、、、、どのようなどのようなどのようなどのような取取取取組組組組がががが考考考考ええええられられられられますますますますかかかか。。。。 

 佐藤次長佐藤次長佐藤次長佐藤次長 

  今今今今ちょっちょっちょっちょっとおとおとおとお話話話話ににににあああありりりりましたましたましたましたけれけれけれけれどもどもどもども、、、、ここここれれれれににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、今現今現今現今現在在在在県県県県内内内内のののの 11市市市市町町町町村村村村でででで有有有有料料料料化化化化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、、、、数字数字数字数字でででで見見見見ますとますとますとますと、、、、有有有有料料料料市市市市町町町町村村村村でのでのでのでの平平平平均均均均のののの 1 人人人人当当当当たりたりたりたり 1 日日日日のののの排排排排出量出量出量出量といといといというのはうのはうのはうのは 957グラムグラムグラムグラム。。。。そそそそれれれれにににに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、無料無料無料無料のののの市市市市町町町町村村村村ですとですとですとですと 1,170グラムグラムグラムグラムということでということでということでということで、、、、200グラムグラムグラムグラムというというというという非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな差差差差があがあがあがあ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、、、、非常非常非常非常にににに効効効効果果果果がががが出出出出ていていていているというるというるというるというののののはははは事事事事実実実実かかかかととと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、、、、有有有有料料料料化化化化のののの料料料料金金金金のののの設設設設定定定定ののののことことことことももももああああるるるるんんんんでしでしでしでしょょょょううううけれけれけれけれどもどもどもども、、、、市市市市町町町町村村村村によによによによっっっってはてはてはては、、、、またまたまたまたちょっちょっちょっちょっとしとしとしとしばらばらばらばらくたくたくたくたつつつつととととリリリリババババウンドウンドウンドウンドしてしまうといいまししてしまうといいまししてしまうといいまししてしまうといいましょょょょううううかかかか、、、、そういそういそういそういっっっったたたた傾傾傾傾向向向向がががが見見見見らららられれれれるのもまたこるのもまたこるのもまたこるのもまたこれれれれ事事事事実実実実ですですですです。。。。今今今今までごまでごまでごまでごみみみみ対対対対策策策策ににににはははは市市市市町町町町村村村村のののの方方方方々々々々がががが苦労苦労苦労苦労しなしなしなしながらがらがらがら取取取取りりりり組組組組んんんんででででききききておりておりておりておりましてましてましてまして、、、、そういそういそういそういっっっったたたた中中中中でででで、、、、やっやっやっやっぱぱぱぱりりりり一定一定一定一定のののの限限限限界界界界といといといといううううんんんんででででししししょょょょううううかかかか、、、、かかかかなりなりなりなり対応対応対応対応にににに詰詰詰詰ままままっっっってしまてしまてしまてしまっっっっているているているている面面面面ももももあああありりりりましてましてましてまして、、、、そのそのそのその意味意味意味意味でででで、、、、市市市市町町町町村村村村のののの方方方方々々々々をををを対対対対象象象象にごにごにごにごみみみみのののの有有有有料料料料化研究会化研究会化研究会化研究会といといといといっっっったものをたものをたものをたものを今今今今年年年年度度度度つつつつくりましてくりましてくりましてくりまして、、、、そのそのそのその中中中中でいろでいろでいろでいろんんんんなななな情報情報情報情報交交交交換換換換、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた今今今今までまでまでまでやっやっやっやってきたてきたてきたてきた事事事事例例例例をををを踏踏踏踏まえてどこまでまえてどこまでまえてどこまでまえてどこまでやれやれやれやれるのるのるのるのかかかか、、、、何何何何ををををやっやっやっやったたたたららららいいのいいのいいのいいのかかかかというようなというようなというようなというようなことをことをことをことを今盛今盛今盛今盛んんんんにににに検討検討検討検討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すですですです。。。。 
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 熊谷熊谷熊谷熊谷准教授准教授准教授准教授 

  ごごごごみみみみのののの減量減量減量減量ににににつつつついていていていて、、、、パネリストパネリストパネリストパネリストのののの方方方方、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれのののの立立立立場場場場からからからからでででで結構結構結構結構ですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、何何何何かかかかこうこうこうこうやっやっやっやったたたたらららら有効有効有効有効なのではないなのではないなのではないなのではないかかかかというというというという手手手手だてなりだてなりだてなりだてなり、、、、ヒヒヒヒントントントントなりなりなりなり、、、、あっあっあっあったたたたららららおおおお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたいののののですですですですがががが、、、、どうでしどうでしどうでしどうでしょょょょううううかかかか。。。。 

 三浦三浦三浦三浦社長社長社長社長 

  私私私私ののののほほほほううううからからからから提案提案提案提案というというというというかかかか、、、、今現今現今現今現在在在在やっやっやっやっていることをていることをていることをていることを含含含含めてめてめてめて、、、、非常非常非常非常にににに成成成成功功功功しているとしているとしているとしていると私私私私はははは思思思思っっっっていますていますていますていますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、実実実実はははは、、、、私私私私どものどものどものどもの商商商商品品品品ははははプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックののののＰＰＰＰＰＰＰＰ、、、、ポポポポリプロリプロリプロリプロピピピピレンレンレンレンをををを原原原原料料料料としてとしてとしてとして使使使使っっっっているているているているわけわけわけわけでございますでございますでございますでございますがががが、、、、皆皆皆皆ささささんんんん御御御御存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルのののの容容容容器器器器ののののほほほほうはうはうはうは、、、、以以以以前前前前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さささされれれれてててていいいいたたたたわけわけわけわけでございますでございますでございますでございますがががが、、、、キャキャキャキャップップップップのののの部部部部分分分分、、、、ここここれれれれはははは各各各各自治体自治体自治体自治体ともともともとも全全全全部部部部焼却焼却焼却焼却していますしていますしていますしています。。。。そしてそしてそしてそして、、、、焼却焼却焼却焼却するということはそするということはそするということはそするということはそれれれれだだだだけけけけ維維維維持持持持管管管管理理理理がかがかがかがかかっかっかっかっているということだているということだているということだているということだっっっったものですたものですたものですたものですからからからから、、、、先先先先般般般般、、、、去去去去年年年年のののの４４４４月月月月からからからから、、、、大大大大館館館館市市市市のののの一一一一小学小学小学小学校校校校にににに、、、、子子子子どもどもどもどもたたたたちちちちににににペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルののののキャキャキャキャップップップップをををを集集集集めてもめてもめてもめてもらっらっらっらってててて、、、、ままままずずずずどどどどれれれれだだだだけけけけ集集集集まるのまるのまるのまるのかかかかというというというということことことことをををを試験的試験的試験的試験的ににににやっやっやっやっててててみみみみましたましたましたました。。。。非常非常非常非常にににに子子子子どもどもどもどもたたたたちちちちはははは必必必必死死死死になになになになっっっっててててペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルののののキャキャキャキャッッッッププププをををを家家家家庭庭庭庭からからからから持持持持っっっってきていましたてきていましたてきていましたてきていました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、１１１１年間年間年間年間やっやっやっやったたたた結果結果結果結果、、、、そのそのそのその報報報報酬酬酬酬としてとしてとしてとして、、、、おおおお金金金金ででででははははなくてなくてなくてなくて、、、、私私私私どものどものどものどもの製製製製品品品品ののののプランタープランタープランタープランター、、、、もしくはもしくはもしくはもしくはペペペペンンンン立立立立てをてをてをてをつつつつくくくくっっっったものをたものをたものをたものを子子子子どもどもどもどもたたたたちちちちににににああああげてげてげてげて表表表表彰彰彰彰しししし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らららら、、、、今今今今年年年年になりましてになりましてになりましてになりまして、、、、県県県県のののの北秋田北秋田北秋田北秋田振振振振興興興興局局局局、、、、そそそそれかられかられかられから大大大大館館館館市市市市にににに協力協力協力協力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、、、、大大大大館館館館市市市市のののの小小小小・・・・中中中中学学学学校校校校全全全全体体体体でこのでこのでこのでこの４４４４月月月月からからからから集集集集めていただいておりめていただいておりめていただいておりめていただいておりますますますます。。。。そのそのそのその反反反反響響響響がががが非常非常非常非常にににに大大大大きくてきくてきくてきくて、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、集集集集めたのめたのめたのめたのががががペペペペッッッットトトトボボボボトルトルトルトルののののキャキャキャキャップップップップといといといというのはうのはうのはうのは、、、、皆皆皆皆ささささんんんん御御御御承承承承知知知知のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、中中中中にはにはにはには炭炭炭炭酸酸酸酸のののの入入入入っっっっているものというのはているものというのはているものというのはているものというのは少少少少しししし汚汚汚汚れれれれたりしたりしたりしたりしていますていますていますています。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、よくよくよくよく点点点点数数数数ののののつつつついたいたいたいたステッカーステッカーステッカーステッカーをををを張張張張っっっっていますていますていますていますがががが、、、、ああああああああいうものいうものいうものいうものがががが付付付付いていていていているといるといるといると、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは異異異異物物物物としてとしてとしてとして商商商商品品品品になになになになららららないものですないものですないものですないものですからからからから、、、、そそそそれれれれをををを、、、、大大大大館館館館市市市市のののの福福福福祉祉祉祉施施施施設設設設にににに持持持持っっっっていていていていっっっってもてもてもてもららららいましていましていましていまして、、、、そそそそれれれれをををを取取取取っっっってててて、、、、そそそそれかられかられかられから洗洗洗洗浄浄浄浄してもしてもしてもしてもららららいましていましていましていまして、、、、そしてそしてそしてそしてそそそそれれれれをををを私私私私どものどものどものどもの工工工工場場場場にににに持持持持っっっってきててきててきててきて破破破破砕砕砕砕してしてしてして使使使使うといううといううといううという形形形形をとりましたをとりましたをとりましたをとりました。。。。非常非常非常非常にににに反反反反響響響響がががが大大大大ききききかっかっかっかったですたですたですたです。。。。そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、ＮＮＮＮＨＫＨＫＨＫＨＫののののテレビテレビテレビテレビのののの「「「「おはおはおはおはようようようようニニニニッッッッポポポポンンンン」」」」にににに取取取取りりりり上上上上げていただいげていただいげていただいげていただいたところたところたところたところ、、、、先先先先ほほほほどどどど少少少少しししし白鳥白鳥白鳥白鳥先先先先生生生生もももも言言言言っっっっていましたていましたていましたていましたけれけれけれけれどもどもどもども、、、、全全全全国国国国からからからから「「「「協力協力協力協力しますよしますよしますよしますよ」、「」、「」、「」、「いいいいっっっっぱぱぱぱいいいい持持持持っっっってててていいいいきますよきますよきますよきますよ」」」」というというというという声声声声があがあがあがありましたりましたりましたりました。。。。ししししかかかかしししし、、、、残残残残念念念念なななながらがらがらがら法法法法律律律律上上上上ここここれれれれはできはできはできはできないということでないということでないということでないということで、、、、今今今今のところのところのところのところ大大大大館館館館だだだだけけけけででででやっやっやっやっていますていますていますていますがががが、、、、そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味でででで、、、、子子子子どもどもどもどもたたたたちちちちからからからから減量減量減量減量するするするする、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまたリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルするするするする、、、、そういうそういうそういうそういう動動動動きをきをきをきを教教教教えるえるえるえる非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな手手手手本本本本になになになになっっっっているているているているのではのではのではのではないないないないかかかかなとなとなとなと思思思思っっっっていますていますていますています。。。。そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、そういうそういうそういうそういう気持気持気持気持ちちちちをををを子子子子どもたどもたどもたどもたちがちがちがちが家家家家庭庭庭庭にににに持持持持っっっっていていていていっっっってててて、、、、家家家家庭庭庭庭でそでそでそでそれがれがれがれが話題話題話題話題になになになになっっっっていくということていくということていくということていくということがががが本本本本当当当当にににに大事大事大事大事なことになるなことになるなことになるなことになるのではのではのではのではないないないないかかかかなとなとなとなと思思思思っっっっていますていますていますています。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ここのここのここのここの隣隣隣隣にいるにいるにいるにいる伊徳伊徳伊徳伊徳ささささんんんんもももも、、、、福岡部長福岡部長福岡部長福岡部長にににに聞聞聞聞いたいたいたいたらららら、、、、今度今度今度今度企業企業企業企業ボボボボランティアランティアランティアランティアとしてとしてとしてとして大大大大館館館館市市市市としてとしてとしてとしてトライトライトライトライ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形形形形になになになになっっっってててて、、、、輪輪輪輪がががが広広広広がっがっがっがっていくということていくということていくということていくということががががここここれかられかられかられから大事大事大事大事なことなことなことなことではではではではないないないないかかかかというというというという気気気気ががががいたしますのでいたしますのでいたしますのでいたしますので、、、、ああああええええてててて私私私私ののののほほほほううううからからからから言言言言わわわわせていただきましたせていただきましたせていただきましたせていただきました。。。。 

 熊谷熊谷熊谷熊谷准教授准教授准教授准教授 

  とてもすとてもすとてもすとてもすばらばらばらばらしいしいしいしい事事事事例例例例ををををあああありりりりががががとうございますとうございますとうございますとうございます。。。。ほかほかほかほか、、、、どうでしどうでしどうでしどうでしょょょょうううう。。。。 

 白鳥教授白鳥教授白鳥教授白鳥教授 
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    ほほほほぼぼぼぼ同同同同じじじじことことことことがががが言言言言えるえるえるえるののののだとだとだとだと思思思思ううううののののですですですですがががが、、、、小型小型小型小型家家家家電電電電ののののやつやつやつやつもももも、、、、ほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに三浦社長三浦社長三浦社長三浦社長とととと全全全全くくくく同同同同じじじじことをことをことをことを考考考考えていましたえていましたえていましたえていました。。。。最最最最初初初初はははは、、、、ベベベベルルルルママママークークークーク方方方方式式式式、、、、学学学学校校校校でででで集集集集めてもめてもめてもめてもらっらっらっらってててて、、、、そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、例例例例ええええばばばば、「、「、「、「おおおお父父父父ささささんんんん、、、、そこそこそこそこ捨捨捨捨ててててちちちちゃゃゃゃいいいいけけけけないよないよないよないよ」」」」っっっってててて言言言言ううううわけわけわけわけですですですです。。。。そういうそういうそういうそういうことことことことからからからから始始始始めてめてめてめて、、、、おおおお金金金金ではではではではなくてなくてなくてなくて、、、、ややややはりはりはりはりボボボボールールールールととととかかかか何何何何かかかかととととかかかか、、、、そういうそういうそういうそういうボボボボランティアランティアランティアランティアのののの精神精神精神精神もももも育育育育てなてなてなてながらやがらやがらやがらやるるるるののののだということだということだということだということがががが一一一一番番番番よよよよいいいいかかかかなとなとなとなと思思思思っっっっててててやっやっやっやったたたたののののですですですですがががが、、、、少少少少ししししまだまだまだまだ最最最最初初初初ののののハハハハードルードルードルードルがががが高高高高かっかっかっかったのでたのでたのでたので、、、、今今今今のようなのようなのようなのような形形形形になになになになっっっったたたたののののですですですですがががが、、、、先先先先ほほほほどのどのどのど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のののの話話話話があっがあっがあっがあってててて、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん来来来来るのにるのにるのにるのに、、、、今今今今おおおお断断断断りりりりかかかか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは少少少少しししし待待待待っっっってもてもてもてもらっらっらっらっているというのはているというのはているというのはているというのは、、、、我我我我々々々々としてもとしてもとしてもとしてもつらつらつらつらいところないところないところないところなのですのですのですのです。。。。法制法制法制法制上上上上のののの話話話話もいろいろもいろいろもいろいろもいろいろあああありますしりますしりますしりますし。。。。 有有有有料料料料化化化化のののの話話話話にににに戻戻戻戻りますりますりますりますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、有有有有料料料料化化化化っっっってすごくてすごくてすごくてすごく安安安安易易易易なななな手手手手段段段段だとだとだとだと私私私私はははは思思思思ううううのですのですのですのです。。。。ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパをををを見見見見ていてもていてもていてもていても、、、、ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパでもでもでもでも確確確確かかかかにににに、、、、例例例例ええええばばばばささささっっっっきききき言言言言っっっったたたた小型小型小型小型家家家家電電電電などはなどはなどはなどは有有有有料料料料ななななのですのですのですのです。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル料料料料がががが既既既既にににに付付付付いていていていているいるいるいる。。。。日本日本日本日本だとだとだとだと、、、、家家家家電電電電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有有有有料料料料ですですですですがががが、、、、向向向向こうだとこうだとこうだとこうだと、、、、細細細細かかかかいいいいやつやつやつやつもももも全全全全部部部部、、、、懐懐懐懐中中中中電電電電灯灯灯灯１１１１個個個個にもにもにもにも付付付付いていますいていますいていますいています。。。。ダブダブダブダブルルルル値値値値段段段段でででで、、、、リサイリサイリサイリサイクルクルクルクル料料料料はははは、「、「、「、「ここここれれれれはははは 10 円円円円ですですですです」」」」とととといういういういうふふふふうにうにうにうに付付付付いているのですいているのですいているのですいているのですがががが、、、、そそそそんんんんなになになになに集集集集ままままっっっっているているているているわけわけわけわけではないですではないですではないですではないです。。。。 有有有有料料料料化化化化っっっってててて、、、、何何何何かかかかすごいすごいすごいすごいプレッシプレッシプレッシプレッシャャャャーーーーをををを与与与与えるえるえるえるののののですですですですがががが、、、、実実実実はははは、、、、今今今今住住住住民民民民税税税税ででででいくいくいくいくらからからからか出出出出しているしているしているしているやつやつやつやつをををを払払払払ううううわけわけわけわけですですですです。。。。ああああまりまりまりまり変変変変わらわらわらわらないとないとないとないと思思思思うしうしうしうし、、、、そそそそれかられかられかられから、、、、有有有有料料料料化化化化したことでしたことでしたことでしたことでかかかかええええっっっってててて人人人人任任任任せになるせになるせになるせになるのですのですのですのです。。。。金金金金をををを払払払払っっっっているているているているからからからからよよよよいだろうといういだろうといういだろうといういだろうという感感感感覚覚覚覚もももも出出出出てきてしまてきてしまてきてしまてきてしまうううう。。。。他他他他国国国国でもでもでもでも、、、、詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは言言言言いませいませいませいませんがんがんがんが、、、、いいいいっっっっぱぱぱぱいいいい事事事事例例例例ははははあああありますりますりますります。。。。ですですですですからからからから、、、、そうするこそうするこそうするこそうすることをとをとをとを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、今今今今三浦社長三浦社長三浦社長三浦社長ががががおおおおっっっっししししゃゃゃゃっっっったようにたようにたようにたように、、、、ややややはりはりはりはり何何何何かかかかうまくうまくうまくうまくボボボボランティアランティアランティアランティアのことのことのことのことををををききききちんちんちんちんとととと出出出出していくしていくしていくしていく。。。。そそそそれれれれでででで、、、、もうこもうこもうこもうこれれれれはははは社会社会社会社会全全全全体体体体をををを変変変変えないとだめなえないとだめなえないとだめなえないとだめなののののでででで、、、、我我我我々々々々ののののレレレレベベベベルルルルではではではではなくてなくてなくてなくて、、、、10 年年年年先先先先のののの経済経済経済経済原原原原則則則則をををを担担担担うううう人人人人たたたたちちちちをををを育育育育てなてなてなてながらやっがらやっがらやっがらやっていくというのていくというのていくというのていくというのがががが一一一一番番番番いいのいいのいいのいいのかかかかなとなとなとなと。。。。有有有有料料料料化化化化することにすることにすることにすることに意意意意義義義義があがあがあがあるとしたるとしたるとしたるとしたらららら、、、、有有有有料料料料化化化化ということということということということではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、おおおお金金金金をしをしをしをしっかっかっかっかりりりり出出出出してしてしてしてややややるるるる。。。。ここここんんんんなになになになに処理処理処理処理ににににかかっかかっかかっかかっていますよというのをていますよというのをていますよというのをていますよというのを出出出出してしてしてしてややややるというるというるというるというのはのはのはのは、、、、非常非常非常非常にににによよよよいことないことないことないことなのですのですのですのです。。。。感感感感じじじじないとないとないとないと行動行動行動行動にににに移移移移せないですせないですせないですせないですからからからから。。。。だだだだからからからから、、、、そのそのそのその点点点点ででででははははああああるるるる１１１１つつつつののののややややりりりり方方方方かかかかなとはなとはなとはなとは思思思思いますいますいますいますがががが、、、、ああああまりよくはないなというまりよくはないなというまりよくはないなというまりよくはないなという気気気気はしますはしますはしますはします。。。。 

 熊谷熊谷熊谷熊谷准教授准教授准教授准教授 

  どうもどうもどうもどうもあああありりりりががががとうございましたとうございましたとうございましたとうございました。。。。今今今今のおのおのおのお話話話話をををを聞聞聞聞いていていていて思思思思っっっったたたたのですのですのですのですがががが、、、、能代市能代市能代市能代市のののの話話話話をををを何何何何回回回回もももも出出出出してしてしてして恐縮恐縮恐縮恐縮ななななののののですですですですがががが、、、、能代市能代市能代市能代市のごのごのごのごみみみみ処理処理処理処理にににに市民市民市民市民１１１１人人人人がががが年間年間年間年間いいいいっっっったいいくたいいくたいいくたいいくらららら払払払払っっっってててているいるいるいるののののかかかかというというというという統統統統計計計計をををを紹介紹介紹介紹介したいのですしたいのですしたいのですしたいのですがががが、、、、年間一人年間一人年間一人年間一人当当当当たりたりたりたり 16,700 円払円払円払円払っっっっていますていますていますています。。。。ただただただただ、、、、ここここのののの費用費用費用費用負負負負担担担担にににに対対対対するするするする市民市民市民市民のののの方方方方々々々々のののの反反反反応応応応ににににははははばらつばらつばらつばらつききききがあがあがあがありりりり、、、、女女女女性性性性はははは「「「「そそそそんんんんなになになになに払払払払っっっっているているているているのですのですのですのですかかかか？？？？そのおそのおそのおそのお金金金金をををを教教教教育育育育やややや病病病病院院院院、、、、他他他他のののの福福福福祉施祉施祉施祉施設設設設等等等等ののののほほほほかかかかのところにのところにのところにのところに回回回回すすすすべべべべきですきですきですきですねねねね。」。」。」。」とととといういういういうコメントコメントコメントコメントがががが多多多多いいいい反反反反面面面面、、、、男男男男性性性性はははは「「「「16,700 円円円円出出出出してごしてごしてごしてごみみみみ処理処理処理処理ををををしてくしてくしてくしてくれれれれるのなるのなるのなるのならららら、、、、そそそそれれれれででででよよよよいいいい。」「。」「。」「。」「いろいろいろいろいろいろいろいろ面面面面倒倒倒倒ななななことをことをことをことをやっやっやっやってごてごてごてごみみみみ処理費用処理費用処理費用処理費用をををを安安安安くくくく抑抑抑抑えようとするえようとするえようとするえようとするくくくくららららいいいいなななならららら、、、、
16,700円円円円出出出出しますしますしますします。」。」。」。」というというというという具具具具合合合合にににに、、、、女女女女性性性性とととと男男男男性性性性でででで意見意見意見意見がががが分分分分かれかれかれかれてててて、、、、面面面面白白白白いなといなといなといなと思思思思っっっったのでたのでたのでたのですすすすがががが、、、、確確確確かかかかにににに安安安安易易易易なななな有有有有料料料料化化化化というのはというのはというのはというのは、、、、考考考考えなくえなくえなくえなくてはなてはなてはなてはなららららないないないないですですですですねねねね。。。。 

  ほかほかほかほか、、、、どうでしどうでしどうでしどうでしょょょょうううう、、、、ごごごごみみみみのののの減量減量減量減量化化化化にににに向向向向けけけけてててて、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれのののの立立立立場場場場でででで何何何何かかかかアイデアアイデアアイデアアイデアががががあああありまりまりまりましたしたしたしたらららら。。。。 

 那須那須那須那須環境環境環境環境カウンセラーカウンセラーカウンセラーカウンセラー 

  ごごごごみみみみのののの有有有有料料料料化化化化ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、何何何何かかかか安安安安易易易易にににに有有有有料料料料化化化化っっっってててて使使使使ううううのではのではのではのではなくてなくてなくてなくて、、、、ききききちっちっちっちっとととと処理処理処理処理にはにはにはには
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どどどどれれれれくくくくららららいいいいかかっかかっかかっかかっていますよとていますよとていますよとていますよと、、、、計計計計算算算算したしたしたしたらららら１１１１人人人人いくいくいくいくららららですよとですよとですよとですよと、、、、そういうそういうそういうそういう明明明明確確確確なななな数字数字数字数字をををを出出出出したしたしたした上上上上でででで、、、、ここここれれれれはははは何割何割何割何割がががが税税税税金金金金でででで賄賄賄賄われわれわれわれていますていますていますています、、、、ここここれれれれ以以以以上上上上はもうはもうはもうはもう税税税税金金金金ををををかけられかけられかけられかけられないないないない、、、、などのなどのなどのなどの情報情報情報情報ををををややややはりきはりきはりきはりきちっちっちっちっとととと出出出出すすすすべべべべきだときだときだときだと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  私私私私ががががななななぜぜぜぜごごごごみみみみ減量減量減量減量にににに取取取取りりりり組組組組んんんんだだだだかかかかというとというとというとというと、、、、広広広広報報報報でででで、、、、16 年年年年後後後後にはにはにはには最終最終最終最終処分処分処分処分場場場場がががが持持持持たたたたないないないないといといといといっっっったときのごたときのごたときのごたときのごみみみみ処理経費処理経費処理経費処理経費ががががそのそのそのその当当当当時時時時はははは 26 億億億億円円円円余余余余りりりりだだだだっっっったたたたののののですですですですねねねね。。。。今今今今 40 億億億億円円円円をををを超超超超ええええているとているとているとているといういういういうことですことですことですことです。。。。本本本本当当当当ににににこのこのこのこの 40億億億億円円円円をもをもをもをもっっっっとととと福福福福祉祉祉祉ややややいろいろいろいろんんんんなななな面面面面にににに活活活活かかかかしたいしたいしたいしたいものでものでものでものですすすす。。。。ごごごごみみみみはははは私私私私たたたたちがちがちがちが自自自自分分分分でででで選選選選択択択択してしてしてして、、、、購購購購入入入入してしてしてして、、、、要要要要ららららなくななくななくななくなっっっったたたたらららら、、、、行行行行政政政政にににに処理処理処理処理してくだしてくだしてくだしてくださいというのはさいというのはさいというのはさいというのは何何何何かかかか間間間間違違違違っっっっているているているている。。。。ままままああああ、、、、間間間間違違違違いとはいとはいとはいとは言言言言わわわわないないないないとなとなとなとなればればればれば、、、、もうもうもうもう少少少少しししし明明明明確確確確ににににしていくしていくしていくしていくべべべべききききじじじじゃゃゃゃないないないないかかかかなとなとなとなと思思思思いますいますいますいます。。。。ごごごごみみみみ袋袋袋袋がががが有有有有料料料料化化化化になになになになっっっったということたということたということたということではではではではなくてなくてなくてなくて、、、、ごごごごみみみみをををを処理処理処理処理するのにこするのにこするのにこするのにこれれれれをどをどをどをどれれれれだだだだけけけけ向向向向けけけけますよとますよとますよとますよと、、、、そのためにはこそのためにはこそのためにはこそのためにはこれれれれくくくくららららいごいごいごいごみみみみ袋袋袋袋のののの料料料料金金金金をををを上上上上げますよとげますよとげますよとげますよと、、、、そういうきそういうきそういうきそういうきちっちっちっちっとしたとしたとしたとした情報情報情報情報もももも出出出出すすすすべべべべききききではではではではないないないないかかかかなとなとなとなと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。 

  またまたまたまた、、、、ななななぜぜぜぜママママイイイイババババッグッグッグッグををををみみみみんんんんなななな持持持持っっっっていていていていかかかかないないないないかかかかというとというとというとというと、、、、先先先先ほほほほどどどど高高高高齢齢齢齢者者者者がががが比比比比較較較較的持的持的持的持っっっってくるとてくるとてくるとてくるとのことですのことですのことですのことですがががが、、、、レレレレジジジジのののの店員店員店員店員ささささんんんんははははレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを黙黙黙黙っっっっててててかかかかごにごにごにごに入入入入れれれれてしまうのてしまうのてしまうのてしまうのですですですですねねねね。。。。若若若若いいいい方方方方々々々々はははは、、、、そそそそれれれれをををを断断断断るるるる勇勇勇勇気気気気ががががないないないない人人人人もいるもいるもいるもいるみみみみたいですたいですたいですたいです。。。。ですですですですからからからから、、、、「「「「今度今度今度今度有有有有料料料料になりましになりましになりましになりましたのでたのでたのでたので」」」」とととと、、、、そそそそれれれれををををスーパースーパースーパースーパー業界業界業界業界がががが一一一一斉斉斉斉ににににスタートスタートスタートスタートしなしなしなしなければければければければここここれれれれはなはなはなはなかかかかななななかかかか進進進進まないとまないとまないとまないと思思思思いますいますいますいます。。。。伊徳伊徳伊徳伊徳ささささんがんがんがんがいくいくいくいくらららら有有有有料料料料化化化化といといといといっっっってもてもてもても、、、、ほかほかほかほかでただでくでただでくでただでくでただでくれれれれていていていていればればればれば、、、、今今今今はははは車車車車社会社会社会社会ですですですですからからからから、、、、消費者消費者消費者消費者はただのはただのはただのはただのほほほほうへうへうへうへ走走走走っっっってしまうてしまうてしまうてしまう。。。。ごごごごみみみみ袋袋袋袋１１１１枚枚枚枚ぐぐぐぐららららいといといといと思思思思っっっってもてもてもても、、、、灯灯灯灯油油油油がががが１１１１リットルリットルリットルリットル何何何何円円円円上上上上ががががるとるとるとるとなるとなるとなるとなると、、、、消費者消費者消費者消費者はははは敏敏敏敏感感感感ですのでですのでですのでですので、、、、ややややはりはりはりはり袋袋袋袋のののの有有有有料料料料化化化化というのはというのはというのはというのはごごごごみみみみ処理費処理費処理費処理費のためのためのためのためのののの値値値値上上上上げでげでげでげでああああることですることですることですることですからからからから、、、、せせせせっかっかっかっかくくくくスーパースーパースーパースーパー業界業界業界業界というものというものというものというものがあがあがあがありますりますりますりますのでのでのでので、、、、業界業界業界業界がががが一一一一斉斉斉斉ににににスタートスタートスタートスタートをしなをしなをしなをしなければければければければいいいいけけけけないないないないのではのではのではのではないないないないかかかかなとなとなとなと思思思思いますいますいますいますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、伊徳伊徳伊徳伊徳ささささんんんん、、、、是是是是非非非非やっやっやっやってくださいてくださいてくださいてください。。。。 

 福岡部長福岡部長福岡部長福岡部長 

  わかわかわかわかりましたりましたりましたりました。。。。レレレレジジジジ袋袋袋袋からからからからごごごごみみみみ袋袋袋袋にいにいにいにいっっっってててて、、、、ごごごごみみみみ処理料処理料処理料処理料までいまでいまでいまでいっっっってしまいましたてしまいましたてしまいましたてしまいましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ややややはりはりはりはり若若若若いおいおいおいお客客客客様様様様というのはというのはというのはというのは、、、、秋田秋田秋田秋田弁弁弁弁でででで「「「「ひひひひとめとめとめとめわわわわりりりり（（（（人目人目人目人目悪悪悪悪いいいい））））」」」」とととと言言言言ううううのでしのでしのでしのでしょょょょううううかかかか、、、、何何何何かかかかこうこうこうこう、、、、格格格格好悪好悪好悪好悪いといういといういといういというかかかか。。。。ですですですですからからからから、、、、今度今度今度今度、、、、格格格格好好好好良良良良いいいいママママイイイイババババッグッグッグッグでででで、、、、格格格格好好好好良良良良いいいい買買買買いいいい物物物物がががができるようなできるようなできるようなできるようなママママイイイイババババッグッグッグッグ。。。。でもでもでもでも、、、、何何何何かかかか、、、、ブブブブランドランドランドランドののののママママイイイイババババッグッグッグッグですですですですかかかか、、、、売売売売れれれれているているているているというというというということことことことももももあああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、少少少少しししし高高高高いですいですいですいですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、ややややりたいなとりたいなとりたいなとりたいなと思思思思っっっっていますていますていますています。。。。 

  ななななぜぜぜぜ私私私私どもどもどもどもががががレレレレジジジジ袋袋袋袋かかかかというとというとというとというと、、、、ややややはりはりはりはり企業企業企業企業がががが、、、、ママママイイイイババババッグッグッグッグなどをなどをなどをなどを持持持持っっっってきてくてきてくてきてくてきてくれれれれたおたおたおたお客客客客様様様様ににににポポポポイントイントイントイントをををを付付付付けけけけててててくくくくれれれれるるるるからからからから、、、、伊徳伊徳伊徳伊徳はははは一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命やっやっやっやっておておておてお客客客客様様様様をををを引引引引っっっっ張張張張るるるるののののではではではではなくなくなくなくてててて、、、、もうもうもうもう一一一一つあつあつあつありますりますりますります。。。。容容容容器器器器包装包装包装包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルということでということでということでということで、、、、企業企業企業企業はそういはそういはそういはそういっっっったたたたトレートレートレートレーややややララララップップップップ、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋などをなどをなどをなどを排排排排出出出出しているということでしているということでしているということでしているということで、、、、委託委託委託委託処理料処理料処理料処理料をををを当当当当社社社社もももも年間年間年間年間 1,500万万万万ほほほほどどどど納納納納めめめめていていていていますますますます。。。。そそそそれれれれももももああああるのでするのでするのでするのです。。。。ですですですですからからからから、、、、できるだできるだできるだできるだけけけけ包包包包材材材材をををを使使使使わわわわないというないというないというないということことことことがががが増増増増えてえてえてえていいいいけばけばけばけば、、、、そういそういそういそういっっっったたたたコストコストコストコストもももも減減減減るしるしるしるし、、、、そそそそれかられかられかられから、、、、当当当当社社社社からからからから出出出出るごるごるごるごみみみみもももも減減減減ららららすということですということですということですということで、、、、今今今今本社本社本社本社ののののほほほほうでうでうでうで、、、、事務事務事務事務系系系系のところでのところでのところでのところでやっやっやっやっているのはているのはているのはているのは紙紙紙紙ごごごごみみみみ、、、、小小小小さなこさなこさなこさなこんんんんなななな紙紙紙紙ごごごごみみみみでもでもでもでも、、、、紙紙紙紙ごごごごみみみみはははは紙紙紙紙だよだよだよだよねねねねとととと。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル業者業者業者業者にににに聞聞聞聞いたいたいたいたらららら、、、、シュレッシュレッシュレッシュレッダダダダーーーーのののの細細細細長長長長いのまでいのまでいのまでいのまで、、、、そそそそれれれれははははリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルできますできますできますできますよというようなよというようなよというようなよというような情報情報情報情報をををを得得得得ましてましてましてまして、、、、じじじじゃゃゃゃ、、、、そそそそれれれれもももも始始始始めてめてめてめてみみみみようとようとようとようと。。。。そそそそれかれかれかれからららら、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、ああああるるるる事務事務事務事務のののの女女女女性性性性がががが、、、、ホッチホッチホッチホッチキキキキスススス、、、、大大大大館館館館市市市市ではではではでは年間年間年間年間にににに燃燃燃燃ややややせないせないせないせないももももののののがががが約約約約
100トントントントン焼却焼却焼却焼却炉炉炉炉のののの中中中中にににに残残残残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、、、、ホッチホッチホッチホッチキキキキススススをををを外外外外してしてしてしてシュレッシュレッシュレッシュレッダダダダーーーーににににかけかけかけかけているているているているとととと。。。。そうしたそうしたそうしたそうしたらららら、、、、１１１１年間年間年間年間ででででコーコーコーコーヒヒヒヒーーーーのののの瓶瓶瓶瓶にににに８８８８割割割割くくくくららららいのいのいのいのホッチホッチホッチホッチキキキキススススががががたまたまたまたまっっっっていますていますていますています。。。。私私私私もももも実実実実際際際際家家家家のののの中中中中でででで、、、、ワイシワイシワイシワイシャャャャツツツツのののの洗洗洗洗濯濯濯濯屋屋屋屋ささささんからんからんからんから来来来来るるるるやつからやつからやつからやつからホッチホッチホッチホッチキキキキススススをををを外外外外してしてしてしてみみみみたたたたらららら、、、、結構結構結構結構
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たまるもたまるもたまるもたまるもののののですよですよですよですよ、、、、あれあれあれあれ。。。。ああああのくのくのくのくららららいおいおいおいお金金金金ががががたまるといいなとたまるといいなとたまるといいなとたまるといいなと思思思思いますいますいますいますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、何何何何といといといといううううかかかか、、、、１１１１つつつつ１１１１つつつつのののの積積積積みみみみ重重重重ねねねねというのはというのはというのはというのは、、、、プルタプルタプルタプルタブブブブのののの回収回収回収回収とととと同同同同じじじじでででで、、、、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちにとにとにとにとっっっってもてもてもてもいいものだなといういいものだなといういいものだなといういいものだなというふふふふうなうなうなうな感感感感じじじじががががしますしますしますします。。。。頑張頑張頑張頑張りますりますりますりますののののでででで、、、、よろしくよろしくよろしくよろしく……………………。。。。 

 熊谷熊谷熊谷熊谷准教授准教授准教授准教授 

  どうもどうもどうもどうもあああありりりりががががとうございましたとうございましたとうございましたとうございました。。。。今今今今まではまではまではまでは、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる一一一一般般般般市民市民市民市民でできるでできるでできるでできる話話話話をををを中心中心中心中心にしてにしてにしてにしてきましたきましたきましたきました。。。。残残残残りのりのりのりの時間時間時間時間はははは、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるるビビビビジジジジネネネネススススととととかかかか、、、、業者業者業者業者レレレレベベベベルルルルにおにおにおにおけけけけるるるるリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、またまたまたまたはははは、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションのののの話話話話にににに少少少少しししし触触触触れれれれたいたいたいたいののののですですですですがががが、、、、先先先先ほほほほどどどどレアメタルレアメタルレアメタルレアメタルのののの回収回収回収回収ののののシステムシステムシステムシステム自体自体自体自体ががががまだまだまだまだ全全全全国的国的国的国的にはにはにはには未未未未確立確立確立確立だというだというだというだという基調講演基調講演基調講演基調講演をををを伺伺伺伺いましたいましたいましたいました。。。。繰繰繰繰りりりり返返返返しますしますしますしますがががが、、、、非常非常非常非常ににににゆゆゆゆゆゆゆゆしきしきしきしき状況状況状況状況ににににああああるというのをるというのをるというのをるというのを感感感感じじじじましたましたましたました。。。。 

  そそそそれれれれでででで、、、、三浦三浦三浦三浦ささささんんんんにににに伺伺伺伺いたいいたいいたいいたいののののですですですですがががが、、、、廃廃廃廃プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックとととと廃廃廃廃木木木木材材材材をををを使使使使っっっってすてすてすてすばらばらばらばらしいしいしいしい製製製製品品品品ををををつつつつくくくくっっっっていていていていらっらっらっらっししししゃゃゃゃるるるるののののですですですですがががが、、、、ここここれかられかられかられからビビビビジジジジネスネスネスネスをををを展展展展開開開開するするするする上上上上でででで、、、、多分多分多分多分ネックネックネックネックになになになになっっっってくるのはてくるのはてくるのはてくるのは、、、、安安安安定的定的定的定的にににに廃廃廃廃プラプラプラプラ・・・・廃廃廃廃材材材材をどうをどうをどうをどうやっやっやっやってててて確確確確保保保保するするするするかかかかということにということにということにということにかかっかかっかかっかかってくるてくるてくるてくるとととと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。そのそのそのそのああああたりにたりにたりにたりにつつつついてはいてはいてはいては、、、、何何何何かかかか取取取取組組組組ははははさささされれれれていますていますていますていますかかかか、、、、工夫工夫工夫工夫というというというというかかかか。。。。 

 三浦社長三浦社長三浦社長三浦社長 

  木木木木材材材材ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、基本的基本的基本的基本的にににに木木木木材材材材県県県県でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、建築解建築解建築解建築解体体体体材材材材だだだだけけけけでなくてでなくてでなくてでなくて、、、、いろいろいろいろんんんんなものでなものでなものでなもので調調調調達達達達できるできるできるできる可能可能可能可能性性性性ははははああああるとるとるとると思思思思いますいますいますいますけけけけどどどど、、、、プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックににににつつつついてはいてはいてはいては非常非常非常非常にこにこにこにこれかれかれかれからららら厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況ににににああああ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、、、、いろいろいろいろんんんんなななな所所所所からからからから集集集集めていますめていますめていますめていますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、先先先先ほほほほどどどど少少少少しししし講講講講演演演演のののの中中中中でででで言言言言っっっっていましたていましたていましたていましたけけけけれれれれどどどど、、、、プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックににににつつつついてもいてもいてもいても一定一定一定一定のののの量量量量ががががまとままとままとままとまっっっったものでなたものでなたものでなたものでないといといといと品質品質品質品質がががが安安安安定定定定したものはしたものはしたものはしたものはつつつつくくくくれれれれないというないというないというないという悩悩悩悩みがあみがあみがあみがあるるるるののののですですですです。。。。あちらからあちらからあちらからあちらから 50キキキキロロロロ、、、、ここここちちちちららららからからからから 100 キキキキロロロロというというというというプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックはたくさはたくさはたくさはたくさんんんん集集集集めることはできるめることはできるめることはできるめることはできるかかかかもしもしもしもしれれれれませませませませんがんがんがんが、、、、そそそそれれれれだとだとだとだと品質品質品質品質がががが安安安安定定定定しないというしないというしないというしないというネックネックネックネックがあがあがあがありますのでりますのでりますのでりますので、、、、最最最最低低低低でもでもでもでも１１１１トントントントン以以以以上集上集上集上集ままままららららないとないとないとないと少少少少しししし厳厳厳厳しいということですしいということですしいということですしいということですからからからから、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県ででででＰＰＰＰＰＰＰＰをそをそをそをそれれれれだだだだけけけけのののの量量量量扱扱扱扱っっっっているているているている工工工工場場場場ががががいいいいっっっっぱぱぱぱいいいいああああるるるるかかかかというとというとというとというと、、、、現実現実現実現実はははは非常非常非常非常にににに少少少少ないないないないののののですですですです。。。。ですですですですからからからから、、、、コストコストコストコストががががかかかかかかかかりますりますりますりますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、大大大大変言変言変言変言いいいい方方方方はははは悪悪悪悪いですいですいですいですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、どだいどだいどだいどだいごごごごみみみみですですですですからからからから、、、、原原原原料料料料そのものはそのものはそのものはそのものは安安安安いですいですいですいですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、運運運運送送送送コストコストコストコストがががが非常非常非常非常にににに高高高高いものですいものですいものですいものですからからからから、、、、遠遠遠遠いいいい所所所所からからからから持持持持っっっってくるということはてくるということはてくるということはてくるということはコストコストコストコストがかかがかかがかかがかかることでございますのでることでございますのでることでございますのでることでございますので、、、、ああああるるるる意味意味意味意味ではではではでは、、、、ここここれかられかられかられから私私私私どものどものどものどもの製製製製品品品品ががががＰＰＰＰＰＰＰＰだだだだけけけけでなくでなくでなくでなく、、、、そのそのそのその他他他他ののののプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックでもでもでもでも使使使使えるものをいえるものをいえるものをいえるものをいちちちち早早早早くくくく開開開開発発発発していしていしていしていかかかかななななければければければければななななららららないということにないということにないということにないということになるとなるとなるとなると、、、、当当当当然然然然一一一一企業企業企業企業だだだだけけけけのののの開開開開発発発発ではできないものですではできないものですではできないものですではできないものですからからからから、、、、行行行行政政政政だとだとだとだとかかかか、、、、そういうそういうそういうそういう研究機研究機研究機研究機関関関関をををを含含含含めてめてめてめて開開開開発発発発していくというこしていくというこしていくというこしていくというこれかられかられかられからのののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要だなとだなとだなとだなと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。 

 熊谷熊谷熊谷熊谷准教授准教授准教授准教授 

  似似似似たようなたようなたようなたような問題問題問題問題をををを白鳥白鳥白鳥白鳥先先先先生生生生ののののほほほほうでもうでもうでもうでも抱抱抱抱えているとえているとえているとえていると思思思思ううううののののですですですですがががが、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの講演講演講演講演のののの中中中中ででででもももも触触触触れれれれ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がががが、、、、とりとりとりとりああああええええずずずず優優優優先先先先度度度度のののの高高高高いことというのはいことというのはいことというのはいことというのは何何何何ななななののののでしでしでしでしょょょょううううかかかか。。。。 

 白鳥白鳥白鳥白鳥教授教授教授教授 

  先先先先ほほほほどどどどＲＲＲＲｔｔｔｔｏｏｏｏＳＳＳＳ研究会研究会研究会研究会とととと言言言言っっっっていましたていましたていましたていましたけれけれけれけれどもどもどもども、、、、ＲＲＲＲｔｔｔｔｏｏｏｏＳＳＳＳというというというという名前名前名前名前自体自体自体自体がががが、、、、Reserve 

of waste to Stock ななななのですのですのですのです。。。。ストックストックストックストックというのはというのはというのはというのは何何何何をををを意味意味意味意味しているしているしているしているかかかかというとというとというとというと、、、、蓄蓄蓄蓄積積積積ととととかかかか資資資資源源源源ととととかかかかをををを意味意味意味意味しているしているしているしているつつつつもりでもりでもりでもりで付付付付けけけけているのているのているのているのですですですですがががが、、、、今今今今社長社長社長社長ががががおおおおっっっっししししゃゃゃゃっっっったこととたこととたこととたことと全全全全くくくく同同同同じじじじでででで、、、、私私私私もさもさもさもさっっっっきききき言言言言いましたしいましたしいましたしいましたし、、、、福岡部長福岡部長福岡部長福岡部長もももも今今今今ホッチホッチホッチホッチキキキキススススのののの話話話話をしたをしたをしたをしたみみみみたいなたいなたいなたいなやつやつやつやつですですですです。。。。
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１１１１個個個個だとだとだとだと資源資源資源資源とととと言言言言わわわわないないないないけれけれけれけれどもどもどもども、、、、ききききちんちんちんちんとととと集集集集めめめめればればればれば資源資源資源資源。。。。そそそそれれれれをををを工工工工業業業業的的的的にににに使使使使ううううことことことことにににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、ややややはりはりはりはりああああるるるる工工工工業業業業レレレレベベベベルルルルががががないとないとないとないと資源資源資源資源とととと言言言言わわわわないしないしないしないし、、、、製製製製品品品品もできないもできないもできないもできないわけわけわけわけですですですです。。。。だだだだからからからから、、、、そそそそれれれれををををややややるためにはるためにはるためにはるためには、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルののののキャキャキャキャップップップップとはまたとはまたとはまたとはまた少少少少しししし違違違違ううううシチュエーショシチュエーショシチュエーショシチュエーションンンンだとだとだとだと思思思思ううううののののですですですですがががが、、、、ここここれかられかられかられから家家家家電電電電ににににつつつついてはどいてはどいてはどいてはどんんんんどどどどんんんん捨捨捨捨ててててられられられられているているているているわけわけわけわけですですですですからからからから、、、、捨捨捨捨ててててられられられられているているているている分分分分をどをどをどをどんんんんどどどどんんんんためておためておためておためておければければければければよいよいよいよいわけわけわけわ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らあらあらあらあるるるる一定一定一定一定量量量量になるといになるといになるといになるということなのでうことなのでうことなのでうことなので、、、、工工工工場場場場ををををつつつつくるくるくるくる気気気気にもなるしにもなるしにもなるしにもなるし、、、、動動動動かかかかせるせるせるせる気気気気にもなるしにもなるしにもなるしにもなるし、、、、技術技術技術技術もできるもできるもできるもできるわけわけわけわけでででですすすす。。。。だだだだからからからから今今今今はははは、、、、今今今今のののの経済経済経済経済原原原原則則則則でででで銅銅銅銅だだだだけけけけ取取取取ればればればればよいのよいのよいのよいのだとだとだとだと言言言言っっっってててて全全全全部部部部中中中中国国国国にににに流流流流しているしているしているしているももももののののをををを、、、、とにとにとにとにかかかかくくくくききききちんちんちんちんとととと、、、、コンデンサーコンデンサーコンデンサーコンデンサーななななららららコンデンサーコンデンサーコンデンサーコンデンサーというというというという部部部部品品品品にしたにしたにしたにしたらららら、、、、そそそそれれれれをたをたをたをためておいてめておいてめておいてめておいて、、、、そそそそれがれがれがれがリーリーリーリーガガガガルルルル的的的的にできるようなにできるようなにできるようなにできるような何何何何かがあかがあかがあかがあるとるとるとると、、、、すごくいろすごくいろすごくいろすごくいろんんんんななななリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルがががが進進進進みやみやみやみやすいすいすいすいかかかかなということですなということですなということですなということです。。。。悪悪悪悪いいいい人人人人がががが出出出出ないようなないようなないようなないような形形形形でででで、、、、うまくうまくうまくうまくつつつつくくくくることることることることがががができできできでき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。。。。 

 熊谷熊谷熊谷熊谷准教授准教授准教授准教授 

  時間時間時間時間がががが迫迫迫迫っっっってきててきててきててきて、、、、そろそろそろそろそろそろそろそろ話話話話をまとめなくをまとめなくをまとめなくをまとめなくてはなてはなてはなてはなららららないのですないのですないのですないのですがががが、、、、ままままずずずず、、、、佐藤次長佐藤次長佐藤次長佐藤次長かかかからららら、、、、行行行行政政政政のののの立立立立場場場場からからからからでででで結構結構結構結構ですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、このこのこのこのああああたりたりたりたりからやっからやっからやっからやっていていていていかかかかなくてはななくてはななくてはななくてはなららららないとないとないとないというものをいくいうものをいくいうものをいくいうものをいくつかつかつかつか御御御御呈呈呈呈示示示示願願願願えますえますえますえますかかかか。。。。 

 佐藤次長佐藤次長佐藤次長佐藤次長 

  先先先先ほほほほどもどもどもどもちょっちょっちょっちょっとおとおとおとお話話話話しししし申申申申しししし上上上上げたげたげたげたんんんんですですですですがががが、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、一一一一般般般般廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの減量減量減量減量化化化化なりなりなりなりリサリサリサリサイクルイクルイクルイクル率率率率のののの向向向向上上上上をををを大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題としてとしてとしてとして捉捉捉捉えておりますえておりますえておりますえておりますがががが、、、、ななななかかかかななななかかかかまだうまくまだうまくまだうまくまだうまくいいいいっっっっ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もももあああありりりりましてましてましてまして、、、、全全全全体的体的体的体的なななな底底底底上上上上げをまげをまげをまげをまずずずず第第第第 1 ににににやっやっやっやっていきまていきまていきまていきまししししょょょょうというのうというのうというのうというのがががが 1 つつつつのののの考考考考ええええ方方方方でございますでございますでございますでございます。。。。そのそのそのその上上上上でででで、、、、いろいろいろいろんんんんなななな内容内容内容内容のののの分分分分析析析析ををををここここれかられかられかられからしなきしなきしなきしなきゃゃゃゃななななららららないないないないんんんんですですですですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、市市市市町町町町村村村村のののの方方方方々々々々とととと知知知知恵恵恵恵をををを出出出出しなしなしなしながらがらがらがら、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、事事事事業者業者業者業者のののの方方方方々々々々のごのごのごのご協力協力協力協力もいただもいただもいただもいただきなきなきなきながらがらがらがら、、、、このこのこのこの辺辺辺辺のののの数字数字数字数字をできるをできるをできるをできる限限限限りりりり減減減減ららららせるようにせるようにせるようにせるように、、、、まさにまさにまさにまさに循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会ににににふふふふささささわわわわしいよしいよしいよしいようなうなうなうな数字数字数字数字となるようにとなるようにとなるようにとなるように、、、、取取取取組組組組ををををいいいいちちちち早早早早くくくく進進進進めめめめるというるというるというるということことことことがががが我我我我々々々々のののの喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課課課課題題題題ではないのではないのではないのではないのかかかかなとなとなとなと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

 熊谷熊谷熊谷熊谷准教授准教授准教授准教授 

  はいはいはいはい。。。。そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれのののの立立立立場場場場からからからから、、、、どうでしどうでしどうでしどうでしょょょょううううかかかか。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど、、、、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というというというという話話話話がががが出出出出たとたとたとたと思思思思ううううののののですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、何何何何かかかか環境環境環境環境にににによよよよいことをいことをいことをいことをしたしたしたしたらららら儲儲儲儲かかかかるるるるととととかかかか、、、、得得得得をするようなをするようなをするようなをするような仕組仕組仕組仕組みづみづみづみづくりくりくりくり。。。。悪悪悪悪いことをしたいことをしたいことをしたいことをしたらららら何何何何かかかかペナペナペナペナルティールティールティールティーがががが発発発発するようなするようなするようなするような仕組仕組仕組仕組みづみづみづみづくりくりくりくりというものもというものもというものもというものもああああるるるる程程程程度度度度持持持持ちちちち込込込込まなくまなくまなくまなくてはなてはなてはなてはなららららないのでしないのでしないのでしないのでしょょょょううううがががが、、、、そそそそのののの点点点点ににににつつつついていていていて、、、、何何何何かかかか御意見御意見御意見御意見ははははございますございますございますございますかかかか。。。。 

 白鳥教授白鳥教授白鳥教授白鳥教授 先先先先ほほほほどどどどからからからからおおおお金金金金がががが絡絡絡絡むむむむとなとなとなとなかかかかななななかかかかよくないよくないよくないよくないかかかかもしもしもしもしれれれれないなとないなとないなとないなということをいうことをいうことをいうことを言言言言っっっっていますていますていますていますがががが。。。。だだだだからからからから、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどのベベベベルルルルママママークークークークががががよよよよいのはいのはいのはいのは、、、、おおおお金金金金ではではではではないですよないですよないですよないですよねねねね。。。。心心心心がががが心心心心でででで返返返返っっっってくるてくるてくるてくるみみみみたいなところたいなところたいなところたいなところがあがあがあがあるというのるというのるというのるというのがががが、、、、私私私私ははははそうそうそうそう思思思思いますいますいますいます。。。。ああああまりおまりおまりおまりお金金金金をををを……………………。。。。だだだだからからからから、、、、ここここれれれれ、、、、得得得得すすすするとるとるとるとかかかか儲儲儲儲かかかかるるるるととととかかかかというのでというのでというのでというのでややややるるるるということはということはということはということは、、、、ああああるるるる程程程程度度度度はははは企業企業企業企業としてもとしてもとしてもとしてもききききちんちんちんちんととととししししたたたた利利利利益益益益をををを上上上上げなげなげなげなければければければければななななららららないのですないのですないのですないのですがががが、、、、そそそそればかればかればかればかりになりになりになりになればればればれば少少少少しどうしどうしどうしどうかかかかというというというという気気気気はしまはしまはしまはしますすすす。。。。 
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そそそそれれれれよりもよりもよりもよりも、、、、私私私私ががががいろいろなことでいろいろなことでいろいろなことでいろいろなことで少少少少しししし思思思思っっっっているのはているのはているのはているのは、、、、ややややはりはりはりはりおおおお金金金金、、、、そそそそれかられかられかられから何何何何かかかか代代代代償償償償をもをもをもをもららららうといううといううといううという以外以外以外以外にににに、、、、今今今今よくよくよくよくあちあちあちあちここここちちちちでででで言言言言っっっっているているているているのですのですのですのですがががが、、、、褒褒褒褒めめめめられられられられることることることることっっっってすてすてすてすごくごくごくごく嬉嬉嬉嬉しいしいしいしいですよですよですよですよねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、何何何何かかかか褒褒褒褒めめめめられられられられるるるる、、、、そそそそれかられかられかられから、、、、ややややはりはりはりはり秋田県秋田県秋田県秋田県はすごいとはすごいとはすごいとはすごいと言言言言わわわわれれれれるるるる。。。。例例例例ええええばばばば、、、、大大大大館館館館市市市市はすごいとはすごいとはすごいとはすごいと言言言言われわれわれわれるるるる。。。。そういうことはすごくそういうことはすごくそういうことはすごくそういうことはすごくややややはりはりはりはり励励励励みみみみになるになるになるになるののののだだだだとととと思思思思ううううののののですですですです。。。。そういうところをそういうところをそういうところをそういうところを何何何何かかかかうまくうまくうまくうまく制制制制度度度度としてとしてとしてとして使使使使うというのもうというのもうというのもうというのも１１１１つつつつなのなのなのなのかかかかなとなとなとなと。。。。そそそそれれれれはははは単単単単にににに形形形形骸骸骸骸化化化化ではではではではなくてなくてなくてなくて、、、、本本本本当当当当にににに褒褒褒褒めめめめられられられられたたたたらららら嬉嬉嬉嬉しいしいしいしいよというよというよというよという人人人人ははははたくさたくさたくさたくさんんんんいるといるといるといると思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。おおおお金金金金よりもよりもよりもよりも嬉嬉嬉嬉しいしいしいしい場合場合場合場合ももももあああありますりますりますりますからからからから。。。。非常非常非常非常ににににメンタルメンタルメンタルメンタルなななな面面面面ななななののののですですですですがががが、、、、そのそのそのその辺辺辺辺もももも重要重要重要重要かかかかなとなとなとなと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 熊谷熊谷熊谷熊谷准教授准教授准教授准教授 

  そうですそうですそうですそうですねねねね。。。。私私私私もももも、、、、妻妻妻妻にににに「「「「あんあんあんあんたたたた、、、、そそそそれれれれ、、、、そこにそこにそこにそこに捨捨捨捨ててててちちちちゃゃゃゃだめでしだめでしだめでしだめでしょょょょうううう。。。。」」」」とととと言言言言われわれわれわれたたたたららららカッカッカッカッとくるとくるとくるとくるののののですですですですがががが、、、、娘娘娘娘にににに言言言言われわれわれわれるとるとるとると、「、「、「、「ああああ、、、、そうそうそうそうかかかか。。。。悪悪悪悪かっかっかっかったなたなたなたな。。。。」」」」というというというという気持気持気持気持ちちちちになるになるになるになるののののでででで、、、、確確確確かかかかににににそのへそのへそのへそのへんんんんののののメンタルメンタルメンタルメンタルなななな部部部部分分分分というのはというのはというのはというのは大事大事大事大事かかかかももももししししれれれれないですないですないですないですねねねね。。。。どうでしどうでしどうでしどうでしょょょょううううかかかか、、、、他他他他にににに。。。。 

 三浦三浦三浦三浦社長社長社長社長 

  企業企業企業企業としてとしてとしてとして儲儲儲儲からからからからななななければければければければななななららららないないないないというというというというふふふふうになるとうになるとうになるとうになると、、、、非常非常非常非常にににに汗汗汗汗がががが出出出出ることをることをることをることを言言言言われわれわれわれたたたたののののですですですですがががが、、、、実実実実はははは、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル商商商商品品品品でででで、「、「、「、「おまえおまえおまえおまえののののとことことことこ、、、、ごごごごみみみみ使使使使っっっっててててつつつつくくくくっっっってててているのいるのいるのいるのだだだだからからからから安安安安いだろういだろういだろういだろう」」」」とととと言言言言われわれわれわれるとるとるとると、、、、非常非常非常非常にににに頭頭頭頭がががが痛痛痛痛いですいですいですいです。。。。現実現実現実現実にはにはにはには高高高高いですいですいですいです。。。。ままままああああ、、、、高高高高いものをいものをいものをいものを売売売売るというのはるというのはるというのはるというのは大大大大変変変変なことでございますなことでございますなことでございますなことでございますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、ししししかかかかしなしなしなしながらがらがらがら、、、、先先先先ほほほほどどどど私私私私どものどものどものどもの特徴特徴特徴特徴ああああるるるる商商商商品品品品だということでだということでだということでだということで、、、、ああああるるるる意味意味意味意味ではではではでは、、、、他他他他のののの物物物物よりもよりもよりもよりも長持長持長持長持ちちちちしますししますししますししますし、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルできまできまできまできますよというようなことをすよというようなことをすよというようなことをすよというようなことを言言言言っっっってててて売売売売りりりり込込込込みみみみをしていをしていをしていをしていかかかかななななければければければければなりなりなりなりませませませませんけれんけれんけれんけれどもどもどもども、、、、リサイリサイリサイリサイクルクルクルクル事事事事業業業業というのはというのはというのはというのは、、、、利利利利益益益益ももももななななければければければければななななららららないとないとないとないと思思思思いますいますいますいますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、現実現実現実現実はははは高高高高いいいい商商商商品品品品なのなのなのなのでででで、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだ少少少少しししし課課課課題題題題があがあがあがありますりますりますります。。。。 ただただただただ、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ付付付付けけけけ加加加加えますえますえますえますとととと、、、、ああああるるるる意味意味意味意味ででででリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事事事事業業業業というのはというのはというのはというのは物語物語物語物語になるとになるとになるとになると思思思思ううううののののですですですです。。。。ややややはりはりはりはり何何何何かかかか物語物語物語物語的的的的なことなことなことなことががががないとないとないとないと事事事事業業業業ということになということになということになということになっっっっててててつつつつなななながっがっがっがっていていていていかかかかないないな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、、、、例例例例をををを１１１１つつつつおおおお知知知知ららららせしますせしますせしますせします。。。。例例例例ええええばばばば、、、、ここここれれれれはははは私私私私立立立立のののの学学学学校校校校ですですですですがががが、、、、ああああるるるる学学学学校校校校のののの校舎校舎校舎校舎をををを建建建建てててて替替替替えするとえするとえするとえすると言言言言いましたいましたいましたいましたらららら、、、、そこにそこにそこにそこに、、、、昔昔昔昔からからからから、、、、何何何何十十十十年年年年前前前前からからからからののののポポポポプラプラプラプラのののの木木木木があっがあっがあっがあったとたとたとたと。。。。そこをそこをそこをそこを伐伐伐伐採採採採してしてしてして建建建建てなてなてなてなければければければければななななららららないないないないとなとなとなとなっっっったたたたけけけけどどどど、、、、そのそのそのその思思思思いいいい出出出出ののののああああるものるものるものるものををををそのそのそのそのまままままままま伐伐伐伐採採採採してしてしてして焼却焼却焼却焼却してしてしてして燃燃燃燃ややややすすすすのではのではのではのでは意味意味意味意味ががががないないないない。。。。そそそそれれれれをををを秋田秋田秋田秋田ウッドウッドウッドウッドへへへへ持持持持っっっっていていていていっっっってててて、、、、使使使使いいいいたいたいたいたいけれけれけれけれどもどもどもどもすすすすぐぐぐぐ使使使使えないえないえないえない――――――――先先先先ほほほほどどどど言言言言っっっったようにたようにたようにたように間間間間伐伐伐伐材材材材がががが使使使使えないとえないとえないとえないと同同同同じじじじでででで、、、、乾燥乾燥乾燥乾燥してしてしてしていないないないなければければければければななななららららないのでないのでないのでないので、、、、１１１１年年年年放放放放っっっっておいておいておいておいたとしたとしたとしたとしてもてもてもても、、、、乾乾乾乾かかかかしてしてしてして、、、、再度利用再度利用再度利用再度利用してしてしてして、、、、そそそそれれれれをををを使使使使っっっってくださいとてくださいとてくださいとてくださいと。。。。そしてそしてそしてそして私私私私どものどものどものどもの校舎校舎校舎校舎ををををつつつつくくくくっっっったときにたときにたときにたときに、、、、デッデッデッデッキキキキなりなりなりなり、、、、ルールールールーババババーーーーなりなりなりなり、、、、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つつつつくくくくっっっっ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子子子子どもどもどもどもたたたたちちちちにににに教教教教えるというえるというえるというえるということことことことがあがあがあがありましたりましたりましたりました。。。。そうそうそうそういういういういう物語物語物語物語ののののああああることをることをることをることをややややるということるということるということるということががががこのこのこのこのリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル産業産業産業産業のののの１１１１つつつつのののの、、、、ここここれかられかられかられからのののの大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題になるになるになるになるのではのではのではのではないないないないかかかかとととと思思思思っっっってててて、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを言言言言っっっってててて私私私私ががががセールスセールスセールスセールスにににに行行行行っっっったたたたらららら、、、、ここここここここのところのところのところのところ、、、、連続連続連続連続４４４４つつつつぐぐぐぐららららいのいのいのいの学学学学校校校校からからからから問問問問いいいい合合合合わわわわせせせせがががが来来来来ましたましたましたました。。。。まさしくこまさしくこまさしくこまさしくこれれれれはははは企業企業企業企業としてとしてとしてとして大事大事大事大事ななななセールスセールスセールスセールスですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、ああああるるるる意味意味意味意味ではではではでは、、、、企業企業企業企業としてのとしてのとしてのとしての１１１１つつつつのののの生生生生きききき残残残残りりりりのののの方方方方法法法法かかかかもしもしもしもしれれれれないないないない、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル産業産業産業産業にはにはにはにはああああるるるる意味意味意味意味のののの物語物語物語物語がががが必要必要必要必要ではではではではないないないないかかかかなということでなということでなということでなということで、、、、ややややはりはりはりはり楽楽楽楽しくしくしくしくやらやらやらやらななななければければければければななななららららないとないとないとないと、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルもももも楽楽楽楽しくしくしくしくななななければければければければななななららららないのではないないのではないないのではないないのではないかかかかなとなとなとなと思思思思いますいますいますいます。。。。ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル１１１１つつつつををををととととっっっってもてもてもても、、、、そそそそれれれれはははは、、、、ああああるるるる意味意味意味意味ではではではでは、、、、子子子子どもどもどもどもたたたたちがちがちがちが集集集集めたものめたものめたものめたもの



 34

ががががこういうこういうこういうこういうベベベベンチンチンチンチになになになになっっっったりたりたりたり、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうにななななっっっったりするのだよたりするのだよたりするのだよたりするのだよ、、、、ということをということをということをということを教教教教えるえるえるえることことことことががががややややはりはりはりはり１１１１つつつつのののの物語物語物語物語ではではではではないのないのないのないのかかかかなとなとなとなと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、余余余余計計計計なななな話話話話かかかかとととと思思思思いますいますいますいますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、ああああえてえてえてえて言言言言わわわわせていただきましたせていただきましたせていただきましたせていただきました。。。。 

 熊谷熊谷熊谷熊谷准教授准教授准教授准教授 

  どうもどうもどうもどうもあああありりりりががががとうございますとうございますとうございますとうございます。。。。何何何何かかかかリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルととととかかかか循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ととととかかかかというとというとというとというと、、、、気持気持気持気持ちがちがちがちが暗暗暗暗くなるくなるくなるくなる話話話話がががが多多多多いいいいのですのですのですのですがががが、、、、楽楽楽楽しくしくしくしくややややるるるるというのというのというのというのがががが大事大事大事大事なななな要要要要素素素素ででででああああるとのことでするとのことでするとのことでするとのことですねねねね。。。。 

  他他他他にににに何何何何かかかかございますございますございますございますかかかか。。。。 

 那須那須那須那須環境環境環境環境カウンセラーカウンセラーカウンセラーカウンセラー 

  最最最最初初初初にもにもにもにも言言言言いましたいましたいましたいましたけれけれけれけれどもどもどもども、、、、台台台台所所所所でいろいろでいろいろでいろいろでいろいろ実実実実験験験験ををををしなしなしなしながらがらがらがら、、、、工夫工夫工夫工夫しなしなしなしながらがらがらがら、、、、知知知知恵恵恵恵をををを働働働働かかかかせてせてせてせてややややるるるる、、、、そういうそういうそういうそういう楽楽楽楽ししししみがみがみがみが今今今今までまでまでまで続続続続いてきたといてきたといてきたといてきたと思思思思っっっってててておりますおりますおりますおります。。。。最最最最初初初初、、、、私私私私、、、、広広広広報報報報にににによよよよっっっってこてこてこてこれれれれにににに取取取取りりりり組組組組んんんんだときにだときにだときにだときに、、、、先先先先ほほほほどどどどほほほほめるというめるというめるというめるという言言言言葉葉葉葉があがあがあがありましたりましたりましたりましたけけけけれれれれどもどもどもども、、、、ほほほほめるめるめるめるどころどころどころどころかかかか、、、、何何何何かかかか変変変変人人人人みみみみたいなたいなたいなたいな、、、、そういうそういうそういうそういう感感感感じじじじでででで見見見見られられられられましたましたましたましたねねねね。。。。今今今今はははは、、、、我我我我がががが家家家家のごのごのごのごみみみみはははは１１１１人人人人１１１１日日日日 100 グラムグラムグラムグラムをををを切切切切っっっっておりますておりますておりますております。。。。先先先先ほほほほどどどど県県県県のののの調調調調査査査査ではではではでは１１１１ｋｋｋｋｇｇｇｇをををを超超超超えているということえているということえているということえているということですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、ここここれれれれはだはだはだはだれれれれももももほほほほめてはくめてはくめてはくめてはくれれれれませませませませんんんん。。。。我我我我がががが家家家家のののの、、、、実実実実際際際際にににに環境環境環境環境家計家計家計家計簿簿簿簿ををををつけつけつけつけてててているといるといるといると、、、、そういうそういうそういうそういう効効効効果果果果、、、、実実実実績績績績というものというものというものというものがががが、、、、微微微微々々々々たるものでしたるものでしたるものでしたるものでしょょょょううううがががが、、、、電気電気電気電気でもでもでもでも何何何何でもでもでもでも、、、、実実実実際際際際にににに数数数数値値値値からからからから見見見見てててて得得得得をしているをしているをしているをしている実感実感実感実感からからからから継継継継続続続続していますしていますしていますしています。。。。ただただただただ頭頭頭頭でででで考考考考えてもえてもえてもえてもわからわからわからわからないないないないのでのでのでので、、、、私私私私はははは、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県内内内内にににに環境環境環境環境家計家計家計家計簿簿簿簿、、、、エコエコエコエコ家計家計家計家計簿簿簿簿をもをもをもをもっっっっともともともともっっっっとととと普及普及普及普及させてさせてさせてさせて、、、、各各各各自自自自のののの家家家家のののの実実実実態態態態をををを把握把握把握把握すすすすればればればれば、、、、面面面面白白白白ささささがががが実感実感実感実感できできできでき、、、、数数数数値値値値がががが語語語語っっっってくてくてくてくれれれれますますますます。。。。ですですですですからからからから、、、、是是是是非非非非ここここれかられかられかられから、、、、ほほほほめてもめてもめてもめてもららららうためにはうためにはうためにはうためには環境環境環境環境家計家計家計家計簿簿簿簿ををををつけつけつけつけてててて、、、、自自自自分分分分のののの家家家家のののの実実実実態態態態をををを知知知知ることにしたいなとることにしたいなとることにしたいなとることにしたいなと希希希希望望望望しますしますしますします。。。。 

 熊谷熊谷熊谷熊谷准教授准教授准教授准教授 

  我我我我々々々々をををを含含含含めてめてめてめて、、、、ここにいここにいここにいここにいらっらっらっらっししししゃゃゃゃるるるる会場会場会場会場のののの皆皆皆皆ささささんんんんもももも、、、、けっけっけっけっしてしてしてして那須那須那須那須ささささんんんんのことをのことをのことをのことを変変変変人人人人だだだだななななんんんんてててて思思思思っっっってないですよてないですよてないですよてないですよねねねね。。。。ここここれれれれはもうはもうはもうはもう賞賛賞賛賞賛賞賛にににに値値値値することだとすることだとすることだとすることだと思思思思いますいますいますいます。。。。100ｇｇｇｇというごというごというごというごみみみみのののの量量量量というのはというのはというのはというのは、、、、もうもうもうもう驚異驚異驚異驚異的的的的にににに少少少少ないとないとないとないと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  何何何何かかかか、、、、福岡福岡福岡福岡ささささんんんん、、、、ございますございますございますございますかかかか。。。。 

 福岡部長福岡部長福岡部長福岡部長 

  少少少少しだしだしだしだけけけけ言言言言わわわわせていただきますせていただきますせていただきますせていただきますけれけれけれけれどもどもどもども、、、、家家家家庭庭庭庭でのでのでのでのコンコンコンコンポポポポストストストストっっっっててててあああありますよりますよりますよりますよねねねね。。。。ううううちちちちのののの実家実家実家実家のののの母母母母親親親親がががが、、、、今今今今、、、、七七七七十十十十六六六六、、、、七七七七になるになるになるになるののののですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、ずっずっずっずっとととと使使使使っっっってててていいいいたとたとたとたと。。。。最最最最近近近近、、、、そそそそののののコンコンコンコンポポポポストストストストでできたでできたでできたでできた土土土土でででで野菜野菜野菜野菜ををををつつつつくくくくっっっったたたたらららら、、、、少少少少しししし変変変変なななな野菜野菜野菜野菜がががができできできできちちちちゃゃゃゃっっっったたたた。。。。だだだだからからからからもうもうもうもうあれあれあれあれにににに入入入入れれれれるるるるのをのをのをのをややややめめめめちちちちゃゃゃゃっっっったとたとたとたと。「。「。「。「どうしてどうしてどうしてどうして？？？？」」」」とととと。。。。最最最最近近近近、、、、ややややはりはりはりはり健健健健康康康康だだだだからからからからということということということということでででで、、、、果物果物果物果物までまでまでまで全全全全部部部部入入入入れれれれてててているのいるのいるのいるのだよとだよとだよとだよと。「。「。「。「いいいいやあやあやあやあ、、、、おおおおっかっかっかっかささささんんんん、、、、そそそそれれれれ、、、、果物果物果物果物っっっってててて、、、、外外外外国国国国からからからから来来来来たたたたやつやつやつやつだろうだろうだろうだろう。。。。ワックスワックスワックスワックス塗塗塗塗っっっったりたりたりたり、、、、農農農農薬薬薬薬つつつついたりいたりいたりいたり、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうになうになうになうになっっっってるてるてるてるからからからから、、、、もうもうもうもうややややめろめろめろめろ」」」」とととと。。。。ということでということでということでということで、、、、ごごごごみみみみのののの捨捨捨捨てててて方方方方もももも、、、、ききききちんちんちんちんとととと勉勉勉勉強強強強しないとしないとしないとしないと変変変変なななな方方方方向向向向にににに行行行行っっっってしてしてしてしまいますよというようなことまいますよというようなことまいますよというようなことまいますよというようなことですですですです。。。。 そそそそれかられかられかられから、、、、このこのこのこの間間間間、、、、大大大大館館館館市市市市のののの、、、、ここここれれれれはははは本本本本格格格格的的的的ななななコンコンコンコンポポポポストセンターストセンターストセンターストセンターのののの責任責任責任責任者者者者のののの方方方方がががが来来来来まままましてしてしてして、「、「、「、「いいいいやあやあやあやあ、、、、伊徳伊徳伊徳伊徳ささささんんんん、、、、随随随随分分分分最最最最近近近近、、、、重量多重量多重量多重量多いですよいですよいですよいですよねねねね」。「」。「」。「」。「ううううーーーーんんんん、、、、おそおそおそおそららららくくくく果物果物果物果物、、、、グレグレグレグレープフルーープフルーープフルーープフルーツツツツととととかかかか、、、、ああああああああいういういういうももももののののがががが売売売売れれれれなくてなくてなくてなくて、、、、そのままいそのままいそのままいそのままいっっっってててていいいいるるるるんじんじんじんじゃゃゃゃないのないのないのないの。。。。そのそのそのその



 35

水分水分水分水分がががが多多多多いいいいんじんじんじんじゃゃゃゃないのないのないのないの」。」。」。」。そそそそれれれれでででで、、、、考考考考えたときにえたときにえたときにえたときに、、、、自自自自分分分分のののの家家家家のこととのこととのこととのこととコンコンコンコンポポポポストセンターストセンターストセンターストセンターのことのことのことのことをををを考考考考えたときにえたときにえたときにえたときに、「、「、「、「土土土土っっっっ恋恋恋恋ししししょょょょ」」」」がががが本本本本当当当当にににに安安安安全全全全にできているのにできているのにできているのにできているのかかかかというとというとというとというと、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだそこそこそこそこらららら辺辺辺辺はははは我我我我々々々々もももも注意注意注意注意しなしなしなしながらがらがらがら、、、、捨捨捨捨てるてるてるてるときにときにときにときに、、、、農農農農薬薬薬薬をををを使使使使っっっったものはそたものはそたものはそたものはそっちっちっちっちにはにはにはには捨捨捨捨てないてないてないてないでででで、、、、焼却焼却焼却焼却にににに回回回回すとすとすとすとかかかかというというというという工夫工夫工夫工夫をしていをしていをしていをしていかかかかななななければければければければななななららららないないないないののののかかかかなというなというなというな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。。。。     最後最後最後最後にににに、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルののののキャキャキャキャップップップップととととかっかっかっかっててててあああありましたりましたりましたりましたけれけれけれけれどもどもどもども、、、、最最最最近近近近、、、、スチールスチールスチールスチール缶缶缶缶ののののププププルタルタルタルタブブブブ、、、、最最最最近近近近はもうはもうはもうはもう、、、、飲飲飲飲んんんんだだだだらららら普普普普通通通通にににに手手手手首首首首がががが動動動動くようになくようになくようになくようになっっっったたたたののののですよですよですよですよ。。。。もうすもうすもうすもうすぐぐぐぐ外外外外してしてしてして、、、、ぽんぽんぽんぽんとととと入入入入れられれられれられれられるようになるようになるようになるようになっっっってててて。。。。だだだだからからからから、、、、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちもももも、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル活活活活動動動動というのというのというのというのがががが普普普普通通通通にできるようににできるようににできるようににできるように、、、、親親親親ととととかかかか私私私私たたたたちからちからちからちから示示示示していくのしていくのしていくのしていくのががががいいいいいいいいのではのではのではのではないのないのないのないのかかかかなというなというなというな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。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 熊谷熊谷熊谷熊谷准教授准教授准教授准教授     はいはいはいはい。。。。まだどなたまだどなたまだどなたまだどなたかかかかございますございますございますございますかかかか。。。。     ではではではでは、、、、そろそろそろそろそろそろそろそろ時間時間時間時間もももも迫迫迫迫っっっってきましたのでてきましたのでてきましたのでてきましたので、、、、まとめたいとまとめたいとまとめたいとまとめたいと思思思思いますいますいますいます。。。。行行行行政政政政、、、、一一一一般般般般市民市民市民市民、、、、事事事事業者業者業者業者、、、、研究研究研究研究者者者者、、、、いろいろいろいろんんんんなななな立立立立場場場場でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいらっらっらっらっししししゃゃゃゃっっっってててて、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ課課課課題題題題があがあがあがありますりますりますります。。。。昔昔昔昔のののの、、、、例例例例ええええばばばば公公公公害害害害問題問題問題問題とととと違違違違っっっってててて、、、、昨昨昨昨今今今今のののの環境環境環境環境問題問題問題問題はははは非常非常非常非常にににに複複複複雑雑雑雑ですですですです。。。。我我我我々々々々一人一一人一一人一一人一人人人人がががが原原原原因因因因ををををつつつつくくくくっっっっているしているしているしているし、、、、そのそのそのその影響影響影響影響をををを我我我我々々々々一人一人一人一人一人一人一人一人がががが被被被被っっっっているているているている。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、ここここれれれれはははは我我我我々々々々一人一人一人一人一一一一人人人人がががができるところできるところできるところできるところからやらからやらからやらからやらなくてはなくてはなくてはなくてはななななららららないないないないことだとことだとことだとことだと思思思思いますいますいますいます。。。。     今今今今日日日日ののののパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ出出出出てきましたてきましたてきましたてきましたがががが、、、、どうどうどうどうやらやらやらやらキキキキーワードーワードーワードーワードはははは、、、、楽楽楽楽ししししみみみみなななながらやがらやがらやがらやるるるる。。。。何何何何もももも悲壮悲壮悲壮悲壮感感感感漂漂漂漂わわわわせてせてせてせてややややるるるるのではのではのではのではなくてなくてなくてなくて、、、、秋田秋田秋田秋田はははは楽楽楽楽ししししんんんんでごでごでごでごみみみみのののの減量減量減量減量化化化化ををををしようしようしようしようじじじじゃゃゃゃないないないないかかかか。。。。ごごごごみみみみのののの削削削削減減減減にににに努努努努力力力力しているしているしているしている人人人人はははは褒褒褒褒めようめようめようめようじじじじゃゃゃゃないないないないかかかか。。。。そこそこそこそこららららへへへへんんんんががががどどどどううううやらやらやらやらキキキキーワードーワードーワードーワードというというというという感感感感じがじがじがじがしますしますしますします。。。。我我我我々々々々、、、、そしてそしてそしてそして今今今今日日日日からからからからはははは、、、、ここにいここにいここにいここにいらっらっらっらっししししゃゃゃゃるるるる皆皆皆皆ささささんんんんともどもともどもともどもともども、、、、美美美美しいしいしいしい秋田秋田秋田秋田ををををつつつつくるためにくるためにくるためにくるために、、、、楽楽楽楽ししししみみみみなななながらがらがらがら、、、、そしてそしてそしてそして褒褒褒褒めめめめ合合合合いないないないながらがらがらがら、、、、ごごごごみみみみのないのないのないのない社会社会社会社会をををを築築築築いていいていいていいていければければければければとととと思思思思いますいますいますいます。。。。     ではではではでは、、、、ここここれれれれででででパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション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。。。。パネリストパネリストパネリストパネリストのののの方方方方にもうにもうにもうにもう一一一一度拍手度拍手度拍手度拍手をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会     パネリストパネリストパネリストパネリストのののの皆様皆様皆様皆様、、、、あああありりりりががががとうございましたとうございましたとうございましたとうございました。。。。そしてそしてそしてそしてコーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターをををを務務務務めていただめていただめていただめていただきましたきましたきましたきました熊谷様熊谷様熊谷様熊谷様にいまにいまにいまにいま一一一一度盛度盛度盛度盛大大大大なななな拍手拍手拍手拍手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。あああありりりりががががとうございましたとうございましたとうございましたとうございました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））     ではではではでは、、、、ここでここでここでここで皆様皆様皆様皆様におにおにおにお知知知知ららららせせせせががががございますございますございますございます。。。。ああああすすすす９９９９月月月月１１１１日日日日（（（（土土土土））））とととと２２２２日日日日（（（（日日日日））））のののの２２２２日間日間日間日間、、、、ああああきたきたきたきたエコエコエコエコ＆＆＆＆リサイクルフリサイクルフリサイクルフリサイクルフェェェェスティスティスティスティババババルルルルがががが秋田秋田秋田秋田駅駅駅駅前前前前アアアアゴゴゴゴララララ広広広広場場場場「「「「ビッグルーフビッグルーフビッグルーフビッグルーフ」」」」・・・・「「「「ぽぽぽぽぽぽぽぽろろろろーーーーどどどど」」」」をををを会場会場会場会場にににに開催開催開催開催さささされれれれますますますます。。。。ぜひぜひぜひぜひ御御御御参加参加参加参加いただきますよういただきますよういただきますよういただきますよう、、、、おおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。     そそそそれれれれではではではでは、、、、ここここれれれれをもをもをもをもちちちちましてましてましてまして、、、、ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム ｉｎｉｎｉｎｉｎ ああああきたきたきたきた ２００７２００７２００７２００７をををを閉閉閉閉会会会会いたしますいたしますいたしますいたします。。。。本日本日本日本日はははは長時間長時間長時間長時間ににににわわわわたりたりたりたりおおおお付付付付きききき合合合合いをいただきましていをいただきましていをいただきましていをいただきまして、、、、誠誠誠誠ににににあああありりりりががががとうござとうござとうござとうございましたいましたいましたいました。。。。 

 

 


