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－－－－松山松山松山松山・フライブルク・フライブルク・フライブルク・フライブルク姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携 20 周年記念周年記念周年記念周年記念－－－－ 

ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・松山松山松山松山 

～～～～松山松山松山松山はははは太陽太陽太陽太陽のののの森森森森～～～～ 

 日時日時日時日時    ：：：：    2009 年年年年 4 月月月月 17 日日日日（（（（金金金金））））13:30－－－－16:40 場所場所場所場所    ：：：：    松山市総合松山市総合松山市総合松山市総合コミュニティーセンターコミュニティーセンターコミュニティーセンターコミュニティーセンター企画展示企画展示企画展示企画展示ホールホールホールホール 

 プログラムプログラムプログラムプログラム 開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶          岡本誠司岡本誠司岡本誠司岡本誠司    氏氏氏氏 松山副市長松山副市長松山副市長松山副市長 

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

 記念講演記念講演記念講演記念講演         「「「「フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク市市市市におけるにおけるにおけるにおける再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの活用活用活用活用」」」」 

Dr. Dieter Salomon   フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク市長市長市長市長 

 基調基調基調基調講演講演講演講演     「「「「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とととと松山松山松山松山サンシャインプロジェクトサンシャインプロジェクトサンシャインプロジェクトサンシャインプロジェクト」」」」 

              坂本憲一坂本憲一坂本憲一坂本憲一  氏氏氏氏      国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムアドバイザーゼロエミッションフォーラムアドバイザーゼロエミッションフォーラムアドバイザーゼロエミッションフォーラムアドバイザー 

 パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション テーマテーマテーマテーマ  「「「「地域特性地域特性地域特性地域特性をををを生生生生かしたかしたかしたかした自然自然自然自然エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの活用活用活用活用についてについてについてについて」」」」 

              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 戒田節子戒田節子戒田節子戒田節子  氏氏氏氏      南海放送南海放送南海放送南海放送アナウンサーアナウンサーアナウンサーアナウンサー 

              パネリストパネリストパネリストパネリスト 竹林征雄竹林征雄竹林征雄竹林征雄  氏氏氏氏      国連大学国連大学国連大学国連大学 ZEF プログラムコーディネータープログラムコーディネータープログラムコーディネータープログラムコーディネーター 

              Dr. Dieter Salomon  フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク市長市長市長市長 

              中村時広中村時広中村時広中村時広  氏氏氏氏      松山市長松山市長松山市長松山市長 

              池内計司池内計司池内計司池内計司  氏氏氏氏      池内池内池内池内タオルタオルタオルタオル株式会社株式会社株式会社株式会社 

              佐佐佐佐々々々々木幸子氏木幸子氏木幸子氏木幸子氏      (社社社社)愛媛県建築士会松山支部愛媛県建築士会松山支部愛媛県建築士会松山支部愛媛県建築士会松山支部 

 

 議事議事議事議事 

 司会司会司会司会 

  会場会場会場会場のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中をようこそおをようこそおをようこそおを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。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、ただいまからただいまからただいまからただいまから、、、、松山市並松山市並松山市並松山市並びにびにびにびに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のゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラム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、、、、松山松山松山松山・フライブルク・フライブルク・フライブルク・フライブルク姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携 20 周年記念周年記念周年記念周年記念「「「「ゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラム・イン・ム・イン・ム・イン・ム・イン・松山松山松山松山」」」」をををを開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします。。。。きょうのきょうのきょうのきょうの司会司会司会司会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、、、、南海放送南海放送南海放送南海放送のののの戒戒戒戒田節子田節子田節子田節子ですですですです。。。。どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 開会開会開会開会あいさつあいさつあいさつあいさつ    
 司会司会司会司会     それではそれではそれではそれでは、、、、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、、、、まずまずまずまず、、、、岡本誠司松山市副市長岡本誠司松山市副市長岡本誠司松山市副市長岡本誠司松山市副市長よりよりよりより皆様皆様皆様皆様にごあいさつをにごあいさつをにごあいさつをにごあいさつ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。。。。副市長副市長副市長副市長、、、、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。。。。 

 岡本副市長岡本副市長岡本副市長岡本副市長     皆様皆様皆様皆様、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。松山市松山市松山市松山市のののの副市長副市長副市長副市長のののの岡本岡本岡本岡本とととと申申申申しますしますしますします。。。。後後後後ほどほどほどほど、、、、中村松山市長中村松山市長中村松山市長中村松山市長、、、、パネルパネルパネルパネル
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ディスカッションにディスカッションにディスカッションにディスカッションに出席出席出席出席させていただきますがさせていただきますがさせていただきますがさせていただきますが、、、、あいさつのほうはあいさつのほうはあいさつのほうはあいさつのほうは、、、、恐縮恐縮恐縮恐縮ですがですがですがですが、、、、かわりかわりかわりかわりましてましてましてまして私私私私のほうからさせていただきたいとのほうからさせていただきたいとのほうからさせていただきたいとのほうからさせていただきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  ゼロエゼロエゼロエゼロエミッションフォーラム・イン・ミッションフォーラム・イン・ミッションフォーラム・イン・ミッションフォーラム・イン・松山松山松山松山がががが開催開催開催開催されますことにされますことにされますことにされますことに関関関関しましてしましてしましてしまして、、、、関係者関係者関係者関係者のののの多多多多くのくのくのくの方方方方々々々々にごにごにごにご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、、、、またまたまたまた多多多多くのくのくのくの方方方方々々々々にごにごにごにご参加参加参加参加いただきましていただきましていただきましていただきまして、、、、参加参加参加参加するするするすることができましてことができましてことができましてことができまして、、、、まずまずまずまず初初初初めにめにめにめに御礼御礼御礼御礼をををを申申申申しししし上上上上げたいというふうにげたいというふうにげたいというふうにげたいというふうに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。。。。 

  またまたまたまた、、、、国内外国内外国内外国内外でででで環境問題環境問題環境問題環境問題がががが大大大大きくきくきくきく話題話題話題話題になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。またまたまたまた、、、、低炭素社会低炭素社会低炭素社会低炭素社会のののの実現実現実現実現といといといということにうことにうことにうことに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、まさにまさにまさにまさに世界共通世界共通世界共通世界共通のののの課題課題課題課題となっているところでございますしとなっているところでございますしとなっているところでございますしとなっているところでございますし、、、、またまたまたまた、、、、低炭素社会低炭素社会低炭素社会低炭素社会のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてのけてのけてのけての取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと申申申申しますのはしますのはしますのはしますのは、、、、今今今今後後後後のののの経済成経済成経済成経済成長長長長のののの核核核核になるとになるとになるとになるともももも考考考考えられておりましてえられておりましてえられておりましてえられておりまして、、、、我我我我がががが国国国国ででででももももさまざまなさまざまなさまざまなさまざまな政策政策政策政策をををを打打打打ちちちち出出出出しているところでございますしているところでございますしているところでございますしているところでございます。。。。 

  松山松山松山松山、、、、フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク、、、、両両両両市市市市がががが姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市となりましてとなりましてとなりましてとなりまして今今今今年年年年がががが 20 周年周年周年周年というというというという記念記念記念記念すすすすべべべべきききき年年年年にににに当当当当たるわけですけれどたるわけですけれどたるわけですけれどたるわけですけれどもももも、、、、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とのゼロエミッションフォーラムとのゼロエミッションフォーラムとのゼロエミッションフォーラムとの共共共共同同同同によりましによりましによりましによりましてててて、、、、このゼロエミッションフォーラム・イン・このゼロエミッションフォーラム・イン・このゼロエミッションフォーラム・イン・このゼロエミッションフォーラム・イン・松山松山松山松山がががが、、、、市市市市民民民民やややや関係者関係者関係者関係者のののの皆皆皆皆さんさんさんさん多多多多数数数数のごのごのごのご参参参参加加加加ののののももももとととと開催開催開催開催されますことはされますことはされますことはされますことは、、、、まことにまことにまことにまことに時時時時宜宜宜宜をををを得得得得たたたたもももものでのでのでのでももももございますしございますしございますしございますし、、、、大大大大変変変変ありがたありがたありがたありがたいというふうにいというふうにいというふうにいというふうに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。。。。開催開催開催開催にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、ごごごご協力協力協力協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国際連合大国際連合大国際連合大学学学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、、、、フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク市市市市、、、、そしてパネリストのそしてパネリストのそしてパネリストのそしてパネリストの皆皆皆皆様様様様のごのごのごのご協力協力協力協力にににに関関関関しましてしましてしましてしまして深深深深くくくく感謝感謝感謝感謝申申申申しししし上上上上げるところでございますげるところでございますげるところでございますげるところでございます。。。。 

  松山松山松山松山とフライブルクとフライブルクとフライブルクとフライブルク、、、、20 年年年年にわたりましてさまざまなにわたりましてさまざまなにわたりましてさまざまなにわたりましてさまざまな交流交流交流交流をををを続続続続けてきたわけでございまけてきたわけでございまけてきたわけでございまけてきたわけでございますけれどすけれどすけれどすけれどもももも、、、、特特特特にににに環境環境環境環境分野分野分野分野でのでのでのでの交流交流交流交流はははは実実実実りりりり多多多多いいいいもももものとなっておりますのとなっておりますのとなっておりますのとなっております。。。。環境環境環境環境首首首首都都都都とととと称称称称されされされされますフライブルクますフライブルクますフライブルクますフライブルク市市市市のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに影響影響影響影響をををを受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、松山市松山市松山市松山市はははは都市環境学都市環境学都市環境学都市環境学習習習習センターをセンターをセンターをセンターを開開開開設設設設したりしたりしたりしたり、、、、またまたまたまた公公公公共共共共交交交交通通通通機機機機関関関関をををを積極的積極的積極的積極的にににに利利利利用用用用しましたしましたしましたしました松山市松山市松山市松山市オムニバスタウンオムニバスタウンオムニバスタウンオムニバスタウン計画計画計画計画をををを策定策定策定策定しししし、、、、またまたまたまた昨昨昨昨年年年年 1 月月月月にはにはにはには、、、、国国国国にににに先駆先駆先駆先駆けるけるけるける形形形形でででで脱温暖化脱温暖化脱温暖化脱温暖化とととと産業創産業創産業創産業創出出出出をををを目指目指目指目指しましたしましたしましたしました松山松山松山松山サンシサンシサンシサンシャインプロジェクトをスタートさせたところでござャインプロジェクトをスタートさせたところでござャインプロジェクトをスタートさせたところでござャインプロジェクトをスタートさせたところでございますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、近近近近年話題年話題年話題年話題のグリーンのグリーンのグリーンのグリーン電電電電力力力力証書証書証書証書にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、証書発行証書発行証書発行証書発行事事事事業体業体業体業体、、、、事事事事業業業業所所所所、、、、証書証書証書証書をををを発行発行発行発行するにはするにはするにはするには資格資格資格資格がががが要要要要るわけなるわけなるわけなるわけなんですけれどんですけれどんですけれどんですけれどもももも、、、、そのそのそのその資格資格資格資格をををを日本日本日本日本のののの自自自自治体治体治体治体でででで初初初初めてめてめてめて松山市松山市松山市松山市がががが取取取取得得得得いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、モモモモデルデルデルデル事事事事業業業業もももも今今今今年年年年度度度度からからからから開開開開始始始始するということでするということでするということでするということで、、、、積極的積極的積極的積極的なななな施策施策施策施策をををを打打打打ちちちち出出出出してきたとしてきたとしてきたとしてきたところでございますころでございますころでございますころでございます。。。。 

  我我我我がががが国国国国はははは、、、、世界世界世界世界のののの中中中中ででででもももも大大大大変変変変すすすすぐぐぐぐれたれたれたれた省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー技術技術技術技術、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル技術技術技術技術、、、、またまたまたまた公害公害公害公害問問問問題題題題やややや環境問題環境問題環境問題環境問題でさまざまなでさまざまなでさまざまなでさまざまな厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況をををを乗乗乗乗りりりり越越越越えたえたえたえた、、、、そういうそういうそういうそういう経験経験経験経験があるわけでございまがあるわけでございまがあるわけでございまがあるわけでございましてしてしてして、、、、さらにさらにさらにさらに環境環境環境環境政策政策政策政策をををを推進推進推進推進すすすすべべべべくくくく、、、、我我我我がががが国国国国政府政府政府政府はははは、、、、ドイドイドイドイツツツツ政政政政府府府府のののの影響影響影響影響をををを受受受受けるけるけるける形形形形でででで、、、、太太太太陽光発電陽光発電陽光発電陽光発電のののの普及普及普及普及にににに向向向向けましてけましてけましてけまして太陽光太陽光太陽光太陽光のののの発電発電発電発電システムのシステムのシステムのシステムの補助補助補助補助金金金金をををを復復復復活活活活しししし、、、、またまたまたまた太陽光太陽光太陽光太陽光からからからから出出出出ましたましたましたました余剰電余剰電余剰電余剰電力力力力をををを固定価格買固定価格買固定価格買固定価格買取取取取制度制度制度制度、、、、これはドイこれはドイこれはドイこれはドイツツツツのののの制度制度制度制度にににに影響影響影響影響をををを受受受受けたけたけたけた形形形形でででで導入導入導入導入するとするとするとするといういういういう方方方方針針針針をををを打打打打ちちちち出出出出すなどすなどすなどすなど、、、、環境環境環境環境分野分野分野分野のののの交流交流交流交流にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては単単単単にににに交流交流交流交流にとどまるにとどまるにとどまるにとどまるもももものではなのではなのではなのではなくてくてくてくて、、、、我我我我々々々々のののの現実現実現実現実のののの生活生活生活生活ににににもももも政策政策政策政策ににににもももも影響影響影響影響をををを与与与与えるえるえるえるももももの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。。。。 

  そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、環境環境環境環境政策政策政策政策にににに大大大大変注目変注目変注目変注目がががが集集集集まるまるまるまる中中中中でででで、、、、本日本日本日本日、、、、サロサロサロサロモモモモン・フライブルクン・フライブルクン・フライブルクン・フライブルク市長市長市長市長のののの記念講演記念講演記念講演記念講演やややや、、、、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のゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムの坂本様坂本様坂本様坂本様のののの基調講演基調講演基調講演基調講演、、、、そのそのそのその後後後後行行行行われるパネルディスカわれるパネルディスカわれるパネルディスカわれるパネルディスカッションにつきましてはッションにつきましてはッションにつきましてはッションにつきましては、、、、そのそのそのその発言発言発言発言内内内内容容容容がががが全全全全国国国国的的的的ににににもももも注目注目注目注目されていされていされていされているところでございましてるところでございましてるところでございましてるところでございまして、、、、大大大大変期待変期待変期待変期待しているところでございますしているところでございますしているところでございますしているところでございます。。。。 

  本日本日本日本日のフォーラムがのフォーラムがのフォーラムがのフォーラムが参加者参加者参加者参加者のののの皆様方皆様方皆様方皆様方にとりましてにとりましてにとりましてにとりまして有意義有意義有意義有意義ななななもももものとなりのとなりのとなりのとなり、、、、またまたまたまた交流交流交流交流 20 周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えましたこのえましたこのえましたこのえましたこの記念記念記念記念すすすすべべべべきききき年年年年がががが、、、、フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク、、、、松山松山松山松山のののの新新新新たなたなたなたな交流交流交流交流のスタートののスタートののスタートののスタートの年年年年となとなとなとなることをることをることをることを祈祈祈祈念念念念しているところでございますしているところでございますしているところでございますしているところでございます。。。。 

  最最最最後後後後にににに 1 点点点点だけだけだけだけ、、、、サッカーにサッカーにサッカーにサッカーに関関関関しておしておしておしてお願願願願いをいをいをい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っておりますっておりますっておりますっております。。。。ななななぜぜぜぜこのこのこのこのことをことをことをことを申申申申しししし上上上上げるかとげるかとげるかとげるかと申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、愛媛愛媛愛媛愛媛 FC、、、、J2 にににに上上上上がりましてがりましてがりましてがりまして 4 年年年年目目目目をををを迎迎迎迎えましたけれどえましたけれどえましたけれどえましたけれどもももも、、、、愛媛愛媛愛媛愛媛 FC はははは、、、、フフフフライブルクにはライブルクにはライブルクにはライブルクには、、、、ドイドイドイドイツツツツのブンデスリのブンデスリのブンデスリのブンデスリビビビビーーーーガガガガーのーのーのーの SC フライブルクといフライブルクといフライブルクといフライブルクというううう 100 年年年年のののの歴史歴史歴史歴史をををを有有有有するサッカーするサッカーするサッカーするサッカーチチチチームがございますームがございますームがございますームがございます。。。。そのサッカーそのサッカーそのサッカーそのサッカーチチチチームとームとームとームと愛媛愛媛愛媛愛媛 FC がフがフがフがフレレレレンドシップンドシップンドシップンドシップ協協協協定定定定をををを昨昨昨昨年年年年結結結結ばばばばせていただきましたがせていただきましたがせていただきましたがせていただきましたが、、、、これにこれにこれにこれに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、そこにいらっそこにいらっそこにいらっそこにいらっししししゃゃゃゃいますサロいますサロいますサロいますサロモモモモン・フライブルクン・フライブルクン・フライブルクン・フライブルク市長市長市長市長のごのごのごのご尽尽尽尽力力力力のおかげでフのおかげでフのおかげでフのおかげでフレレレレンドシップンドシップンドシップンドシップ協協協協定定定定がががが結結結結べべべべたたたた
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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。。。。そういったそういったそういったそういった中中中中、、、、あしたあしたあしたあした土曜土曜土曜土曜日日日日 1 時時時時からニンジニアスタジアムでからニンジニアスタジアムでからニンジニアスタジアムでからニンジニアスタジアムで愛媛愛媛愛媛愛媛 FC とザスパとザスパとザスパとザスパ草津草津草津草津のののの試試試試合合合合があるわけですけれどがあるわけですけれどがあるわけですけれどがあるわけですけれどもももも、、、、サロサロサロサロモモモモンンンン市長市長市長市長もももも観戦観戦観戦観戦いただけるいただけるいただけるいただける予定予定予定予定でございますでございますでございますでございます。。。。そういったそういったそういったそういった中中中中でででで、、、、ぜひぜひぜひぜひ多多多多くのくのくのくの皆皆皆皆様様様様にににに参加参加参加参加いただきいただきいただきいただき、、、、またまたまたまた松山市松山市松山市松山市がマッがマッがマッがマッチチチチシシシシティーということでティーということでティーということでティーということで料料料料金金金金的的的的ににににもももも優遇優遇優遇優遇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、、、、きょうきょうきょうきょう、、、、高校高校高校高校生生生生のののの皆皆皆皆さんにたくさんさんにたくさんさんにたくさんさんにたくさん来来来来ていただいておりますがていただいておりますがていただいておりますがていただいておりますが、、、、高校高校高校高校生生生生以下以下以下以下はははは無料無料無料無料となっておりますしとなっておりますしとなっておりますしとなっておりますし、、、、大大大大人人人人もももも特特特特別料別料別料別料金金金金となとなとなとなっておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、ぜひぜひぜひぜひ多多多多くのくのくのくの方方方方にににに参加参加参加参加いただきましていただきましていただきましていただきまして、、、、ぜひぜひぜひぜひ勝勝勝勝ちたいというふうにちたいというふうにちたいというふうにちたいというふうに思思思思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、、、、環境環境環境環境交流交流交流交流のみならずスのみならずスのみならずスのみならずスポポポポーーーーツツツツ交流交流交流交流のほうでのほうでのほうでのほうでもぜひもぜひもぜひもぜひごごごご協力協力協力協力をいただけれをいただけれをいただけれをいただければばばばというふうにというふうにというふうにというふうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 ぜひぜひぜひぜひよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  岡本副市長岡本副市長岡本副市長岡本副市長でございましたでございましたでございましたでございました。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、続続続続きまきまきまきましてはしてはしてはしては、、、、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のゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムの藤村宏幸会長藤村宏幸会長藤村宏幸会長藤村宏幸会長よよよよりごあいさつをりごあいさつをりごあいさつをりごあいさつ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。。。。会長会長会長会長、、、、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。。。。 

 藤村会長藤村会長藤村会長藤村会長 

  皆様皆様皆様皆様、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。本日本日本日本日はははは、、、、こんなにすこんなにすこんなにすこんなにすばばばばらしくゼロエミッションフォーラム・イン・らしくゼロエミッションフォーラム・イン・らしくゼロエミッションフォーラム・イン・らしくゼロエミッションフォーラム・イン・松山松山松山松山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、、、、まことにありがとうございますまことにありがとうございますまことにありがとうございますまことにありがとうございます。。。。市長市長市長市長のののの中村中村中村中村さんをはさんをはさんをはさんをはじじじじめめめめ関係者関係者関係者関係者のののの皆様方皆様方皆様方皆様方にににに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ますげますげますげます。。。。 

  またまたまたまた、、、、松山市松山市松山市松山市におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては、、、、フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク市市市市とととと友好友好友好友好姉妹都市協姉妹都市協姉妹都市協姉妹都市協定定定定をなさってをなさってをなさってをなさって 20 周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えられたということでございますえられたということでございますえられたということでございますえられたということでございます。。。。おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます。。。。ほんとうにほんとうにほんとうにほんとうに、、、、フライブルフライブルフライブルフライブルクククク市市市市といいますといいますといいますといいますのはのはのはのは、、、、世界世界世界世界的的的的ににににもももも環境都市環境都市環境都市環境都市としてすとしてすとしてすとしてすばばばばらしいらしいらしいらしい姿姿姿姿をををを世界世界世界世界にににに示示示示してくださってしてくださってしてくださってしてくださっていらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるるるる先端的先端的先端的先端的なななな環境都市環境都市環境都市環境都市でありますでありますでありますであります。。。。本日本日本日本日はまたはまたはまたはまた、、、、市長市長市長市長さんのサロさんのサロさんのサロさんのサロモモモモンさんをはンさんをはンさんをはンさんをはじじじじめめめめ代表団代表団代表団代表団のののの皆様方皆様方皆様方皆様方、、、、このフォーラムにごこのフォーラムにごこのフォーラムにごこのフォーラムにご出席出席出席出席賜賜賜賜りましてりましてりましてりまして、、、、ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。 

  ゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションと申申申申しますのはしますのはしますのはしますのは、、、、1994 年年年年にににに国連大学国連大学国連大学国連大学でででで提提提提唱唱唱唱されたされたされたされたももももの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。。。。ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、92 年年年年にリオでにリオでにリオでにリオで環境環境環境環境サミットがございましてサミットがございましてサミットがございましてサミットがございまして、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発発発発展展展展というコンというコンというコンというコンセプトがセプトがセプトがセプトが世界世界世界世界でででで共共共共有有有有されたわけでございますされたわけでございますされたわけでございますされたわけでございます。。。。そのそのそのその持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発発発発展展展展をををを可能可能可能可能にするにするにするにする実際実際実際実際のののの行行行行動動動動、、、、そのためのコンセプトとしてゼロエミッシそのためのコンセプトとしてゼロエミッシそのためのコンセプトとしてゼロエミッシそのためのコンセプトとしてゼロエミッションというョンというョンというョンという考考考考ええええ方方方方がががが提提提提唱唱唱唱されたわけですされたわけですされたわけですされたわけです。。。。以以以以後後後後、、、、関係者関係者関係者関係者のいろんなのいろんなのいろんなのいろんな努努努努力力力力ももももございましたがございましたがございましたがございましたが、、、、社会社会社会社会のののの温温温温かいかいかいかい支持支持支持支持をををを受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、このゼこのゼこのゼこの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活活活活動動動動がそのがそのがそのがその輪輪輪輪をををを広広広広げていきましたげていきましたげていきましたげていきました。。。。産業産業産業産業界界界界におきましてにおきましてにおきましてにおきましてもももも、、、、ゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッションョンョンョン工工工工場場場場とかとかとかとか、、、、ごみゼロごみゼロごみゼロごみゼロ工工工工場場場場とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは省省省省エネ・エネ・エネ・エネ・省資源省資源省資源省資源のののの製品製品製品製品がががが多多多多くくくく開開開開発発発発されましたされましたされましたされましたしししし、、、、そのそのそのその製造製造製造製造方方方方法法法法もももも進歩進歩進歩進歩いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、今今今今いろんないろんないろんないろんな製品製品製品製品、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方がおがおがおがお使使使使いになっているいになっているいになっているいになっている製製製製品品品品がががが、、、、昔昔昔昔とととと比比比比べべべべますとますとますとますと大大大大幅幅幅幅にににに省省省省エネ・エネ・エネ・エネ・省資源省資源省資源省資源、、、、リサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクルに適適適適したしたしたした製品製品製品製品になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。またまたまたまた同同同同時時時時にににに、、、、地方地方地方地方におきましてにおきましてにおきましてにおきましてもももも多多多多くのくのくのくの地域地域地域地域興興興興しがゼロエミッションのコンセプしがゼロエミッションのコンセプしがゼロエミッションのコンセプしがゼロエミッションのコンセプトのトのトのトのももももととととでででで活活活活発発発発にににに活活活活動動動動をををを開開開開始始始始いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。日本日本日本日本ではエコタウンというではエコタウンというではエコタウンというではエコタウンという名称名称名称名称でででで、、、、現現現現在在在在 26 地域地域地域地域でででで活活活活動動動動がががが行行行行われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。またまたまたまた、、、、バイオマスタウンというバイオマスタウンというバイオマスタウンというバイオマスタウンという形形形形でででで、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく 200 カカカカ所所所所以以以以上上上上のののの地域地域地域地域、、、、プロジェクトがプロジェクトがプロジェクトがプロジェクトが活活活活動動動動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。。。。そのほかそのほかそのほかそのほか、、、、ゼロエミッションをコンセプトにしたゼロエミッションをコンセプトにしたゼロエミッションをコンセプトにしたゼロエミッションをコンセプトにした地地地地域域域域興興興興ししししもももも、、、、いろんないろんないろんないろんな名称名称名称名称ののののももももとでとでとでとで日本日本日本日本各各各各地地地地にににに起起起起こっておりますしこっておりますしこっておりますしこっておりますし、、、、またまたまたまた中国中国中国中国においてにおいてにおいてにおいてもももも、、、、東東東東南南南南アジアにおいてアジアにおいてアジアにおいてアジアにおいてももももそのようなそのようなそのようなそのような形態形態形態形態がががが発発発発展展展展しているということはしているということはしているということはしているということは大大大大変喜変喜変喜変喜ばばばばしいことだとしいことだとしいことだとしいことだと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、資源資源資源資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇のののの程度程度程度程度はははは深刻深刻深刻深刻さをさをさをさを増増増増しておりますしておりますしておりますしております。。。。これはエネルギーこれはエネルギーこれはエネルギーこれはエネルギー資源資源資源資源だだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、水水水水のののの問題問題問題問題、、、、食糧食糧食糧食糧のののの問題問題問題問題などなどなどなど、、、、資源資源資源資源としてとしてとしてとして大大大大変変変変なななな問題問題問題問題をををを現現現現在抱在抱在抱在抱えておりますえておりますえておりますえております。。。。環境環境環境環境におきましてにおきましてにおきましてにおきましてもももも、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化だけではございませんでだけではございませんでだけではございませんでだけではございませんで、、、、多多多多くのくのくのくの問題問題問題問題がががが非常非常非常非常にシにシにシにシビビビビアなアなアなアな格好格好格好格好でででで私私私私たちのたちのたちのたちの生活生活生活生活にインパクトをにインパクトをにインパクトをにインパクトを与与与与えておりますえておりますえておりますえております。。。。汚染汚染汚染汚染のののの問題問題問題問題、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは土壌劣化土壌劣化土壌劣化土壌劣化のののの問題問題問題問題、、、、砂漠化砂漠化砂漠化砂漠化のののの問題問題問題問題、、、、森森森森林林林林破壊破壊破壊破壊、、、、いろんないろんないろんないろんな問題問題問題問題がががが起起起起こっておりますこっておりますこっておりますこっております。。。。したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、今今今今のののの安心安心安心安心したしたしたした、、、、安全安全安全安全なななな、、、、そういうそういうそういうそういう生活生活生活生活がががが今今今今後後後後どうなるのであろうかというどうなるのであろうかというどうなるのであろうかというどうなるのであろうかという心配心配心配心配さえしておさえしておさえしておさえしてお
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りますりますりますります。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、循循循循環環環環型型型型社会社会社会社会、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは低炭素社会低炭素社会低炭素社会低炭素社会、、、、そしてそしてそしてそして非常非常非常非常にににに大大大大切切切切なななな共生社会共生社会共生社会共生社会、、、、それらそれらそれらそれらへへへへのののの変革変革変革変革をををを迫迫迫迫られているわけでられているわけでられているわけでられているわけで、、、、そのスそのスそのスそのスピピピピードがードがードがードが問題問題問題問題になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 

  物物物物事事事事にはいろんなにはいろんなにはいろんなにはいろんな慣習慣習慣習慣習ももももございますございますございますございます、、、、しきたりしきたりしきたりしきたりももももございますございますございますございます。。。。変化変化変化変化にはエネルギーがにはエネルギーがにはエネルギーがにはエネルギーが必必必必要要要要ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、変革変革変革変革のスのスのスのスピピピピードをードをードをードを速速速速めないめないめないめない限限限限りりりり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは私私私私たちはたちはたちはたちは大大大大変変変変なリスクをなリスクをなリスクをなリスクを背負背負背負背負うことになるのではないかとうことになるのではないかとうことになるのではないかとうことになるのではないかと危惧危惧危惧危惧しておりますしておりますしておりますしております。。。。ぜひぜひぜひぜひ、、、、そのスそのスそのスそのスピピピピードをードをードをードを上上上上げるということげるということげるということげるということ、、、、これがこれがこれがこれが大大大大切切切切なのではないかとなのではないかとなのではないかとなのではないかと私私私私はははは思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。このスこのスこのスこのスピピピピードをードをードをードを上上上上げるというエネルギげるというエネルギげるというエネルギげるというエネルギーーーー、、、、最最最最もももも大大大大きいきいきいきいもももものはのはのはのは、、、、ややややはりはりはりはり地方地方地方地方のののの力力力力ですですですです。。。。地方地方地方地方のまちのまちのまちのまちづづづづくりがそのエネルギーであるくりがそのエネルギーであるくりがそのエネルギーであるくりがそのエネルギーであるというふうにというふうにというふうにというふうに思思思思いますいますいますいます。。。。 

  松山市松山市松山市松山市はははは今今今今、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは先端先端先端先端をををを走走走走っているトップランナーですっているトップランナーですっているトップランナーですっているトップランナーです。。。。しかしかしかしかももももいろんないろんないろんないろんな経験経験経験経験をおをおをおをお持持持持ちですしちですしちですしちですし、、、、知恵知恵知恵知恵とととと熱情熱情熱情熱情があるようにがあるようにがあるようにがあるように思思思思いますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、資源資源資源資源にににに恵恵恵恵まれていらっまれていらっまれていらっまれていらっししししゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。日本日本日本日本ででででもももも一一一一番太陽番太陽番太陽番太陽エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを豊富豊富豊富豊富にににに受受受受けているけているけているけている地方地方地方地方ででででももももありますありますありますあります。。。。伊伊伊伊方方方方とととといういういういう風風風風力力力力発電発電発電発電所所所所ににににもももも今今今今、、、、多多多多量量量量なななな風風風風力力力力発電発電発電発電がががが計画計画計画計画、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは実際実際実際実際にににに運転運転運転運転されておりますしされておりますしされておりますしされておりますし、、、、またまたまたまた温泉温泉温泉温泉エネルギーといいますかエネルギーといいますかエネルギーといいますかエネルギーといいますか、、、、地地地地熱熱熱熱、、、、これはこのこれはこのこれはこのこれはこの松山市松山市松山市松山市はははは大大大大変豊富変豊富変豊富変豊富なわけですなわけですなわけですなわけです。。。。ですですですですからからからから、、、、温泉熱温泉熱温泉熱温泉熱をををを使使使使ってのってのってのっての自然自然自然自然エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの有効有効有効有効活用活用活用活用、、、、これはこれはこれはこれはヒヒヒヒートートートートポポポポンプンプンプンプ方式方式方式方式ももももあるでしあるでしあるでしあるでしょうしょうしょうしょうし、、、、いろんないろんないろんないろんな方方方方法法法法がががが用用用用いられますいられますいられますいられます。。。。しかしかしかしかもももも海海海海にににに面面面面しておりしておりしておりしておりますますますます。。。。海海海海はははは海海海海洋洋洋洋バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスのののの宝庫宝庫宝庫宝庫であるとであるとであるとであると思思思思いますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、山山山山がががが接近接近接近接近しておりますしておりますしておりますしております。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、今今今今はははは水水水水力力力力発電発電発電発電だけだけだけだけでございますけれどでございますけれどでございますけれどでございますけれどもももも、、、、揚水発電揚水発電揚水発電揚水発電もももも可能可能可能可能かかかかももももしれませんしれませんしれませんしれません。。。。水水水水がががが不足不足不足不足しているというのはしているというのはしているというのはしているというのは 1つのつのつのつの問題問題問題問題点点点点ではございますがではございますがではございますがではございますが、、、、海海海海水水水水をををを使使使使ってのってのってのっての揚水発電揚水発電揚水発電揚水発電とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは潮潮潮潮をををを使使使使ってのってのってのっての発電発電発電発電とかとかとかとか、、、、いろんなことがいろんなことがいろんなことがいろんなことが行行行行われわれわれわれ得得得得るるるる地域地域地域地域だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。ぜひぜひぜひぜひ松山市松山市松山市松山市のののの経験経験経験経験とととと、、、、フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク市市市市のののの経験経験経験経験とととと、、、、そしてそしてそしてそして両両両両市市市市のののの熱情熱情熱情熱情とととと知恵知恵知恵知恵をををを融融融融合合合合、、、、体系化体系化体系化体系化してしてしてして、、、、世界世界世界世界にににに類類類類をををを見見見見ないないないない、、、、循循循循環社会環社会環社会環社会へへへへ向向向向かってのスかってのスかってのスかってのスピピピピードアップをードアップをードアップをードアップを図図図図っているっているっているっているモモモモデルデルデルデル地域地域地域地域としてとしてとしてとして今今今今後後後後発発発発展展展展していただけれしていただけれしていただけれしていただければばばばとととと期待期待期待期待してしてしてしておりますおりますおりますおります。。。。 

  そういうそういうそういうそういう期待期待期待期待とととと感謝感謝感謝感謝をををを込込込込めましてめましてめましてめまして、、、、ごあいさつといたしますごあいさつといたしますごあいさつといたしますごあいさつといたします。。。。どうどうどうどうももももありがとうございありがとうございありがとうございありがとうございましたましたましたました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  藤村宏幸会長藤村宏幸会長藤村宏幸会長藤村宏幸会長のごあいさつでございましたのごあいさつでございましたのごあいさつでございましたのごあいさつでございました。。。。ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。 

  さてさてさてさて、、、、きのうきのうきのうきのう、、、、フライブルクからフライブルクからフライブルクからフライブルクから 19人人人人のののの方方方方々々々々がががが松山松山松山松山におにおにおにお入入入入りになりましてりになりましてりになりましてりになりまして、、、、このこのこのこの会場会場会場会場ににににはははは、、、、サロサロサロサロモモモモンンンン市長市長市長市長、、、、ブルブルブルブルガガガガーーーー部長部長部長部長、、、、ブシュマンブシュマンブシュマンブシュマン博博博博士士士士、、、、3 人人人人のののの方方方方々々々々がおがおがおがお越越越越しいただきましたしいただきましたしいただきましたしいただきました。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞ拍手拍手拍手拍手をををを。。。。ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 
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記念講演記念講演記念講演記念講演    

 司会司会司会司会 

  さあさあさあさあ、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク市市市市のサロのサロのサロのサロモモモモンンンン市長市長市長市長にににに記念講演記念講演記念講演記念講演をしていをしていをしていをしていただきただきただきただきますますますます。。。。ではではではでは、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと呼呼呼呼びびびび込込込込みはドイみはドイみはドイみはドイツツツツ語語語語でしたいとでしたいとでしたいとでしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  Dr. Dieter Salomon、、、、ビビビビッテーッテーッテーッテー。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

  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。。。。 

  さあさあさあさあ、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、ここでここでここでここで、、、、簡簡簡簡単単単単になんですがになんですがになんですがになんですが、、、、フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク市市市市、、、、Dr. Dieter Salomon 市長市長市長市長をごをごをごをご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。。。。 

  サロサロサロサロモモモモンンンン市長市長市長市長はははは、、、、フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク市議会議市議会議市議会議市議会議員員員員、、、、そしてそしてそしてそして州州州州議会議議会議議会議議会議員員員員をををを経経経経てててて、、、、平平平平成成成成 14 年年年年 7 月月月月ににににフライブルクフライブルクフライブルクフライブルク市長市長市長市長になられましたになられましたになられましたになられました。。。。政治政治政治政治学学学学のののの博博博博士士士士号号号号をををを取取取取得得得得されされされされ、、、、緑緑緑緑のののの党党党党のののの代表代表代表代表ででででももももいらっいらっいらっいらっししししゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。松山松山松山松山へへへへのごのごのごのご訪訪訪訪問問問問はははは今今今今回回回回でででで 2回回回回目目目目となりますとなりますとなりますとなります。。。。提携提携提携提携 15 周年記念周年記念周年記念周年記念のときにはのときにはのときにはのときには都市都市都市都市交交交交通通通通をテーマにごをテーマにごをテーマにごをテーマにご講演講演講演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。。。。 

  さあさあさあさあ、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、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。。。。姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携 20 周年記念講演周年記念講演周年記念講演周年記念講演、、、、題題題題してしてしてして「「「「フラフラフラフライブルクイブルクイブルクイブルク市市市市におけるにおけるにおけるにおける再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの活用活用活用活用」」」」ですですですです。。。。皆様皆様皆様皆様はステージはステージはステージはステージ上上上上のののの画画画画面面面面をごらんをごらんをごらんをごらんになりながらになりながらになりながらになりながら聞聞聞聞いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。なおなおなおなお、、、、きょうきょうきょうきょう通通通通訳訳訳訳をしていただきますのはをしていただきますのはをしていただきますのはをしていただきますのは、、、、愛媛大学愛媛大学愛媛大学愛媛大学のののの宇宇宇宇和川教授和川教授和川教授和川教授ですですですです。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 サロサロサロサロモモモモンンンン市長市長市長市長 

  藤村会長様藤村会長様藤村会長様藤村会長様、、、、そしてそしてそしてそして岡本副市長様岡本副市長様岡本副市長様岡本副市長様、、、、きょうごきょうごきょうごきょうご来来来来場場場場のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、よくいらっしよくいらっしよくいらっしよくいらっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいました。。。。ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。本日本日本日本日、、、、このフォーラムのこのフォーラムのこのフォーラムのこのフォーラムの一環一環一環一環としましてとしましてとしましてとしまして、、、、姉姉姉姉妹都市妹都市妹都市妹都市フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク市市市市のののの気候保護対気候保護対気候保護対気候保護対策策策策などについておなどについておなどについておなどについてお話話話話しさせていただけるということをしさせていただけるということをしさせていただけるということをしさせていただけるということを心心心心からからからから御礼申御礼申御礼申御礼申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

  国連大学国連大学国連大学国連大学のごのごのごのご招招招招待待待待をををを受受受受けましたことはけましたことはけましたことはけましたことは大大大大変名変名変名変名誉誉誉誉なこととなこととなこととなことと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、それはそれはそれはそれは 20年年年年前前前前にににに松山松山松山松山とフライブルクにおいてとフライブルクにおいてとフライブルクにおいてとフライブルクにおいて築築築築かれましたかれましたかれましたかれました、、、、そしてそれそしてそれそしてそれそしてそれ以来非常以来非常以来非常以来非常にににに活活活活発発発発なななな、、、、かたいかたいかたいかたい結結結結びつきとしてびつきとしてびつきとしてびつきとして成成成成長長長長してきておりますしてきておりますしてきておりますしてきております私私私私たちのたちのたちのたちの友好友好友好友好のののの証証証証ででででももももありますありますありますあります。。。。 

  私私私私たちはそのたちはそのたちはそのたちはその姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市交流交流交流交流のののの最最最最初初初初からからからから、、、、姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市のののの市市市市民民民民のののの皆様皆様皆様皆様のののの交流交流交流交流、、、、例例例例ええええばばばば合合合合唱団唱団唱団唱団でででであるとかオーあるとかオーあるとかオーあるとかオーケケケケストラのストラのストラのストラの訪訪訪訪問問問問がありますけれどがありますけれどがありますけれどがありますけれどもももも、、、、それとそれとそれとそれと並並並並んでんでんでんで、、、、市議会市議会市議会市議会のののの議議議議員員員員であるとであるとであるとであるとかかかか、、、、行行行行政政政政のののの間間間間のののの専門専門専門専門的的的的なななな交流交流交流交流ををををもももも重視重視重視重視してまいりましたしてまいりましたしてまいりましたしてまいりました。。。。ゼロエミッションフォーラムにゼロエミッションフォーラムにゼロエミッションフォーラムにゼロエミッションフォーラムによりましてこのよりましてこのよりましてこのよりましてこの専門専門専門専門的的的的なななな経験経験経験経験のののの交流交流交流交流というというというというもももものがのがのがのが新新新新しいしいしいしい次元次元次元次元にににに入入入入るというふうにるというふうにるというふうにるというふうに考考考考えますえますえますえます。。。。 

  既既既既にににに藤村会長藤村会長藤村会長藤村会長がががが最最最最初初初初のおのおのおのお話話話話ででででももももされましたようにされましたようにされましたようにされましたように、、、、きょうきょうきょうきょう私私私私たちがたちがたちがたちが取取取取りりりり組組組組むむむむ問題問題問題問題というというというというのはのはのはのは、、、、すすすすべべべべてのてのてのての町町町町、、、、すすすすべべべべてのてのてのての国国国国々々々々でででで我我我我々々々々にににに直直直直接接接接かかわってくるようなかかわってくるようなかかわってくるようなかかわってくるような問題問題問題問題、、、、テーマでありテーマでありテーマでありテーマでありますますますます。。。。 

  気候気候気候気候変動変動変動変動というのはというのはというのはというのは現現現現在在在在におけるにおけるにおけるにおける私私私私たちにとってたちにとってたちにとってたちにとって最最最最大大大大のののの挑挑挑挑戦戦戦戦でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、それはそれはそれはそれは環境環境環境環境面面面面でのでのでのでの挑挑挑挑戦戦戦戦であるであるであるであるばばばばかりでなくかりでなくかりでなくかりでなく、、、、人人人人間間間間のののの食物食物食物食物、、、、移移移移民民民民問題問題問題問題、、、、社会社会社会社会福祉福祉福祉福祉のバランスのバランスのバランスのバランス、、、、ひひひひいてはいてはいてはいては世界世界世界世界のののの平和平和平和平和のののの保障保障保障保障をどうをどうをどうをどうするかというするかというするかというするかという問題問題問題問題ににににももももかかわってきますかかわってきますかかわってきますかかわってきます。。。。 

  我我我我々々々々都市都市都市都市のののの住住住住民民民民はははは、、、、このこのこのこの点点点点でほんとうにでほんとうにでほんとうにでほんとうに特特特特別別別別にににに責任責任責任責任をををを負負負負っておりますっておりますっておりますっております。。。。ヨヨヨヨーロッパではーロッパではーロッパではーロッパでは、、、、人人人人口口口口のののの 3 分分分分のののの 2 がががが都会都会都会都会にににに住住住住んでいますけれどんでいますけれどんでいますけれどんでいますけれどもももも、、、、日本日本日本日本ではおそらくそのではおそらくそのではおそらくそのではおそらくその割割割割合合合合ははははももももっとっとっとっと高高高高いいいいでしょうでしょうでしょうでしょう。。。。二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素排排排排出出出出量量量量のほとんどはのほとんどはのほとんどはのほとんどは都市都市都市都市からのからのからのからのもももものですのですのですのです。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、地域地域地域地域のののの計画計画計画計画ととととかプログラムでかプログラムでかプログラムでかプログラムで、、、、世界世界世界世界規模規模規模規模のののの気候気候気候気候変動変動変動変動をををを抑抑抑抑えるためにえるためにえるためにえるために何何何何ができるでしょうかができるでしょうかができるでしょうかができるでしょうか。。。。何何何何ををををももももっとっとっとっとすることができるでしょうかすることができるでしょうかすることができるでしょうかすることができるでしょうか。。。。 

  皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、ここでここでここでここで強強強強調調調調いたしたいのはいたしたいのはいたしたいのはいたしたいのは、、、、気候気候気候気候変動変動変動変動というのはグローバルなというのはグローバルなというのはグローバルなというのはグローバルな問題問題問題問題ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、これはこれはこれはこれは地域地域地域地域でででで答答答答えをえをえをえを出出出出さなけれさなけれさなけれさなければばばばなななならないらないらないらない問題問題問題問題ででででももももありますありますありますあります。。。。それがそれがそれがそれが今今今今後後後後のののの世界世界世界世界におにおにおにおいていていていて非常非常非常非常にににに大大大大切切切切になってくるになってくるになってくるになってくる問題問題問題問題であるとであるとであるとであると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  日本日本日本日本、、、、ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパ、、、、そしてそしてそしてそして世界世界世界世界をををを共通共通共通共通のののの問題問題問題問題がががが結結結結びつけているということになりますびつけているということになりますびつけているということになりますびつけているということになります。。。。    
        持続可能持続可能持続可能持続可能なななな都市都市都市都市のののの開開開開発発発発というのはというのはというのはというのは、、、、常常常常にたくさんのにたくさんのにたくさんのにたくさんの小小小小さなさなさなさな一一一一歩歩歩歩のののの積積積積みみみみ重重重重ねねねねでありましてでありましてでありましてでありまして、、、、
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他他他他のののの人人人人々々々々とのとのとのとの対対対対話話話話、、、、それからそれからそれからそれから経験経験経験経験のののの交流交流交流交流というというというというもももものがのがのがのが必要必要必要必要ですですですです。。。。松山松山松山松山ももももまたまたまたまた同同同同じじじじ目的目的目的目的をををを追追追追求求求求されされされされ、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな、、、、エコロジカルなエコロジカルなエコロジカルなエコロジカルな都市都市都市都市政策政策政策政策というというというというもももものをのをのをのを進進進進めてこられたことをめてこられたことをめてこられたことをめてこられたことを存存存存じじじじてててておりますがおりますがおりますがおりますが、、、、数数数数カカカカ月月月月前前前前、、、、中村市長中村市長中村市長中村市長がフライブルクにがフライブルクにがフライブルクにがフライブルクに来来来来られましたときにおられましたときにおられましたときにおられましたときにお互互互互いのいのいのいの経験経験経験経験をををを話話話話しししし合合合合いましいましいましいましたたたた。。。。きょうきょうきょうきょう、、、、こういうフォーラムにそれがこういうフォーラムにそれがこういうフォーラムにそれがこういうフォーラムにそれが結結結結実実実実しているとしているとしているとしていると思思思思いますいますいますいます。。。。    
        まずまずまずまず、、、、フライブルクをごフライブルクをごフライブルクをごフライブルクをご存存存存じじじじないないないない方方方方にににに、、、、簡簡簡簡単単単単ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの町町町町をををを紹介紹介紹介紹介させていさせていさせていさせていただきたいとただきたいとただきたいとただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    
        フライブルクはフライブルクはフライブルクはフライブルクは、、、、人人人人口口口口的的的的にににに言言言言いますといますといますといますと松山松山松山松山のののの半半半半分程度分程度分程度分程度のののの規模規模規模規模のののの町町町町でででで、、、、ドイドイドイドイツツツツのののの南南南南西西西西のののの端端端端のほうにありましてのほうにありましてのほうにありましてのほうにありまして、、、、隣隣隣隣はフランスとスイスというはフランスとスイスというはフランスとスイスというはフランスとスイスという国境国境国境国境にににに近近近近いいいい町町町町ですですですです。。。。フライブルクだけフライブルクだけフライブルクだけフライブルクだけではなくてではなくてではなくてではなくて周周周周りのりのりのりの地域地域地域地域をををを含含含含めてめてめてめて考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、60 万万万万のののの人人人人口口口口をををを持持持持ったったったった地域地域地域地域ですですですです。。。。フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク市市市市のののの約約約約 40%%%%がががが森森森森林林林林になっていましてになっていましてになっていましてになっていまして、、、、そのそのそのその半半半半分分分分がががが自然自然自然自然保護保護保護保護地域地域地域地域、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは環境環境環境環境保護保護保護保護地域地域地域地域にににになっていますなっていますなっていますなっています。。。。フフフフライブルクはドイライブルクはドイライブルクはドイライブルクはドイツツツツでででで最最最最もももも重重重重要要要要ななななワワワワインインインイン地域地域地域地域のののの 1 つでつでつでつでももももありましてありましてありましてありまして、、、、松松松松山山山山のののの城城城城山山山山にはフライブルクにはフライブルクにはフライブルクにはフライブルク産産産産のブドウがのブドウがのブドウがのブドウが育育育育っておりますっておりますっておりますっております。。。。    
        まずまずまずまず最最最最初初初初にににに、、、、3 つのテーゼをつのテーゼをつのテーゼをつのテーゼを出出出出しておきますしておきますしておきますしておきます。。。。    
        気候気候気候気候変動変動変動変動のののの危危危危険険険険というというというというもももものはのはのはのは、、、、数数数数年年年年前前前前よりよりよりよりももももはるかにはるかにはるかにはるかに鮮明鮮明鮮明鮮明にににに人人人人々々々々のののの心心心心のののの中中中中にににに根付根付根付根付いておいておいておいておりましてりましてりましてりまして、、、、それはそれはそれはそれは大大大大変変変変いいことでいいことでいいことでいいことで、、、、それをそれをそれをそれをももももとにしてとにしてとにしてとにして我我我我々々々々はははは行動行動行動行動をををを始始始始めることができますめることができますめることができますめることができます。。。。 

  それにそれにそれにそれに貢献貢献貢献貢献をしたのがをしたのがをしたのがをしたのが 2007 年年年年とととと 2008 年年年年にににに出出出出されましたされましたされましたされました国連国連国連国連のののの報告報告報告報告書書書書ですですですです。。。。2 年年年年前前前前、、、、ドイドイドイドイツツツツでででで八八八八カカカカ国国国国サミットがサミットがサミットがサミットが開開開開かれましたけれどかれましたけれどかれましたけれどかれましたけれどもももも、、、、そのときのそのときのそのときのそのときの中中中中心心心心テーマテーマテーマテーマもももも気候気候気候気候変動変動変動変動というこというこというこということでしてとでしてとでしてとでして、、、、そのそのそのその会議会議会議会議のののの結結結結果果果果がががが、、、、各各各各国国国国がががが国内国内国内国内のののの法法法法律律律律をををを変変変変えていくえていくえていくえていく刺激刺激刺激刺激になりましたになりましたになりましたになりました。。。。 

  アアアアメメメメリカではオバマリカではオバマリカではオバマリカではオバマ大大大大統領統領統領統領のののの時時時時代代代代になりましてになりましてになりましてになりまして、、、、根根根根本本本本的的的的なななな見直見直見直見直しがしがしがしが始始始始まっておりますまっておりますまっておりますまっております。。。。オバマオバマオバマオバマ大大大大統領統領統領統領がががが出出出出しましたしましたしましたしました経済経済経済経済対対対対策策策策のののの金金金金額額額額のののの 10%がががが環境関連環境関連環境関連環境関連、、、、そしてそしてそしてそして温暖化温暖化温暖化温暖化対対対対策策策策にににに向向向向けらけらけらけられることになっておりますれることになっておりますれることになっておりますれることになっております。。。。 

  都市都市都市都市やややや地方自地方自地方自地方自治体治体治体治体というというというというもももものはのはのはのは気候気候気候気候変動変動変動変動のののの問題問題問題問題をををを単単単単独独独独でででで解決解決解決解決することはできませんがすることはできませんがすることはできませんがすることはできませんが、、、、しかししかししかししかし重重重重要要要要なななな貢献貢献貢献貢献をすることはできますをすることはできますをすることはできますをすることはできます。。。。世界世界世界世界的的的的にににに見見見見ましてましてましてまして、、、、都市都市都市都市はエネルギーはエネルギーはエネルギーはエネルギー政策政策政策政策とかとかとかとか交交交交通通通通政策政策政策政策、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは都市計画都市計画都市計画都市計画などでなどでなどでなどで新新新新しいアイデアをどんどんしいアイデアをどんどんしいアイデアをどんどんしいアイデアをどんどん出出出出してしてしてして、、、、二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素排排排排出出出出のののの少少少少ないないないない都市都市都市都市政政政政策策策策をををを進進進進めてきていましためてきていましためてきていましためてきていました。。。。 

  このフォーラムこのフォーラムこのフォーラムこのフォーラムももももそのそのそのその 1 つでありましてつでありましてつでありましてつでありまして、、、、ゼロエミッションフォーラムはさらなるゼロエミッションフォーラムはさらなるゼロエミッションフォーラムはさらなるゼロエミッションフォーラムはさらなる国際国際国際国際交流交流交流交流をををを進進進進めていくめていくめていくめていく上上上上でのでのでのでの第第第第一一一一歩歩歩歩になりますになりますになりますになります。。。。2008 年年年年 11 月月月月にににに同同同同じじじじようなようなようなような会議会議会議会議、「、「、「、「エコエコエコエコモモモモデルデルデルデルシティーシティーシティーシティー」」」」というのがというのがというのがというのが北九州北九州北九州北九州でありましたけれどでありましたけれどでありましたけれどでありましたけれどもももも、、、、そこでそこでそこでそこでももももフライブルクからフライブルクからフライブルクからフライブルクから 1 人人人人参加参加参加参加してしてしてして発表発表発表発表いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。 

  最最最最後後後後のののの 3 つつつつ目目目目ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、気候保護気候保護気候保護気候保護とととと持続可能持続可能持続可能持続可能なななな政策政策政策政策というのはというのはというのはというのは、、、、我我我我々々々々デデデデモモモモクラシークラシークラシークラシーのののの世世世世のののの中中中中ではではではでは、、、、上上上上からだれかがからだれかがからだれかがからだれかが命命命命じじじじてててて「「「「さあさあさあさあ、、、、ややややれれれれ」」」」とととと言言言言ってできるってできるってできるってできるもももものではありませんのではありませんのではありませんのではありません。。。。すすすすべべべべてのてのてのての市市市市民民民民がががが支持支持支持支持をしてをしてをしてをして初初初初めてめてめてめて活性活性活性活性化化化化させるさせるさせるさせるもももものでなのでなのでなのでなくてはならないとくてはならないとくてはならないとくてはならないと思思思思いますいますいますいます。。。。したしたしたしたがってがってがってがって、、、、必要必要必要必要なのはなのはなのはなのは、、、、皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが自自自自分分分分のライフスタイルとしてそれをのライフスタイルとしてそれをのライフスタイルとしてそれをのライフスタイルとしてそれを考考考考えていくということえていくということえていくということえていくということになるでしょうになるでしょうになるでしょうになるでしょう。。。。必要必要必要必要なのはなのはなのはなのは、、、、政策政策政策政策のののの目目目目標標標標とかいいとかいいとかいいとかいい法法法法律律律律をつくるだけではありませんをつくるだけではありませんをつくるだけではありませんをつくるだけではありません。。。。市市市市民民民民とのネットとのネットとのネットとのネットワワワワークというークというークというークというもももものがのがのがのが必要必要必要必要ですですですです。。。。学学学学術術術術、、、、そしてそしてそしてそして産業産業産業産業、、、、公公公公共共共共交交交交通企通企通企通企業業業業、、、、それからそれからそれからそれから諸諸諸諸機機機機関関関関とのネットとのネットとのネットとのネットワワワワークというのがークというのがークというのがークというのが必要必要必要必要ですですですです。。。。 

  皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、これからごこれからごこれからごこれからご紹介紹介紹介紹介するフライブルクはするフライブルクはするフライブルクはするフライブルクは、、、、今今今今申申申申しししし上上上上げたげたげたげた 3 つをつをつをつを 30 年年年年以以以以上上上上にわたってにわたってにわたってにわたって進進進進めてきためてきためてきためてきた町町町町ですですですです。。。。かなりのかなりのかなりのかなりの面面面面がうまくいきましたけれどがうまくいきましたけれどがうまくいきましたけれどがうまくいきましたけれどもももも、、、、これからこれからこれからこれからももももまだまだまだまだややややることはることはることはることはたくさんありますたくさんありますたくさんありますたくさんあります。。。。 

  これまでにこれまでにこれまでにこれまでにあったあったあったあった 2 つのつのつのつの大大大大きなきなきなきな出出出出来来来来事事事事がががが、、、、フライブルクがとりわけエネルギーフライブルクがとりわけエネルギーフライブルクがとりわけエネルギーフライブルクがとりわけエネルギー政策政策政策政策といといといといううううもももものにのにのにのに転転転転換換換換することにつながりましたすることにつながりましたすることにつながりましたすることにつながりました。。。。1970 年年年年代代代代ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク周周周周辺辺辺辺のののの住住住住民民民民がががが、、、、そこにつくられるそこにつくられるそこにつくられるそこにつくられる予定予定予定予定であったであったであったであった原原原原子力子力子力子力発電発電発電発電所所所所、、、、これはこれはこれはこれはヴヴヴヴィールというところでィールというところでィールというところでィールというところで、、、、カカカカイザーシュトイザーシュトイザーシュトイザーシュトゥゥゥゥールというールというールというールというワワワワインインインイン地域地域地域地域があるんですけどがあるんですけどがあるんですけどがあるんですけど、、、、そのそのそのその近近近近くにつくられるくにつくられるくにつくられるくにつくられる原原原原子力子力子力子力発発発発電電電電所所所所にににに対対対対してしてしてして反対反対反対反対のののの表表表表明明明明をしたというのがをしたというのがをしたというのがをしたというのが 1 つですつですつですつです。。。。 

  ももももうううう一一一一つのつのつのつの大大大大きなきなきなきな出出出出来来来来事事事事はははは、、、、1986 年年年年、、、、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、、、、ウクライナでウクライナでウクライナでウクライナでチチチチェルェルェルェルノノノノブイリのブイリのブイリのブイリの原原原原子力子力子力子力発電発電発電発電所所所所のののの大事大事大事大事故故故故がががが起起起起こりましたこりましたこりましたこりました。。。。そのそのそのその数数数数週間週間週間週間後後後後、、、、1986 年年年年のののの夏夏夏夏ですがですがですがですが、、、、フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク
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のののの市議会市議会市議会市議会におきましてにおきましてにおきましてにおきまして 3 つのつのつのつの目的目的目的目的をををを持持持持つつつつ地域地域地域地域エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー供給供給供給供給計画計画計画計画をををを決決決決議議議議いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。 

  一一一一番最番最番最番最初初初初のののの目的目的目的目的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簡簡簡簡単単単単でででで、、、、したがってしたがってしたがってしたがって、、、、簡簡簡簡単単単単であるだけにだれであるだけにだれであるだけにだれであるだけにだれももももがががが気気気気づづづづきにくいということなんですけれどきにくいということなんですけれどきにくいということなんですけれどきにくいということなんですけれどもももも、、、、省省省省エネルギーですエネルギーですエネルギーですエネルギーです。。。。 

  2 つつつつ目目目目のののの目目目目標標標標はははは、、、、いかにしてエネルギーをいかにしてエネルギーをいかにしてエネルギーをいかにしてエネルギーを効効効効率率率率的的的的につくりにつくりにつくりにつくり出出出出すかということですがすかということですがすかということですがすかということですが、、、、電電電電力力力力とととと熱熱熱熱のののの両両両両方方方方をををを一一一一緒緒緒緒にににに生生生生みみみみ出出出出すことによってまさにすことによってまさにすことによってまさにすことによってまさに効効効効率率率率的的的的なエネルギーをなエネルギーをなエネルギーをなエネルギーを生生生生産産産産できるのですできるのですできるのですできるのです。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、3 つつつつ目目目目ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、これはエネルギーこれはエネルギーこれはエネルギーこれはエネルギー利利利利用用用用のののの転転転転換換換換でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料、、、、油油油油とかとかとかとかガガガガスとかスとかスとかスとか、、、、そういっそういっそういっそういったところからできるだけたところからできるだけたところからできるだけたところからできるだけ脱脱脱脱却却却却してしてしてして、、、、そしてそしてそしてそして特特特特にににに太陽太陽太陽太陽エネルギーにエネルギーにエネルギーにエネルギーに向向向向かうというかうというかうというかうという方向方向方向方向ですですですです。。。。 

  1986 年年年年にこのにこのにこのにこの 3 つのつのつのつの方方方方針針針針がががが決決決決められたわけなんですがめられたわけなんですがめられたわけなんですがめられたわけなんですが、、、、今今今今になりましてになりましてになりましてになりましてもももも、、、、このこのこのこの 3 つのつのつのつの方方方方針針針針はははは不変不変不変不変ですですですです。。。。そのそのそのその目目目目標標標標でででで私私私私たちはたちはたちはたちはややややりりりり続続続続けていますけていますけていますけています。。。。 

  次次次次にににに、、、、現現現現在在在在のののの環境環境環境環境保護保護保護保護のののの目目目目標標標標ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、2007 年年年年にににに気候気候気候気候変動変動変動変動についてについてについてについて出出出出されたされたされたされた報告報告報告報告よよよよりりりりももももずっとずっとずっとずっと早早早早くそのくそのくそのくその状態状態状態状態がががが今進行今進行今進行今進行しているということがわかっておりますしているということがわかっておりますしているということがわかっておりますしているということがわかっております。。。。EU ではではではでは既既既既にににに
2008 年年年年にににに二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素排排排排出出出出量量量量のののの新新新新たなたなたなたな目目目目標標標標をををを設定設定設定設定いたしましたがいたしましたがいたしましたがいたしましたが、、、、このことはこのことはこのことはこのことは、、、、数数数数年年年年前前前前であであであであれれれればばばば絵空絵空絵空絵空事事事事とみなされるようなことでありまとみなされるようなことでありまとみなされるようなことでありまとみなされるようなことでありましたしたしたした。。。。 

  2007 年年年年のののの夏夏夏夏にににに市議会市議会市議会市議会はははは新新新新たなたなたなたな二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素のののの排排排排出出出出削減削減削減削減目目目目標標標標をををを決決決決定定定定しましたしましたしましたしました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、2030年年年年までにまでにまでにまでに 40%のののの CO2 のののの排排排排出出出出をををを削減削減削減削減するということでするということでするということでするということで、、、、これはこれはこれはこれは先先先先ほどほどほどほど藤村会長藤村会長藤村会長藤村会長がががが出出出出されておされておされておされておりましたリオ・デ・ジャネイロのりましたリオ・デ・ジャネイロのりましたリオ・デ・ジャネイロのりましたリオ・デ・ジャネイロの会議会議会議会議のときにのときにのときにのときに出出出出されたされたされたされたもももものでありますのでありますのでありますのであります。。。。 

  私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、1992 年年年年からからからから 2003 年年年年のののの間間間間にににに 5%のののの削減削減削減削減をををを達達達達成成成成しましたしましたしましたしました。。。。これはドイこれはドイこれはドイこれはドイツツツツのののの他他他他のののの都都都都市市市市ではあまりではあまりではあまりではあまり例例例例をををを見見見見ないないないないもももものですのですのですのです。。。。フライブルクフライブルクフライブルクフライブルクももももそうですがそうですがそうですがそうですが、、、、90 年年年年代代代代にドイにドイにドイにドイツツツツのいろいのいろいのいろいのいろいろなろなろなろな町町町町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目目目目標標標標をををを立立立立てましたけれどてましたけれどてましたけれどてましたけれどもももも、、、、それをそれをそれをそれを実際実際実際実際にににに政治的政治的政治的政治的にににに実現実現実現実現するにはするにはするにはするには至至至至りませんでりませんでりませんでりませんでしたしたしたした。。。。政治政治政治政治はははは、、、、目目目目標標標標をををを立立立立てるだけてるだけてるだけてるだけじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、それをそれをそれをそれを一一一一歩歩歩歩一一一一歩歩歩歩どんなふうにどんなふうにどんなふうにどんなふうに進進進進めていくかということをめていくかということをめていくかということをめていくかということを考考考考えていかなきえていかなきえていかなきえていかなきゃゃゃゃいけませんいけませんいけませんいけません。。。。 

  フライブルクではフライブルクではフライブルクではフライブルクでは、、、、2008 年年年年までにまでにまでにまでに二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素のののの排排排排出出出出量量量量をををを 14%削減削減削減削減するということにしてするということにしてするということにしてするということにしていますいますいますいます。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、これでこれでこれでこれでももももまだまだまだまだ足足足足りるりるりるりる数数数数とはとはとはとは言言言言えませんえませんえませんえません。。。。40%のののの削減削減削減削減というのはというのはというのはというのは実実実実際際際際にどういうことをにどういうことをにどういうことをにどういうことをややややれれれればばばばいいということなのかいいということなのかいいということなのかいいということなのか。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ももももうううう一一一一つつつつ大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題はははは、、、、100%のののの削減削減削減削減はははは不不不不可能可能可能可能なのかということですなのかということですなのかということですなのかということです。。。。 

  しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、このこのこのこの 100%をををを達達達達成成成成することですることですることですることで大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題なのはなのはなのはなのは、、、、一一一一番番番番大大大大きなきなきなきな二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素をををを排排排排出出出出していしていしていしているのがるのがるのがるのが石石石石炭炭炭炭発電発電発電発電所所所所、、、、火火火火力力力力発電発電発電発電所所所所、、、、ガガガガスススス発電発電発電発電所所所所であったりするわけですであったりするわけですであったりするわけですであったりするわけです。。。。まさにまさにまさにまさにそれをフライブルクではそれをフライブルクではそれをフライブルクではそれをフライブルクでは持持持持っていないのでっていないのでっていないのでっていないので、、、、それがそれがそれがそれが大大大大きなきなきなきなポポポポイントですイントですイントですイントです。。。。 

  ではではではでは、、、、このこのこのこの 40%をををを削減削減削減削減するというのがするというのがするというのがするというのが実際実際実際実際にはどういうことをにはどういうことをにはどういうことをにはどういうことを意味意味意味意味するのでしょうかするのでしょうかするのでしょうかするのでしょうか。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、私私私私たちみんながたちみんながたちみんながたちみんなが、、、、自自自自分分分分ができるができるができるができる手手手手段段段段というというというというもももものをのをのをのを選選選選んでいくということがんでいくということがんでいくということがんでいくということが大事大事大事大事だということですだということですだということですだということです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、建築建築建築建築とかとかとかとか建築建築建築建築規規規規格格格格のののの法法法法律律律律がありますけどがありますけどがありますけどがありますけど、、、、それをうまくそれをうまくそれをうまくそれをうまく利利利利用用用用するするするする。。。。再生可能再生可能再生可能再生可能なエネルギーをなエネルギーをなエネルギーをなエネルギーを助成助成助成助成するプログラムをするプログラムをするプログラムをするプログラムを利利利利用用用用するするするする。。。。建建建建物物物物のののの断断断断熱熱熱熱ややややエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー消費消費消費消費のののの基基基基準準準準をうまくをうまくをうまくをうまく利利利利用用用用するするするする。。。。それからそれからそれからそれから、、、、近近近近距離距離距離距離公公公公共共共共交交交交通通通通などをなどをなどをなどを利利利利用用用用するということになするということになするということになするということになりますりますりますります。。。。 

  これはこれはこれはこれは市市市市がががが単単単単独独独独でできることではありませんからでできることではありませんからでできることではありませんからでできることではありませんから、、、、外部外部外部外部のいろいろなところにのいろいろなところにのいろいろなところにのいろいろなところに協力協力協力協力してしてしてしていただくいただくいただくいただく。。。。例例例例ええええばばばば、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー供給供給供給供給企企企企業業業業とかとかとかとか諸諸諸諸機機機機関関関関といったといったといったといったもももものののの、、、、外部外部外部外部のパートナーとののパートナーとののパートナーとののパートナーとの協力協力協力協力をををを強強強強めていくことによってめていくことによってめていくことによってめていくことによって、、、、これをなしこれをなしこれをなしこれをなし遂遂遂遂げていくことができますげていくことができますげていくことができますげていくことができます。。。。 

  そしてさらにそしてさらにそしてさらにそしてさらに重重重重要要要要なことはなことはなことはなことは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで以以以以上上上上にそちらのにそちらのにそちらのにそちらの方方方方面面面面にににに投投投投資資資資をををを増増増増ややややしていかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばならないということですならないということですならないということですならないということです。。。。1 つのつのつのつの例例例例がががが、、、、先先先先ほどほどほどほどもももも申申申申しししし上上上上げましたけれどげましたけれどげましたけれどげましたけれどもももも、、、、熱熱熱熱とととと電電電電力力力力をあをあをあをあわせてわせてわせてわせて生生生生みみみみ出出出出すすすす、、、、つまりコジェネつまりコジェネつまりコジェネつまりコジェネレレレレーションのようなーションのようなーションのようなーションのようなもももものですのですのですのです。。。。フライブルクではフライブルクではフライブルクではフライブルクでは現現現現在在在在、、、、大大大大きなきなきなきな連合連合連合連合発電発電発電発電所所所所というのがありましてというのがありましてというのがありましてというのがありまして、、、、それがそれがそれがそれが電熱電熱電熱電熱併給併給併給併給によりましてによりましてによりましてによりまして市市市市全体全体全体全体のエネルギのエネルギのエネルギのエネルギーのほとんどーのほとんどーのほとんどーのほとんど半半半半分分分分ぐぐぐぐらいをらいをらいをらいを生生生生産産産産していますしていますしていますしています。。。。しかししかししかししかし、、、、必要必要必要必要なのはなのはなのはなのは大大大大きなきなきなきな産業施設産業施設産業施設産業施設だけだけだけだけじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、特特特特にににに再生再生再生再生エネルギーでありますバイオマスエネルギーでありますバイオマスエネルギーでありますバイオマスエネルギーでありますバイオマス、、、、例例例例ええええばばばば木木木木材材材材をををを燃燃燃燃料料料料にににに使使使使うといったこうといったこうといったこうといったことととと、、、、大大大大きなきなきなきな装置装置装置装置じゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて分分分分散散散散型型型型のののの電熱電熱電熱電熱併給併給併給併給のののの発電発電発電発電をををを使使使使うううう必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。 

  ここでここでここでここで申申申申しししし上上上上げておきたいのはげておきたいのはげておきたいのはげておきたいのは、、、、木木木木材材材材はははは、、、、ドイドイドイドイツツツツ全体全体全体全体ででででももももそうですけれどそうですけれどそうですけれどそうですけれどもももも、、、、特特特特にフラにフラにフラにフラ
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イブルクではどこにでイブルクではどこにでイブルクではどこにでイブルクではどこにでももももあるといいますかあるといいますかあるといいますかあるといいますか、、、、十十十十分分分分にあるにあるにあるにある資源資源資源資源だということですだということですだということですだということです。。。。今今今今、、、、個個個個人人人人住宅住宅住宅住宅のためのミクロブロックのためのミクロブロックのためのミクロブロックのためのミクロブロック熱発電熱発電熱発電熱発電とととといういういういうもももものがのがのがのが試験的試験的試験的試験的にににに行行行行われているんですがわれているんですがわれているんですがわれているんですが、、、、これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに小小小小さなさなさなさな装置装置装置装置でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、暖暖暖暖房房房房のためにのためにのためにのために使使使使われるんですけれどわれるんですけれどわれるんですけれどわれるんですけれどもももも、、、、電電電電気気気気をををを発発発発生生生生するするするすることことことことももももできるというできるというできるというできるというもももものですのですのですのです。。。。 

  現現現現在在在在、、、、フライブルクにエネルギーフライブルクにエネルギーフライブルクにエネルギーフライブルクにエネルギー企企企企業業業業バーデバーデバーデバーデノノノノーーーーヴァヴァヴァヴァというのがありますがというのがありますがというのがありますがというのがありますが、、、、これはこれはこれはこれは自自自自然然然然なエネルギーをなエネルギーをなエネルギーをなエネルギーを配配配配給給給給しているところですしているところですしているところですしているところです。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、各各各各家庭家庭家庭家庭にににに自然自然自然自然エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを配配配配給給給給するするするする会社会社会社会社ですですですです。。。。このエコこのエコこのエコこのエコ電電電電気気気気のののの半半半半分分分分はははは再生可能再生可能再生可能再生可能なエネルギーからなエネルギーからなエネルギーからなエネルギーから、、、、そしてそしてそしてそして半半半半分分分分はははは電熱電熱電熱電熱併給併給併給併給といといといというところでうところでうところでうところで成成成成りりりり立立立立っていますっていますっていますっています。。。。このこのこのこの再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーというエネルギーというエネルギーというエネルギーというもももものはのはのはのは、、、、水水水水力力力力であったりであったりであったりであったり、、、、風風風風力力力力であったりであったりであったりであったり、、、、太陽太陽太陽太陽であったりであったりであったりであったり、、、、ババババイオマスであったりするわけですけれどイオマスであったりするわけですけれどイオマスであったりするわけですけれどイオマスであったりするわけですけれどもももも、、、、さらにさらにさらにさらにはそれにはそれにはそれにはそれに地地地地熱熱熱熱とかがとかがとかがとかが入入入入ってくるのかってくるのかってくるのかってくるのかももももしれませんしれませんしれませんしれません。。。。私私私私たちのフライブルクにあるたちのフライブルクにあるたちのフライブルクにあるたちのフライブルクにある市市市市電電電電はしはしはしはしばばばばらくらくらくらく前前前前からこのエコからこのエコからこのエコからこのエコ電電電電気気気気によってのみによってのみによってのみによってのみ賄賄賄賄われていましてわれていましてわれていましてわれていまして、、、、特特特特にににに水水水水力力力力によるエコによるエコによるエコによるエコ電電電電気気気気をををを使使使使っていますっていますっていますっています。。。。 

  しかししかししかししかし、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げましたようにげましたようにげましたようにげましたように、、、、このようなことはこのようなことはこのようなことはこのようなことは、、、、上上上上のほうからのほうからのほうからのほうから「「「「さあさあさあさあ、、、、ややややっっっってくださいてくださいてくださいてください。。。。ややややりなさいりなさいりなさいりなさい」」」」というふうにしてできるというふうにしてできるというふうにしてできるというふうにしてできるももももののののじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、市市市市民民民民のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが関関関関心心心心をををを持持持持ってってってって進進進進めてめてめてめて初初初初めてめてめてめて可能可能可能可能になりますになりますになりますになります。。。。 

  例例例例ええええばばばば、、、、住宅住宅住宅住宅のののの暖暖暖暖房房房房ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、これはこれはこれはこれは非常非常非常非常におにおにおにお金金金金がかかるということでがかかるということでがかかるということでがかかるということで、、、、これはこれはこれはこれは第第第第 2のののの家賃家賃家賃家賃とととというふうにいうふうにいうふうにいうふうに言言言言われているわけですわれているわけですわれているわけですわれているわけです。。。。これをこれをこれをこれを、、、、例例例例ええええばばばば熱熱熱熱をうまくをうまくをうまくをうまく遮断遮断遮断遮断するようなこするようなこするようなこするようなことによってとによってとによってとによって効効効効率率率率的的的的にすることでにすることでにすることでにすることで安安安安くすることができるくすることができるくすることができるくすることができる。。。。そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと、、、、家賃家賃家賃家賃そのそのそのそのもももものをのをのをのを安安安安くするのとくするのとくするのとくするのと同同同同じじじじようなようなようなような効効効効果果果果がががが生生生生まれるわけですまれるわけですまれるわけですまれるわけです。。。。 

  私私私私たちはまたたちはまたたちはまたたちはまた人人人人々々々々のののの交交交交通通通通手手手手段段段段としてとしてとしてとして、、、、自自自自分分分分のののの車車車車をををを使使使使うんうんうんうんじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、公公公公共共共共のののの交交交交通通通通手手手手段段段段をををを使使使使うというふうにうというふうにうというふうにうというふうに向向向向けてけてけてけて活活活活動動動動をしていますをしていますをしていますをしています。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、エコエコエコエコ基金基金基金基金というというというというもももものをのをのをのを設設設設立立立立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、、、、これにこれにこれにこれに対対対対してしてしてして関関関関心心心心のあるのあるのあるのある市市市市民民民民のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが投投投投資資資資をしていくをしていくをしていくをしていく。。。。それをそれをそれをそれを経経経経てててて環境環境環境環境政策政策政策政策をををを進進進進めるというふうなめるというふうなめるというふうなめるというふうな手手手手段段段段をとっておりまをとっておりまをとっておりまをとっておりますすすす。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、大大大大きなきなきなきな基金基金基金基金かかかからおらおらおらお金金金金をををを借借借借りてりてりてりて何何何何かをするということではなくてかをするということではなくてかをするということではなくてかをするということではなくて、、、、市市市市民民民民のののの皆様皆様皆様皆様からおからおからおからお金金金金をををを募募募募ってってってって、、、、そしてそれぞれのそしてそれぞれのそしてそれぞれのそしてそれぞれの、、、、例例例例ええええばばばば風風風風力力力力であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、そういういいそういういいそういういいそういういい目的目的目的目的にににに使使使使うというふうなうというふうなうというふうなうというふうな基金基金基金基金をををを積積積積みみみみ立立立立てているということですてているということですてているということですてているということです。。。。 

  これからリニューアブルなこれからリニューアブルなこれからリニューアブルなこれからリニューアブルな、、、、再生可能再生可能再生可能再生可能なエネルギーについてなエネルギーについてなエネルギーについてなエネルギーについて説明説明説明説明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。。。。 

  再生可能再生可能再生可能再生可能なエネルギーのなエネルギーのなエネルギーのなエネルギーの重重重重要要要要なななな部部部部分分分分をなしていますのはをなしていますのはをなしていますのはをなしていますのは、、、、風風風風力力力力とバイオマスとバイオマスとバイオマスとバイオマス、、、、とりわけとりわけとりわけとりわけ木木木木材材材材とバイオとバイオとバイオとバイオガガガガスのスのスのスの利利利利用用用用なんですけれどなんですけれどなんですけれどなんですけれどもももも、、、、太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電とととと太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱ももももまたまたまた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役割役割役割役割をををを果果果果たしていますたしていますたしていますたしています。。。。太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電とととと呼呼呼呼ばばばばれるフォトれるフォトれるフォトれるフォトボボボボルタイックというルタイックというルタイックというルタイックというもももものののの、、、、それからそれからそれからそれから太陽太陽太陽太陽のののの熱熱熱熱をををを利利利利用用用用したエネルギーによってしたエネルギーによってしたエネルギーによってしたエネルギーによって大大大大きなきなきなきな電電電電力力力力をををを生生生生みみみみ出出出出しているということですしているということですしているということですしているということです。。。。 

  これはこれはこれはこれは他他他他のののの国国国国のののの模範模範模範模範になっているんですけどになっているんですけどになっているんですけどになっているんですけど、、、、ドイドイドイドイツツツツではではではでは 9 年年年年前前前前からからからから再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギエネルギエネルギエネルギーーーー法法法法というというというというもももものがありますのがありますのがありますのがあります。。。。このこのこのこの法法法法律律律律はははは、、、、再生可能再生可能再生可能再生可能なエネルギーをつくりなエネルギーをつくりなエネルギーをつくりなエネルギーをつくり出出出出すすすす生生生生産産産産者者者者にににに、、、、再生可能再生可能再生可能再生可能なようになようになようになように生生生生みみみみ出出出出されたされたされたされた電電電電力力力力、、、、つまりつまりつまりつまり太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱、、、、風風風風力力力力、、、、水水水水力力力力のエネルギーですがのエネルギーですがのエネルギーですがのエネルギーですが、、、、ここここれをれをれをれを 20 年年年年間間間間、、、、法定価格法定価格法定価格法定価格でエネルギーでエネルギーでエネルギーでエネルギー供給供給供給供給をしてよいということををしてよいということををしてよいということををしてよいということを保障保障保障保障しておりますしておりますしておりますしております。。。。これこれこれこれによってによってによってによって再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーがエネルギーがエネルギーがエネルギーが経済的経済的経済的経済的ににににもももも非常非常非常非常にににに有利有利有利有利ななななもももものになるということですのになるということですのになるということですのになるということです。。。。 

  つまりつまりつまりつまり、、、、例例例例ええええばばばば太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電をををを屋根屋根屋根屋根にににに置置置置いていていていて、、、、そこからそこからそこからそこから生生生生みみみみ出出出出されるされるされるされる電電電電力力力力はははは、、、、普普普普通通通通のののの電電電電力力力力のののの料料料料金金金金よりはよりはよりはよりは大大大大分高分高分高分高いいいいもももものになりますのになりますのになりますのになります。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、法定価格法定価格法定価格法定価格のののの電電電電力力力力料料料料金金金金とととと実際実際実際実際のののの電電電電力力力力料料料料金金金金とのとのとのとの差差差差ができるわけなんですけどができるわけなんですけどができるわけなんですけどができるわけなんですけど、、、、そのそのそのその差差差差はははは利利利利用用用用するするするする人人人人がががが払払払払うということになりますうということになりますうということになりますうということになります。。。。 

  つまりつまりつまりつまり、、、、ドイドイドイドイツツツツではこのではこのではこのではこの再生可能再生可能再生可能再生可能なエネルギーのためになエネルギーのためになエネルギーのためになエネルギーのために金金金金銭銭銭銭的的的的なななな支支支支援援援援がされているといがされているといがされているといがされているということになるわけですがうことになるわけですがうことになるわけですがうことになるわけですが、、、、これはこれはこれはこれは公的公的公的公的なななな資資資資金金金金をををを使使使使っているのではなくてっているのではなくてっているのではなくてっているのではなくて、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの利利利利用用用用者者者者がそれをがそれをがそれをがそれを払払払払っていくというっていくというっていくというっていくという仕仕仕仕組組組組みになっていますみになっていますみになっていますみになっています。。。。ヨヨヨヨーロッパではーロッパではーロッパではーロッパでは、、、、このこのこのこのややややりりりり方方方方をををを、、、、1対対対対 1 というふうにはなりませんけれどというふうにはなりませんけれどというふうにはなりませんけれどというふうにはなりませんけれどもももも、、、、いろいいろいいろいいろいろなろなろなろな国国国国々々々々でででで採採採採用用用用するようになっていましするようになっていましするようになっていましするようになっていましてててて、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカ合合合合衆衆衆衆国国国国ででででももももこのこのこのこの方式方式方式方式をををを取取取取るというふうにるというふうにるというふうにるというふうに動動動動いていますいていますいていますいています。。。。このこのこのこの法法法法律律律律はははは、、、、フライフライフライフライブルクにおきましてブルクにおきましてブルクにおきましてブルクにおきまして、、、、ソソソソーラーーラーーラーーラー設設設設備備備備をしてをしてをしてをして、、、、それをそれをそれをそれを経経経経由由由由するというふうなブームをするというふうなブームをするというふうなブームをするというふうなブームを引引引引きききき起起起起こしていますこしていますこしていますこしています。。。。最近最近最近最近のののの 3 年年年年間間間間ででででソソソソーラーーラーーラーーラー電電電電力力力力量量量量はほとんどはほとんどはほとんどはほとんど 4 倍倍倍倍になっていましてになっていましてになっていましてになっていまして、、、、それはそれはそれはそれは
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時時時時間間間間当当当当たりたりたりたり 11メメメメガガガガワワワワットでットでットでットで 1,100万万万万キキキキロロロロワワワワットットットット時時時時ということになりますということになりますということになりますということになります。。。。 

  昨昨昨昨日日日日、、、、NPC というというというという松山松山松山松山のののの企企企企業業業業のところにのところにのところにのところに行行行行きましてきましてきましてきまして講演講演講演講演をををを聞聞聞聞いたわけなんですがいたわけなんですがいたわけなんですがいたわけなんですが、、、、そこそこそこそこでのでのでのでの話話話話としてとしてとしてとして出出出出ましたのはましたのはましたのはましたのは、、、、例例例例ええええばばばば、、、、オーストラリアではオーストラリアではオーストラリアではオーストラリアでは年年年年間間間間にににに 10キキキキロロロロワワワワットットットットぐぐぐぐらいらいらいらいののののもももものしかのしかのしかのしか出出出出していないしていないしていないしていない。。。。それがインドとかそれがインドとかそれがインドとかそれがインドとか中国中国中国中国とかということになるととかということになるととかということになるととかということになるとももももっとっとっとっとももももっとっとっとっと少少少少ないないないないということになるわけですということになるわけですということになるわけですということになるわけです。。。。これをこれをこれをこれを聞聞聞聞いていていていて私私私私たちはうれしいとたちはうれしいとたちはうれしいとたちはうれしいと思思思思うううう反反反反面面面面、、、、これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな可能性可能性可能性可能性をををを秘秘秘秘めているめているめているめている、、、、しかしかしかしかもももも、、、、そうなりますとそこにマーそうなりますとそこにマーそうなりますとそこにマーそうなりますとそこにマーケケケケットのットのットのットの可能性可能性可能性可能性ももももあるといあるといあるといあるということになりますうことになりますうことになりますうことになります。。。。 

  これからおこれからおこれからおこれからお見見見見せするのはフライブルクでのせするのはフライブルクでのせするのはフライブルクでのせするのはフライブルクでの 3 つのつのつのつの例例例例ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、こういうこういうこういうこういう領領領領域域域域でフラでフラでフラでフライブルクではどういうことがイブルクではどういうことがイブルクではどういうことがイブルクではどういうことが行行行行われているのかわれているのかわれているのかわれているのか、、、、市市市市がそれにがそれにがそれにがそれに対対対対してどういうことをしていしてどういうことをしていしてどういうことをしていしてどういうことをしているかということでするかということでするかということでするかということです。。。。 

  まずまずまずまず、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げたエネルギーげたエネルギーげたエネルギーげたエネルギー供給供給供給供給会社会社会社会社、、、、バーデバーデバーデバーデノノノノーーーーヴァヴァヴァヴァといといといというところですがうところですがうところですがうところですが、、、、ここここれはれはれはれは、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しましたようにしましたようにしましたようにしましたように、、、、市市市市民民民民のののの投投投投資資資資をををを募募募募っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。そのそのそのその個個個個人人人人投投投投資資資資家家家家がそがそがそがそこにこにこにこに投投投投資資資資することによってすることによってすることによってすることによって、、、、私私私私はははは風風風風力力力力とかとかとかとか、、、、私私私私はははは太陽発電太陽発電太陽発電太陽発電とかとかとかとか、、、、そういうふうにしておそういうふうにしておそういうふうにしておそういうふうにしてお金金金金をををを入入入入れているわけですれているわけですれているわけですれているわけです。。。。このバーデこのバーデこのバーデこのバーデノノノノーーーーヴァヴァヴァヴァのののの名名名名前前前前をををを持持持持ったスタジアムがありましてったスタジアムがありましてったスタジアムがありましてったスタジアムがありまして、、、、ここここれはフライブルクのサッカーれはフライブルクのサッカーれはフライブルクのサッカーれはフライブルクのサッカーチチチチームームームーム、、、、SC フライブルクのフライブルクのフライブルクのフライブルクのチチチチームのームのームのームの本本本本拠拠拠拠地地地地ででででももももありますありますありますあります。。。。 

  つまりつまりつまりつまり、、、、サッカーサッカーサッカーサッカー場場場場のののの屋根屋根屋根屋根のののの上上上上にににに太陽太陽太陽太陽パネルをパネルをパネルをパネルを張張張張っているということですっているということですっているということですっているということです。。。。これはこれはこれはこれは大大大大変変変変ドイドイドイドイツツツツ人人人人のおのおのおのお気気気気にににに召召召召したようでしたようでしたようでしたようで、、、、ドイドイドイドイツツツツ全全全全国国国国でででで 10 ほどほどほどほど、、、、こういうふうにこういうふうにこういうふうにこういうふうに太陽電太陽電太陽電太陽電池池池池パネルをパネルをパネルをパネルを乗乗乗乗せたサせたサせたサせたサッカーッカーッカーッカー場場場場ができていますができていますができていますができています。。。。 

  ももももうううう一一一一つのつのつのつの例例例例はははは、、、、これこれこれこれもももも姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市のののの 1 つなんですけれどつなんですけれどつなんですけれどつなんですけれどもももも、、、、イタリアにパドイタリアにパドイタリアにパドイタリアにパドワワワワというというというという町町町町がありますがありますがありますがあります。。。。パドパドパドパドワワワワにはにはにはには大大大大きなきなきなきなソソソソーラーのプロジェクトがありましてーラーのプロジェクトがありましてーラーのプロジェクトがありましてーラーのプロジェクトがありまして、、、、これはフライブルこれはフライブルこれはフライブルこれはフライブルクのクのクのクの技術技術技術技術をををを使使使使ってってってって、、、、フライブルクのフライブルクのフライブルクのフライブルクの技術技術技術技術者者者者たちとたちとたちとたちと一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって、、、、技術交技術交技術交技術交換換換換をををを図図図図りながらプりながらプりながらプりながらプロジェクトをロジェクトをロジェクトをロジェクトを立立立立ちちちち上上上上げたというげたというげたというげたというもももものですのですのですのです。。。。これがパドこれがパドこれがパドこれがパドワワワワにできにできにできにでき上上上上がっていますがっていますがっていますがっています。。。。このこのこのこの背背背背景景景景とととと申申申申しますのはしますのはしますのはしますのは、、、、ソソソソーラーのーラーのーラーのーラーの見見見見本市本市本市本市みたいなみたいなみたいなみたいなもももものをフライブルクでのをフライブルクでのをフライブルクでのをフライブルクでややややったときにったときにったときにったときに、、、、イタリイタリイタリイタリアのアのアのアの技術技術技術技術者者者者がががが来来来来られましてられましてられましてられまして、、、、それはそれはそれはそれは非常非常非常非常によいということでによいということでによいということでによいということで始始始始まったんですがまったんですがまったんですがまったんですが、、、、イタリアイタリアイタリアイタリアはははは松松松松山山山山みたいなみたいなみたいなみたいなもももものでのでのでので、、、、非常非常非常非常にににに太陽太陽太陽太陽のののの豊豊豊豊かなところですかなところですかなところですかなところです。。。。ドイドイドイドイツツツツはははは太陽太陽太陽太陽がががが少少少少ないんですけないんですけないんですけないんですけどどどど、、、、技術技術技術技術をををを持持持持っているということでっているということでっているということでっているということで、、、、一一一一緒緒緒緒ににににややややったらどうだということになったわけですったらどうだということになったわけですったらどうだということになったわけですったらどうだということになったわけです。。。。 

  3 つつつつ目目目目のののの例例例例なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、これはインターネットにこれはインターネットにこれはインターネットにこれはインターネットに、、、、市市市市街街街街地地地地図図図図でででで、、、、建建建建物物物物のののの上上上上からからからから見見見見下下下下ろしたろしたろしたろしたようなデータがようなデータがようなデータがようなデータが出出出出ているんですがているんですがているんですがているんですが、、、、屋根屋根屋根屋根のののの形形形形をををを見見見見ることによりましてることによりましてることによりましてることによりまして、、、、このこのこのこの屋屋屋屋上上上上はははは太陽太陽太陽太陽エエエエネルギーにネルギーにネルギーにネルギーに向向向向いているとかいているとかいているとかいているとか向向向向いていないとかいていないとかいていないとかいていないとか、、、、そういうことがわかるわけですそういうことがわかるわけですそういうことがわかるわけですそういうことがわかるわけです。。。。 

  フライブルクのフライブルクのフライブルクのフライブルクのソソソソーラーエネルギーのーラーエネルギーのーラーエネルギーのーラーエネルギーの技術技術技術技術というというというというもももものはのはのはのは、、、、ももももうううう一一一一つつつつ、、、、学学学学術術術術研究研究研究研究とととと一一一一緒緒緒緒にににになってなってなってなって進進進進められてきましためられてきましためられてきましためられてきました。。。。そこでそこでそこでそこではフラウンホーフはフラウンホーフはフラウンホーフはフラウンホーファァァァーーーー研究研究研究研究所所所所というというというというもももものがのがのがのが非常非常非常非常にににに大大大大ききききなななな役割役割役割役割をををを果果果果たしていますたしていますたしていますたしています。。。。これはこれはこれはこれは、、、、30 年年年年前前前前にににに 10人人人人ほどのほどのほどのほどの研究研究研究研究者者者者がががが始始始始めためためためたもももものでのでのでので、、、、軍軍軍軍事事事事的的的的なななな研究研究研究研究からからからから始始始始まったまったまったまったもももものなんですけれどのなんですけれどのなんですけれどのなんですけれどもももも、、、、それがそれがそれがそれが今今今今ではではではでは 700 人人人人のののの共共共共同同同同研究研究研究研究者者者者をををを擁擁擁擁するようするようするようするようなななな世界世界世界世界第第第第 2 位位位位ののののソソソソーラーーラーーラーーラー技術技術技術技術研究研究研究研究所所所所になっていますになっていますになっていますになっています。。。。それからそれからそれからそれから、、、、民民民民間間間間ののののソソソソーラーーラーーラーーラー情情情情報報報報センセンセンセンターというのがありましてターというのがありましてターというのがありましてターというのがありまして、、、、これはこれはこれはこれはソソソソーラーーラーーラーーラー研究研究研究研究にににに関関関関するするするする専門専門専門専門のセンターでのセンターでのセンターでのセンターで、、、、ブッシュマブッシュマブッシュマブッシュマンンンン教授教授教授教授がちょうどこのがちょうどこのがちょうどこのがちょうどこの前前前前のほうにのほうにのほうにのほうに臨臨臨臨席席席席しておられますしておられますしておられますしておられます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、ももももうううう一一一一つはつはつはつは、、、、ソソソソーラーーラーーラーーラー見見見見本市本市本市本市のインターのインターのインターのインターソソソソーラーというーラーというーラーというーラーというもももものをのをのをのを私私私私たちはたちはたちはたちは立立立立ちちちち上上上上げげげげているわけですけれどているわけですけれどているわけですけれどているわけですけれどもももも、、、、これはこれはこれはこれは最最最最初初初初、、、、非常非常非常非常にににに小小小小さなさなさなさな規模規模規模規模でででで始始始始まったんですがまったんですがまったんですがまったんですが、、、、年年年年ににににしてしてしてして 40%、、、、50%ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの規模規模規模規模でででで拡拡拡拡大大大大していきましてしていきましてしていきましてしていきまして、、、、ももももうフライブルクだけではおさまらうフライブルクだけではおさまらうフライブルクだけではおさまらうフライブルクだけではおさまらないようなないようなないようなないような規模規模規模規模ののののソソソソーラーーラーーラーーラー見見見見本市本市本市本市になりましたになりましたになりましたになりました。。。。それでそれでそれでそれで、、、、それをそれをそれをそれを他他他他のところでのところでのところでのところでもやもやもやもやったりったりったりったり、、、、最近最近最近最近ではアではアではアではアメメメメリカのサンフランシスコでリカのサンフランシスコでリカのサンフランシスコでリカのサンフランシスコでもやもやもやもやっていますっていますっていますっています。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、これはこれはこれはこれはももももっとっとっとっとももももっっっっとととと拡拡拡拡大大大大していきたいしていきたいしていきたいしていきたい、、、、パートナーをこれからパートナーをこれからパートナーをこれからパートナーをこれから探探探探したいというしたいというしたいというしたいというもももものになっていますのになっていますのになっていますのになっています。。。。 

  最最最最後後後後にににに、、、、非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい基本基本基本基本的的的的なエネルギーなエネルギーなエネルギーなエネルギー対対対対策策策策というというというというもももものについておのについておのについておのについて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いいいますますますます。。。。それはそれはそれはそれは熱熱熱熱をどのようにしてをどのようにしてをどのようにしてをどのようにして遮遮遮遮断断断断するかということですするかということですするかということですするかということです。。。。 

  フライブルクではいろいろなフライブルクではいろいろなフライブルクではいろいろなフライブルクではいろいろな新新新新しいタイプのしいタイプのしいタイプのしいタイプの建建建建物物物物をつくっていましてをつくっていましてをつくっていましてをつくっていまして、、、、低低低低エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー建建建建築築築築とかとかとかとか、、、、パッシブパッシブパッシブパッシブハハハハウスとウスとウスとウスと言言言言われるわれるわれるわれる、、、、太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱をををを利利利利用用用用したしたしたしたもももものとかのとかのとかのとか、、、、さらにさらにさらにさらに、、、、プラスエネルプラスエネルプラスエネルプラスエネル
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ギーギーギーギーハハハハウスというウスというウスというウスというももももののののもももも考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

  具具具具体的体的体的体的にそれがどういうにそれがどういうにそれがどういうにそれがどういうもももものかのかのかのか、、、、皆皆皆皆さんちょっとイさんちょっとイさんちょっとイさんちょっとイメメメメージできにくいでしょうからージできにくいでしょうからージできにくいでしょうからージできにくいでしょうから、、、、そそそそれをちょっとおれをちょっとおれをちょっとおれをちょっと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。。。。60年年年年代代代代、、、、70年年年年代代代代にににに建建建建てられたてられたてられたてられた古古古古いいいい家家家家をををを考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、
1平米平米平米平米あたりあたりあたりあたり年年年年間間間間 300 リッターのリッターのリッターのリッターの油油油油をををを必要必要必要必要とするようなとするようなとするようなとするような暖暖暖暖房房房房のののの効効効効率率率率だったわけですだったわけですだったわけですだったわけです。。。。最近最近最近最近のののの新新新新しいしいしいしい建建建建物物物物でででで言言言言ええええばばばば、、、、60 リッターリッターリッターリッターぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、つまりつまりつまりつまり古古古古いいいい建建建建物物物物のののの 20％％％％のところまでのところまでのところまでのところまで下下下下げてきてげてきてげてきてげてきていますいますいますいます。。。。新新新新しいしいしいしい基基基基準準準準でいきますとでいきますとでいきますとでいきますと 40リッターということですリッターということですリッターということですリッターということです。。。。それがそれがそれがそれが新新新新しいしいしいしい基基基基準値準値準値準値なのでなのでなのでなので、、、、さらにさらにさらにさらに 1/3下下下下がっているということになりますがっているということになりますがっているということになりますがっているということになります。。。。パッシブパッシブパッシブパッシブハハハハウスというウスというウスというウスという最最最最もももも新新新新しいしいしいしい基基基基準準準準ののののもももものになりますとのになりますとのになりますとのになりますと、、、、2011 年年年年からフライブルクのからフライブルクのからフライブルクのからフライブルクの新新新新築基築基築基築基準準準準になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、これがこれがこれがこれが最最最最終終終終的的的的にはにはにはには年年年年間間間間 1平米平米平米平米あたりあたりあたりあたり 15 リッターリッターリッターリッター、、、、つまりつまりつまりつまり 60 年年年年代代代代のののの建建建建物物物物にににに必要必要必要必要なななな油油油油のののの 5%のところまでのところまでのところまでのところまで下下下下がるとがるとがるとがるといういういういう、、、、そういうそういうそういうそういう熱効熱効熱効熱効率率率率をををを持持持持っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。それでそれでそれでそれでももももまだまだまだまだ充充充充分分分分ではなくではなくではなくではなく、、、、さらにプラスさらにプラスさらにプラスさらにプラスエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー建建建建物物物物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、、、、消費消費消費消費するするするする以以以以上上上上のエネルギーをのエネルギーをのエネルギーをのエネルギーを生生生生みみみみ出出出出すすすす、、、、つまりつまりつまりつまりネットネットネットネットワワワワークにークにークにークに供給供給供給供給できるできるできるできる、、、、暖暖暖暖房費房費房費房費はかからないはかからないはかからないはかからない、、、、といったといったといったといったもももものですのですのですのです。。。。 

  そそそそももももそそそそもももものののの問題問題問題問題はははは、、、、例例例例ええええばばばば日本日本日本日本ででででもももも考考考考えてみますとえてみますとえてみますとえてみますと、、、、2～～～～3%はははは新新新新しいしいしいしい建建建建物物物物がががが建建建建つとつとつとつと思思思思ううううんですけれどんですけれどんですけれどんですけれどもももも、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外ののののもももものはのはのはのは古古古古いいいい建建建建物物物物ということになりますということになりますということになりますということになります。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、フライフライフライフライブルクでブルクでブルクでブルクでもももも、、、、非常非常非常非常にすにすにすにすばばばばらしいらしいらしいらしい効効効効率率率率をををを持持持持っているっているっているっている建建建建物物物物があるというがあるというがあるというがあるという反反反反面面面面ではではではでは、、、、ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの建建建建物物物物がががが古古古古いいいい基基基基準準準準のののの中中中中でででで建建建建っているということになりますっているということになりますっているということになりますっているということになります。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、ここでのここでのここでのここでの問題問題問題問題はははは、、、、一方一方一方一方ではいいではいいではいいではいい例例例例があるとしてがあるとしてがあるとしてがあるとしてもももも、、、、古古古古いいいい建建建建物物物物をどのようにをどのようにをどのようにをどのように改善改善改善改善してしてしてして効効効効率率率率のよいのよいのよいのよい建建建建物物物物にしていにしていにしていにしていくかくかくかくか。。。。そそそそのためにのためにのためにのために所所所所有有有有者者者者をををを促促促促してそこにしてそこにしてそこにしてそこに投投投投資資資資をしていくというをしていくというをしていくというをしていくという気気気気持持持持ちにさせるにはどうすちにさせるにはどうすちにさせるにはどうすちにさせるにはどうすれれれればばばばいいかということになりますいいかということになりますいいかということになりますいいかということになります。。。。 

  そのためにそのためにそのためにそのために国国国国ののののレレレレベベベベルでルでルでルで法法法法律律律律ででででももももってこのってこのってこのってこのぐぐぐぐらいのところまでらいのところまでらいのところまでらいのところまでややややりなさいというのをりなさいというのをりなさいというのをりなさいというのを決決決決めてめてめてめて、、、、そこにそこにそこにそこに向向向向けてけてけてけてややややっていくというっていくというっていくというっていくというややややりりりり方方方方がありますがありますがありますがあります。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、率率率率先先先先してしてしてして模範模範模範模範ををををしめすということしめすということしめすということしめすということももももできますできますできますできます。。。。私私私私たちがたちがたちがたちが今今今今学学学学校校校校をををを建建建建てるとかてるとかてるとかてるとか、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園などのなどのなどのなどの公公公公共建築共建築共建築共建築物物物物をををを建建建建てるてるてるてるかかかか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、、、、パッシブ・パッシブ・パッシブ・パッシブ・ハハハハウスのウスのウスのウスの基基基基準準準準でででで建建建建物物物物をつくっていきますをつくっていきますをつくっていきますをつくっていきます。。。。 

  私私私私たちはたちはたちはたちは公公公公共共共共的的的的なななな建建建建物物物物のののの改善改善改善改善をしていくということがをしていくということがをしていくということがをしていくということが必要必要必要必要なんですけれどなんですけれどなんですけれどなんですけれどもももも、、、、実際問題実際問題実際問題実際問題としてそういうとしてそういうとしてそういうとしてそういう建建建建物物物物がたくさんあるわけですがたくさんあるわけですがたくさんあるわけですがたくさんあるわけです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその場合場合場合場合、、、、例例例例ええええばばばば非常非常非常非常にエネルギにエネルギにエネルギにエネルギーーーー効効効効率率率率のののの高高高高いいいいもももものののの、、、、そしてまたパッシブそしてまたパッシブそしてまたパッシブそしてまたパッシブハハハハウスのようなウスのようなウスのようなウスのようなもももものまでいろいろなのまでいろいろなのまでいろいろなのまでいろいろなレレレレベベベベルのルのルのルの改善改善改善改善をしているわけですをしているわけですをしているわけですをしているわけです。。。。 

  大大大大変変変変講演講演講演講演がががが長長長長くなっておりましてくなっておりましてくなっておりましてくなっておりまして、、、、2 カカカカ国国国国語語語語ででででややややるということになるとるということになるとるということになるとるということになると非常非常非常非常にににに難難難難しいししいししいししいし時時時時間間間間ももももかかりますのでかかりますのでかかりますのでかかりますので、、、、最最最最後後後後にいきたいとにいきたいとにいきたいとにいきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  フライブルクはフライブルクはフライブルクはフライブルクは環境環境環境環境政策面政策面政策面政策面でででで先進的先進的先進的先進的であるとであるとであるとであると言言言言われていますけれどわれていますけれどわれていますけれどわれていますけれどもももも、、、、これはこれはこれはこれは別別別別にににに私私私私たたたたちのちのちのちの頭頭頭頭がいいからではなくてがいいからではなくてがいいからではなくてがいいからではなくて、、、、先先先先にににに始始始始めたからというだけのめたからというだけのめたからというだけのめたからというだけの話話話話ですですですです。。。。随随随随分分分分前前前前にににに、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは環境環境環境環境にににに対対対対してしてしてして非常非常非常非常にににに行行行行きききき届届届届いたことをいたことをいたことをいたことをややややっているというふうにっているというふうにっているというふうにっているというふうに申申申申しますとしますとしますとしますと、「、「、「、「そうですかそうですかそうですかそうですか」」」」とととと、、、、にこにこっとにこにこっとにこにこっとにこにこっと笑笑笑笑われていましたしわれていましたしわれていましたしわれていましたし、、、、またちょっとまたちょっとまたちょっとまたちょっと嘲笑嘲笑嘲笑嘲笑されるというようなことされるというようなことされるというようなことされるというようなことももももあっあっあっあったんですけれどたんですけれどたんですけれどたんですけれど、、、、これがこれがこれがこれが今今今今のようなのようなのようなのような状況状況状況状況にににに急急急急速速速速にににに変変変変わってきているわけですわってきているわけですわってきているわけですわってきているわけです。。。。 

  かつてはかつてはかつてはかつては、、、、環境環境環境環境保護保護保護保護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すにすにすにすばばばばらしいけれどらしいけれどらしいけれどらしいけれどもももも、、、、それはおそれはおそれはおそれはお金金金金がかかるがかかるがかかるがかかる、、、、おおおお金金金金をかけられるをかけられるをかけられるをかけられる人人人人しかしかしかしかややややれないというふうにれないというふうにれないというふうにれないというふうに言言言言われていましたわれていましたわれていましたわれていました。。。。しかししかししかししかし、、、、今今今今はははは逆逆逆逆のことがのことがのことがのことが言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、環境問題環境問題環境問題環境問題によってによってによってによって大事大事大事大事故故故故、、、、大大大大災災災災害害害害がががが起起起起こったこったこったこった場合場合場合場合、、、、そちらのほうそちらのほうそちらのほうそちらのほうがががが高高高高くつくということですくつくということですくつくということですくつくということです。。。。 

  私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、気候気候気候気候のののの変動変動変動変動というというというというもももものがのがのがのが世界世界世界世界規模規模規模規模でどういうことをでどういうことをでどういうことをでどういうことを引引引引きききき起起起起こすかということこすかということこすかということこすかということをををを考考考考えたえたえたえた上上上上でででで、、、、それをそれをそれをそれを防止防止防止防止するためにするためにするためにするために今今今今こそこそこそこそ投投投投資資資資をしていかなけれをしていかなけれをしていかなけれをしていかなければばばばなりませんなりませんなりませんなりません。。。。このこのこのこの投投投投資資資資というのはまさにというのはまさにというのはまさにというのはまさに雇雇雇雇用用用用のののの創創創創出出出出ををををもももも意味意味意味意味するわけですがするわけですがするわけですがするわけですが、、、、今今今今それがフライブルクではそれがフライブルクではそれがフライブルクではそれがフライブルクでは実際実際実際実際のののの数数数数になってあらわれておりますになってあらわれておりますになってあらわれておりますになってあらわれております。。。。 

  ヨヨヨヨーロッパはーロッパはーロッパはーロッパ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経済経済経済経済規模規模規模規模をををを持持持持っておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカももももそうですけれどそうですけれどそうですけれどそうですけれどもももも、、、、日本日本日本日本はははは世界世界世界世界でででで第第第第 2 位位位位のののの経済経済経済経済大国大国大国大国でありますでありますでありますであります。。。。そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと、、、、日本日本日本日本というというというというもももものはそういうのはそういうのはそういうのはそういう活活活活動動動動においてにおいてにおいてにおいて非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな責任責任責任責任をををを持持持持っているということがっているということがっているということがっているということが言言言言えるとえるとえるとえると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ももももしこのしこのしこのしこの問題問題問題問題がががが単単単単にににに地域地域地域地域、、、、国国国国々々々々のののの問題問題問題問題でなくてでなくてでなくてでなくて全全全全世界世界世界世界のののの問題問題問題問題ということになれということになれということになれということになればばばば、、、、私私私私たたたた
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ちはグローバルにちはグローバルにちはグローバルにちはグローバルに活活活活動動動動していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばならないならないならないならない、、、、そしてそしてそしてそして我我我我々々々々はははは力力力力をををを合合合合わせてそれをわせてそれをわせてそれをわせてそれを克服克服克服克服していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばならないとならないとならないとならないと思思思思いますいますいますいます。。。。どうどうどうどうももももごごごご静聴静聴静聴静聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  どうどうどうどうももももありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。ダダダダンンンンケケケケシェンシェンシェンシェン。。。。サロサロサロサロモモモモンンンン市長市長市長市長のごのごのごのご講演講演講演講演、、、、そしてそしてそしてそして通通通通訳訳訳訳はははは、、、、愛媛大学愛媛大学愛媛大学愛媛大学のののの宇和川教授宇和川教授宇和川教授宇和川教授でございましたでございましたでございましたでございました。。。。 

  さてさてさてさて、、、、このこのこのこの後後後後はははは、、、、10 分分分分間間間間のののの休憩休憩休憩休憩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、、、、休憩休憩休憩休憩のののの後後後後、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッションフォーラムのンフォーラムのンフォーラムのンフォーラムの坂本憲一坂本憲一坂本憲一坂本憲一先先先先生生生生のごのごのごのご講演講演講演講演がございますがございますがございますがございます。。。。 このこのこのこの休憩休憩休憩休憩のののの間間間間におにおにおにお手手手手洗洗洗洗いにいにいにいに行行行行きたいきたいきたいきたい方方方方はははは、、、、1階階階階、、、、2階階階階、、、、3階階階階にございますのでにございますのでにございますのでにございますので、、、、ごごごご利利利利用用用用くくくくださいださいださいださい。。。。 またまたまたまた、、、、後後後後ろとかろとかろとかろとか、、、、おおおお入入入入りになったところでりになったところでりになったところでりになったところで、、、、このこのこのこの『『『『バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス 究究究究極極極極のゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッション』』』』、、、、藤村藤村藤村藤村先先先先生生生生がががが書書書書かれたごかれたごかれたごかれたご本本本本ですがですがですがですが、、、、これとこれとこれとこれと『『『『賢賢賢賢人人人人会議会議会議会議』』』』というというというという 2 冊冊冊冊をををを置置置置いてありますいてありますいてありますいてあります。。。。これこれこれこれはははは国連大学国連大学国連大学国連大学のほうでごのほうでごのほうでごのほうでご協力協力協力協力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、、、、きょうはきょうはきょうはきょうは皆皆皆皆さんにということでおさんにということでおさんにということでおさんにということでお持持持持ちいたちいたちいたちいただきましただきましただきましただきました。。。。ごごごご自自自自由由由由におにおにおにお取取取取りくださいませりくださいませりくださいませりくださいませ。。。。とてとてとてとてももももすすすすばばばばらしいらしいらしいらしい、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな勉強勉強勉強勉強になるこになるこになるこになることがとがとがとが書書書書かれておりますのでかれておりますのでかれておりますのでかれておりますので、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ皆皆皆皆さんごさんごさんごさんご利利利利用用用用くださいくださいくださいください。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、10分分分分間間間間のののの休憩休憩休憩休憩でございますでございますでございますでございます。。。。 

 （（（（休休休休            憩憩憩憩）））） 
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基調講演基調講演基調講演基調講演    

    司会司会司会司会        それではそれではそれではそれでは、、、、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。。。。ただいまからただいまからただいまからただいまから、、、、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ゼロエミッションフォゼロエミッションフォゼロエミッションフォーラムのーラムのーラムのーラムの坂本憲一坂本憲一坂本憲一坂本憲一先先先先生生生生のののの講演講演講演講演にににに移移移移らせていただきますらせていただきますらせていただきますらせていただきます。。。。坂本坂本坂本坂本先先先先生生生生、、、、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。。。。    
        それではそれではそれではそれでは、、、、大大大大きなきなきなきな拍手拍手拍手拍手でおでおでおでお迎迎迎迎えくださいえくださいえくださいえください。。。。    
        まずまずまずまず、、、、簡簡簡簡単単単単にではございますがにではございますがにではございますがにではございますが、、、、先先先先生生生生のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介をさせていただきま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。。。。    
        国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション研究研究研究研究機機機機構構構構プロジェクトにプロジェクトにプロジェクトにプロジェクトに 1995年年年年からからからから科科科科学学学学アドバイザーとしてアドバイザーとしてアドバイザーとしてアドバイザーとして参画参画参画参画されされされされ、、、、2002 年年年年以以以以降降降降はははは、、、、ゼロエミッションフォーラムプロジェクトのアドバイザーをゼロエミッションフォーラムプロジェクトのアドバイザーをゼロエミッションフォーラムプロジェクトのアドバイザーをゼロエミッションフォーラムプロジェクトのアドバイザーを務務務務めていらっしめていらっしめていらっしめていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。主主主主にににに国内外国内外国内外国内外におけるゼロエミッションのにおけるゼロエミッションのにおけるゼロエミッションのにおけるゼロエミッションの理論構理論構理論構理論構築築築築およびおよびおよびおよび普及普及普及普及活活活活動動動動にににに務務務務めていらっしめていらっしめていらっしめていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、「、「、「、「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会とととと松山松山松山松山サンシャインプロジェクトサンシャインプロジェクトサンシャインプロジェクトサンシャインプロジェクト」」」」とととと題題題題しておしておしておしてお話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただきましょうだきましょうだきましょうだきましょう。。。。先先先先生生生生、、、、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。。。。 

 坂本坂本坂本坂本アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー    
        皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。ただいまごただいまごただいまごただいまご紹介紹介紹介紹介いただきましたいただきましたいただきましたいただきました、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォゼロエミッションフォゼロエミッションフォゼロエミッションフォーラムのーラムのーラムのーラムの坂本坂本坂本坂本でございますでございますでございますでございます。。。。    
        まずまずまずまず、、、、初初初初めにめにめにめに、、、、松山市松山市松山市松山市とフライブルクとフライブルクとフライブルクとフライブルク市市市市がががが本年本年本年本年、、、、姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携 20 周年周年周年周年をおをおをおをお迎迎迎迎えになられえになられえになられえになられることをることをることをることを心心心心からおからおからおからお喜喜喜喜びびびび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、、、、私私私私のののの本日本日本日本日のののの演題演題演題演題はははは、「、「、「、「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会とととと松山松山松山松山サンシャインプロジェクトサンシャインプロジェクトサンシャインプロジェクトサンシャインプロジェクト」」」」というこというこというこということでおとでおとでおとでお話話話話をさせていただきをさせていただきをさせていただきをさせていただきたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    
        話話話話のののの内内内内容容容容はははは、、、、ここにここにここにここに書書書書きましたようにきましたようにきましたようにきましたように、、、、5 つのつのつのつの内内内内容容容容についてごについてごについてごについてご紹介紹介紹介紹介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ってってってっておりますおりますおりますおります。。。。 

  現現現現在在在在、、、、世界世界世界世界においてにおいてにおいてにおいて持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性にににに関関関関してのしてのしてのしての問題問題問題問題がががが非常非常非常非常にににに重重重重要要要要なななな課題課題課題課題となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。これはこれはこれはこれは、、、、一一一一言言言言でででで言言言言いますといますといますといますと、、、、現現現現在我在我在我在我々々々々がががが生生生生きているきているきているきている緑緑緑緑のののの地地地地球球球球をををを我我我我々々々々のののの子子子子供供供供たちたちたちたち、、、、孫孫孫孫たちにたちにたちにたちに引引引引きききき渡渡渡渡すことがすことがすことがすことが、、、、ほんとうにできるのだろうかというほんとうにできるのだろうかというほんとうにできるのだろうかというほんとうにできるのだろうかという疑疑疑疑念念念念がががが大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題になっているわけになっているわけになっているわけになっているわけでありますでありますでありますであります。。。。先先先先ほどフライブルクのサロほどフライブルクのサロほどフライブルクのサロほどフライブルクのサロモモモモンンンン市長市長市長市長よりよりよりよりももももおおおお話話話話がございましたようにがございましたようにがございましたようにがございましたように、、、、これこれこれこれにはいろいろなにはいろいろなにはいろいろなにはいろいろな要要要要因因因因がございますががございますががございますががございますが、、、、特特特特にそのにそのにそのにその中中中中ででででもももも化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料のののの過過過過剰使剰使剰使剰使用用用用によるによるによるによる CO2濃濃濃濃度度度度のののの急急急急上上上上昇昇昇昇、、、、それにそれにそれにそれに伴伴伴伴ってのってのってのっての地地地地球球球球温暖化温暖化温暖化温暖化、、、、それからそれからそれからそれから、、、、今今今今までのまでのまでのまでの大大大大量量量量生生生生産産産産・・・・大大大大量量量量消費消費消費消費によるによるによるによる地地地地球球球球資源資源資源資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇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問題問題問題問題となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。 

  このこのこのこの課題課題課題課題がががが国連社会国連社会国連社会国連社会でででで問題問題問題問題としてとしてとしてとして取取取取りりりり上上上上げられげられげられげられ始始始始めたのはめたのはめたのはめたのは 1970 年年年年くらいでございますくらいでございますくらいでございますくらいでございます。。。。
1972 年年年年にストックホルムでにストックホルムでにストックホルムでにストックホルムで国連国連国連国連人人人人間間間間環境会議環境会議環境会議環境会議がががが開催開催開催開催されましてされましてされましてされまして、、、、このこのこのこの問題問題問題問題がががが初初初初めてめてめてめて討討討討議議議議さささされましたれましたれましたれました。。。。引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして国連国連国連国連はははは組組組組織織織織的的的的にににに 84 年年年年からからからから 87 年年年年までまでまでまで、、、、開開開開発発発発とととと環境環境環境環境のののの委委委委員員員員会会会会、、、、通通通通常常常常はははは、、、、このこのこのこの委委委委員員員員会会会会のののの委委委委員員員員長長長長をつとめられましたをつとめられましたをつとめられましたをつとめられましたノノノノルウェーのルウェーのルウェーのルウェーの女女女女性性性性のののの首首首首相相相相・ブルントラント・ブルントラント・ブルントラント・ブルントラントさんのおさんのおさんのおさんのお名名名名前前前前をををを取取取取りましてブルントラントりましてブルントラントりましてブルントラントりましてブルントラント委委委委員員員員会会会会とととと申申申申しますがしますがしますがしますが、、、、ここでここでここでここで本本本本格的格的格的格的なななな検検検検討討討討をいをいをいをいたしましたたしましたたしましたたしました。。。。そのそのそのその検検検検討討討討のののの要要要要旨旨旨旨をををを挙挙挙挙げますとげますとげますとげますと、、、、左側左側左側左側にににに書書書書きましたようにきましたようにきましたようにきましたように、、、、自然環境自然環境自然環境自然環境要要要要因因因因、、、、資資資資源源源源のののの問題問題問題問題、、、、環境環境環境環境のののの問題問題問題問題、、、、それからそれからそれからそれからももももうううう一一一一つはつはつはつは、、、、右側右側右側右側にににに書書書書きましたようにきましたようにきましたようにきましたように、、、、社会社会社会社会経済的経済的経済的経済的なななな要要要要因因因因、、、、これはこれはこれはこれは南南南南北北北北問題問題問題問題、、、、世世世世代代代代間間間間格格格格差差差差のののの問題問題問題問題、、、、これらのこれらのこれらのこれらの問題問題問題問題がががが非常非常非常非常にににに深刻化深刻化深刻化深刻化・・・・対立対立対立対立してきていしてきていしてきていしてきているるるる。。。。このようなこのようなこのようなこのような状況下状況下状況下状況下ではではではでは、、、、我我我我々々々々はははは持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性をををを維維維維持持持持できるかできるかできるかできるか否否否否かにかんしかにかんしかにかんしかにかんし大大大大きいきいきいきい危惧危惧危惧危惧をををを感感感感じじじじざるをえずざるをえずざるをえずざるをえず、、、、持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性をををを維維維維持持持持するためにこれまでするためにこれまでするためにこれまでするためにこれまで持持持持っていたっていたっていたっていた価価価価値値値値観観観観とかライフスタとかライフスタとかライフスタとかライフスタイルをイルをイルをイルを見直見直見直見直していこうということをここでしていこうということをここでしていこうということをここでしていこうということをここで提提提提言言言言したわけでありますしたわけでありますしたわけでありますしたわけであります。。。。このこのこのこの報告報告報告報告書書書書はははは、、、、国連国連国連国連はははは、、、、このこのこのこの委委委委員員員員会会会会運運運運営営営営にあたりにあたりにあたりにあたり日本日本日本日本政府政府政府政府によるによるによるによる大大大大きなきなきなきな経済的経済的経済的経済的支支支支援援援援をををを評評評評価価価価いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、1987年年年年のののの 1回回回回目目目目のののの報告報告報告報告はははは東東東東京京京京でででで行行行行ないないないない、、、、ついでついでついでついで世界世界世界世界のののの主主主主要要要要都市都市都市都市でででで行行行行われれることとなりましたわれれることとなりましたわれれることとなりましたわれれることとなりました。。。。 

  国連国連国連国連はははは、、、、引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、皆様皆様皆様皆様ごごごご承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、ブルントラントブルントラントブルントラントブルントラント委委委委員員員員会会会会のののの結結結結論論論論をををを受受受受けまけまけまけましてしてしてして、、、、1992 年年年年にブラジオのリオでにブラジオのリオでにブラジオのリオでにブラジオのリオで地地地地球球球球サミットをサミットをサミットをサミットを開催開催開催開催いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。このときのこのときのこのときのこのときの宣宣宣宣言言言言がいがいがいがいわわわわゆゆゆゆるるるる、「、「、「、「アジェンアジェンアジェンアジェンダダダダ 21・・・・持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発発発発展展展展のためののためののためののための人類人類人類人類のののの行動行動行動行動計画計画計画計画」」」」でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、これらこれらこれらこれら
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のののの持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性にににに関関関関するするするする地地地地球球球球的的的的課題課題課題課題をををを解決解決解決解決するためにするためにするためにするために諸諸諸諸国国国国およびおよびおよびおよび関係関係関係関係機機機機関関関関、、、、企企企企業業業業およびおよびおよびおよび市市市市民民民民のののの協力協力協力協力とととと積積積積極的極的極的極的なななな行動行動行動行動をををを訴訴訴訴えているところでございますえているところでございますえているところでございますえているところでございます。。。。 

  このこのこのこの宣宣宣宣言言言言のののの流流流流れをれをれをれを書書書書きますときますときますときますと、、、、こういうことになろうかとこういうことになろうかとこういうことになろうかとこういうことになろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げまげまげまげましたようにしたようにしたようにしたように、、、、1972 年年年年にはにはにはには、、、、国連国連国連国連のののの人人人人間間間間環境環境環境環境サミットがサミットがサミットがサミットが開催開催開催開催されたわけですがされたわけですがされたわけですがされたわけですが、、、、ももももうううう一一一一つつつつ、、、、これはこれはこれはこれは民民民民間間間間のののの機機機機関関関関でありましたがでありましたがでありましたがでありましたが、、、、イタリアのローマにありますローマクラブがイタリアのローマにありますローマクラブがイタリアのローマにありますローマクラブがイタリアのローマにありますローマクラブが、「、「、「、「成成成成長長長長のののの限限限限界界界界」」」」というというというという非常非常非常非常にショッにショッにショッにショッキキキキングなングなングなングな報告報告報告報告書書書書をまとめましたをまとめましたをまとめましたをまとめました。。。。これはこれはこれはこれは主主主主としてとしてとしてとして地地地地球球球球資源資源資源資源のののの問問問問題題題題にににに焦焦焦焦点点点点をををを当当当当てたわけでありますがてたわけでありますがてたわけでありますがてたわけでありますが、、、、今今今今のままののままののままののままの経済成経済成経済成経済成長長長長をすることにはをすることにはをすることにはをすることには非常非常非常非常にににに困困困困難難難難であであであであることをることをることをることを発表発表発表発表いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。そうしたそうしたそうしたそうした意味意味意味意味でででで 1992 年年年年はははは、、、、初初初初めてめてめてめて地地地地球球球球のののの限限限限界界界界ということがということがということがということが世世世世界界界界にににに発発発発信信信信されたされたされたされた非常非常非常非常にににに記念記念記念記念すすすすべべべべきききき年年年年でございましたでございましたでございましたでございました。。。。そのそのそのその後後後後、、、、87 年年年年にににに、、、、今今今今申申申申しししし上上上上げましたげましたげましたげましたブルントラントブルントラントブルントラントブルントラント委委委委員員員員会会会会のののの報告報告報告報告がありがありがありがあり、、、、92 年年年年にににに、、、、国連地国連地国連地国連地球球球球サミットがサミットがサミットがサミットが開催開催開催開催されされされされ、、、、アジェンアジェンアジェンアジェンダダダダ
21 がががが発表発表発表発表されましたされましたされましたされました。。。。2000 年年年年にはにはにはには、、、、千千千千年年年年紀紀紀紀のののの記念記念記念記念すすすすべべべべきききき年年年年でございましたがでございましたがでございましたがでございましたが、、、、国連国連国連国連がががが「「「「国国国国連連連連ミミミミレレレレニアムニアムニアムニアム開開開開発目発目発目発目標標標標」、」、」、」、通通通通常常常常MDG とととと言言言言っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、これをこれをこれをこれを発表発表発表発表いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。これこれこれこれはアジェンはアジェンはアジェンはアジェンダダダダ 21 とととと非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな相相相相関関関関がございましてがございましてがございましてがございまして、、、、そのそのそのその中中中中にはにはにはには 8 つのつのつのつの目目目目標標標標、、、、18 のターのターのターのターゲゲゲゲットがットがットがットが書書書書かれているわけでありますがかれているわけでありますがかれているわけでありますがかれているわけでありますが、、、、2000 年年年年をををを基基基基準準準準年年年年にしてにしてにしてにして、、、、2015 年年年年までにまでにまでにまでに、、、、例例例例ええええばばばば 1日日日日 1 ドルドルドルドル、、、、100円円円円でしかでしかでしかでしか生活生活生活生活できないできないできないできない人人人人々々々々がががが世界世界世界世界ににににややややはりはりはりはり何何何何億億億億人人人人といるわけですといるわけですといるわけですといるわけです。。。。そういうそういうそういうそういう人人人人のののの数数数数をををを半減半減半減半減しようしようしようしよう。。。。それからそれからそれからそれから、、、、飢餓飢餓飢餓飢餓にににに苦苦苦苦ししししむむむむ人人人人のののの数数数数をををを半減半減半減半減しようしようしようしよう。。。。さらにはさらにはさらにはさらには、、、、5歳歳歳歳までにまでにまでにまでに死死死死ぬぬぬぬ幼幼幼幼児死亡児死亡児死亡児死亡率率率率をををを 3 分分分分のののの 2 にににに少少少少なくしようというようななくしようというようななくしようというようななくしようというような事事事事柄柄柄柄。。。。さらにはさらにはさらにはさらには、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全をきちをきちをきちをきちっとっとっとっとややややっていこうということっていこうということっていこうということっていこうということ。。。。それからそれからそれからそれから、、、、こういうことをこういうことをこういうことをこういうことを推進推進推進推進するためにするためにするためにするために、、、、世界世界世界世界のすのすのすのすべべべべててててのステークホルのステークホルのステークホルのステークホルダダダダーがネットーがネットーがネットーがネットワワワワークをークをークをークを張張張張らなけれらなけれらなけれらなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。そうしたことがそうしたことがそうしたことがそうしたことが提提提提言言言言されてされてされてされておりますおりますおりますおります。。。。こうしたこうしたこうしたこうした過過過過程程程程をををを経経経経ましてましてましてまして、、、、我我我我々々々々がががが生生生生きるきるきるきる 21 世世世世紀紀紀紀、、、、今今今今年年年年はははは 2009 年年年年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、、、、ああああとととと何十何十何十何十年年年年かをかけてかをかけてかをかけてかをかけて、、、、我我我我々々々々はははは持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを実現実現実現実現しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。そのそのそのその持続持続持続持続可能可能可能可能なななな社会社会社会社会をををを我我我我々々々々のののの子子子子供供供供たちたちたちたち、、、、孫孫孫孫たちのたちのたちのたちの世世世世代代代代にににに引引引引きききき渡渡渡渡していくしていくしていくしていくべべべべきききき責務責務責務責務があるとがあるとがあるとがあると、、、、こういこういこういこういうううう認識認識認識認識になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 

  このこのこのこの図図図図はははは、、、、我我我我々、々、々、々、温暖化温暖化温暖化温暖化のののの問題問題問題問題をををを例例例例にににに挙挙挙挙げましたがげましたがげましたがげましたが、、、、下下下下のののの横軸横軸横軸横軸にににに西西西西暦暦暦暦のののの年年年年をををを書書書書いてございてございてございてございますがいますがいますがいますが、、、、特特特特にににに戦戦戦戦後後後後、、、、人類人類人類人類がががが使使使使用用用用するするするする化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料からからからから発発発発生生生生するするするする CO2 がががが非常非常非常非常にににに急急急急増増増増しておりましておりましておりましておりますすすす。。。。橙色橙色橙色橙色はははは石石石石炭炭炭炭からからからから発発発発生生生生するするするする CO2、、、、白白白白いところはいところはいところはいところは石油石油石油石油からからからから、、、、3番目番目番目番目はははは天天天天然然然然ガガガガスからでございスからでございスからでございスからでございましてましてましてまして、、、、現時現時現時現時点点点点ではほではほではほではほぼぼぼぼ 280 億億億億トンがトンがトンがトンが世界世界世界世界からからからから排排排排出出出出されているされているされているされている。。。。そのためにそのためにそのためにそのために CO2 のののの濃濃濃濃度度度度もももも急急急急増増増増してしてしてして、、、、現現現現在在在在はははは 380ppmぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、このままではすこのままではすこのままではすこのままではすぐぐぐぐにににに 400ppm、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは危危危危険険険険ラインとラインとラインとラインと言言言言われるわれるわれるわれる 400ppm をををを超超超超えてしまうえてしまうえてしまうえてしまう可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある。。。。これがこれがこれがこれが温暖化温暖化温暖化温暖化のののの問題問題問題問題でありますでありますでありますであります。。。。 

  このこのこのこの図図図図はははは人人人人間間間間がががが非常非常非常非常にたくさんのエネルギーをにたくさんのエネルギーをにたくさんのエネルギーをにたくさんのエネルギーを使使使使っているということをっているということをっているということをっているということを示示示示したしたしたした図図図図でござでござでござでございますがいますがいますがいますが、、、、横軸横軸横軸横軸にはにはにはには、、、、体体体体重重重重ほほほほぼぼぼぼ 20 グラムのグラムのグラムのグラムのハハハハツツツツカネカネカネカネズズズズミからミからミからミから、、、、4 トンないしトンないしトンないしトンないし 5 トンのトンのトンのトンのゾゾゾゾウウウウまでまでまでまで、、、、哺乳哺乳哺乳哺乳動物動物動物動物がががが生生生生きるためにどれだけのエネルギーきるためにどれだけのエネルギーきるためにどれだけのエネルギーきるためにどれだけのエネルギー（（（（標準標準標準標準代謝量代謝量代謝量代謝量））））がががが要要要要るかということるかということるかということるかということをををを示示示示しておりますしておりますしておりますしております。。。。このこのこのこの図図図図はははは、、、、対対対対数数数数というというというという目目目目盛盛盛盛りでりでりでりで示示示示してあるんですがしてあるんですがしてあるんですがしてあるんですが、、、、すすすすべべべべてがきれいてがきれいてがきれいてがきれいなななな直直直直線線線線にににに乗乗乗乗りますりますりますります。。。。申申申申しおくれましたがしおくれましたがしおくれましたがしおくれましたが、、、、このこのこのこの図図図図はははは、、、、東東東東京京京京工業工業工業工業大学大学大学大学のののの本本本本川川川川先先先先生生生生のののの「「「「ゾゾゾゾウのウのウのウの時時時時間間間間 ネネネネズズズズミのミのミのミの時時時時間間間間」」」」というというというという著著著著書書書書からおかりしたからおかりしたからおかりしたからおかりした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。。。。これでこれでこれでこれで見見見見るとるとるとると、、、、我我我我々々々々人人人人間間間間もももも、、、、下下下下のところにのところにのところにのところに○○○○をををを打打打打っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、このこのこのこの数数数数字字字字でででで見見見見るるるる限限限限りりりり、、、、命命命命をををを保保保保つためにつためにつためにつために必要必要必要必要なエなエなエなエネルギーはネルギーはネルギーはネルギーは通通通通常常常常のののの哺乳哺乳哺乳哺乳動物動物動物動物のルールにのっとるわけですのルールにのっとるわけですのルールにのっとるわけですのルールにのっとるわけです。。。。ところがところがところがところが、、、、実際実際実際実際にににに使使使使っているエっているエっているエっているエネルギーをネルギーをネルギーをネルギーを考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、それはそれはそれはそれは人人人人間間間間というというというという高高高高等等等等動物動物動物動物はははは、、、、文文文文化的化的化的化的生活生活生活生活をするためにをするためにをするためにをするために必要必要必要必要なエなエなエなエネルギーはネルギーはネルギーはネルギーは 2 けたけたけたけた上上上上になりましてになりましてになりましてになりまして、、、、体体体体重重重重 4 トンないしトンないしトンないしトンないし 5 トンのトンのトンのトンのゾゾゾゾウとウとウとウと同同同同じじじじであるであるであるである。。。。エネルエネルエネルエネルギーギーギーギー的的的的にににに言言言言うならうならうならうならばばばば、、、、地地地地球球球球上上上上にににに 70億億億億頭頭頭頭にににに近近近近いいいい人人人人間間間間といといといといううううゾゾゾゾウがウがウがウが生生生生きているということであきているということであきているということであきているということでありますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれは地地地地球球球球にににに対対対対してしてしてして非常非常非常非常にににに大大大大きなインパクトということになるわけでありますきなインパクトということになるわけでありますきなインパクトということになるわけでありますきなインパクトということになるわけであります。。。。 

  本日本日本日本日、、、、このこのこのこの場場場場でででで国連大学国連大学国連大学国連大学がこのようなおがこのようなおがこのようなおがこのようなお話話話話をさせていただくことををさせていただくことををさせていただくことををさせていただくことを大大大大変光変光変光変光栄栄栄栄でありますでありますでありますでありますがががが、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学とはとはとはとは一一一一体体体体どういうどういうどういうどういう機機機機関関関関であるのかであるのかであるのかであるのか、、、、ゼロエミッションとはゼロエミッションとはゼロエミッションとはゼロエミッションとは何何何何であるのかであるのかであるのかであるのか。。。。先先先先ほどほどほどほど、、、、藤村会長藤村会長藤村会長藤村会長のおのおのおのお話話話話ももももございましたがございましたがございましたがございましたが、、、、ももももうううう少少少少しししし詳詳詳詳しくごしくごしくごしくご紹介紹介紹介紹介申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

  それはそれはそれはそれは、、、、昭昭昭昭和和和和 45 年年年年でございましたがでございましたがでございましたがでございましたが、、、、当時当時当時当時のののの国連事国連事国連事国連事務務務務総長総長総長総長のウ・タントさんのウ・タントさんのウ・タントさんのウ・タントさん、、、、ビビビビルマルマルマルマ出出出出身身身身のののの方方方方でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、国連国連国連国連はははは平和平和平和平和のののの問題問題問題問題とかとかとかとか社会社会社会社会発発発発展展展展のののの問題問題問題問題をををを扱扱扱扱っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、そそそそのののの
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ためのためのためのための理論理論理論理論をををを研究研究研究研究するするするする機機機機関関関関ががががややややはりはりはりはり要要要要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発発発発想想想想されたわけでありますされたわけでありますされたわけでありますされたわけであります。。。。そのそのそのその情情情情報報報報をいちをいちをいちをいち早早早早くくくく察察察察知知知知されましたされましたされましたされました当時当時当時当時のののの佐藤佐藤佐藤佐藤首首首首相相相相がががが、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学をををを東東東東京京京京にににに誘致誘致誘致誘致したいというこしたいというこしたいというこしたいということをとをとをとを国連国連国連国連にににに提提提提案案案案いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。それがそれがそれがそれが、、、、国連総会国連総会国連総会国連総会のののの議議議議決決決決をををを経経経経てててて、、、、昭昭昭昭和和和和 50 年年年年、、、、1975 年年年年にににに東東東東京京京京にににに開開開開設設設設されましたされましたされましたされました。。。。2番目番目番目番目のところにのところにのところにのところに書書書書きましたようにきましたようにきましたようにきましたように、、、、したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のミッのミッのミッのミッションションションション、、、、使使使使命命命命はははは、、、、まずまずまずまず国連国連国連国連がががが必要必要必要必要とするとするとするとする理論研究理論研究理論研究理論研究をををを行行行行うということでございますうということでございますうということでございますうということでございます。。。。それかそれかそれかそれからららら、、、、世界世界世界世界のののの 3 分分分分のののの 2 のののの人人人人々々々々はははは開開開開発発発発途途途途上国上国上国上国にににに住住住住んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。そのそのそのその方方方方々々々々をををを国連大学国連大学国連大学国連大学およびブおよびブおよびブおよびブランランランランチチチチにおにおにおにお呼呼呼呼びいたしまびいたしまびいたしまびいたしましてしてしてして、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな教育教育教育教育やややや人人人人材材材材開開開開発発発発をさせていただこうということをさせていただこうということをさせていただこうということをさせていただこうということ。。。。さらにはさらにはさらにはさらには、、、、国連国連国連国連のののの提提提提唱唱唱唱やややや提提提提案案案案をををを世界世界世界世界にににに具具具具体的体的体的体的にににに広広広広めていくことめていくことめていくことめていくこと。。。。これがこれがこれがこれが 3 大大大大ミッションでミッションでミッションでミッションでございますございますございますございます。。。。本部本部本部本部はははは東東東東京京京京にににに開開開開設設設設されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、そのそのそのその後後後後、、、、各各各各国国国国政府政府政府政府のののの要要要要請請請請がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、現現現現在在在在ではではではでは 13 カカカカ所所所所にブランにブランにブランにブランチチチチができておりますができておりますができておりますができております。。。。このこのこのこの 3番目番目番目番目にににに書書書書きましたのはそのきましたのはそのきましたのはそのきましたのはその中中中中のののの主主主主要要要要ななななもももものでございましてのでございましてのでございましてのでございまして、、、、各各各各国国国国でででで活活活活動動動動をををを行行行行っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、一一一一番下番下番下番下はははは、、、、今今今今年年年年 1 月月月月にににに東東東東京京京京にできにできにできにできましたましたましたました持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性およびおよびおよびおよび平和平和平和平和のためののためののためののための研究研究研究研究所所所所でありますでありますでありますであります。。。。ゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学がががが地地地地球球球球サミットサミットサミットサミット宣宣宣宣言言言言・アジェン・アジェン・アジェン・アジェンダダダダ２１２１２１２１をうけてをうけてをうけてをうけて 1993 年年年年からからからから実実実実施施施施をはをはをはをはじじじじめましためましためましためました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経済経済経済経済にににに関関関関するするするする一連一連一連一連のののの研究研究研究研究のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして、、、、94 年年年年にににに開開開開始始始始したしたしたした資源循資源循資源循資源循環環環環型型型型のののの社会社会社会社会をつくるたをつくるたをつくるたをつくるためのめのめのめの実実実実践践践践的的的的なプロジェクトでありますなプロジェクトでありますなプロジェクトでありますなプロジェクトであります。。。。 

  ゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションは、、、、今今今今申申申申しししし上上上上げましたようにげましたようにげましたようにげましたように、、、、一一一一口口口口でででで申申申申しししし上上上上げますとげますとげますとげますと、、、、資源循資源循資源循資源循環環環環型型型型のののの社会社会社会社会をつくろうをつくろうをつくろうをつくろう、、、、そのためのおそのためのおそのためのおそのためのお手手手手伝伝伝伝いをさせていただきたいいをさせていただきたいいをさせていただきたいいをさせていただきたい、、、、こういうことでございますこういうことでございますこういうことでございますこういうことでございます。。。。これはこれはこれはこれは皆様皆様皆様皆様がごがごがごがご承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな工工工工場場場場でででで資源資源資源資源をををを投投投投入入入入してしてしてして製品製品製品製品をつくりますがをつくりますがをつくりますがをつくりますが、、、、すすすすべべべべてててて製品製品製品製品にににに変変変変わるということはありませんわるということはありませんわるということはありませんわるということはありません。。。。若干若干若干若干ののののもももものはどうしてのはどうしてのはどうしてのはどうしてもももも使使使使えないえないえないえない状態状態状態状態、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物になるわけでありますになるわけでありますになるわけでありますになるわけであります。。。。従従従従来来来来はははは、、、、主主主主としてこのとしてこのとしてこのとしてこの廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物はははは捨捨捨捨てられていたわけでありますてられていたわけでありますてられていたわけでありますてられていたわけでありますがががが、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学はははは、、、、このゼロエミッションにおいてこのゼロエミッションにおいてこのゼロエミッションにおいてこのゼロエミッションにおいて考考考考ええええ方方方方をををを変変変変えましたえましたえましたえました。「。「。「。「廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物はごみでははごみでははごみでははごみではないないないない。。。。いまだいまだいまだいまだ未未未未利利利利用用用用段階段階段階段階にあるにあるにあるにある貴貴貴貴重重重重なななな資源資源資源資源であるであるであるである」」」」ということでありますということでありますということでありますということであります。。。。これをこれをこれをこれを徹底徹底徹底徹底的的的的にににに使使使使いいいい切切切切ろうということでありますろうということでありますろうということでありますろうということであります。。。。そのそのそのその手法手法手法手法はははは極極極極めてめてめてめて簡簡簡簡単単単単でありますでありますでありますであります。。。。A 企企企企業業業業からからからから出出出出ててててきたきたきたきた廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを、、、、若干若干若干若干手手手手をををを加加加加えてえてえてえて、、、、B 企企企企業業業業のののの協力協力協力協力をををを得得得得てててて B 企企企企業業業業でででで使使使使っていただくっていただくっていただくっていただく。。。。B 企企企企業業業業ででででもももも同同同同じじじじことをいたしますことをいたしますことをいたしますことをいたします。。。。それをそれをそれをそれを繰繰繰繰りりりり返返返返していくとしていくとしていくとしていくと、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん減減減減っていくということはおっていくということはおっていくということはおっていくということはおわかりいただけるかとわかりいただけるかとわかりいただけるかとわかりいただけるかと思思思思いますいますいますいます。。。。だからだからだからだから、、、、物物物物理理理理的的的的にににに正確正確正確正確にににに言言言言うならうならうならうならばばばば、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションはははは、、、、ゼロではなくてゼロではなくてゼロではなくてゼロではなくて、、、、究究究究極極極極にににに 0 にできるというのがほんとうのところでありますがにできるというのがほんとうのところでありますがにできるというのがほんとうのところでありますがにできるというのがほんとうのところでありますが、、、、国連国連国連国連大学大学大学大学はあえてそれをエミッション・はあえてそれをエミッション・はあえてそれをエミッション・はあえてそれをエミッション・廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物はははは 0 にできるということでにできるということでにできるということでにできるということで、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方にににに提提提提唱唱唱唱したしたしたしたわけでありますわけでありますわけでありますわけであります。。。。それからそれからそれからそれから、、、、新新新新しいしいしいしい技術技術技術技術、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物がががが出出出出ないないないない、、、、よりよりよりより少少少少ないないないない、、、、そういうそういうそういうそういう技術技術技術技術をををを常常常常にににに追求追求追求追求しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけないこといけないこといけないこといけないこともももも重重重重要要要要でありますでありますでありますであります。。。。 

  最最最最後後後後のののの、、、、これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに重重重重要要要要なことでありますがなことでありますがなことでありますがなことでありますが、、、、今今今今までとはまでとはまでとはまでとは違違違違ったったったった物物物物のののの考考考考ええええ方方方方をををを世世世世のののの中中中中にににに提提提提唱唱唱唱したわけでありますしたわけでありますしたわけでありますしたわけであります。。。。こうしたことをこうしたことをこうしたことをこうしたことを国連大学国連大学国連大学国連大学がががが言言言言ってってってってもももも何何何何のののの役役役役ににににもももも立立立立ちませんちませんちませんちません。。。。社会社会社会社会のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが、、、、国国国国がががが、、、、企企企企業業業業のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんがややややっていっていっていっていただかなけれただかなけれただかなけれただかなければばばばならないならないならないならない。。。。そうしたことそうしたことそうしたことそうしたことをするためにをするためにをするためにをするために、、、、こういうちょっとこういうちょっとこういうちょっとこういうちょっと毛色毛色毛色毛色のののの変変変変わったわったわったわったもももものはのはのはのは、、、、トップのトップのトップのトップの方方方方がががが意意意意思思思思決決決決定定定定をしてをしてをしてをしてややややろうということをろうということをろうということをろうということを宣宣宣宣言言言言していただくことしていただくことしていただくことしていただくこと、、、、これをこれをこれをこれを非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なななな要要要要因因因因とととと考考考考えましたえましたえましたえました。。。。国国国国におにおにおにおいてはいてはいてはいては首首首首相相相相がががが、、、、自自自自治体治体治体治体においてはにおいてはにおいてはにおいては知知知知事事事事さんさんさんさん、、、、市長市長市長市長さんがさんがさんがさんが、、、、企企企企業業業業においてはにおいてはにおいてはにおいては社長社長社長社長さんがそのさんがそのさんがそのさんがその音音音音頭頭頭頭をををを取取取取っていただきたいっていただきたいっていただきたいっていただきたい、、、、こういうことでございますこういうことでございますこういうことでございますこういうことでございます。。。。 

  このゼロエミッションはこのゼロエミッションはこのゼロエミッションはこのゼロエミッションは当初当初当初当初、、、、産業産業産業産業界界界界のののの廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をなくそうというところからスタートしをなくそうというところからスタートしをなくそうというところからスタートしをなくそうというところからスタートしたわけでありますがたわけでありますがたわけでありますがたわけでありますが、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方のごのごのごのご理解理解理解理解、、、、ごごごご支支支支援援援援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、、、、非常非常非常非常にににに広広広広がってまいりがってまいりがってまいりがってまいりましたましたましたました。。。。これはこれはこれはこれは国内国内国内国内だだだだけではありませんけではありませんけではありませんけではありません、、、、海外海外海外海外ににににもももも広広広広がってきておりますがってきておりますがってきておりますがってきております。。。。一一一一番番番番左左左左のとこのとこのとこのところにろにろにろに書書書書きましたがきましたがきましたがきましたが、、、、最最最最初初初初、、、、そうしたことにごそうしたことにごそうしたことにごそうしたことにご賛賛賛賛同同同同いただいたいただいたいただいたいただいた企企企企業業業業のあるのあるのあるのある工工工工場場場場でででで始始始始まったまったまったまったもももものがのがのがのが、、、、そのそのそのその会社会社会社会社のののの中中中中のすのすのすのすべべべべてのてのてのての工工工工場場場場でそれをでそれをでそれをでそれを広広広広げていただけるげていただけるげていただけるげていただける。。。。真真真真んんんん中中中中のののの段階段階段階段階はははは、、、、地域地域地域地域のののの企企企企業業業業間間間間のののの連携連携連携連携でありますでありますでありますであります、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは工業団工業団工業団工業団地地地地でありますでありますでありますであります。。。。97 年年年年にににに国国国国がががが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エコタウンはたエコタウンはたエコタウンはたエコタウンは、、、、広域広域広域広域ででででややややろうということでございますろうということでございますろうということでございますろうということでございます。。。。一一一一番番番番右右右右のののの図図図図はははは、、、、これはこれはこれはこれは、、、、皆様皆様皆様皆様おおおお考考考考えいただきますとえいただきますとえいただきますとえいただきますと、、、、我我我我々々々々はははは、、、、産業産業産業産業界界界界ではではではでは物物物物をつくっていただきますがをつくっていただきますがをつくっていただきますがをつくっていただきますが、、、、それをそれをそれをそれを消費消費消費消費するするするするのはのはのはのは我我我我々々々々市市市市民民民民のののの社会社会社会社会でありますでありますでありますであります。。。。我我我我々々々々市市市市民民民民のののの社会社会社会社会ででででももももごごごごみがみがみがみが発発発発生生生生するわけでありますするわけでありますするわけでありますするわけであります。。。。そそそそ
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うしたうしたうしたうした意味意味意味意味でででで、、、、ゼロエミションゼロエミションゼロエミションゼロエミション提提提提唱唱唱唱後後後後 3 年年年年目目目目のののの 97 年年年年にににに、、、、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のののの範範範範囲囲囲囲をををを産産産産業業業業界界界界、、、、行政行政行政行政だけではなくてだけではなくてだけではなくてだけではなくて、、、、地域地域地域地域全体全体全体全体にににに拡拡拡拡大大大大いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。 

  今今今今、、、、ほんとうにゼロエミッションはほんとうにゼロエミッションはほんとうにゼロエミッションはほんとうにゼロエミッションは広広広広がってまいったわけでありますががってまいったわけでありますががってまいったわけでありますががってまいったわけでありますが、、、、私私私私はははは、、、、そのそのそのその理理理理由由由由をををを考考考考えてみたいとえてみたいとえてみたいとえてみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。まずまずまずまず第第第第 1 はははは、、、、日本日本日本日本人人人人のののの心心心心にあったかとにあったかとにあったかとにあったかと思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先ほどのほどのほどのほどのサロサロサロサロモモモモンンンン市長市長市長市長のごのごのごのご講演講演講演講演にににに私私私私はははは非常非常非常非常にににに感感感感銘銘銘銘をををを受受受受けたわけでありますがけたわけでありますがけたわけでありますがけたわけでありますが、、、、現現現現在在在在江戸江戸江戸江戸期期期期がががが非常非常非常非常にににに注目注目注目注目されされされされ研究研究研究研究のののの対対対対象象象象になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。あのときはあのときはあのときはあのときは今今今今よりはよりはよりはよりは貧貧貧貧しかったわけでありますけしかったわけでありますけしかったわけでありますけしかったわけでありますけれどれどれどれどもももも、、、、1 つのつのつのつの循循循循環環環環型型型型社社社社会会会会をつくっていたわけでありますをつくっていたわけでありますをつくっていたわけでありますをつくっていたわけであります。。。。それよりそれよりそれよりそれよりもももも前前前前のののの時時時時代代代代もももも、、、、我我我我々々々々日日日日本本本本人人人人はははは自然自然自然自然とととと共生共生共生共生するというするというするというするという物物物物のののの考考考考ええええ方方方方をををを持持持持っておりましたっておりましたっておりましたっておりました。。。。言言言言いいいい換換換換えれえれえれえればばばば、、、、我我我我々々々々のののの中中中中にににに自然自然自然自然とのとのとのとの共生共生共生共生というというというという遺伝遺伝遺伝遺伝子子子子をををを引引引引きききき継継継継いでいたのだということでありますいでいたのだということでありますいでいたのだということでありますいでいたのだということであります。。。。たまたまゼロエたまたまゼロエたまたまゼロエたまたまゼロエミッションということでミッションということでミッションということでミッションということで再再再再びそのびそのびそのびその遺伝遺伝遺伝遺伝子子子子にににに火火火火がついたとがついたとがついたとがついたと、、、、このようにこのようにこのようにこのように私私私私はははは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。。。。それとそれとそれとそれと、、、、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要要要要因因因因はははは、、、、コンセプトのコンセプトのコンセプトのコンセプトの新新新新鮮鮮鮮鮮ささささ、、、、反反反反常常常常識識識識的的的的提提提提唱唱唱唱でありますでありますでありますであります。。。。1 つのつのつのつの物物物物事事事事ををををややややるときにるときにるときにるときに、、、、そのロそのロそのロそのロゴゴゴゴ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大事大事大事大事ですですですですねねねね。。。。人人人人々々々々のののの心心心心をををを引引引引きつけるわけですきつけるわけですきつけるわけですきつけるわけです。。。。そのときにごちそのときにごちそのときにごちそのときにごちゃゃゃゃごちごちごちごちゃゃゃゃ言言言言ったらったらったらったら、、、、それはなかなかそれはなかなかそれはなかなかそれはなかなか理解理解理解理解いただけないいただけないいただけないいただけない。。。。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をををを提提提提唱唱唱唱したときにしたときにしたときにしたときに多多多多くのくのくのくの反論反論反論反論があるということをがあるということをがあるということをがあるということを申申申申しししし上上上上げましたがげましたがげましたがげましたが、、、、学者学者学者学者のののの先先先先生方生方生方生方はははは、、、、ああああれはうそだといわれましたれはうそだといわれましたれはうそだといわれましたれはうそだといわれました。。。。私私私私もももも、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げましたようにげましたようにげましたようにげましたように、、、、ゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションということはうことはうことはうことは、、、、本本本本来来来来はありはありはありはあり得得得得ないないないない。。。。限限限限りなくりなくりなくりなく 0 にににに近近近近づづづづくということでありますがくということでありますがくということでありますがくということでありますが、、、、それをゼロそれをゼロそれをゼロそれをゼロエミッションとエミッションとエミッションとエミッションと言言言言ったところにコンセプトのったところにコンセプトのったところにコンセプトのったところにコンセプトの新新新新鮮鮮鮮鮮さをさをさをさを皆皆皆皆さんがおさんがおさんがおさんがお感感感感じじじじいただけたいただけたいただけたいただけた、、、、私私私私はははは心心心心のののの琴線琴線琴線琴線にににに触触触触れたのれたのれたのれたのじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思っているわけでありますっているわけでありますっているわけでありますっているわけであります。。。。 

  ももももうううう一一一一つのつのつのつの大大大大きなきなきなきな要要要要因因因因はコンセプトのはコンセプトのはコンセプトのはコンセプトの柔軟柔軟柔軟柔軟性性性性でありますでありますでありますであります。。。。これはこれはこれはこれは、、、、人人人人はおかしなはおかしなはおかしなはおかしなもももものでのでのでので、、、、このとおりこのとおりこのとおりこのとおりややややれとれとれとれと言言言言ったらなかなかったらなかなかったらなかなかったらなかなかややややっていただけないっていただけないっていただけないっていただけない、、、、反論反論反論反論がががが出出出出てくるわけですてくるわけですてくるわけですてくるわけです。。。。私私私私はははは、、、、ゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションは可能可能可能可能であるであるであるである、、、、そのそのそのその方方方方法法法法はははは極極極極めてめてめてめて簡簡簡簡単単単単でありますでありますでありますであります、、、、カスカスカスカスケケケケードードードード的的的的にとにとにとにと、、、、これしかこれしかこれしかこれしか申申申申しししし上上上上げなかったげなかったげなかったげなかった。。。。ややややりりりり方方方方はははは皆様皆様皆様皆様でおでおでおでお考考考考えくださいということですえくださいということですえくださいということですえくださいということです。。。。人人人人はははは、、、、自自自自分分分分がががが考考考考えたということであるならえたということであるならえたということであるならえたということであるならばばばば、、、、ややややるるるる意意意意欲欲欲欲がががが湧湧湧湧いてくるわけですいてくるわけですいてくるわけですいてくるわけです。。。。これこれこれこれもももも非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな要要要要因因因因であったとであったとであったとであったと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。それとそれとそれとそれと当初当初当初当初のマスコミののマスコミののマスコミののマスコミの支支支支援援援援でありますでありますでありますであります。。。。非常非常非常非常にににに大大大大きいきいきいきい力力力力をををを発発発発揮揮揮揮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。。。。 

  日本日本日本日本にににに焦焦焦焦点点点点をををを当当当当てててててててて、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循循循循環環環環型型型型社会社会社会社会、、、、どういうどういうどういうどういうぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに形成形成形成形成していくかしていくかしていくかしていくか、、、、そのそのそのその状況状況状況状況についてごについてごについてごについてご紹紹紹紹介介介介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。。。。現現現現在在在在はははは行政行政行政行政、、、、国国国国およびおよびおよびおよび自自自自治体治体治体治体、、、、企企企企業業業業、、、、市市市市民民民民がががが同同同同じじじじ座座座座についてについてについてについて考考考考ええええ方方方方をををを討討討討議議議議しししし、、、、それからそれからそれからそれから結結結結論論論論をををを導導導導きききき、、、、ミッションをミッションをミッションをミッションを決決決決めてめてめてめて行動行動行動行動していしていしていしていくくくく世世世世のののの中中中中でありますでありますでありますであります。。。。かつてのようにかつてのようにかつてのようにかつてのように国国国国がががが、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自自自自治体治体治体治体がががが、、、、社会社会社会社会・・・・市市市市民民民民にこのとおりにこのとおりにこのとおりにこのとおりややややれとれとれとれと言言言言うううう時時時時代代代代はははは過過過過ぎぎぎぎ去去去去りましたりましたりましたりました。。。。ここにここにここにここに、、、、社会社会社会社会全体全体全体全体、、、、ステークホルステークホルステークホルステークホルダダダダーとしてのーとしてのーとしてのーとしての皆様皆様皆様皆様ののののおおおお役役役役目目目目がががが出出出出てくるのだとてくるのだとてくるのだとてくるのだと私私私私はははは思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  まずまずまずまず、、、、国国国国のののの役割役割役割役割やややや仕仕仕仕事事事事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。。。。1番目番目番目番目はははは、、、、これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なことでなことでなことでなことでありますがありますがありますがありますが、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを形成形成形成形成するためのするためのするためのするための政策政策政策政策、、、、法体系法体系法体系法体系をををを整整整整備備備備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。。。。1 つつつつはははは温暖化温暖化温暖化温暖化のののの問題問題問題問題でありでありでありであり、、、、1 つはつはつはつは資源循資源循資源循資源循環環環環型型型型社会社会社会社会のののの形成形成形成形成でありますでありますでありますであります。。。。温暖化温暖化温暖化温暖化についてについてについてについてももももいろいろいろいろいろいろいろいろなことがございましたなことがございましたなことがございましたなことがございました。。。。先先先先ほどほどほどほど藤村会長藤村会長藤村会長藤村会長はバイオマスはバイオマスはバイオマスはバイオマス日本日本日本日本ということをおっしということをおっしということをおっしということをおっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいましたがががが、、、、これはこれはこれはこれは藤村会長藤村会長藤村会長藤村会長がががが当時当時当時当時のののの日本日本日本日本政府政府政府政府にににに対対対対してバイオマスのしてバイオマスのしてバイオマスのしてバイオマスの重重重重要要要要性性性性をををを提提提提言言言言をされてをされてをされてをされて、、、、それそれそれそれをををを日本日本日本日本政府政府政府政府がががが取取取取りりりり入入入入れられたとれられたとれられたとれられたと、、、、私私私私はははは伺伺伺伺っておりますっておりますっておりますっております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、一一一一昨昨昨昨年年年年、、、、当時当時当時当時のののの安安安安部部部部首首首首相相相相がががが、、、、東東東東南南南南アジアアジアアジアアジア関係関係関係関係のあるのあるのあるのある会合会合会合会合でででで「「「「美美美美しいしいしいしい星星星星」」」」提提提提案案案案をなさいましたをなさいましたをなさいましたをなさいました。。。。2050 年年年年にはにはにはには世界世界世界世界のののの発発発発生生生生するするするする CO2 をををを半減半減半減半減しようということしようということしようということしようということ。。。。昨昨昨昨年年年年はははは、、、、洞爺湖洞爺湖洞爺湖洞爺湖でサミットがでサミットがでサミットがでサミットが開催開催開催開催されましたされましたされましたされました。。。。福福福福田田田田首首首首相相相相がががが主主主主導導導導されましたされましたされましたされました。。。。そのそのそのその後後後後、、、、低低低低酸酸酸酸素社会素社会素社会素社会づづづづくりのくりのくりのくりの行動行動行動行動計画計画計画計画ができができができができ、、、、そのそのそのその具具具具体的体的体的体的なななな 1つのありつのありつのありつのあり方方方方としてとしてとしてとして環境環境環境環境モモモモデルデルデルデル都市都市都市都市がががが制定制定制定制定されたわけでありますされたわけでありますされたわけでありますされたわけであります。。。。資源循資源循資源循資源循環環環環型型型型社会社会社会社会にににに関関関関しましましましましてはしてはしてはしては、、、、2000 年年年年にににに循循循循環環環環型型型型社会社会社会社会形成推進形成推進形成推進形成推進基本基本基本基本法法法法ができができができができ上上上上がりましたがりましたがりましたがりました。。。。またこのまたこのまたこのまたこの年年年年、、、、国国国国がががが、、、、３３３３
R コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト（（（（廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制・リ・リ・リ・リユユユユース・リサイクルース・リサイクルース・リサイクルース・リサイクル））））をつくりましたをつくりましたをつくりましたをつくりました。。。。３３３３R コンセコンセコンセコンセプトはプトはプトはプトは、、、、2004 年年年年のシーアイランドのシーアイランドのシーアイランドのシーアイランド G8 サミットでサミットでサミットでサミットで、、、、当時当時当時当時のののの小小小小泉首泉首泉首泉首相相相相がががが提提提提唱唱唱唱なさりなさりなさりなさり、、、、これにこれにこれにこれに各各各各国国国国首首首首脳脳脳脳がががが賛賛賛賛同同同同されてされてされてされて、、、、モモモモッタイナイッタイナイッタイナイッタイナイ精神精神精神精神としてとしてとしてとして世界世界世界世界にににに普及普及普及普及をををを始始始始めておりますめておりますめておりますめております。。。。2 番目番目番目番目、、、、3番目番目番目番目はははは、、、、こういうこういうこういうこういう社会社会社会社会をををを形成形成形成形成するためにいろいろするためにいろいろするためにいろいろするためにいろいろなななな支支支支援援援援策策策策やややや研究研究研究研究がががが実実実実施施施施されておりますされておりますされておりますされております。。。。 
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  4番目番目番目番目はははは、、、、特特特特にににに今今今今喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題でありますでありますでありますであります低炭素社会実現低炭素社会実現低炭素社会実現低炭素社会実現のためののためののためののための行動行動行動行動、、、、太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電拡拡拡拡大大大大ででででありますありますありますあります。。。。これはこれはこれはこれは昨昨昨昨年年年年のののの秋秋秋秋、、、、制定制定制定制定されましたされましたされましたされました。。。。2007 年年年年でででで日本日本日本日本にににに導入導入導入導入されたされたされたされた太陽光太陽光太陽光太陽光はほはほはほはほぼぼぼぼ 150万万万万キキキキロロロロワワワワットットットット内外内外内外内外とととと言言言言われていますがわれていますがわれていますがわれていますが、、、、導入量目導入量目導入量目導入量目標標標標はははは、、、、2020 年年年年にににに、、、、それをそれをそれをそれを 10 倍倍倍倍、、、、30 年年年年ににににはははは 40倍倍倍倍にしようということでありますにしようということでありますにしようということでありますにしようということであります。。。。それからそれからそれからそれから、、、、2005 年年年年にににに中中中中断断断断したしたしたした、、、、設設設設備備備備をををを導入導入導入導入するとするとするとするときのきのきのきの補助補助補助補助もももも再開再開再開再開いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。このこのこのこの問題問題問題問題はまたはまたはまたはまた後後後後でででで触触触触れさせていただきますれさせていただきますれさせていただきますれさせていただきます。。。。 

  こうしたこうしたこうしたこうした各省各省各省各省庁庁庁庁のごのごのごのご努努努努力力力力のののの中中中中でででで私私私私はははは非常非常非常非常にににに敬敬敬敬服服服服するするするするもももものがのがのがのが 1 つございますつございますつございますつございます。。。。それはそれはそれはそれは環境環境環境環境省省省省がががが 2000 年年年年ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから始始始始められためられためられためられた持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づづづづくりでありますくりでありますくりでありますくりであります。。。。これはこれはこれはこれは、、、、2003 年年年年でごでごでごでございましたかざいましたかざいましたかざいましたか、、、、そのころにそのころにそのころにそのころに環境環境環境環境省省省省がががが支支支支援援援援されましたされましたされましたされました 24 のののの計画計画計画計画をををを具具具具体的体的体的体的にににに分分分分析析析析されてされてされてされて、、、、それそれそれそれをををを解解解解析析析析されたわけでありますされたわけでありますされたわけでありますされたわけであります。。。。そのそのそのその結結結結論論論論はははは、、、、地域地域地域地域づづづづくりのためのくりのためのくりのためのくりのための取取取取りりりり組組組組みにはみにはみにはみには定定定定まったまったまったまった型型型型はないということでありますはないということでありますはないということでありますはないということであります。。。。これはこれはこれはこれは、、、、そのそのそのその地域地域地域地域にににに応応応応じじじじたたたた、、、、そのそのそのその地域地域地域地域のののの伝伝伝伝統統統統、、、、文文文文化化化化、、、、産業産業産業産業にににに応応応応じじじじたありたありたありたあり方方方方をををを考考考考えてえてえてえて実実実実施施施施していくのがしていくのがしていくのがしていくのがベベベベストのストのストのストの方方方方法法法法であるということでございましてであるということでございましてであるということでございましてであるということでございまして、、、、これはこれはこれはこれは、、、、私私私私はほんとうのところではないかとはほんとうのところではないかとはほんとうのところではないかとはほんとうのところではないかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  次次次次にににに、、、、自自自自治体治体治体治体ののののおおおお役役役役目目目目についてについてについてについて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。。。。自自自自治体治体治体治体のののの責務責務責務責務はははは、、、、地域地域地域地域におけにおけにおけにおけるるるる理理理理念念念念形成形成形成形成とととと政策策定政策策定政策策定政策策定でありますでありますでありますであります。。。。国国国国はははは全体全体全体全体のののの枠枠枠枠組組組組みをつくりみをつくりみをつくりみをつくり、、、、法体系法体系法体系法体系をををを整整整整備備備備いたしますいたしますいたしますいたしますがががが、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会というというというというもももものがのがのがのが実現実現実現実現されるされるされるされる場場場場はははは自自自自治体治体治体治体、、、、地域地域地域地域であるわけですであるわけですであるわけですであるわけです。。。。そうしたそうしたそうしたそうした意味意味意味意味でででで地域自地域自地域自地域自治体治体治体治体のののの役役役役目目目目はははは極極極極めてめてめてめて大事大事大事大事でありますでありますでありますであります。。。。私私私私はははは、、、、自自自自治体治体治体治体のののの最最最最上上上上位位位位のののの理理理理念念念念・・・・構構構構想想想想のののの中中中中でででで、、、、最最最最上上上上位位位位はははは、、、、①①①①広域広域広域広域のののの豊豊豊豊かなかなかなかな成成成成長長長長であるとであるとであるとである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。。。。私私私私はははは、、、、このこのこのこの豊豊豊豊かさというかさというかさというかさという意味意味意味意味にににに経済的経済的経済的経済的なななな豊豊豊豊かさだけをかさだけをかさだけをかさだけを言言言言っているわけではありませんっているわけではありませんっているわけではありませんっているわけではありません。。。。人人人人のののの心心心心、、、、伝伝伝伝統統統統、、、、文文文文化化化化、、、、人人人人のののの輪輪輪輪、、、、そのそのそのその他他他他をををを含含含含めたトータルのめたトータルのめたトータルのめたトータルの豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを追求追求追求追求しししし、、、、実現実現実現実現するするするする地域地域地域地域をつくっていただきたいとをつくっていただきたいとをつくっていただきたいとをつくっていただきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを抜抜抜抜けけけけばばばば力力力力がががが出出出出てまいりませんてまいりませんてまいりませんてまいりません。。。。②②②② 番目番目番目番目はははは、、、、重重重重複複複複するかとするかとするかとするかと思思思思いまいまいまいますがすがすがすが、、、、地域地域地域地域のののの強強強強さとさとさとさと独独独独自性自性自性自性をををを生生生生かしてかしてかしてかして、、、、地域地域地域地域全体全体全体全体としてとしてとしてとして調調調調和和和和するするするする構構構構想想想想とととと計画計画計画計画でありますでありますでありますであります。。。。えてしてえてしてえてしてえてして構構構構想想想想はははは飛飛飛飛びびびび上上上上がりますがりますがりますがります。。。。そうそうそうそうじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、全体全体全体全体構構構構想想想想としてバランスするとしてバランスするとしてバランスするとしてバランスする政策政策政策政策をとをとをとをとっていただきたいっていただきたいっていただきたいっていただきたい、、、、そういうことでありますそういうことでありますそういうことでありますそういうことであります。。。。 ③③③③ 番目番目番目番目はそれとはそれとはそれとはそれともももも連連連連動動動動いたしますいたしますいたしますいたします。。。。構構構構想想想想とととと計画計画計画計画のののの持続持続持続持続的的的的でありますでありますでありますであります。。。。エコタウンはエコタウンはエコタウンはエコタウンは国国国国のののの支支支支援援援援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、、、、現現現現在在在在 26 のののの地域地域地域地域でででで動動動動いておりますがいておりますがいておりますがいておりますが、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能であってほしいとであってほしいとであってほしいとであってほしいと念願念願念願念願しておりますしておりますしておりますしております。。。。客客客客観的観的観的観的にににに見見見見たたたた場合場合場合場合、、、、必必必必ずずずずししししももももそうでないそうでないそうでないそうでない事事事事例例例例があるのかがあるのかがあるのかがあるのかももももしれまえんしれまえんしれまえんしれまえん、、、、またまたまたまた、、、、流流流流れにのったきらいれにのったきらいれにのったきらいれにのったきらいももももあるのかあるのかあるのかあるのかももももししししれませんれませんれませんれません。。。。是是是是非非非非、、、、考考考考ええええ方方方方をををを柔軟柔軟柔軟柔軟にしてにしてにしてにして持続持続持続持続的的的的にしてほしいとにしてほしいとにしてほしいとにしてほしいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

  さらにさらにさらにさらに、、、、3番目番目番目番目としてとしてとしてとして、、、、私私私私はこういうはこういうはこういうはこういう場場場場でででで非常非常非常非常にににに僣僣僣僣越越越越なことをなことをなことをなことを申申申申しししし上上上上げるんでありますがげるんでありますがげるんでありますがげるんでありますが、、、、自自自自治体治体治体治体がががが地域地域地域地域のののの活活活活動動動動のののの中中中中核核核核になっていただきたいになっていただきたいになっていただきたいになっていただきたい、、、、政策形成政策形成政策形成政策形成とととと同同同同時時時時にににに行動行動行動行動のののの推進推進推進推進者者者者になっになっになっになっていただきたいということでありますていただきたいということでありますていただきたいということでありますていただきたいということであります。。。。換換換換言言言言するならするならするならするならばばばば、、、、理理理理念念念念形成形成形成形成とととと政策策定政策策定政策策定政策策定をををを越越越越えてみえてみえてみえてみずからずからずからずからもももも行動行動行動行動していただきたいということでありますしていただきたいということでありますしていただきたいということでありますしていただきたいということであります。。。。 

  私私私私はははは、、、、1995 年年年年以以以以降降降降、、、、ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを皆様皆様皆様皆様とごとごとごとご一一一一緒緒緒緒にににに十十十十数数数数年年年年ややややってまいりましたってまいりましたってまいりましたってまいりました。。。。そそそそのののの間間間間、、、、共共共共同同同同ででででややややらせていただきましたいろいろらせていただきましたいろいろらせていただきましたいろいろらせていただきましたいろいろ自自自自治体治体治体治体とのとのとのとの事事事事例例例例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。。。。先先先先ずずずず岩岩岩岩手手手手県県県県のののの事事事事例例例例ですですですです。。。。このこのこのこの当時当時当時当時、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県のののの知知知知事事事事はははは、、、、昨昨昨昨年年年年のののの秋秋秋秋までまでまでまで総総総総務務務務大大大大臣臣臣臣をなさったをなさったをなさったをなさった増増増増田田田田さんがさんがさんがさんが知知知知事事事事でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃいましたがいましたがいましたがいましたが、、、、97 年年年年のののの暮暮暮暮れにれにれにれに国連大学国連大学国連大学国連大学においでになってにおいでになってにおいでになってにおいでになって、、、、ゼロエゼロエゼロエゼロエミッションをミッションをミッションをミッションをややややりたいとのごりたいとのごりたいとのごりたいとのご提提提提案案案案をいただいてをいただいてをいただいてをいただいて、、、、98 年年年年からからからから 3 年年年年間間間間ごごごご一一一一緒緒緒緒ににににややややらせていただらせていただらせていただらせていただきましたきましたきましたきました。。。。当時当時当時当時のののの増増増増田田田田知知知知事事事事はそれはそれはそれはそれ以以以以外外外外にいろいろなことをおにいろいろなことをおにいろいろなことをおにいろいろなことをおややややりになったわけですがりになったわけですがりになったわけですがりになったわけですが、、、、環環環環境境境境にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、ここにここにここにここに書書書書きましたようにきましたようにきましたようにきましたように、、、、環境環境環境環境首首首首都都都都いわてをつくりたいというおいわてをつくりたいというおいわてをつくりたいというおいわてをつくりたいというお考考考考ええええでしでしでしでしたたたた。。。。地地地地球球球球温暖化温暖化温暖化温暖化防止防止防止防止・・・・産業産業産業産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物対対対対策策策策ををををややややってってってって環境関連環境関連環境関連環境関連のののの産業産業産業産業をををを振振振振興興興興したいしたいしたいしたい、、、、そういうこそういうこそういうこそういうことでありますとでありますとでありますとであります。。。。具具具具体的体的体的体的なななな事事事事例例例例としてはとしてはとしてはとしては、、、、ここにここにここにここに書書書書きましたようにきましたようにきましたようにきましたように、、、、地地地地熱熱熱熱はははは風風風風力力力力などのなどのなどのなどの新新新新エエエエネネネネ開開開開発発発発、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材をををを利利利利用用用用したしたしたしたペペペペレレレレットストーブなどットストーブなどットストーブなどットストーブなど。。。。それからそれからそれからそれから環境環境環境環境教育教育教育教育・・・・環境環境環境環境情情情情報報報報のののの普及普及普及普及ににににもももも注注注注力力力力しましたしましたしましたしました。。。。現現現現在在在在ももももこのこのこのこの方方方方針針針針がががが継継継継続続続続されておりますされておりますされておりますされております。。。。 

  これはこれはこれはこれは北九州北九州北九州北九州市市市市のののの事事事事例例例例ですですですです。。。。ここからここからここからここから行行行行ったらったらったらったら 150 キキキキロロロロぐぐぐぐらいのところでございましょらいのところでございましょらいのところでございましょらいのところでございましょうかうかうかうか、、、、北九州北九州北九州北九州市市市市とととともももも 95 年年年年以以以以降降降降、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな協力関係協力関係協力関係協力関係をををを持持持持たせていただきましたたせていただきましたたせていただきましたたせていただきました。。。。北九州北九州北九州北九州市市市市がががが作作作作成成成成されましたこのされましたこのされましたこのされましたこの図図図図はははは、、、、上上上上のところはのところはのところはのところは、、、、具具具具体的体的体的体的なななな行動行動行動行動をををを分類分類分類分類したしたしたしたももももの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。。。。真真真真んんんん中中中中のところにのところにのところにのところに「「「「廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル」」」」とかとかとかとか「「「「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」」」」とかとかとかとか具具具具体体体体例例例例をををを書書書書かれてかれてかれてかれて
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おりますがおりますがおりますがおりますが、、、、いろんなことをいろんなことをいろんなことをいろんなことをややややっていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。しかししかししかししかし、、、、私私私私はははは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事だったとだったとだったとだったと思思思思っておりますのはっておりますのはっておりますのはっておりますのは、、、、政策政策政策政策のののの基基基基盤盤盤盤にににに、、、、一一一一番下番下番下番下にににに書書書書かれておりますようにかれておりますようにかれておりますようにかれておりますように、、、、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基本基本基本基本コンセプトとしてきちっとコンセプトとしてきちっとコンセプトとしてきちっとコンセプトとしてきちっと持持持持っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃったということでありますったということでありますったということでありますったということであります。。。。みずからみずからみずからみずからががががややややられるられるられるられる上上上上のののの個個個個々々々々のののの行動行動行動行動をををを常常常常にそれとにそれとにそれとにそれと対対対対照照照照しながらしながらしながらしながら、、、、軌道修正軌道修正軌道修正軌道修正しながらそれをしながらそれをしながらそれをしながらそれを推進推進推進推進なさなさなさなさっていったということでありますっていったということでありますっていったということでありますっていったということであります。。。。 

  3 つつつつ目目目目はははは飯飯飯飯田市田市田市田市のののの事事事事例例例例ですですですです。。。。1997 年年年年、、、、ちちちちょうどょうどょうどょうど 12 年年年年前前前前にににに、、、、当時当時当時当時のののの環境自環境自環境自環境自治体治体治体治体とととと言言言言われたわれたわれたわれた
7～～～～8 つのまちのつのまちのつのまちのつのまちの市長市長市長市長さんをおさんをおさんをおさんをお招招招招きいたしましてきいたしましてきいたしましてきいたしまして、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学でででで地域地域地域地域発発発発ゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションというううう会議会議会議会議をををを開催開催開催開催いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに私私私私がががが感感感感銘銘銘銘をををを受受受受けたけたけたけた 1 つのつのつのつの市市市市はははは長長長長野野野野県県県県のののの飯飯飯飯田市田市田市田市でしでしでしでしたたたた。。。。人人人人口口口口 10 万万万万のののの小小小小さなさなさなさな町町町町でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、飯飯飯飯田市田市田市田市がががが言言言言っておりましたのはっておりましたのはっておりましたのはっておりましたのは、「、「、「、「人人人人もももも自然自然自然自然もももも美美美美しくしくしくしく、、、、輝輝輝輝くまちくまちくまちくまち飯飯飯飯田田田田をつくりたいをつくりたいをつくりたいをつくりたい。。。。環境環境環境環境文文文文化化化化都市都市都市都市をををを目指目指目指目指そうそうそうそう」」」」ということでありますということでありますということでありますということであります。。。。そそそそのののの手法手法手法手法はははは、、、、下下下下のところにのところにのところにのところに「「「「環境環境環境環境」」」」というというというという 1 つのつのつのつのキキキキーーーーワワワワードをードをードをードを書書書書いてありますがいてありますがいてありますがいてありますが、、、、具具具具体的体的体的体的ににににはははは、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しいまちをつくる・それにふさわしいしいまちをつくる・それにふさわしいしいまちをつくる・それにふさわしいしいまちをつくる・それにふさわしい産業産業産業産業をををを育育育育成成成成する・それをする・それをする・それをする・それをややややるるるる人人人人をつくをつくをつくをつくらなけれらなけれらなけれらなければばばばいけないということでありますいけないということでありますいけないということでありますいけないということであります。。。。これはこれはこれはこれは現現現現在在在在もももも続続続続いているところでありますいているところでありますいているところでありますいているところであります。。。。 

  次次次次はははは、、、、企企企企業業業業のののの役割役割役割役割でありますでありますでありますであります。。。。企企企企業業業業はははは、、、、我我我我々々々々のののの経済経済経済経済生活生活生活生活をををを支支支支えるえるえるえる基基基基盤盤盤盤でありますでありますでありますであります。。。。企企企企業業業業のおのおのおのお役役役役目目目目はははは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事でありますでありますでありますであります。。。。1980 年年年年ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから企企企企業業業業もももも環境活環境活環境活環境活動動動動をををを非常非常非常非常にににに重視重視重視重視されるされるされるされるようになりましたようになりましたようになりましたようになりました。。。。1991 年年年年だったとだったとだったとだったと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、初初初初めてめてめてめて NEC からからからから環境環境環境環境報告報告報告報告書書書書がががが出出出出されまされまされまされましたしたしたした。。。。それそれそれそれ以以以以後後後後、、、、主主主主要要要要なななな企企企企業業業業からはからはからはからは続続続続々々々々とととと環境環境環境環境報告報告報告報告書書書書がががが出出出出ましてましてましてまして、、、、すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい行動行動行動行動がががが発表発表発表発表されてきておりますされてきておりますされてきておりますされてきております。。。。このこのこのこの流流流流れはれはれはれは、、、、2000 年年年年ころになりましてからころになりましてからころになりましてからころになりましてから CSR、、、、企企企企業業業業のののの社会社会社会社会的的的的責務責務責務責務としてとしてとしてとして経経経経営営営営方方方方針針針針のののの 1 つとしてつとしてつとしてつとして位置位置位置位置づづづづけられてきていますけられてきていますけられてきていますけられてきています。。。。現現現現在在在在世界世界世界世界的的的的にににに活活活活動動動動しているしているしているしている日本日本日本日本のののの企企企企業業業業でででで、、、、CSR をををを取取取取りりりり入入入入れられていないれられていないれられていないれられていない企企企企業業業業ははははももももうううう皆皆皆皆無無無無だとだとだとだと言言言言ってってってってももももいいかといいかといいかといいかと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今後後後後もももも、、、、企企企企業業業業とととと社会社会社会社会とととと市市市市民民民民とのとのとのとの連携連携連携連携はははは一一一一層層層層強強強強化化化化されていくことされていくことされていくことされていくことであろうとであろうとであろうとであろうと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  次次次次はははは市市市市民民民民、、、、我我我我々々々々のののの活活活活動動動動でありますでありますでありますであります。。。。市市市市民民民民はははは、、、、選選選選挙挙挙挙においてにおいてにおいてにおいて投投投投票権票権票権票権をををを持持持持っておりますっておりますっておりますっております。。。。企企企企業業業業のののの商商商商品品品品をををを選選選選択択択択するするするする自自自自由由由由をををを持持持持っておりますっておりますっておりますっております。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、言言言言いいいい方方方方をををを変変変変えるならえるならえるならえるならばばばば、、、、市市市市民民民民がががが社会社会社会社会をををを変革変革変革変革するするするする権権権権力者力者力者力者だということですだということですだということですだということです。。。。これはちょっとこれはちょっとこれはちょっとこれはちょっと事事事事例例例例がががが古古古古いんですがいんですがいんですがいんですが、、、、97 年年年年にににに
COP3 がががが京京京京都都都都でででで開開開開かれましたかれましたかれましたかれました。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、東東東東京京京京都世田都世田都世田都世田谷区谷区谷区谷区、、、、私私私私もももも住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる町町町町でありまでありまでありまでありますがすがすがすが、、、、あるあるあるある町町町町内会内会内会内会のののの会長会長会長会長さんさんさんさん、、、、そのときにそのときにそのときにそのときにももももうううう七七七七十十十十幾幾幾幾つのつのつのつの女女女女性性性性のののの方方方方でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、1,000軒軒軒軒近近近近いいいい町町町町内会内会内会内会のののの 1 軒軒軒軒ずつをずつをずつをずつを回回回回られてられてられてられて、、、、省省省省エネエネエネエネ活活活活動動動動をををを訴訴訴訴えられたえられたえられたえられた。。。。そのそのそのその成成成成果果果果はどうであはどうであはどうであはどうでありましりましりましりましたかたかたかたか。。。。東東東東京京京京ではではではでは、、、、東東東東京京京京ガガガガスおよびスおよびスおよびスおよび東東東東京京京京電電電電力力力力のののの 1 カカカカ月月月月のののの支支支支払払払払いいいい金金金金額額額額伝票伝票伝票伝票にににに、、、、前前前前年年年年対対対対比比比比でででで数数数数値値値値がががが記記記記載載載載されていますされていますされていますされています。。。。それらをそれらをそれらをそれらを集集集集計計計計しますとしますとしますとしますと、、、、積極積極積極積極家庭家庭家庭家庭ではではではでは 5%減減減減ったったったった。。。。全体全体全体全体でででで 2%減減減減ったったったったということでありますということでありますということでありますということであります。。。。このこのこのこの行動行動行動行動にはおにはおにはおにはお金金金金がかかっていませんがかかっていませんがかかっていませんがかかっていません。。。。人人人人々々々々のののの物物物物のののの考考考考ええええ方方方方でこれでこれでこれでこれだけできるということでありますだけできるということでありますだけできるということでありますだけできるということであります。。。。これはこれはこれはこれは世田世田世田世田谷区谷区谷区谷区でででで非常非常非常非常にににに評評評評価価価価されましたされましたされましたされました。。。。当時当時当時当時のののの環境環境環境環境庁庁庁庁もももも非常非常非常非常にににに評評評評価価価価されされされされ、、、、全全全全国国国国にににに広広広広めるめるめるめる動機動機動機動機ににににももももなりましたなりましたなりましたなりました。。。。今今今今やややや低炭素社会低炭素社会低炭素社会低炭素社会でありますでありますでありますであります。。。。ここここのののの市市市市民民民民のののの行動行動行動行動がががが再再再再びびびび脚脚脚脚光光光光をををを浴浴浴浴びつつあるということでありますびつつあるということでありますびつつあるということでありますびつつあるということであります。。。。 

  先先先先ほどほどほどほど自自自自治体治体治体治体のののの事事事事例例例例をををを申申申申しししし上上上上げましたがげましたがげましたがげましたが、、、、そそそそのののの成成成成果果果果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。。。。北九州北九州北九州北九州市市市市のののの事事事事例例例例ですですですです。。。。細細細細かいところはかいところはかいところはかいところは省省省省略略略略させていただきますがさせていただきますがさせていただきますがさせていただきますが、、、、北九州北九州北九州北九州市市市市のエコタウンはのエコタウンはのエコタウンはのエコタウンは、、、、私私私私はははは先進工業先進工業先進工業先進工業都市都市都市都市でででで日本日本日本日本第第第第一一一一であるとであるとであるとである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。。。。多多多多くのリサイクルくのリサイクルくのリサイクルくのリサイクル企企企企業業業業をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、雇雇雇雇用用用用をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、それからそれからそれからそれから廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを削減削減削減削減しししし、、、、工工工工場場場場からのからのからのからの CO2 のののの発発発発生生生生をををを削減削減削減削減しておりますしておりますしておりますしております。。。。昨昨昨昨年年年年内内内内閣閣閣閣府府府府がががが設定設定設定設定したしたしたした環境環境環境環境モモモモデルデルデルデル都市都市都市都市ではいちではいちではいちではいち早早早早くくくく選選選選定定定定されたされたされたされた都市都市都市都市でありますでありますでありますであります。。。。そのそのそのその中中中中でででで彼彼彼彼ららららはははは次次次次のようにのようにのようにのように約約約約束束束束しておりますしておりますしておりますしております。「。「。「。「2050 年年年年までにまでにまでにまでに北九州北九州北九州北九州市市市市でででで 50%温暖化温暖化温暖化温暖化ガガガガスをスをスをスを削減削減削減削減するするするする」。」。」。」。これはこれはこれはこれは削減削減削減削減できるとできるとできるとできると私私私私はははは確信確信確信確信しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、さらにさらにさらにさらに、「、「、「、「実現実現実現実現したしたしたした産業産業産業産業界界界界のののの技術成技術成技術成技術成果果果果をををを世界世界世界世界各各各各国国国国にににに移移移移転転転転してしてしてして 200%のののの削減削減削減削減をするをするをするをする」」」」とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。200%、、、、おおおお釣釣釣釣りがりがりがりが戻戻戻戻ってくるというってくるというってくるというってくるということですことですことですことです。。。。 

  次次次次はははは飯飯飯飯田市田市田市田市のののの事事事事例例例例でありますでありますでありますであります。。。。一一一一番番番番上上上上のところはのところはのところはのところは、、、、おおおお聞聞聞聞きになったこときになったこときになったこときになったことももももあろうかとあろうかとあろうかとあろうかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、りんごりんごりんごりんご並木並木並木並木とととと伝伝伝伝統統統統とととと文文文文化化化化のののの共共共共有有有有とととと発発発発展展展展、、、、これはこれはこれはこれは人人人人のののの心心心心のののの輪輪輪輪ををををねねねねらっているわけらっているわけらっているわけらっているわけですですですです。。。。それをそれをそれをそれを市市市市政政政政のののの基基基基盤盤盤盤にににに置置置置いているわけですいているわけですいているわけですいているわけです。。。。真真真真んんんん中中中中のののの黒黒黒黒のところはのところはのところはのところは、、、、このこのこのこの十十十十数数数数年年年年、、、、市市市市がとられたがとられたがとられたがとられた施策施策施策施策でありますでありますでありますであります。。。。そのそのそのその次次次次のののの 2 段段段段目目目目のところはのところはのところはのところは、、、、飯飯飯飯田市内田市内田市内田市内のののの企企企企業業業業、、、、NPO、、、、学学学学校校校校、、、、
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子子子子供供供供たちがたちがたちがたちがややややったったったった活活活活動動動動でありますでありますでありますであります。。。。特特特特にここでにここでにここでにここで私私私私がががが申申申申しししし上上上上げたいのはげたいのはげたいのはげたいのは、、、、下下下下のののの赤線赤線赤線赤線のところのところのところのところでででで書書書書きましたがきましたがきましたがきましたが、、、、太陽光太陽光太陽光太陽光市市市市民民民民共共共共同発電同発電同発電同発電ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、最最最最初初初初はははは NPO だったとだったとだったとだったと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、現現現現在在在在はははは法人法人法人法人組組組組織織織織になっておりますがになっておりますがになっておりますがになっておりますが、、、、太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電をををを設設設設置置置置するためにするためにするためにするために市市市市民民民民からのからのからのからの出出出出資資資資をををを仰仰仰仰いいいいだわけでありますだわけでありますだわけでありますだわけであります。。。。心心心心あるあるあるある多多多多くのくのくのくの市市市市民民民民がががが出出出出資資資資をされてをされてをされてをされて、、、、2億億億億数数数数千千千千万万万万のののの資資資資金金金金がががが集集集集まったまったまったまった。。。。それそれそれそれでででで主主主主としてとしてとしてとして公公公公共共共共機機機機関関関関にににに太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電装置装置装置装置をつけたわけですをつけたわけですをつけたわけですをつけたわけです。。。。さらにすさらにすさらにすさらにすばばばばらしいところはらしいところはらしいところはらしいところは、、、、飯飯飯飯田市田市田市田市とのとのとのとの間間間間でででで、、、、これはこれはこれはこれは三三三三、、、、四四四四年年年年前前前前だったかとだったかとだったかとだったかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、キキキキロロロロワワワワットアットアットアットアワワワワーあたりーあたりーあたりーあたり 22円円円円でででで電電電電力力力力買買買買いいいい取取取取りりりり協協協協定定定定をををを結結結結んだことですんだことですんだことですんだことです。。。。これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに進進進進んだんだんだんだ例例例例でありでありでありであり、、、、このこのこのこの事事事事業業業業のののの安定化安定化安定化安定化にににに貢献貢献貢献貢献しましたしましたしましたしました。。。。それそれそれそれらのらのらのらの成成成成果果果果はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。いろいろないろいろないろいろないろいろな大学大学大学大学がががが、、、、環境環境環境環境研究研究研究研究実実実実施施施施のののの場場場場としてとしてとしてとして飯飯飯飯田市田市田市田市をををを選選選選びびびび多多多多くのくのくのくの研究研究研究研究者者者者やややや学生学生学生学生がががが訪訪訪訪問問問問してしてしてして勉強勉強勉強勉強をしていますをしていますをしていますをしています。。。。それからそれからそれからそれから、、、、JICA がががが、、、、海外海外海外海外のののの皆皆皆皆さんをここにごさんをここにごさんをここにごさんをここにご案案案案内内内内してしてしてして、、、、研研研研修修修修をををを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。。。。フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク市市市市はドイはドイはドイはドイツツツツのののの世界世界世界世界第第第第一一一一のののの環境都市環境都市環境都市環境都市でありますでありますでありますであります。。。。それにそれにそれにそれに続続続続くくくく都市都市都市都市はウルムはウルムはウルムはウルム市市市市とととと聞聞聞聞いているんですがいているんですがいているんですがいているんですが、、、、ウルウルウルウルムムムム市市市市とのとのとのとの間間間間でででで、、、、ややややはりはりはりはり松山市松山市松山市松山市とフライブルクとフライブルクとフライブルクとフライブルク市市市市がががが結結結結んでいるようなんでいるようなんでいるようなんでいるような協協協協定定定定をををを結結結結んでんでんでんで、、、、いろいいろいいろいいろいろなろなろなろなノノノノウウウウハハハハウウウウ、、、、人人人人員員員員のののの交交交交換換換換等等等等ををををややややっていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるるるる。。。。 それらのそれらのそれらのそれらの成成成成果果果果がどうなったかということでありますががどうなったかということでありますががどうなったかということでありますががどうなったかということでありますが、、、、これはあるこれはあるこれはあるこれはある NPO がががが行行行行うううう自自自自治体治体治体治体のののの環境環境環境環境首首首首都都都都コンテストコンテストコンテストコンテスト評評評評価価価価ですがですがですがですが、、、、飯飯飯飯田市田市田市田市はははは 2006 年年年年度度度度、、、、正確正確正確正確にはにはにはには 2007 年年年年のののの 3 月月月月にににに、、、、人人人人口口口口別別別別
10万万万万からからからから 30万万万万のののの都市都市都市都市でででで、、、、2位位位位になりましたになりましたになりましたになりました。。。。それからそれからそれからそれから、、、、このこのこのこの 1 月月月月にににに政府政府政府政府のののの環境環境環境環境モモモモデルデルデルデル都市都市都市都市のののの選選選選定定定定をををを受受受受けられたわけでありますけられたわけでありますけられたわけでありますけられたわけであります。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、私私私私はちょっとごはちょっとごはちょっとごはちょっとご紹介紹介紹介紹介申申申申しししし上上上上げたいんですがげたいんですがげたいんですがげたいんですが、、、、山山山山形形形形県県県県にににに庄庄庄庄内内内内町町町町（（（（旧旧旧旧立川町立川町立川町立川町））））のののの事事事事例例例例でありますでありますでありますであります。。。。立川町立川町立川町立川町はははは、、、、人人人人口口口口 7,000人人人人のののの過過過過疎疎疎疎のののの町町町町ですですですです。。。。先端先端先端先端企企企企業業業業はははは来来来来てくれないてくれないてくれないてくれない。。。。そこでそこでそこでそこでのののの強強強強さはさはさはさは何何何何であったかであったかであったかであったか。。。。米米米米作作作作ですですですです。。。。これはいいですこれはいいですこれはいいですこれはいいですねねねね。。。。ここはここはここはここは、、、、地地地地形形形形のののの関係関係関係関係でででで強強強強風風風風がががが吹吹吹吹ききききますますますます。。。。農作農作農作農作物物物物がががが全全全全部部部部ややややられてしまうられてしまうられてしまうられてしまう。。。。当時当時当時当時のののの町町町町長長長長さんはさんはさんはさんは、、、、そのそのそのその強強強強風風風風をををを逆逆逆逆にとってにとってにとってにとって３３３３基基基基のののの風風風風車車車車をつくられたをつくられたをつくられたをつくられた。。。。それをそれをそれをそれを環境環境環境環境とととと観光観光観光観光のののの目目目目玉玉玉玉にしたにしたにしたにした。。。。そのそのそのその後後後後もももも風風風風車車車車がががが建建建建設設設設されるのですがされるのですがされるのですがされるのですが、、、、
1990年年年年対対対対比比比比 2005年年年年でででで、、、、彼彼彼彼らがつくったらがつくったらがつくったらがつくった風風風風力力力力エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの電電電電気気気気量量量量ををををCO2にににに換換換換算算算算するとするとするとすると、、、、12.7%削減削減削減削減できているできているできているできている。。。。COP3 のののの国国国国のののの目目目目標標標標はははは 6%でありますからでありますからでありますからでありますから、、、、それをそれをそれをそれを 2倍倍倍倍上上上上回回回回ったということったということったということったということですですですです。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、これはこれはこれはこれは町町町町内内内内のののの各各各各家庭家庭家庭家庭からからからから出出出出るるるる生生生生ごみをコンごみをコンごみをコンごみをコンポポポポストにストにストにストに変変変変えるえるえるえる設設設設備備備備をををを 1998 年年年年、、、、
20 年年年年ちょっとちょっとちょっとちょっと前前前前というというというという非常非常非常非常にににに早早早早いいいい時時時時点点点点でつくりましてでつくりましてでつくりましてでつくりまして、、、、それをそれをそれをそれを町町町町内内内内のののの農農農農家家家家にににに買買買買っていただっていただっていただっていただきききき、、、、できたできたできたできた米米米米をををを有機有機有機有機米米米米としてとしてとしてとして販売販売販売販売するするするする、、、、さらにさらにさらにさらに地域地域地域地域のののの環境活環境活環境活環境活動動動動をををを実実実実施施施施するするするする、、、、こういうこういうこういうこういう活活活活動動動動をををを総合総合総合総合的的的的ににににややややっているというのでっているというのでっているというのでっているというので、、、、彼彼彼彼らららら旧旧旧旧立川町立川町立川町立川町はははは、、、、このこのこのこの活活活活動動動動をををを、「、「、「、「農農農農山村山村山村山村型型型型ゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッションョンョンョン」」」」というというというという名名名名前前前前をつけられたをつけられたをつけられたをつけられた。。。。私私私私はははは非常非常非常非常にににに感感感感激激激激しましたしましたしましたしました。。。。ややややはりそのはりそのはりそのはりその地域地域地域地域にににに合合合合ったったったったややややりりりり方方方方があるということでありますがあるということでありますがあるということでありますがあるということであります。。。。 フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク市市市市にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、先先先先ほどサロほどサロほどサロほどサロモモモモンンンン市長市長市長市長からからからから非常非常非常非常にににに詳詳詳詳しいしいしいしい紹介紹介紹介紹介がありましたのがありましたのがありましたのがありましたのでででで割割割割愛愛愛愛させていただきますがさせていただきますがさせていただきますがさせていただきますが、、、、海外海外海外海外のののの事事事事例例例例をををを 2例例例例ごごごご紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。1 つはスウェーデンのつはスウェーデンのつはスウェーデンのつはスウェーデンのベベベベククククショーでありますショーでありますショーでありますショーであります。。。。ここはここはここはここは人人人人口約口約口約口約 8 万万万万、、、、比比比比較較較較的的的的小小小小振振振振りのりのりのりの町町町町ですですですです。。。。温暖化温暖化温暖化温暖化ガガガガスススス排排排排出出出出削減削減削減削減のののの政政政政策策策策決決決決定定定定でででで、、、、地域活地域活地域活地域活動動動動でのでのでのでの化化化化石石石石エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの使使使使用用用用をなくそうというをなくそうというをなくそうというをなくそうという非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきなチチチチャャャャレレレレンジンジンジンジですですですです。。。。1人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの CO2 のののの排排排排出出出出をををを、、、、93 年年年年対対対対比比比比 2010 年年年年でででで半減半減半減半減するというするというするというするという目目目目標標標標ですですですです。。。。そういうそういうそういうそういう活活活活動動動動をををを具具具具体的体的体的体的ににににややややっていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるるるる。。。。進進進進めめめめ方方方方はははは、、、、松山市松山市松山市松山市ににににもももも非常非常非常非常にににに似似似似ておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、ベベベベククククショーショーショーショー市市市市・・・・産業産業産業産業界界界界・・・・ベベベベクショークショークショークショー大学大学大学大学のののの協協協協働働働働でででで、、、、新新新新しいしいしいしい技術技術技術技術をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、それらをそれらをそれらをそれらを産業産業産業産業としてとしてとしてとして定定定定着着着着するようにするようにするようにするように進進進進められていますめられていますめられていますめられています。。。。それにスウェーデンそれにスウェーデンそれにスウェーデンそれにスウェーデン政府政府政府政府やややや EU からからからからもももも財財財財政政政政支支支支援援援援をををを受受受受けけけけられていますられていますられていますられています。。。。 

        これはこれはこれはこれは、、、、1993199319931993 年年年年からからからから 2005 年年年年までのデータですまでのデータですまでのデータですまでのデータです。。。。ベベベベクショークショークショークショー市市市市のののの方方方方におにおにおにお伺伺伺伺いしたらいしたらいしたらいしたら、、、、ホホホホームームームームペペペページをージをージをージを見見見見ろということでろということでろということでろということで、、、、それからそれからそれからそれから取取取取らせていただきましたらせていただきましたらせていただきましたらせていただきましたがががが、、、、黄色黄色黄色黄色のののの線線線線がががが実実実実績績績績ででででありますありますありますあります。。。。93 年年年年からからからから 2005 年年年年までまでまでまで、、、、ほほほほぼぼぼぼ 23%削減削減削減削減されておりますされておりますされておりますされております。。。。あとあとあとあと、、、、来来来来年年年年がそのがそのがそのがその 1 つつつつのののの期限期限期限期限になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、私私私私はこれはこれはこれはこれ目目目目標標標標がががが達達達達成成成成することをすることをすることをすることを念願念願念願念願しているところですしているところですしているところですしているところです。。。。 

  次次次次はははは、、、、デンマークのカルンデンマークのカルンデンマークのカルンデンマークのカルンボボボボーでありますーでありますーでありますーであります。。。。このまちこのまちこのまちこのまちもももも、、、、人人人人口口口口 7 万万万万ないしないしないしないし 8 万万万万のののの港港港港町町町町でででですすすす。。。。ここにここにここにここに基基基基幹幹幹幹企企企企業業業業としてとしてとしてとして、、、、スタトイルというスタトイルというスタトイルというスタトイルという石油石油石油石油精精精精製工製工製工製工場場場場、、、、アスネスというアスネスというアスネスというアスネスという火火火火力力力力発電発電発電発電所所所所、、、、ノボノボノボノボ・・・・ノノノノルディスクというルディスクというルディスクというルディスクという医薬医薬医薬医薬工工工工場場場場がありますがありますがありますがあります。。。。これらのこれらのこれらのこれらの中中中中核核核核企企企企業業業業がががが廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを利利利利用用用用するするするする 1
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つのシステム・つのシステム・つのシステム・つのシステム・産業産業産業産業群群群群をつくっていきましたをつくっていきましたをつくっていきましたをつくっていきました。。。。それとそれとそれとそれと同同同同時時時時にににに廃廃廃廃熱熱熱熱をををを利利利利用用用用するシステムをつするシステムをつするシステムをつするシステムをつくられてくられてくられてくられてきましたきましたきましたきました。。。。私私私私はカルンはカルンはカルンはカルンボボボボーのーのーのーの活活活活動動動動をゼロエミッションのをゼロエミッションのをゼロエミッションのをゼロエミッションの原原原原型型型型とととと言言言言っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、非常非常非常非常にすにすにすにすばばばばらしいらしいらしいらしい事事事事例例例例でありますでありますでありますであります。。。。 

  大大大大変変変変恐縮恐縮恐縮恐縮ではありますがではありますがではありますがではありますが、、、、時時時時間間間間があとがあとがあとがあと 5 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、、、、以以以以降降降降はははは簡簡簡簡単単単単にごにごにごにご説明説明説明説明をいたしをいたしをいたしをいたしますますますます。。。。日本日本日本日本のののの住宅住宅住宅住宅用用用用発電発電発電発電システムのシステムのシステムのシステムの普及普及普及普及のののの状況状況状況状況ですがですがですがですが、、、、このこのこのこの図図図図はははは資源資源資源資源エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー庁庁庁庁がががが発表発表発表発表されたされたされたされた昨昨昨昨年年年年のののの状況状況状況状況でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、日本日本日本日本全体全体全体全体でででで、、、、戸戸戸戸建建建建住宅住宅住宅住宅のののの普及普及普及普及率率率率はははは 1.5%ですですですです。。。。これをこれをこれをこれを地地地地域域域域にににに割割割割りりりり振振振振るとるとるとると、、、、このこのこのこの図図図図のようになりのようになりのようになりのようになり、、、、濃濃濃濃いいいい黒黒黒黒いところがいところがいところがいところが普及普及普及普及率率率率がががが高高高高いいいい地域地域地域地域ですですですです。。。。全体全体全体全体ととととしてはしてはしてはしては西西西西高東高東高東高東低低低低ですですですです。。。。ももももちろんちろんちろんちろん地地地地勢勢勢勢のののの関係関係関係関係ももももありますがありますがありますがありますが、、、、自自自自治体治体治体治体のののの施策施策施策施策ももももあるのではなあるのではなあるのではなあるのではないいいいかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県のののの状況状況状況状況ですですですです。。。。これをこれをこれをこれを見見見見ますとますとますとますと、、、、愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県はははは非常非常非常非常にににに熱心熱心熱心熱心のののの自自自自治体治体治体治体がががが多多多多いといいといいといいということがわかりますうことがわかりますうことがわかりますうことがわかります。。。。 

  住宅住宅住宅住宅用用用用太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電システムのシステムのシステムのシステムの普及普及普及普及のののの教教教教訓訓訓訓とととと方方方方針針針針をこのをこのをこのをこの図図図図にまとめましたにまとめましたにまとめましたにまとめました。。。。これからこれからこれからこれから、、、、我我我我々々々々はははは非常非常非常非常にににに多多多多くのことをくのことをくのことをくのことを学学学学ぶぶぶぶわけでありますわけでありますわけでありますわけであります。。。。94 年年年年にににに国国国国のののの援援援援助助助助がスタートしたんですががスタートしたんですががスタートしたんですががスタートしたんですが、、、、そそそそれがれがれがれが軌道軌道軌道軌道にににに乗乗乗乗ったとったとったとったと思思思思われてわれてわれてわれて、、、、95 年年年年にににに中中中中断断断断したしたしたした。。。。そのそのそのその後後後後、、、、実実実実はがたがたっとはがたがたっとはがたがたっとはがたがたっと落落落落ちてきたわちてきたわちてきたわちてきたわけですけですけですけです。。。。それがそれがそれがそれが、、、、今度今度今度今度またまたまたまた国国国国のののの施策施策施策施策がががが復復復復活活活活したわけでありますしたわけでありますしたわけでありますしたわけであります、、、、またまたまたまた、、、、自自自自治体治体治体治体のののの補助補助補助補助といといといというのはうのはうのはうのはややややはりはりはりはり非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな力力力力になっているということになっているということになっているということになっているということもももも理解理解理解理解しましたしましたしましたしました。。。。それからそれからそれからそれから市市市市民民民民のののの反反反反応応応応でありますでありますでありますであります。。。。当初当初当初当初はははは、、、、3 キキキキロないしロないしロないしロないし 4 キキキキロロロロワワワワットでットでットでットで 800 万万万万円円円円以以以以上上上上ももももしたしたしたしたもももものがのがのがのが、、、、現現現現在在在在はははは
250万万万万とかとかとかとか 300万万万万になってますになってますになってますになってます。。。。当初当初当初当初はははは環境環境環境環境意意意意識識識識のののの高高高高いいいい市市市市民民民民のののの設設設設置置置置からからからから始始始始まりましたがまりましたがまりましたがまりましたが、、、、広広広広くくくく普及普及普及普及させようとさせようとさせようとさせようと思思思思うとうとうとうとややややはりはりはりはり多多多多くのくのくのくの市市市市民民民民のののの方方方方はコストコンシャスであるということですはコストコンシャスであるということですはコストコンシャスであるということですはコストコンシャスであるということです。。。。それをどうそれをどうそれをどうそれをどう切切切切りりりり開開開開くかというところがくかというところがくかというところがくかというところが 4 番目番目番目番目のところでございましてのところでございましてのところでございましてのところでございまして、、、、最最最最後後後後にににに書書書書きましたきましたきましたきましたがががが、、、、太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電などなどなどなど自然自然自然自然エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを普及普及普及普及させるためのさせるためのさせるためのさせるための社会社会社会社会経済的経済的経済的経済的なななな合合合合意意意意ですですですです。。。。国国国国がががが今度今度今度今度打打打打ちちちち出出出出されますされますされますされます買買買買いいいい取取取取りというりというりというりというももももののののももももそのそのそのその 1 つであろうかとつであろうかとつであろうかとつであろうかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  最最最最後後後後はははは、、、、我我我我がががが松山市松山市松山市松山市でありますでありますでありますであります。。。。私私私私はははは、、、、松山市松山市松山市松山市のののの皆様皆様皆様皆様からからからから教教教教えていただきましてえていただきましてえていただきましてえていただきまして、、、、ホーホーホーホームムムムペペペページをージをージをージを丹丹丹丹念念念念にににに読読読読ませていただきましたませていただきましたませていただきましたませていただきました。。。。サンシャインプロジェクトのサンシャインプロジェクトのサンシャインプロジェクトのサンシャインプロジェクトの目目目目標標標標はははは、、、、一一一一番番番番上上上上のののの右右右右にににに書書書書きましたようにきましたようにきましたようにきましたように、、、、脱温暖化脱温暖化脱温暖化脱温暖化とととと産業創産業創産業創産業創出出出出。。。。そのためにそのためにそのためにそのために企企企企業業業業、、、、市市市市民民民民、、、、行政行政行政行政がががが一一一一丸丸丸丸となとなとなとなってってってって行動行動行動行動するするするする。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、大学大学大学大学のののの支支支支援援援援ややややフライブルクフライブルクフライブルクフライブルク市市市市のようなのようなのようなのような姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市からのからのからのからの情情情情報報報報ややややノノノノウウウウハハハハウをいただいてウをいただいてウをいただいてウをいただいて、、、、計画計画計画計画をさらををさらををさらををさらを進進進進めるめるめるめる。。。。これらはこれらはこれらはこれらは私私私私がががが従従従従来来来来考考考考えていたことえていたことえていたことえていたこと全全全全くくくく同同同同じじじじであであであでありりりり、、、、すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい構構構構想想想想だとだとだとだと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  さらにさらにさらにさらに、、、、2番目番目番目番目のところはのところはのところはのところは飛飛飛飛ばばばばさせていただいてさせていただいてさせていただいてさせていただいて、、、、3番目番目番目番目のところでございますがのところでございますがのところでございますがのところでございますが、、、、企企企企業業業業・・・・大学大学大学大学でででで太陽太陽太陽太陽エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの利利利利用用用用をををを研究研究研究研究してしてしてして産業化産業化産業化産業化していくということはしていくということはしていくということはしていくということは、、、、極極極極めてめてめてめて重重重重要要要要ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは愛媛大学愛媛大学愛媛大学愛媛大学ですかですかですかですか、、、、松山大学松山大学松山大学松山大学ですかですかですかですか、、、、藻藻藻藻類類類類のののの CO2 のののの高効高効高効高効率率率率固定化固定化固定化固定化研究研究研究研究やややや次次次次世世世世代太陽電代太陽電代太陽電代太陽電池池池池のののの研究研究研究研究はははは実現性実現性実現性実現性のののの高高高高いいいい非常非常非常非常にすにすにすにすばばばばらしいらしいらしいらしい構構構構想想想想だとだとだとだと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  私私私私はははは、、、、こういうこういうこういうこういう場場場場でででで十十十十数数数数年年年年前前前前からからからから市市市市民民民民のののの皆様皆様皆様皆様にににに申申申申しししし上上上上げていることでありますがげていることでありますがげていることでありますがげていることでありますが、、、、再再再再びびびび皆様皆様皆様皆様におにおにおにお願願願願いをいをいをい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。。。。このこのこのこの図図図図のののの赤字赤字赤字赤字はははは省省省省エネのためのエネのためのエネのためのエネのための行動行動行動行動ですですですです。。。。ブルブルブルブルーのところはーのところはーのところはーのところは省資源省資源省資源省資源のためののためののためののための行動行動行動行動ですですですです。。。。緑緑緑緑のところはのところはのところはのところは、、、、環境活環境活環境活環境活動動動動へへへへのののの参加参加参加参加・・・・参画参画参画参画のののの訴訴訴訴えでえでえでえですすすす。。。。例例例例ええええばばばば、、、、赤赤赤赤のののの 3番目番目番目番目のところでのところでのところでのところで、「、「、「、「家家家家電電電電やややや車車車車をををを買買買買うときうときうときうとき、、、、同同同同一能力一能力一能力一能力・サイ・サイ・サイ・サイズズズズならならならならばばばば省省省省エエエエネネネネ型製品型製品型製品型製品をををを買買買買おうおうおうおう」、」、」、」、こういうこういうこういうこういうぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの自自自自発的発的発的発的活活活活動動動動をををを訴訴訴訴えていたのでありますがえていたのでありますがえていたのでありますがえていたのでありますが、、、、今度今度今度今度、、、、国国国国がががが経済的経済的経済的経済的支支支支援援援援をするいうことでをするいうことでをするいうことでをするいうことで、、、、これこれこれこれもももも広広広広がるであろうとがるであろうとがるであろうとがるであろうと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 最最最最後後後後、、、、ステップステップステップステップ 2 でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる積極的行動積極的行動積極的行動積極的行動がががが要要要要るのではないかということでするのではないかということでするのではないかということでするのではないかということです。。。。これはサロこれはサロこれはサロこれはサロモモモモンンンン市長市長市長市長がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃっていたこととっていたこととっていたこととっていたことと全全全全くくくく同同同同じじじじでありますでありますでありますであります。。。。そういうそういうそういうそういう行動行動行動行動がががが我我我我々々々々のののの未未未未来来来来、、、、松山市松山市松山市松山市のののの子子子子供供供供たちたちたちたち、、、、孫孫孫孫たちたちたちたちへへへへのののの投投投投資資資資であるとであるとであるとである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。。。。     このこのこのこの図図図図はははは結結結結論論論論、「、「、「、「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域共地域共地域共地域共同体同体同体同体・・・・松山松山松山松山」」」」をををを目指目指目指目指してですしてですしてですしてです。。。。図図図図のののの真真真真んんんん中中中中にににに書書書書きまきまきまきまししししたたたた。。。。自自自自治体治体治体治体のののの主主主主体体体体性性性性をををを基基基基盤盤盤盤とするとするとするとする豊豊豊豊かなかなかなかな地域共地域共地域共地域共同体同体同体同体・・・・松山松山松山松山をつくろうということですをつくろうということですをつくろうということですをつくろうということです。。。。ゴゴゴゴールはールはールはールは、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな発発発発展展展展、、、、それからそれからそれからそれから低炭素社会低炭素社会低炭素社会低炭素社会、、、、循循循循環環環環型型型型社会社会社会社会のののの実現実現実現実現ですですですです。。。。ププププレレレレーーーーヤヤヤヤーはーはーはーは自自自自治体治体治体治体、、、、市市市市民民民民、、、、住住住住民民民民、、、、NPO、、、、企企企企業業業業でありますでありますでありますであります。。。。回回回回りのりのりのりの周周周周辺辺辺辺にににに書書書書きましたのはきましたのはきましたのはきましたのは、、、、今今今今やややや日本日本日本日本政府政府政府政府はははは多多多多くくくくのののの支支支支援援援援策策策策をををを準備準備準備準備しておりますしておりますしておりますしております。。。。ただただただただ、、、、残残残残念念念念なことになことになことになことに、、、、これがこれがこれがこれが縦縦縦縦割割割割りなんですりなんですりなんですりなんですねねねね。。。。それをそれをそれをそれを松松松松
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山市山市山市山市にマッにマッにマッにマッチチチチするようなするようなするようなするような国国国国からのからのからのからの支支支支援援援援ををををぜひぜひぜひぜひととととももももおおおお受受受受けになれけになれけになれけになればばばばいいんいいんいいんいいんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、地域地域地域地域のすのすのすのすべべべべてのステークホルてのステークホルてのステークホルてのステークホルダダダダーがーがーがーが市市市市民民民民もももも企企企企業業業業もももも行政行政行政行政もももも、、、、男男男男性性性性もももも女女女女性性性性もももも、、、、大大大大人人人人もももも子子子子供供供供もももも参参参参画画画画しししし協協協協働働働働することによりすることによりすることによりすることにより持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循循循循環環環環型型型型社会社会社会社会形成形成形成形成へへへへ道道道道をををを開開開開いていていていて行行行行きましょうきましょうきましょうきましょう。。。。松山松山松山松山はははは現現現現在在在在ででででもももも俳句俳句俳句俳句をををを通通通通してしてしてして世界世界世界世界文文文文化化化化都市都市都市都市でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、松山松山松山松山のののの低炭素社会低炭素社会低炭素社会低炭素社会などのなどのなどのなどの地地地地球球球球環環環環境境境境面面面面でのでのでのでの成成成成果果果果をををを松山松山松山松山のののの伝伝伝伝統統統統とととと文文文文化化化化とととと一一一一緒緒緒緒にににに世界世界世界世界にににに発発発発信信信信してしてしてして、、、、緑緑緑緑のののの地地地地球球球球をををを次次次次世世世世代代代代へへへへ引引引引きききき渡渡渡渡すすすすことができるようにことができるようにことができるようにことができるように貢献貢献貢献貢献いたしましょういたしましょういたしましょういたしましょう。。。。 

  ごごごご清清清清聴聴聴聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  坂本憲一坂本憲一坂本憲一坂本憲一先先先先生生生生、、、、どうどうどうどうももももありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。とてとてとてとてもももも興味深興味深興味深興味深いおいおいおいお話話話話、、、、いろんないろんないろんないろんな事事事事例例例例をををを挙挙挙挙げていただきましてげていただきましてげていただきましてげていただきまして、、、、ももももっとっとっとっとももももっとおっとおっとおっとお話話話話伺伺伺伺いたかったんですけれどいたかったんですけれどいたかったんですけれどいたかったんですけれどもももも、、、、おおおお時時時時間間間間になってになってになってになってしまいましたしまいましたしまいましたしまいました。。。。最新最新最新最新プロジェプロジェプロジェプロジェクトについてはクトについてはクトについてはクトについては、、、、このこのこのこの後後後後 10分分分分後後後後にににに行行行行われますパネルディスカわれますパネルディスカわれますパネルディスカわれますパネルディスカッションのッションのッションのッションの中中中中ででででもももも説明説明説明説明がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、おおおお楽楽楽楽しみになさってくださいしみになさってくださいしみになさってくださいしみになさってください。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、ここでまたここでまたここでまたここでまた 10 分分分分間間間間のののの休憩休憩休憩休憩をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。おおおお手手手手洗洗洗洗いはいはいはいは 1 階階階階、、、、2 階階階階、、、、3 階階階階にござにござにござにございますいますいますいます。。。。 （（（（休休休休            憩憩憩憩）））） 
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パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション    

    司会司会司会司会    
        それではそれではそれではそれでは、、、、ただいまからただいまからただいまからただいまから、、、、ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・松山松山松山松山、、、、パネルディスカパネルディスカパネルディスカパネルディスカッションをッションをッションをッションを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。。。。ここからはここからはここからはここからは、、、、私私私私がががが進行進行進行進行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。。。。よろよろよろよろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    
        さてさてさてさて、、、、地地地地球球球球にににに優優優優しいしいしいしい日本一日本一日本一日本一のまちのまちのまちのまちづづづづくりにくりにくりにくりに向向向向けてけてけてけて循循循循環環環環型型型型社会社会社会社会をををを築築築築きききき上上上上げていこうというげていこうというげていこうというげていこうという行動行動行動行動をどういうふうにしていけをどういうふうにしていけをどういうふうにしていけをどういうふうにしていけばばばばいいのかとかいいのかとかいいのかとかいいのかとか、、、、皆皆皆皆さんそれぞれのおさんそれぞれのおさんそれぞれのおさんそれぞれのお立立立立場場場場からごからごからごからご意意意意見見見見をいをいをいをいただきたいとただきたいとただきたいとただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    
        それではそれではそれではそれでは、、、、パネラーのパネラーのパネラーのパネラーの方方方方々々々々をごをごをごをご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。。。。    
        まずまずまずまず、、、、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    プログラムコーディネーターのプログラムコーディネーターのプログラムコーディネーターのプログラムコーディネーターの竹林征雄竹林征雄竹林征雄竹林征雄ささささんですんですんですんです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。竹林竹林竹林竹林さんはさんはさんはさんは、、、、2007 年年年年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ゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーラムラムラムラム プログラムコーディネーターとなられましたプログラムコーディネーターとなられましたプログラムコーディネーターとなられましたプログラムコーディネーターとなられました。。。。このこのこのこの間間間間、、、、横浜横浜横浜横浜市市市市立立立立大学大学大学大学客客客客員教授員教授員教授員教授、、、、産業産業産業産業構構構構造造造造審審審審議会議会議会議会小小小小委委委委員員員員会会会会委委委委員員員員ほかほかほかほか幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの県県県県やややや市市市市のののの環境環境環境環境エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー関係関係関係関係のののの委委委委員員員員となられとなられとなられとなられ、、、、現現現現在在在在はははは大大大大阪阪阪阪大学特大学特大学特大学特任教授任教授任教授任教授、、、、NPO バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス産業産業産業産業社会社会社会社会ネットネットネットネットワワワワークークークーク副副副副理理理理事長事長事長事長、、、、そしてそしてそしてそして新新新新潟潟潟潟県県県県柏崎柏崎柏崎柏崎市低炭素地域市低炭素地域市低炭素地域市低炭素地域づづづづくりくりくりくり対対対対策策策策員員員員もももも務務務務めていらっしめていらっしめていらっしめていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。 

  続続続続いてはいてはいてはいては、、、、先先先先ほどほどほどほどももももごごごご講演講演講演講演いただきましたがいただきましたがいただきましたがいただきましたが、、、、フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク市市市市、、、、Dr. Dieter Salomon 市長市長市長市長ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。サロサロサロサロモモモモンンンン市長市長市長市長、、、、ほんとうにすてきなほんとうにすてきなほんとうにすてきなほんとうにすてきな方方方方でででで、、、、びっくりしてしびっくりしてしびっくりしてしびっくりしてしまいましたまいましたまいましたまいました。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、続続続続いてはいてはいてはいては、、、、このこのこのこの方方方方ももももとてとてとてとてももももすてきですすてきですすてきですすてきです。「。「。「。「坂坂坂坂のののの上上上上のののの雲雲雲雲」」」」をををを目指目指目指目指してしてしてして日本一日本一日本一日本一のまちのまちのまちのまちづづづづくりにくりにくりにくりに取取取取りりりり組組組組まれていますまれていますまれていますまれています、、、、中村時広松山市長中村時広松山市長中村時広松山市長中村時広松山市長ですですですです。。。。おおおお二二二二人人人人のののの市長市長市長市長がががが並並並並ばばばばれるとれるとれるとれると、、、、またまたまたまたまたこれまたこれまたこれまたこれ、、、、すてすてすてすてきですきですきですきですねねねね。。。。絵絵絵絵になりますになりますになりますになりますねねねね。。。。中村市長中村市長中村市長中村市長、、、、笑笑笑笑ってくださいってくださいってくださいってくださいねねねね。（。（。（。（笑笑笑笑）））） 

  続続続続いてはいてはいてはいては、、、、先進的先進的先進的先進的にににに自然自然自然自然エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを活用活用活用活用されているされているされているされている企企企企業業業業のののの代表代表代表代表としてごとしてごとしてごとしてご活活活活躍躍躍躍されていされていされていされていますますますます、、、、池内池内池内池内タオルタオルタオルタオル株式会社株式会社株式会社株式会社のののの池内計司社長池内計司社長池内計司社長池内計司社長ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  最最最最後後後後にににに、、、、愛媛県建築士会松山支部愛媛県建築士会松山支部愛媛県建築士会松山支部愛媛県建築士会松山支部理理理理事事事事、、、、松山環境松山環境松山環境松山環境経済交流経済交流経済交流経済交流研究研究研究研究会会長会会長会会長会会長のののの佐佐佐佐々々々々木幸子木幸子木幸子木幸子さんさんさんさんですですですです。。。。どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、まずまずまずまず、、、、中村市長中村市長中村市長中村市長からからからから、、、、自然自然自然自然エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの導入導入導入導入についてについてについてについて、、、、特特特特にきょうのサブテにきょうのサブテにきょうのサブテにきょうのサブテーマでーマでーマでーマでももももありますありますありますあります「「「「松山松山松山松山はははは太陽太陽太陽太陽のののの森森森森」」」」にににに関関関関したしたしたした松山松山松山松山サンシャインプロジェクトについておサンシャインプロジェクトについておサンシャインプロジェクトについておサンシャインプロジェクトについてお話話話話しくださいしくださいしくださいしください。。。。どどどどうぞうぞうぞうぞ。。。。 

 中村市長中村市長中村市長中村市長 

  どうどうどうどうもももも皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、本本本本パネルディスカッションにごパネルディスカッションにごパネルディスカッションにごパネルディスカッションにご出席出席出席出席をいただきをいただきをいただきをいただきましてましてましてまして、、、、まことにありがとうございますまことにありがとうございますまことにありがとうございますまことにありがとうございます。。。。今今今今このこのこのこの仕仕仕仕事事事事をさせていただいてをさせていただいてをさせていただいてをさせていただいて 10 年年年年たつんですたつんですたつんですたつんですけれどけれどけれどけれどもももも、、、、かつてかつてかつてかつて就就就就任早任早任早任早々々々々のときにフライブルクのときにフライブルクのときにフライブルクのときにフライブルク市市市市におにおにおにお邪魔邪魔邪魔邪魔したことがありましたしたことがありましたしたことがありましたしたことがありました。。。。そのそのそのそのときにときにときにときに、、、、環境環境環境環境をテーマにしたいろいろなまちをテーマにしたいろいろなまちをテーマにしたいろいろなまちをテーマにしたいろいろなまちづづづづくりのくりのくりのくりの取取取取りりりり組組組組みをされていることをみをされていることをみをされていることをみをされていることを直直直直接接接接見見見見るるるる機機機機会会会会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、、、、大大大大変変変変刺激刺激刺激刺激をををを受受受受けたことをけたことをけたことをけたことを覚覚覚覚えていますえていますえていますえています。。。。それはごみのそれはごみのそれはごみのそれはごみの問題問題問題問題ででででももももありありありあり、、、、二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素のののの排排排排出出出出削減削減削減削減のののの問題問題問題問題ででででももももありありありあり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはソソソソーラーシステムのーラーシステムのーラーシステムのーラーシステムの導入導入導入導入促促促促進進進進ででででももももありありありあり、、、、そそそそしてまたしてまたしてまたしてまた環境環境環境環境面面面面をををを考考考考えたえたえたえた交交交交通通通通システムのシステムのシステムのシステムの展開展開展開展開でありでありでありであり、、、、大大大大変変変変勉強勉強勉強勉強になりましたになりましたになりましたになりました。。。。 松山松山松山松山のまちのまちのまちのまちづづづづくりをくりをくりをくりを進進進進めていくにめていくにめていくにめていくに当当当当たってたってたってたって、、、、いろいろなジャンルがあるんですけれどいろいろなジャンルがあるんですけれどいろいろなジャンルがあるんですけれどいろいろなジャンルがあるんですけれどもももも、、、、例例例例ええええばばばば、、、、福祉福祉福祉福祉、、、、教育教育教育教育、、、、産業産業産業産業、、、、観光観光観光観光、、、、環境環境環境環境、、、、安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心、、、、大大大大まかにまかにまかにまかに言言言言ええええばばばばこのこのこのこの 6 つがつがつがつが分野分野分野分野ととととしてのしてのしてのしての柱柱柱柱になるわけなんですがになるわけなんですがになるわけなんですがになるわけなんですが、、、、このこのこのこのソソソソーラーエネルギーのーラーエネルギーのーラーエネルギーのーラーエネルギーの利利利利用用用用というのはそのというのはそのというのはそのというのはその中中中中でででで環境環境環境環境とととと産業政策産業政策産業政策産業政策をミックスしてをミックスしてをミックスしてをミックスして考考考考えるえるえるえる中中中中でででで色色色色濃濃濃濃くくくく打打打打ちちちち出出出出していこうというようなしていこうというようなしていこうというようなしていこうというような方向性方向性方向性方向性をををを考考考考ええええてきましたてきましたてきましたてきました。。。。松山市松山市松山市松山市ではではではでは、、、、一一一一般般般般のののの方方方方がごがごがごがご自自自自宅宅宅宅ににににソソソソーラーシステムをーラーシステムをーラーシステムをーラーシステムを導入導入導入導入するときにするときにするときにするときに補助制補助制補助制補助制度度度度をををを独独独独自自自自でででで立立立立ちちちち上上上上げるというようなことをげるというようなことをげるというようなことをげるというようなことを始始始始めましてめましてめましてめまして、、、、国国国国もももも同同同同じじじじようなようなようなような制度制度制度制度をつくっていをつくっていをつくっていをつくっていましたがましたがましたがましたが、、、、何何何何をををを勘違勘違勘違勘違いしたのかいしたのかいしたのかいしたのか、、、、5 年年年年ほどほどほどほど前前前前にににに、、、、国国国国ははははももももうこんなうこんなうこんなうこんな制度制度制度制度ははははややややめるとめるとめるとめると言言言言ってってってって打打打打ちちちち切切切切ってしまったことがあるんですってしまったことがあるんですってしまったことがあるんですってしまったことがあるんです。。。。さあさあさあさあ、、、、どうしようといったときにどうしようといったときにどうしようといったときにどうしようといったときに、、、、松山市松山市松山市松山市ではではではでは、、、、これこれこれこれ
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はははは絶絶絶絶対対対対にににに大大大大切切切切だからだからだからだから、、、、市市市市単単単単独独独独だけでだけでだけでだけでもももも存存存存続続続続しようということでしようということでしようということでしようということで今今今今日日日日をををを迎迎迎迎えていますえていますえていますえています。。。。ようようようようややややくくくく国国国国もももも気気気気づづづづいたのかいたのかいたのかいたのか、、、、このこのこのこの補助制度補助制度補助制度補助制度、、、、復復復復活活活活するようなするようなするようなするような決断決断決断決断をいたしましたのでをいたしましたのでをいたしましたのでをいたしましたので、、、、これかこれかこれかこれからまたらまたらまたらまた国国国国のののの補助補助補助補助とととと松山市松山市松山市松山市のののの制度制度制度制度、、、、両両両両方方方方をををを使使使使ってってってって設設設設置促置促置促置促進進進進につなげていけるんではなかろうにつなげていけるんではなかろうにつなげていけるんではなかろうにつなげていけるんではなかろうかというふうにかというふうにかというふうにかというふうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  さてさてさてさて、、、、そのフライブルクでそのフライブルクでそのフライブルクでそのフライブルクで学学学学んだことはんだことはんだことはんだことはももももうううう一一一一つつつつ、、、、単単単単にににに一一一一般般般般にににに普及普及普及普及させるだけではなくさせるだけではなくさせるだけではなくさせるだけではなくてててて、、、、研究研究研究研究所所所所やややや企企企企業業業業をををを積極的積極的積極的積極的にににに集積集積集積集積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考考考考ええええ方方方方でありましたでありましたでありましたでありました。。。。毎毎毎毎年一年一年一年一遍遍遍遍、、、、松山松山松山松山でででで言言言言ったらったらったらったら FAZ のようなところがフライブルクのようなところがフライブルクのようなところがフライブルクのようなところがフライブルク市市市市ににににももももあるんですけれどあるんですけれどあるんですけれどあるんですけれどもももも、、、、そこでそこでそこでそこでソソソソーラーーラーーラーーラー関連関連関連関連エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー会社会社会社会社ののののメメメメッセをッセをッセをッセを開催開催開催開催していますしていますしていますしています。。。。それがそれがそれがそれが開催可能開催可能開催可能開催可能となったのはとなったのはとなったのはとなったのは、、、、ややややはりはりはりはり研研研研究究究究所所所所やややや企企企企業業業業がががが集積集積集積集積したしたしたした結結結結果果果果だろうというふうにだろうというふうにだろうというふうにだろうというふうに感感感感じじじじましたのでましたのでましたのでましたので、、、、松山松山松山松山もももも、、、、実実実実はははは松山松山松山松山というというというというのはのはのはのは日日日日照照照照時時時時間間間間がががが非常非常非常非常にににに長長長長いいいい、、、、そのそのそのその分分分分、、、、降降降降雨雨雨雨量量量量がががが少少少少なくてなくてなくてなくて苦労苦労苦労苦労しているんですけれどしているんですけれどしているんですけれどしているんですけれどもももも、、、、そそそそれをれをれをれを生生生生かしてかしてかしてかして企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致をしていこうというふうなことををしていこうというふうなことををしていこうというふうなことををしていこうというふうなことを考考考考えてきましたえてきましたえてきましたえてきました。。。。たたたたまたままたままたままたま昨昨昨昨年年年年、、、、太陽電太陽電太陽電太陽電池池池池のののの製造製造製造製造装置装置装置装置のののの世界世界世界世界シェアシェアシェアシェア 4 割割割割をををを持持持持っているっているっているっている会社会社会社会社がががが地方地方地方地方にどこかにどこかにどこかにどこか拠拠拠拠点点点点をををを構構構構えるといえるといえるといえるというううう情情情情報報報報ををををキキキキャッャッャッャッチチチチしましたのでしましたのでしましたのでしましたので、、、、これはこれはこれはこれはぜひぜひぜひぜひ松山松山松山松山にににに来来来来てほしいとてほしいとてほしいとてほしいと。。。。ももももちろんちろんちろんちろん、、、、地方都市地方都市地方都市地方都市間間間間のののの競争競争競争競争だったんですけどだったんですけどだったんですけどだったんですけど、、、、このときにこのときにこのときにこのときに口説口説口説口説きききき文句文句文句文句になったのがになったのがになったのがになったのが「「「「フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク市市市市とととと姉妹都姉妹都姉妹都姉妹都市市市市であるであるであるである」」」」ということだったんですということだったんですということだったんですということだったんです。。。。そのそのそのその会社会社会社会社のののの社長社長社長社長からからからからもももも、「、「、「、「どういうどういうどういうどういう関係関係関係関係でフライブルでフライブルでフライブルでフライブルクククク市市市市さんとつながりができたんですかさんとつながりができたんですかさんとつながりができたんですかさんとつながりができたんですか」」」」ってってってって聞聞聞聞かれたかれたかれたかれた記記記記憶憶憶憶がありますけれどがありますけれどがありますけれどがありますけれどもももも、、、、いわいわいわいわばばばばそそそそのののの姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市のののの関係関係関係関係というのがというのがというのがというのが最最最最後後後後のののの切切切切りりりり札札札札になってになってになってになって松山松山松山松山誘致誘致誘致誘致がががが決決決決まったまったまったまった経経経経緯緯緯緯がありましたがありましたがありましたがありました。。。。 

  昨昨昨昨年年年年、、、、松山松山松山松山のののの垣垣垣垣生生生生のほうにのほうにのほうにのほうに工工工工場場場場がががが立立立立ちちちち上上上上がりましてがりましてがりましてがりまして、、、、今今今今年年年年新新新新規規規規のののの採採採採用用用用 108 人人人人、、、、一一一一気気気気にににに雇雇雇雇用用用用をつくりをつくりをつくりをつくり出出出出してくれたんですけれどしてくれたんですけれどしてくれたんですけれどしてくれたんですけれどもももも、、、、まだまだこれからまだまだこれからまだまだこれからまだまだこれからもももも成成成成長長長長分野分野分野分野ですからですからですからですから伸伸伸伸びていびていびていびていくとくとくとくと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、またまたまたまた、、、、そのそのそのその拠拠拠拠点点点点ができたことによってができたことによってができたことによってができたことによって付随付随付随付随するするするする会社会社会社会社のののの進進進進出出出出というというというというももももののののもももも今今今今計画計画計画計画、、、、企画企画企画企画というというというという話話話話がががが入入入入ってくるようになりましたってくるようになりましたってくるようになりましたってくるようになりました。。。。 

  ごごごご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、今今今今年年年年のののの 2 月月月月にはにはにはには電電電電力会社力会社力会社力会社がががが四四四四国国国国でででで初初初初めてめてめてめてメメメメガガガガソソソソーラーーラーーラーーラー発電発電発電発電所所所所をををを、、、、これこれこれこれももももどこかにつくるとどこかにつくるとどこかにつくるとどこかにつくると聞聞聞聞いていたのでいていたのでいていたのでいていたので、、、、松山市松山市松山市松山市とととと県県県県でででで、、、、つくるんだったらつくるんだったらつくるんだったらつくるんだったら松山松山松山松山にということにということにということにということをおをおをおをお願願願願いしてきたんですがいしてきたんですがいしてきたんですがいしてきたんですが、、、、うまくいきましてうまくいきましてうまくいきましてうまくいきまして、、、、6 年後年後年後年後ぐぐぐぐらいからいからいからいか 7 年後年後年後年後ぐぐぐぐららららいになるといになるといになるといになると思思思思いいいいますけれどますけれどますけれどますけれどもももも、、、、メメメメガガガガソソソソーラーーラーーラーーラー発電発電発電発電所所所所がががが松山市松山市松山市松山市にににに建建建建設設設設されることになりますされることになりますされることになりますされることになります。。。。ぜひぜひぜひぜひこのこのこのこの気候気候気候気候をををを生生生生かしてかしてかしてかして、、、、これはこれはこれはこれは産業政策産業政策産業政策産業政策ににににももももなりますしなりますしなりますしなりますし、、、、ももももちろんきょうのテーマであるちろんきょうのテーマであるちろんきょうのテーマであるちろんきょうのテーマである地地地地球球球球にににに優優優優ししししいエネルギーのいエネルギーのいエネルギーのいエネルギーの使使使使用用用用のののの拡拡拡拡大大大大ということをということをということをということを通通通通じじじじてててて社会社会社会社会貢献貢献貢献貢献ができるというふうなことにができるというふうなことにができるというふうなことにができるというふうなことにももももつつつつながるのでながるのでながるのでながるので、、、、それをそれをそれをそれを総総総総称称称称してしてしてして松山松山松山松山サンシャインプロジェクトというふうにくくってサンシャインプロジェクトというふうにくくってサンシャインプロジェクトというふうにくくってサンシャインプロジェクトというふうにくくって、、、、いろいろいろいろいろないろないろないろな補助制度補助制度補助制度補助制度等等等等をををを整整整整備備備備しているのがしているのがしているのがしているのが今今今今のののの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。。。。 

 司会司会司会司会 

  非常非常非常非常にににに、、、、松山松山松山松山はフライブルクにはフライブルクにはフライブルクにはフライブルクに刺激刺激刺激刺激をされてをされてをされてをされて、、、、環境環境環境環境のののの面面面面ででででももももどんどんとどんどんとどんどんとどんどんと意意意意識識識識をををを高高高高めめめめ、、、、広広広広げていっているということなんでげていっているということなんでげていっているということなんでげていっているということなんですけれどすけれどすけれどすけれどもももも、、、、太陽光太陽光太陽光太陽光をはをはをはをはじじじじめとするめとするめとするめとする自然自然自然自然エネルギーといエネルギーといエネルギーといエネルギーといええええばばばば、、、、地地地地球球球球環境環境環境環境へへへへのののの負負負負荷荷荷荷がががが少少少少ないエネルギーとしてないエネルギーとしてないエネルギーとしてないエネルギーとして世界世界世界世界がががが今今今今まさにまさにまさにまさに積極的積極的積極的積極的にににに導入導入導入導入しているしているしているしている、、、、アアアアメメメメリカでリカでリカでリカでももももグリーン・ニューディールといったグリーン・ニューディールといったグリーン・ニューディールといったグリーン・ニューディールといった大大大大規模規模規模規模なななな事事事事業業業業がががが進進進進んでいるようですがんでいるようですがんでいるようですがんでいるようですが、、、、市長市長市長市長、、、、松山市松山市松山市松山市においてにおいてにおいてにおいてもももも、、、、このこのこのこの松山松山松山松山サンシャインプロジェクトサンシャインプロジェクトサンシャインプロジェクトサンシャインプロジェクト、、、、まさにまさにまさにまさに松山松山松山松山版版版版グリーン・グリーン・グリーン・グリーン・ニューディールをニューディールをニューディールをニューディールを実実実実施施施施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感感感感じじじじなんですなんですなんですなんですねねねね。。。。 

 中村市長中村市長中村市長中村市長 

  そうですそうですそうですそうですねねねね、、、、そうそうそうそう思思思思っていただいていいとっていただいていいとっていただいていいとっていただいていいと思思思思いますけれどいますけれどいますけれどいますけれどもももも、、、、まあまあまあまあ、、、、どこよりどこよりどこよりどこよりもももも進進進進めめめめややややすいというのはすいというのはすいというのはすいというのは、、、、さっきさっきさっきさっき言言言言ったったったった日日日日照照照照時時時時間間間間がががが長長長長いといういといういといういという特特特特徴徴徴徴はフルはフルはフルはフル活用活用活用活用できるとできるとできるとできると思思思思いいいいますますますますねねねね。。。。 

 司会司会司会司会 

  そうですそうですそうですそうですねねねね。。。。こういったこういったこういったこういった特特特特徴徴徴徴をををを生生生生かさないとかさないとかさないとかさないと、、、、ねねねね、、、、ももももったいないですったいないですったいないですったいないですねねねね。。。。 

 中村市長中村市長中村市長中村市長 
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  そうですそうですそうですそうです、、、、はいはいはいはい。。。。 

 司会司会司会司会 

  さあさあさあさあ、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、ここでここでここでここで、、、、そのそのそのその地域特性地域特性地域特性地域特性をををを生生生生かしたかしたかしたかした事事事事例例例例などについてなどについてなどについてなどについて、、、、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ゼゼゼロエミッションフォーラムのロエミッションフォーラムのロエミッションフォーラムのロエミッションフォーラムの竹林征雄竹林征雄竹林征雄竹林征雄さんにおさんにおさんにおさんにお話話話話をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。先先先先生生生生、、、、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。。。。 

 竹林竹林竹林竹林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。。。。私私私私ももももフライブルクにはフライブルクにはフライブルクにはフライブルクには二二二二度度度度ほどおほどおほどおほどお邪魔邪魔邪魔邪魔しましてしましてしましてしまして、、、、大大大大変変変変縁縁縁縁があるなというふうにがあるなというふうにがあるなというふうにがあるなというふうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。今今今今おおおお話話話話しされましたようにしされましたようにしされましたようにしされましたように、、、、地域特性地域特性地域特性地域特性をををを生生生生かしてというかしてというかしてというかしてという言言言言葉葉葉葉はははは、、、、おおおお天道天道天道天道様様様様、、、、風風風風、、、、それからそれからそれからそれから海海海海ですとかですとかですとかですとか川川川川のののの流流流流れれれれ、、、、そういうそういうそういうそういうもももものをのをのをのを使使使使うわけですからうわけですからうわけですからうわけですから、、、、地域地域地域地域のののの形形形形、、、、おおおお天天天天気気気気、、、、天天天天候候候候、、、、そういうそういうそういうそういうもももものによってのによってのによってのによって相相相相当当当当左右左右左右左右されるされるされるされる。。。。それをそれをそれをそれを十二十二十二十二分分分分にににに頭頭頭頭のののの中中中中にににに入入入入れてれてれてれてややややらなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいけないかといけないかといけないかといけないかと思思思思いますいますいますいます。。。。おおおお天道天道天道天道任任任任せせせせ、、、、風風風風任任任任せせせせ、、、、そういったそういったそういったそういった意味意味意味意味合合合合いからするといからするといからするといからすると、、、、皆様皆様皆様皆様のおのおのおのお手手手手元元元元にににに資料資料資料資料をおをおをおをお渡渡渡渡ししておりますししておりますししておりますししております。。。。このこのこのこの資料資料資料資料のののの中中中中にににに、、、、太陽太陽太陽太陽のののの光光光光をををを使使使使ううううもももものののの、、、、それからそれからそれからそれから太陽太陽太陽太陽のののの熱熱熱熱をををを使使使使ううううもももものののの、、、、それからそれからそれからそれから風風風風、、、、水水水水、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス、、、、それからそれからそれからそれから、、、、雪雪雪雪だとかだとかだとかだとか氷氷氷氷、、、、寒寒寒寒いいいい地地地地区区区区ではそではそではそではそういうういうういうういうもももものののののののの冷冷冷冷熱熱熱熱をためておいてをためておいてをためておいてをためておいて夏夏夏夏にまたにまたにまたにまた使使使使うようなことうようなことうようなことうようなこと、、、、それからそれからそれからそれから海海海海洋洋洋洋のののの温度温度温度温度差差差差発電発電発電発電、、、、地地地地熱熱熱熱、、、、さらにさらにさらにさらに潮潮潮潮汐汐汐汐発電発電発電発電とととと、、、、こういったようなこういったようなこういったようなこういったような 7 つからつからつからつから 8 つのつのつのつの大大大大ききききなななな種種種種類類類類がございますがございますがございますがございます。。。。そそそそれをれをれをれを地域地域地域地域のののの特性特性特性特性にににに合合合合わせながらわせながらわせながらわせながら使使使使うということがうということがうということがうということがポポポポイントだとイントだとイントだとイントだと思思思思いますいますいますいます。。。。 下下下下のほうにのほうにのほうにのほうに絵絵絵絵がかいてありますががかいてありますががかいてありますががかいてありますが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、まあまあまあまあ、、、、エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの地地地地図図図図というふうにおというふうにおというふうにおというふうにお考考考考えいただけれえいただけれえいただけれえいただければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。めくりましてめくりましてめくりましてめくりまして次次次次のところをちょっとごらんくださいのところをちょっとごらんくださいのところをちょっとごらんくださいのところをちょっとごらんください。。。。まずまずまずまず、、、、太陽光太陽光太陽光太陽光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、、、、非常非常非常非常にににに場所場所場所場所がががが要要要要るわけですからるわけですからるわけですからるわけですから、、、、そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味合合合合いではいではいではいでは浄浄浄浄水水水水場場場場でででですとかすとかすとかすとか下水下水下水下水処処処処理理理理場場場場、、、、そういったところにそういったところにそういったところにそういったところに幾幾幾幾つつつつもももものののの水水水水槽槽槽槽がありますがありますがありますがあります、、、、そういったところのそういったところのそういったところのそういったところの上上上上をををを利利利利用用用用するとかするとかするとかするとか、、、、それからそれからそれからそれから、、、、ハハハハイブリッドイブリッドイブリッドイブリッド型型型型というのがというのがというのがというのが右右右右にににに書書書書いてありますがいてありますがいてありますがいてありますが、、、、照照照照明明明明だとだとだとだとかかかか計計計計測測測測にににに使使使使うようなうようなうようなうような風風風風のののの力力力力とととと太陽太陽太陽太陽のののの力力力力、、、、これをこれをこれをこれを両両両両方合方合方合方合わせてわせてわせてわせて使使使使うううう、、、、こんなようなこんなようなこんなようなこんなようなももももののののもももも出出出出てきておりますてきておりますてきておりますてきております。。。。アフリカにおきましてはアフリカにおきましてはアフリカにおきましてはアフリカにおきましては、、、、砂漠砂漠砂漠砂漠をををを使使使使ええええばばばばアフリカのアフリカのアフリカのアフリカの全土全土全土全土はははは太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電ででででももももってってってって賄賄賄賄えちえちえちえちゃゃゃゃうううう、、、、それそれそれそれぐぐぐぐらいのエネルギーをらいのエネルギーをらいのエネルギーをらいのエネルギーを太陽太陽太陽太陽はははは持持持持っておりますっておりますっておりますっております。。。。太陽太陽太陽太陽のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーというのはあとというのはあとというのはあとというのはあと 50億億億億年年年年はははは使使使使えるえるえるえる。。。。50億億億億年年年年。。。。ここがここがここがここがポポポポイントでございますイントでございますイントでございますイントでございます。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、イギリスとかアイギリスとかアイギリスとかアイギリスとかアメメメメリカはリカはリカはリカは、、、、地上地上地上地上ではちょっとではちょっとではちょっとではちょっと大大大大変変変変なのでなのでなのでなので、、、、空空空空にににに飛飛飛飛行行行行船船船船だとかだとかだとかだとかソソソソーラープーラープーラープーラープレレレレーンというようなーンというようなーンというようなーンというようなもももものをのをのをのを浮浮浮浮かかかかべべべべてててて、、、、そこからそこからそこからそこから太陽太陽太陽太陽のエネルギーをのエネルギーをのエネルギーをのエネルギーを吸収吸収吸収吸収してしてしてして、、、、発電発電発電発電してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを電電電電磁波磁波磁波磁波にににに変変変変えてえてえてえて地上地上地上地上にににに落落落落としてとしてとしてとして、、、、それでまたそれでまたそれでまたそれでまた使使使使うううう、、、、こうこうこうこういったこといったこといったこといったこともやもやもやもやっておりますっておりますっておりますっております。。。。おおおお金金金金はかかりますがはかかりますがはかかりますがはかかりますが、、、、天天天天候候候候というというというというもももものにはのにはのにはのには左右左右左右左右されないということになろされないということになろされないということになろされないということになろうかとうかとうかとうかと思思思思いますいますいますいます。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、オランオランオランオランダダダダにおきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、2.6 ヘヘヘヘクタールのところにクタールのところにクタールのところにクタールのところに全全全全部部部部覆覆覆覆いをかけましていをかけましていをかけましていをかけまして、、、、
2.6ヘヘヘヘクタールのクタールのクタールのクタールの半半半半分分分分だけがだけがだけがだけが温温温温室室室室、、、、半半半半分分分分がががが、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと屋屋屋屋外外外外でスでスでスでスポポポポーーーーツもツもツもツもできるようにとできるようにとできるようにとできるようにと、、、、そそそそういったようなういったようなういったようなういったような大大大大きなきなきなきな発電発電発電発電もやもやもやもやっておりますっておりますっておりますっております。。。。2.3 メメメメガガガガワワワワットですからットですからットですからットですから、、、、2,300 キキキキロロロロワワワワットットットットとととと、、、、こういうこういうこういうこういう大大大大きなきなきなきなももももののののももももオランオランオランオランダダダダではではではではややややられているということですられているということですられているということですられているということです。。。。世界世界世界世界のののの太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電でででで大大大大きいのはきいのはきいのはきいのは、、、、ややややはりはりはりはり 2 ヘヘヘヘクタールからクタールからクタールからクタールから 3 ヘヘヘヘクタールのクラスがクタールのクラスがクタールのクラスがクタールのクラスが多多多多いですいですいですいですねねねね。。。。日本日本日本日本はちょはちょはちょはちょっとこれほどのっとこれほどのっとこれほどのっとこれほどのもももものはまだありませんのはまだありませんのはまだありませんのはまだありません。。。。 

        それからそれからそれからそれから、、、、ススススペペペペインインインインへへへへ行行行行きますときますときますときますと、、、、タタタタワワワワーーーー式式式式ののののもももものののの、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカももももそうでございますがそうでございますがそうでございますがそうでございますが、、、、アアアアメメメメリカのアリリカのアリリカのアリリカのアリゾゾゾゾナのほうナのほうナのほうナのほう、、、、そういったところではそういったところではそういったところではそういったところでは太陽太陽太陽太陽のののの熱熱熱熱をををを今度今度今度今度はははは鏡鏡鏡鏡をををを使使使使ってってってって集光集光集光集光してしてしてして、、、、それでそれでそれでそれで水水水水をををを蒸蒸蒸蒸発発発発させてターさせてターさせてターさせてタービビビビンをンをンをンを回回回回すすすす、、、、こういったこういったこういったこういったももももののののもやもやもやもやられておりますられておりますられておりますられております。。。。11 メメメメガガガガワワワワッッッットトトトぐぐぐぐらいですらいですらいですらいです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、バイオマスということではバイオマスということではバイオマスということではバイオマスということでは、、、、ごみごみごみごみ発電発電発電発電というのはというのはというのはというのは、、、、皆皆皆皆さんごさんごさんごさんご存存存存じじじじでしょうけれどでしょうけれどでしょうけれどでしょうけれどもももも、、、、中村市長中村市長中村市長中村市長さんからさんからさんからさんから話話話話がありましたようながありましたようながありましたようながありましたようなチチチチップップップップ材材材材、、、、木木木木材材材材、、、、こういうこういうこういうこういうのがのがのがのが非常非常非常非常にににに多多多多いですいですいですいですねねねね。。。。ももももみがらをみがらをみがらをみがらを使使使使ってというのがフィリってというのがフィリってというのがフィリってというのがフィリピピピピンではンではンではンでは今始今始今始今始まっていますまっていますまっていますまっています。。。。たったたったたったたった 800万万万万円円円円ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで 13キキキキロロロロワワワワットのットのットのットの発電発電発電発電ができるができるができるができる。。。。こういうこういうこういうこういうもももものですとのですとのですとのですと、、、、夜夜夜夜ででででもももも、、、、雨雨雨雨がががが降降降降ろうがろうがろうがろうが、、、、使使使使えるえるえるえる、、、、こういうこういうこういうこういう特性特性特性特性ももももあるあるあるある。。。。日本日本日本日本はおはおはおはお米米米米がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいとれるわけですからいとれるわけですからいとれるわけですからいとれるわけですから、、、、ももももみがらのみがらのみがらのみがらの貯留貯留貯留貯留というというというという問題問題問題問題はありますがはありますがはありますがはありますが、、、、こういうことこういうことこういうことこういうことももももできますできますできますできますねねねねとととと。。。。それからそれからそれからそれから、、、、雪雪雪雪だだだだ
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とかとかとかとか氷氷氷氷をををを使使使使うといううといううといううという意味意味意味意味合合合合いではいではいではいでは、、、、北北北北海海海海道道道道のののの気候気候気候気候特性特性特性特性をををを生生生生かしてかしてかしてかして、、、、夏夏夏夏のののの冷冷冷冷房房房房用用用用、、、、それからそれからそれからそれから農作農作農作農作物物物物のののの貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵にこういうにこういうにこういうにこういう冷冷冷冷熱熱熱熱をををを使使使使うううう、、、、こんなようなことこんなようなことこんなようなことこんなようなこともやもやもやもやられておりますられておりますられておりますられております。。。。    
        次次次次ののののペペペページにいきますとージにいきますとージにいきますとージにいきますと、、、、温度温度温度温度差差差差ということでということでということでということで、、、、ハワハワハワハワイではイではイではイでは、、、、海海海海のののの中中中中のののの表面温度表面温度表面温度表面温度とととと 200～～～～300メメメメートルートルートルートル下下下下のののの冷冷冷冷たいたいたいたい温度温度温度温度とととと、、、、そのそのそのその温度温度温度温度差差差差をををを利利利利用用用用してしてしてして、、、、フロンだとかフロンだとかフロンだとかフロンだとか、、、、そういうそういうそういうそういう熱熱熱熱媒媒媒媒体体体体をををを使使使使ってってってって発電発電発電発電するするするする、、、、こういうこういうこういうこういうももももののののももももございますございますございますございます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、日本日本日本日本はははは、、、、地地地地熱熱熱熱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、、、、地地地地震震震震国国国国でございますからでございますからでございますからでございますから、、、、そういうそういうそういうそういうもももものはのはのはのは相相相相当当当当使使使使えるということでえるということでえるということでえるということで、、、、約約約約 56万万万万キキキキロロロロぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの発電発電発電発電もやもやもやもやっておりますっておりますっておりますっております。。。。アイスランドあたりがこういうのはアイスランドあたりがこういうのはアイスランドあたりがこういうのはアイスランドあたりがこういうのは有名有名有名有名ですですですですねねねね。。。。 

        それからそれからそれからそれから、、、、潮潮潮潮汐汐汐汐発電発電発電発電ということはということはということはということは、、、、潮潮潮潮のののの流流流流れれれれ。。。。このこのこのこの潮潮潮潮のののの流流流流れがれがれがれが行行行行ったりったりったりったり来来来来たりというこたりというこたりというこたりということでとでとでとで発電発電発電発電をするをするをするをする、、、、タータータータービビビビンをンをンをンを回回回回すというすというすというすというもももものがございますのがございますのがございますのがございます。。。。落落落落差差差差がががが 8メメメメートルからートルからートルからートルから 15メメメメーーーートルをトルをトルをトルを取取取取れるようなのはれるようなのはれるようなのはれるようなのは世界世界世界世界にににに何何何何カカカカ所所所所ももももあああありますりますりますります。。。。北北北北アイルランドですとかアイルランドですとかアイルランドですとかアイルランドですとか、、、、世界世界世界世界遺遺遺遺産産産産でででで有名有名有名有名ななななモモモモン・サンン・サンン・サンン・サン＝＝＝＝ミシェルミシェルミシェルミシェル、、、、こういったところのこういったところのこういったところのこういったところのノノノノルマンディーではルマンディーではルマンディーではルマンディーでは最最最最大大大大 15メメメメートルートルートルートルもももも落落落落差差差差がとれますがとれますがとれますがとれます。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、そこでそこでそこでそこでももももってターってターってターってタービビビビンをンをンをンを回回回回してしてしてして発電発電発電発電、、、、こんなようなこんなようなこんなようなこんなようなももももののののももももございますございますございますございます。。。。 

  そのそのそのそのペペペページのージのージのージの下下下下をををを見見見見ていただきたいんですがていただきたいんですがていただきたいんですがていただきたいんですが、、、、人類人類人類人類はははは 2006 年年年年にはにはにはには 11 人人人人のののの奴隷奴隷奴隷奴隷をををを持持持持ってってってっているといるといるといると同同同同じじじじことだよというふうにシステムことだよというふうにシステムことだよというふうにシステムことだよというふうにシステム研究研究研究研究所所所所のののの槌槌槌槌屋屋屋屋さんというさんというさんというさんという方方方方がががが言言言言っておりますっておりますっておりますっております。。。。これはこれはこれはこれは何何何何をををを言言言言っているかというとっているかというとっているかというとっているかというと、、、、地地地地球球球球上上上上ではではではでは、、、、化化化化石石石石のののの燃燃燃燃料料料料によりによりによりにより年年年年間間間間 271 億億億億トンというトンというトンというトンという炭炭炭炭酸酸酸酸ガガガガスをスをスをスを出出出出しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。人人人人間間間間はははは、、、、呼呼呼呼吸吸吸吸をいをいをいをいたしますとたしますとたしますとたしますと 1 日日日日にににに 1 キキキキロのロのロのロの炭炭炭炭酸酸酸酸ガガガガスをスをスをスを出出出出しますしますしますします。。。。65億億億億人人人人ですとですとですとですと、、、、365 日日日日をををを掛掛掛掛けてこれをけてこれをけてこれをけてこれを割割割割りますとりますとりますとりますと大大大大体体体体 11人人人人ということになりまということになりまということになりまということになりますすすす。。。。271 億億億億トンをトンをトンをトンを、、、、世界世界世界世界にににに排排排排出出出出するのはするのはするのはするのは 1 年年年年間間間間にににに 23.8 億億億億トントントントン、、、、これをこれをこれをこれを割割割割るわけでするわけでするわけでするわけです。。。。ですですですですからからからから、、、、11 人人人人のののの奴隷奴隷奴隷奴隷をををを持持持持っているのとっているのとっているのとっているのと同同同同じぐじぐじぐじぐらいらいらいらい。。。。先先先先ほどのほどのほどのほどの坂本様坂本様坂本様坂本様ののののゾゾゾゾウのウのウのウの話話話話とととと同同同同じじじじになりになりになりになりますますますます。。。。ただただただただ、、、、これはこれはこれはこれは世界世界世界世界平平平平均均均均ですですですです。。。。次次次次ののののペペペページをージをージをージを見見見見ていただくとわかりますがていただくとわかりますがていただくとわかりますがていただくとわかりますが、、、、日本日本日本日本はははは、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、大大大大変変変変にエネルギーをにエネルギーをにエネルギーをにエネルギーを食食食食っているっているっているっている国国国国ですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、1人人人人当当当当たりがたりがたりがたりが 26人人人人のののの奴隷奴隷奴隷奴隷をををを使使使使っているというっているというっているというっているという感感感感じじじじになりますしになりますしになりますしになりますし、、、、アアアアメメメメリカはリカはリカはリカはももももっとっとっとっとひひひひどくてどくてどくてどくて、、、、52 人人人人のののの奴隷奴隷奴隷奴隷もももも持持持持ってってってっているんだといるんだといるんだといるんだと。。。。これをこれをこれをこれを頭頭頭頭にににに入入入入れてこれかられてこれかられてこれかられてこれから太陽光太陽光太陽光太陽光ををををももももっとどしどしっとどしどしっとどしどしっとどしどし使使使使うううう、、、、風風風風力力力力をををを使使使使っていたっていたっていたっていただくということでだくということでだくということでだくということで、、、、これをこれをこれをこれを減減減減らさなきらさなきらさなきらさなきゃゃゃゃいけないということいけないということいけないということいけないということじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  以以以以上上上上でございますでございますでございますでございます。。。。 

 司会司会司会司会 

  ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。日本日本日本日本やややや世界世界世界世界のののの事事事事例例例例などいろいろとおなどいろいろとおなどいろいろとおなどいろいろとお話話話話しいただきましたがしいただきましたがしいただきましたがしいただきましたが、、、、これこれこれこれ、、、、会場会場会場会場のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、おおおお持持持持ちちちち帰帰帰帰りいただきましてりいただきましてりいただきましてりいただきまして、、、、またまたまたまたゆゆゆゆっくりとっくりとっくりとっくりと書書書書かれていることをかれていることをかれていることをかれていることを読読読読んでいただきたいとんでいただきたいとんでいただきたいとんでいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話のののの中中中中でででで、、、、太陽太陽太陽太陽はまだはまだはまだはまだ 50億億億億年年年年ももももつよということだつよということだつよということだつよということだったんですけれどったんですけれどったんですけれどったんですけれどもももも、、、、石石石石炭炭炭炭とかとかとかとか石油石油石油石油などのなどのなどのなどの化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料というのはというのはというのはというのは、、、、ももももうほんとうにうほんとうにうほんとうにうほんとうに先先先先がががが見見見見ええええていますからていますからていますからていますから、、、、先先先先がががが見見見見えていることをえていることをえていることをえていることを一生一生一生一生懸懸懸懸命何命何命何命何とかしようとするんとかしようとするんとかしようとするんとかしようとするんじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、新新新新しいしいしいしい、、、、自然自然自然自然のののの恵恵恵恵みのみのみのみの中中中中でこのエネルギーをつくっていくということがでこのエネルギーをつくっていくということがでこのエネルギーをつくっていくということがでこのエネルギーをつくっていくということが大事大事大事大事だなとだなとだなとだなと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  さてさてさてさて、「、「、「、「地地地地球球球球ににににヨヨヨヨコしょコしょコしょコしょ！！！！」」」」ってってってって、、、、さっきさっきさっきさっき曲曲曲曲がかかっていましたけれどがかかっていましたけれどがかかっていましたけれどがかかっていましたけれどもももも、、、、地地地地球球球球にエコをにエコをにエコをにエコをしているしているしているしている、、、、ほんとうにすほんとうにすほんとうにすほんとうにすばばばばらしいいろんなことをしていらっしらしいいろんなことをしていらっしらしいいろんなことをしていらっしらしいいろんなことをしていらっしゃゃゃゃるフライブルクるフライブルクるフライブルクるフライブルク市市市市のサロのサロのサロのサロモモモモンンンン市長市長市長市長、、、、先先先先ほどごほどごほどごほどご講演講演講演講演いただきましたけれどいただきましたけれどいただきましたけれどいただきましたけれどもももも、、、、さらにさらにさらにさらに何何何何かかかか具具具具体的体的体的体的にごにごにごにご意意意意見見見見とかとかとかとか、、、、ごごごご紹紹紹紹介介介介したいことがありましたらしたいことがありましたらしたいことがありましたらしたいことがありましたら、、、、おおおお話話話話ししていただけますかししていただけますかししていただけますかししていただけますか。。。。 

 サロサロサロサロモモモモンンンン市長市長市長市長 

  先先先先ほどからほどからほどからほどから新新新新たにまたたにまたたにまたたにまた講演講演講演講演もももも聞聞聞聞かせいただきかせいただきかせいただきかせいただき、、、、今今今今このパネルのこのパネルのこのパネルのこのパネルの中中中中でおでおでおでお話話話話もももも聞聞聞聞かせていたかせていたかせていたかせていただきましてだきましてだきましてだきまして感感感感じじじじますことはますことはますことはますことは、、、、中村市長中村市長中村市長中村市長のおのおのおのお話話話話ににににももももありましたけれどありましたけれどありましたけれどありましたけれどもももも、、、、松山市松山市松山市松山市ももももまたまたまたまた太陽太陽太陽太陽エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを使使使使ったったったった発電発電発電発電をををを進進進進めていかれるというふうなことをめていかれるというふうなことをめていかれるというふうなことをめていかれるというふうなことをややややっておられるっておられるっておられるっておられる。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして大大大大変変変変共共共共感感感感をををを覚覚覚覚えておりますえておりますえておりますえております。。。。先先先先ほどのほどのほどのほどの私私私私のののの話話話話のときにはのときにはのときにはのときには中村市長中村市長中村市長中村市長はおられなかったのはおられなかったのはおられなかったのはおられなかったのでででで、、、、そのときにそのときにそのときにそのときに話話話話したことをしたことをしたことをしたことを繰繰繰繰りりりり返返返返すことになるんですけれどすことになるんですけれどすことになるんですけれどすことになるんですけれどもももも、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、私私私私たちだけたちだけたちだけたちだけではではではでは解決解決解決解決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共通共通共通共通のののの問題問題問題問題をををを今抱今抱今抱今抱えているわけですのでえているわけですのでえているわけですのでえているわけですので、、、、世界世界世界世界規模規模規模規模のののの問題問題問題問題をををを抱抱抱抱ええええ
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ていますのでていますのでていますのでていますので、、、、これはこれはこれはこれはももももうううう一一一一緒緒緒緒にににに手手手手をををを組組組組んでんでんでんでややややっっっっていくしかないていくしかないていくしかないていくしかない。。。。そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、私私私私たちはたちはたちはたちはそのそのそのその条件条件条件条件としてとしてとしてとして 20 年年年年間間間間にわたるにわたるにわたるにわたる姉妹都市関係姉妹都市関係姉妹都市関係姉妹都市関係というというというというもももものがあるわけですからのがあるわけですからのがあるわけですからのがあるわけですから、、、、それをそれをそれをそれをぜひぜひぜひぜひ有効有効有効有効にににに使使使使ってってってって一一一一緒緒緒緒ににににややややっていきたいというふうにっていきたいというふうにっていきたいというふうにっていきたいというふうに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。。。。 

 司会司会司会司会 

  ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。中村市長中村市長中村市長中村市長、、、、これからこれからこれからこれからももももますますますますますますますます、、、、今今今今サロサロサロサロモモモモンンンン市長市長市長市長がおっしがおっしがおっしがおっ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、、、、手手手手をををを組組組組んでいろいろなことにんでいろいろなことにんでいろいろなことにんでいろいろなことに向向向向けてけてけてけて進進進進んでいくということがんでいくということがんでいくということがんでいくということが大事大事大事大事ですですですですねねねね。。。。 

 中村市長中村市長中村市長中村市長 

  エネルギーだけエネルギーだけエネルギーだけエネルギーだけじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、ごみごみごみごみ問題問題問題問題もももも含含含含めてめてめてめて、、、、環境環境環境環境政策政策政策政策というのはというのはというのはというのは面面面面倒倒倒倒くさいくさいくさいくさい、、、、それそれそれそれからちょっとおからちょっとおからちょっとおからちょっとお金金金金がかかるというがかかるというがかかるというがかかるというもももものがのがのがのが付随付随付随付随してくるんですよしてくるんですよしてくるんですよしてくるんですよねねねね。。。。だからだからだからだから、、、、何何何何のためにのためにのためにのために、、、、ななななぜやぜやぜやぜやらなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいけないかといういけないかといういけないかといういけないかという意意意意識識識識がががが、、、、そこにそこにそこにそこに住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人たちにたちにたちにたちに広広広広がらないとなかながらないとなかながらないとなかながらないとなかなかかかか進進進進まないんですまないんですまないんですまないんですねねねね。。。。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、、、、意意意意識識識識をををを啓啓啓啓発発発発するためにするためにするためにするために、、、、例例例例ええええばばばばおおおお友友友友達達達達のフライのフライのフライのフライブルクブルクブルクブルク市市市市、、、、あるいはフライブルクあるいはフライブルクあるいはフライブルクあるいはフライブルク市市市市のののの市市市市民民民民のののの皆皆皆皆さんはこんなことさんはこんなことさんはこんなことさんはこんなことややややっているんですよといっているんですよといっているんですよといっているんですよというのをうのをうのをうのを紹介紹介紹介紹介するだけでするだけでするだけでするだけでもももも、、、、そのことをそのことをそのことをそのことを知知知知るだけでるだけでるだけでるだけでもももも、、、、ああああ、、、、環境環境環境環境ってそういうことなんだとってそういうことなんだとってそういうことなんだとってそういうことなんだというきっかけになるいうきっかけになるいうきっかけになるいうきっかけになる可能性可能性可能性可能性もももも大大大大きくきくきくきく膨膨膨膨らんでいくんらんでいくんらんでいくんらんでいくんじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思っているんでっているんでっているんでっているんで、、、、このこのこのこの姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市のののの関係関係関係関係というのはそういうというのはそういうというのはそういうというのはそういう意味意味意味意味ででででもももも大大大大きいときいときいときいと思思思思いますいますいますいますねねねね。。。。 

 司会司会司会司会 

  そうですそうですそうですそうですねねねね。。。。どんどんとどんどんとどんどんとどんどんと交流交流交流交流ししししていきたいですていきたいですていきたいですていきたいですねねねね。。。。 

  さてさてさてさて、、、、交流交流交流交流といいますとといいますとといいますとといいますと、、、、去去去去年年年年 10 月月月月のののの姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携 20 周年記念周年記念周年記念周年記念のののの松山松山松山松山代表団代表団代表団代表団にににに、、、、松山松山松山松山サンシャインプロジェクトのサンシャインプロジェクトのサンシャインプロジェクトのサンシャインプロジェクトの一環一環一環一環でででで環境環境環境環境経済経済経済経済ミッションミッションミッションミッション団団団団としてとしてとしてとして加加加加わりフライブルクわりフライブルクわりフライブルクわりフライブルク市市市市をををを訪訪訪訪問問問問されましたされましたされましたされました愛媛県建築士会松山支部愛媛県建築士会松山支部愛媛県建築士会松山支部愛媛県建築士会松山支部理理理理事事事事のののの佐佐佐佐々々々々木幸子木幸子木幸子木幸子さんにおさんにおさんにおさんにお越越越越しいただいておりましいただいておりましいただいておりましいただいておりますすすす。。。。実際実際実際実際にフライブルクをごらんになってにフライブルクをごらんになってにフライブルクをごらんになってにフライブルクをごらんになって、、、、すごくすごくすごくすごく感動感動感動感動したところとかあったとしたところとかあったとしたところとかあったとしたところとかあったと思思思思うんでうんでうんでうんですけれどすけれどすけれどすけれどもももも、、、、いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか。。。。 

 佐佐佐佐々々々々木木木木理理理理事事事事 

  皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。改改改改めましてめましてめましてめまして、、、、私私私私はははは、、、、愛媛県建築士会松山支部愛媛県建築士会松山支部愛媛県建築士会松山支部愛媛県建築士会松山支部にににに所所所所属属属属しておりますしておりますしておりますしております佐佐佐佐々々々々木木木木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いいたしまいいたしまいいたしますすすす。。。。 

  松山松山松山松山サンシャインプロジェクトのサンシャインプロジェクトのサンシャインプロジェクトのサンシャインプロジェクトの一環一環一環一環としてとしてとしてとして、、、、平平平平成成成成 19 年年年年 11 月月月月にににに発足発足発足発足したしたしたした松山環境松山環境松山環境松山環境経済経済経済経済研究研究研究研究会会会会にににに建築士会松山支部建築士会松山支部建築士会松山支部建築士会松山支部がががが行政行政行政行政へへへへのののの協力協力協力協力というというというという立立立立場場場場でででで参加参加参加参加しておりますしておりますしておりますしております。。。。このこのこのこの研究研究研究研究会会会会でででではははは、、、、産産産産・・・・官官官官・・・・学学学学ののののメメメメンバーでンバーでンバーでンバーで、、、、住宅住宅住宅住宅用用用用ソソソソーラーーラーーラーーラーもももも含含含含めためためためた省省省省エネエネエネエネ、、、、エコエコエコエコ、、、、照照照照明明明明、、、、健康健康健康健康等等等等にににに配配配配慮慮慮慮したしたしたした良質良質良質良質なななな住宅住宅住宅住宅のののの需需需需要要要要拡拡拡拡大大大大にににに向向向向けけけけ協議協議協議協議をををを続続続続けておりますけておりますけておりますけております。。。。そのようなそのようなそのようなそのような中中中中でででで、、、、松山環境松山環境松山環境松山環境経経経経済済済済海外海外海外海外ミッションミッションミッションミッション団団団団のののの一一一一員員員員としてとしてとしてとして、、、、昨昨昨昨年年年年 10 月月月月、、、、フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク市市市市をををを視視視視察察察察するするするする機機機機会会会会をををを得得得得ましたましたましたましたのでのでのでので、、、、簡簡簡簡単単単単にににに感感感感想想想想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。。。。 

  1970 年年年年代代代代、、、、酸酸酸酸性性性性雨雨雨雨やややや大大大大気気気気汚染汚染汚染汚染によりによりによりにより 75%のののの森森森森林林林林がががが被被被被害害害害をををを受受受受けたことをきっかけにけたことをきっかけにけたことをきっかけにけたことをきっかけに、、、、フラフラフラフライブルクイブルクイブルクイブルク市市市市ではさまざまなではさまざまなではさまざまなではさまざまな環境問題環境問題環境問題環境問題にににに古古古古くからくからくからくから取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。環境都市環境都市環境都市環境都市のののの 1 つとしてつとしてつとしてつとして世界世界世界世界じじじじゅゅゅゅうからうからうからうから特特特特にフライブルクにフライブルクにフライブルクにフライブルク市市市市がががが注目注目注目注目されるされるされるされる理由理由理由理由をををを、、、、短短短短いいいい 3日日日日間間間間のののの間間間間でしたけれどでしたけれどでしたけれどでしたけれどもももも、、、、視視視視察察察察のののの中中中中でででで大大大大変変変変実実実実感感感感してまいりましたしてまいりましたしてまいりましたしてまいりました。。。。 

  まずまずまずまず、、、、初日初日初日初日にににに視視視視察察察察したしたしたしたボボボボーバンーバンーバンーバン地地地地区区区区ですがですがですがですが、、、、行政行政行政行政のパートナーとしてのパートナーとしてのパートナーとしてのパートナーとして、、、、住住住住民団体民団体民団体民団体フォーフォーフォーフォーラム・ラム・ラム・ラム・ボボボボーバンがーバンがーバンがーバンが B プランプランプランプラン作作作作成成成成にににに参加参加参加参加しておりますしておりますしておりますしております。。。。そのそのそのその B プランはプランはプランはプランは、、、、まさにまさにまさにまさに住住住住民民民民参加参加参加参加のののの、、、、環境問題環境問題環境問題環境問題にににに積極的積極的積極的積極的なななな取取取取りりりり組組組組んだコンセプトになっていてんだコンセプトになっていてんだコンセプトになっていてんだコンセプトになっていて、、、、まずまずまずまず 1 にににに車車車車のないのないのないのない町町町町、、、、2 にににに緑緑緑緑豊豊豊豊かかかかなななな町町町町、、、、3 にエネルギーにエネルギーにエネルギーにエネルギー消費消費消費消費をををを半減半減半減半減するするするする町町町町というコンセプトになっていますというコンセプトになっていますというコンセプトになっていますというコンセプトになっています。。。。時時時時間間間間のののの関係関係関係関係でででで簡簡簡簡単単単単なななな説明説明説明説明になりますけれどになりますけれどになりますけれどになりますけれどもももも、、、、デギオカルテというデギオカルテというデギオカルテというデギオカルテという、、、、1 カカカカ月月月月約約約約 6,000円円円円のののの定期定期定期定期券券券券でトラムでトラムでトラムでトラムややややバスバスバスバス、、、、そしてそしてそしてそして近近近近距離距離距離距離鉄鉄鉄鉄道道道道までがまでがまでがまでが 2,850キキキキロロロロメメメメートルにわたってートルにわたってートルにわたってートルにわたって乗乗乗乗りりりり放題放題放題放題になっていますになっていますになっていますになっています。。。。 

  またまたまたまた、、、、郊郊郊郊外外外外のののの居居居居住住住住者者者者はははは、、、、パーク・アンド・ライドといってパーク・アンド・ライドといってパーク・アンド・ライドといってパーク・アンド・ライドといって、、、、最最最最終終終終駅駅駅駅にににに用用用用意意意意されているされているされているされている無無無無
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料料料料駐駐駐駐車車車車場場場場からトラムからトラムからトラムからトラムややややバスをバスをバスをバスを利利利利用用用用することができますすることができますすることができますすることができます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこのボボボボーバンーバンーバンーバン地地地地区区区区のようのようのようのようにににに、、、、ショートウェーシティといってショートウェーシティといってショートウェーシティといってショートウェーシティといって、、、、遠遠遠遠くまでくまでくまでくまで移移移移動動動動しなくてしなくてしなくてしなくてもももも徒徒徒徒歩歩歩歩圏圏圏圏内内内内でででで生活生活生活生活できるようできるようできるようできるようににににももももなっていますなっていますなっていますなっています。。。。車車車車のののの利利利利用用用用をををを我我我我慢慢慢慢するのではなくするのではなくするのではなくするのではなく、、、、不不不不便便便便をををを感感感感じじじじないコンセプトがあってないコンセプトがあってないコンセプトがあってないコンセプトがあって、、、、むむむむしろそのほうがしろそのほうがしろそのほうがしろそのほうが快快快快適適適適だったりするからですだったりするからですだったりするからですだったりするからです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこのボボボボーバンーバンーバンーバン地地地地区区区区がががが、、、、緑緑緑緑豊豊豊豊かでかでかでかで、、、、あたかあたかあたかあたかももももリリリリゾゾゾゾートートートート地地地地にににに来来来来たかのようなたかのようなたかのようなたかのような感感感感じじじじをををを受受受受けるのはけるのはけるのはけるのは、、、、大木大木大木大木をををを保護保護保護保護するするするする条条条条例例例例やややや、、、、屋屋屋屋上上上上緑緑緑緑化化化化、、、、壁壁壁壁面面面面緑緑緑緑化化化化などのなどのなどのなどの義義義義務務務務化化化化、、、、そしてそしてそしてそして里親里親里親里親制度制度制度制度などがなどがなどがなどが公公公公園園園園ややややトラムのトラムのトラムのトラムの緑緑緑緑化化化化線線線線路路路路などとなどとなどとなどと緑緑緑緑のラのラのラのラインとしてインとしてインとしてインとして連続連続連続連続しているからだとしているからだとしているからだとしているからだと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。またまたまたまた、、、、それはそれはそれはそれはビビビビオトープネットオトープネットオトープネットオトープネットワワワワークとしークとしークとしークとしてのてのてのての機機機機能能能能もももも果果果果たすわけですたすわけですたすわけですたすわけです。。。。 

  建建建建物物物物にににに関関関関してしてしてしてもももも、、、、フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク市市市市ではではではでは、、、、国国国国よりよりよりよりもももも 10 年年年年先駆先駆先駆先駆けてけてけてけて 1992 年年年年にににに建建建建物物物物のエネルのエネルのエネルのエネルギーギーギーギー性能性能性能性能をををを燃費燃費燃費燃費 7 リットルのリットルのリットルのリットルの低低低低エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーハハハハウスにウスにウスにウスに義義義義務務務務化化化化していますしていますしていますしています。。。。燃費燃費燃費燃費 7 リットルとリットルとリットルとリットルとはははは、、、、1 年年年年間間間間でででで 1平米平米平米平米当当当当たりをたりをたりをたりを暖暖暖暖房房房房するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なエネルギーのことでなエネルギーのことでなエネルギーのことでなエネルギーのことで、、、、ちなみにちなみにちなみにちなみに、、、、当時当時当時当時ドドドドイイイイツツツツのののの既既既既存存存存建建建建物物物物のののの平平平平均均均均がががが 20～～～～30 リットルということですからリットルということですからリットルということですからリットルということですから、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化対対対対策策策策としてはとしてはとしてはとしては相相相相当当当当のののの貢献貢献貢献貢献ですですですです。。。。ただしただしただしただし、、、、参考参考参考参考までにまでにまでにまでに、、、、建建建建設設設設費費費費用用用用がががが 3～～～～5%アップしますがアップしますがアップしますがアップしますが、、、、ランニングコストのランニングコストのランニングコストのランニングコストの削減削減削減削減によりによりによりにより 15 年年年年程度程度程度程度でででで償償償償却却却却されるされるされるされる計計計計算算算算ですですですです。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、2007 年年年年にはにはにはには、、、、そのそのそのその上上上上のののの燃費燃費燃費燃費 1.5 リットルのパッシブリットルのパッシブリットルのパッシブリットルのパッシブハハハハウスがスタンウスがスタンウスがスタンウスがスタンダダダダードになードになードになードになってきてってきてってきてってきて、、、、プラスプラスプラスプラス、、、、ソソソソーラーパネルをーラーパネルをーラーパネルをーラーパネルを屋根屋根屋根屋根にににに設設設設置置置置することですることですることですることで、、、、消費消費消費消費されるエネルギーよりされるエネルギーよりされるエネルギーよりされるエネルギーよりもももも生生生生産産産産するエネルギするエネルギするエネルギするエネルギーのほうがーのほうがーのほうがーのほうが大大大大きくなるきくなるきくなるきくなる、、、、いわいわいわいわばばばば発電発電発電発電所所所所とととともももも言言言言えるえるえるえる住宅住宅住宅住宅にまでにまでにまでにまで進進進進んでいんでいんでいんでいますますますます。。。。ソソソソーラーシップのーラーシップのーラーシップのーラーシップの屋屋屋屋上上上上にににに立立立立つつつつペペペペントントントントハハハハウスのウスのウスのウスのモモモモデルデルデルデルハハハハウスのようにウスのようにウスのようにウスのように、、、、燃費燃費燃費燃費 1.5 リットリットリットリットルのパッシブルのパッシブルのパッシブルのパッシブハハハハウスウスウスウス仕仕仕仕様様様様ととととももももなるとなるとなるとなると、、、、建建建建物物物物がががが十十十十分分分分なななな断断断断熱熱熱熱材材材材でででで覆覆覆覆われておりわれておりわれておりわれており、、、、気気気気密密密密がががが高高高高めらめらめらめられていますかられていますかられていますかられていますから、、、、例例例例ええええばばばば、、、、8畳畳畳畳くらいのくらいのくらいのくらいの居居居居間間間間でででで外外外外気気気気温温温温がががが－－－－12度度度度のののの冬冬冬冬のののの夜夜夜夜、、、、友人友人友人友人をををを招招招招待待待待してしてしてして、、、、ワワワワインをインをインをインを楽楽楽楽しみながらろうそくをしみながらろうそくをしみながらろうそくをしみながらろうそくを 4 本本本本灯灯灯灯すだけですだけですだけですだけで快快快快適温適温適温適温にににに暖暖暖暖房房房房されることになりますされることになりますされることになりますされることになります。。。。ここここのののの部部部部屋屋屋屋にににに必要必要必要必要なななな暖暖暖暖房房房房能力能力能力能力はははは 400ワワワワットでットでットでットで、、、、人人人人はははは 100ワワワワットットットット、、、、ろうそくはろうそくはろうそくはろうそくは 50ワワワワットのットのットのットの熱熱熱熱をををを提提提提供供供供するするするする暖暖暖暖房房房房器器器器具具具具になるからですになるからですになるからですになるからです。。。。 

  温暖化温暖化温暖化温暖化対対対対策策策策をををを考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、多多多多少少少少購購購購入単価入単価入単価入単価がががが高高高高くとくとくとくともももも、、、、省省省省エネエネエネエネ性能性能性能性能のののの重重重重要要要要性性性性、、、、さらにはスさらにはスさらにはスさらにはスクラップ・アンド・クラップ・アンド・クラップ・アンド・クラップ・アンド・ビビビビルドをルドをルドをルドを続続続続けていてはけていてはけていてはけていては環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの減少減少減少減少はははは望望望望めないですからめないですからめないですからめないですから、、、、これからこれからこれからこれからはははは寿寿寿寿命命命命のののの長長長長いいいい高品高品高品高品質質質質のののの製品製品製品製品をををを選選選選択択択択することすることすることすること、、、、そしてそしてそしてそしてメメメメンテナンスしながらンテナンスしながらンテナンスしながらンテナンスしながら維維維維持持持持していくこしていくこしていくこしていくことがとがとがとが大大大大切切切切だとだとだとだと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。 

  次次次次にににに、、、、ホテル・ホテル・ホテル・ホテル・ビビビビクトリアではクトリアではクトリアではクトリアでは、、、、築築築築 130 年年年年のののの由緒由緒由緒由緒あるあるあるある建築建築建築建築物物物物をををを省省省省エネエネエネエネ、、、、地地地地球球球球環境環境環境環境にににに優優優優ししししいいいい修修修修復復復復・・・・改改改改築築築築にににに取取取取りりりり組組組組んでいましたんでいましたんでいましたんでいました。。。。ソソソソーラーフーラーフーラーフーラーファァァァブリックにおいてブリックにおいてブリックにおいてブリックにおいてもももも、、、、建建建建物物物物自自自自身身身身でエネでエネでエネでエネルギーをルギーをルギーをルギーを生生生生みみみみ出出出出しししし、、、、循循循循環環環環させさせさせさせ、、、、外部外部外部外部からのエネルギーからのエネルギーからのエネルギーからのエネルギー提提提提供供供供をををを受受受受けずけずけずけず、、、、CO2 排排排排出出出出量量量量ゼロをゼロをゼロをゼロを目目目目標標標標にににに生生生生産産産産、、、、運運運運営営営営されているそうですされているそうですされているそうですされているそうです。。。。 

  最最最最後後後後にににに、、、、毎毎毎毎日日日日午午午午前前前前中開中開中開中開かれるかれるかれるかれる朝朝朝朝市市市市ではではではでは、、、、無無無無添添添添加加加加・・・・無無無無農薬農薬農薬農薬のののの有機有機有機有機栽培栽培栽培栽培でつくられたでつくられたでつくられたでつくられた四四四四季折季折季折季折々々々々のののの新新新新鮮鮮鮮鮮なななな野野野野菜菜菜菜やややや果果果果物物物物がスーパーよりがスーパーよりがスーパーよりがスーパーよりもももも安安安安いいいい値段値段値段値段でででで並並並並んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。地地地地産産産産・・・・地地地地消消消消にににに取取取取りりりり組組組組むむむむこここことでとでとでとで輸輸輸輸送送送送ややややパッパッパッパッケケケケージなどからージなどからージなどからージなどから出出出出るるるる余分余分余分余分なななな CO2 をををを発発発発生生生生させないことにさせないことにさせないことにさせないことにももももなりますなりますなりますなります。。。。 第二次第二次第二次第二次世界大世界大世界大世界大戦戦戦戦でででで市市市市街街街街地地地地のほとんどがのほとんどがのほとんどがのほとんどが破壊破壊破壊破壊されたされたされたされた後後後後、、、、中世中世中世中世以来以来以来以来のののの文文文文化化化化遺遺遺遺産産産産をををを継承継承継承継承しようしようしようしようとするとするとするとする市市市市民民民民のののの強強強強いいいい熱意熱意熱意熱意によってによってによってによって古古古古いいいい町町町町並並並並みがみがみがみが再現再現再現再現されたされたされたされた旧旧旧旧市市市市街街街街地地地地ですですですです。。。。今今今今ではここはではここはではここはではここは歩行歩行歩行歩行者者者者天天天天国国国国になっていてになっていてになっていてになっていて、、、、一一一一般般般般車車車車両両両両のののの乗乗乗乗りりりり入入入入れれれれ禁禁禁禁止止止止、、、、自自自自転転転転車車車車もももも押押押押してしてしてして通通通通行行行行するするするする規規規規則則則則になってになってになってになっていいいいますますますます。。。。道道道道幅幅幅幅をををを広広広広くとりくとりくとりくとり、、、、車車車車社会社会社会社会にににに転転転転換換換換しなかったフライブルクしなかったフライブルクしなかったフライブルクしなかったフライブルク市市市市民民民民にににに環境問題環境問題環境問題環境問題にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ原原原原点点点点をををを見見見見たようなたようなたようなたような感感感感じじじじがいたしましたがいたしましたがいたしましたがいたしました。。。。環境問題環境問題環境問題環境問題にににに取取取取りりりり組組組組むむむむことでことでことでことで、、、、むむむむしろフライブルクしろフライブルクしろフライブルクしろフライブルク市市市市町町町町全体全体全体全体がががが豊豊豊豊かでかでかでかで快快快快適適適適なななな生活生活生活生活がががが構構構構築築築築できているのではないかとできているのではないかとできているのではないかとできているのではないかと実実実実感感感感してまいりましたしてまいりましたしてまいりましたしてまいりました。。。。 以以以以上上上上、、、、簡簡簡簡単単単単ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、報告報告報告報告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。。。。ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。 

 司会司会司会司会 

  ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。佐佐佐佐々々々々木幸子木幸子木幸子木幸子さんでしたさんでしたさんでしたさんでした。。。。フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク市市市市をををを視視視視察察察察されてされてされてされて肌肌肌肌でででで感感感感じじじじたことをおたことをおたことをおたことをお話話話話ししていただきましたししていただきましたししていただきましたししていただきました。。。。フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク市市市市のののの徹底徹底徹底徹底的的的的なななな実実実実践践践践というかというかというかというか、、、、これはこれはこれはこれはすすすすばばばばらしいですよらしいですよらしいですよらしいですよねねねね。。。。あいあいあいあいまいにまいにまいにまいに意意意意識識識識をををを持持持持ってってってって、、、、いいかげんにちょっといいかげんにちょっといいかげんにちょっといいかげんにちょっとぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの行動行動行動行動をすをすをすをす
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るんるんるんるんじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、徹底徹底徹底徹底的的的的にににに目目目目標標標標にににに向向向向かってかってかってかって、、、、1 つのところにつのところにつのところにつのところに向向向向かっていろんなことをかっていろんなことをかっていろんなことをかっていろんなことを取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そうすることによってそうすることによってそうすることによってそうすることによって市市市市民民民民がががが快快快快適適適適なななな生活生活生活生活ももももできるできるできるできる、、、、こういうまちこういうまちこういうまちこういうまちづづづづくくくくりができるんですりができるんですりができるんですりができるんですねねねね。。。。 

  さあさあさあさあ、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、続続続続いてはいてはいてはいては、、、、積極的積極的積極的積極的にににに自然自然自然自然エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを活用活用活用活用されているされているされているされている池内池内池内池内タオルタオルタオルタオル株式株式株式株式会社会社会社会社のののの池内計司社長池内計司社長池内計司社長池内計司社長にににに、、、、企企企企業業業業としてのとしてのとしてのとしての取取取取りりりり組組組組みをおみをおみをおみをお話話話話しいただきましょうしいただきましょうしいただきましょうしいただきましょう。。。。おおおお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしますますますます。。。。 

 池内社長池内社長池内社長池内社長 

  池内池内池内池内タオルのタオルのタオルのタオルの池内池内池内池内ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  私私私私のののの会社会社会社会社がつくっているタオルはがつくっているタオルはがつくっているタオルはがつくっているタオルは、、、、日本日本日本日本ではではではでは「「「「風風風風でででで織織織織るタオルるタオルるタオルるタオル」」」」というふうにというふうにというふうにというふうに呼呼呼呼ばばばばれてれてれてれているんですけどいるんですけどいるんですけどいるんですけど、、、、これこれこれこれ、、、、ななななぜぜぜぜ風風風風でででで織織織織るタオルってるタオルってるタオルってるタオルって呼呼呼呼ばばばばれているかというれているかというれているかというれているかという経経経経過過過過をごをごをごをご説明説明説明説明させさせさせさせててててももももらいたいとらいたいとらいたいとらいたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  タオルというのはタオルというのはタオルというのはタオルというのは、、、、皆皆皆皆さんおさんおさんおさんお家家家家でででで使使使使っているタオルをっているタオルをっているタオルをっているタオルを思思思思いいいい浮浮浮浮かかかかべべべべててててももももらえらえらえらえばばばばわかるとわかるとわかるとわかると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、日本日本日本日本のタオルはほとんどデザイナーのタオルはほとんどデザイナーのタオルはほとんどデザイナーのタオルはほとんどデザイナーズズズズブランドのライセンスでつくられていまブランドのライセンスでつくられていまブランドのライセンスでつくられていまブランドのライセンスでつくられていますすすす。。。。ももももちろんちろんちろんちろん我我我我々々々々ももももそうでしたそうでしたそうでしたそうでした。。。。ちょうどちょうどちょうどちょうど 10 年年年年前前前前のののの 1999 年年年年のののの 4 月月月月 29 日日日日にににに、、、、しまなみしまなみしまなみしまなみ海海海海道道道道がオープンするわけですけどがオープンするわけですけどがオープンするわけですけどがオープンするわけですけど、、、、このときにはこのときにはこのときにはこのときには、、、、まあまあまあまあ、、、、バブルははバブルははバブルははバブルははじじじじけていてけていてけていてけていてもももも観光観光観光観光客客客客はそはそはそはそこそここそここそここそこ来来来来るんではなかろうかということるんではなかろうかということるんではなかろうかということるんではなかろうかということでででで、、、、愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県もももも、、、、今治今治今治今治市市市市もももも、、、、我我我我々々々々がががが属属属属しますしますしますします四四四四国国国国タタタタオルオルオルオル工業工業工業工業組合組合組合組合もももも、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの物産物産物産物産館館館館をつくるをつくるをつくるをつくる計画計画計画計画がありましたがありましたがありましたがありました。。。。今治今治今治今治でででで物産物産物産物産をををを売売売売るというるというるというるというとととと、、、、ももももうタオルかミカンかうタオルかミカンかうタオルかミカンかうタオルかミカンか船船船船しかありませんのでしかありませんのでしかありませんのでしかありませんので、、、、船船船船はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか売売売売るわけにいかないのでるわけにいかないのでるわけにいかないのでるわけにいかないので、、、、年年年年間間間間売売売売れるれるれるれるもももものはタオルのはタオルのはタオルのはタオルぐぐぐぐらいしかないわけですらいしかないわけですらいしかないわけですらいしかないわけです。。。。それがそれがそれがそれが、、、、我我我我々々々々もももも 1 つつつつ小小小小さいコーナーでさいコーナーでさいコーナーでさいコーナーで物物物物をををを売売売売ろうというろうというろうというろうという計画計画計画計画がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、当初当初当初当初はははは、、、、とてとてとてとてももももいいかげんでいいかげんでいいかげんでいいかげんで、、、、自自自自分分分分たちがつくってたちがつくってたちがつくってたちがつくっているタオルをいるタオルをいるタオルをいるタオルを買買買買いいいい戻戻戻戻そうとそうとそうとそうと思思思思っていましたっていましたっていましたっていました、、、、そしてそしてそしてそして売売売売ろうとろうとろうとろうと。。。。当時当時当時当時、、、、私私私私のののの会社会社会社会社はははは池内池内池内池内タオタオタオタオル・ル・ル・ル・ハハハハンカンカンカンカチチチチ工工工工場場場場とととと呼呼呼呼ばばばばれるくらいれるくらいれるくらいれるくらい、、、、タオル・タオル・タオル・タオル・ハハハハンカンカンカンカチチチチをたくさんつくっをたくさんつくっをたくさんつくっをたくさんつくっていましたていましたていましたていました。。。。当当当当時時時時でででで言言言言うとフェンディうとフェンディうとフェンディうとフェンディ、、、、ケケケケンンンンゾゾゾゾーーーー、、、、イッセー・ミイッセー・ミイッセー・ミイッセー・ミヤヤヤヤケケケケ、、、、ラルフローラルフローラルフローラルフローレレレレンンンン、、、、イェールイェールイェールイェール、、、、ヴヴヴヴィィィィヴヴヴヴィアン・ウエストウッドィアン・ウエストウッドィアン・ウエストウッドィアン・ウエストウッド、、、、ももももうあらうあらうあらうあらゆゆゆゆるるるるもももものをのをのをのを使使使使っていましてっていましてっていましてっていまして、、、、多多多多分分分分、、、、当時当時当時当時のののの三三三三越越越越とかとかとかとか伊予伊予伊予伊予鉄鉄鉄鉄、、、、そごうさんですとそごうさんですとそごうさんですとそごうさんですと、、、、タオル・タオル・タオル・タオル・ハハハハンカンカンカンカチチチチ売売売売りりりり場場場場のののの 30%からからからから 50%はははは私私私私たちがたちがたちがたちが担担担担当当当当してしてしてしているというようないるというようないるというようないるというような状態状態状態状態だったんですだったんですだったんですだったんです。。。。ところがところがところがところが、、、、ライセンスブランドのライセンスブランドのライセンスブランドのライセンスブランドの悲悲悲悲しさでしさでしさでしさで、、、、自自自自分分分分たたたたちがつくってちがつくってちがつくってちがつくって、、、、それをそれをそれをそれを買買買買いいいい戻戻戻戻しておしておしておしてお店店店店でででで売売売売るというるというるというるという要要要要望望望望をををを出出出出したんですけどしたんですけどしたんですけどしたんですけど、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの力力力力、、、、まあまあまあまあ、、、、池内池内池内池内タオルらしいというタオルらしいというタオルらしいというタオルらしいというもももものはほとんどのはほとんどのはほとんどのはほとんど売売売売ってってってってももももらうことができなかったですらうことができなかったですらうことができなかったですらうことができなかったです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、当時当時当時当時我我我我々々々々のののの一一一一番技術的番技術的番技術的番技術的ななななもももものがのがのがのが入入入入っていたフェンディでしたらっていたフェンディでしたらっていたフェンディでしたらっていたフェンディでしたら、、、、当時愛媛県当時愛媛県当時愛媛県当時愛媛県でででで販売販売販売販売許許許許可可可可がががが出出出出ているのはているのはているのはているのは三三三三越越越越だけでだけでだけでだけで、、、、伊予伊予伊予伊予鉄鉄鉄鉄、、、、そごうだめそごうだめそごうだめそごうだめ、、、、そういうそういうそういうそういう時時時時代代代代にににに何何何何でででで今治今治今治今治のののの物産物産物産物産館館館館にににに売売売売らすことをらすことをらすことをらすことを許許許許可可可可するんだというようなするんだというようなするんだというようなするんだというような、、、、そういうふうなそういうふうなそういうふうなそういうふうな時時時時代代代代でしたでしたでしたでした。。。。それならそれならそれならそれなら、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりももももうううう一一一一回回回回自社自社自社自社ブランドをつくろうということでブランドをつくろうということでブランドをつくろうということでブランドをつくろうということで、、、、IKT というブランドをというブランドをというブランドをというブランドを起起起起こしてこしてこしてこして、、、、ももももうううう自自自自分分分分たちのたちのたちのたちの価価価価値値値値観観観観だけでだけでだけでだけで物物物物をつくろうとをつくろうとをつくろうとをつくろうと。。。。ももももうううう、、、、売売売売るるるる目目目目標標標標というのはというのはというのはというのは、、、、今治今治今治今治でででで売売売売るだけるだけるだけるだけですのでですのでですのでですので、、、、全全全全くくくく売売売売ることをることをることをることを考考考考えていなくてえていなくてえていなくてえていなくて、、、、自自自自分分分分たちのつくりたいたちのつくりたいたちのつくりたいたちのつくりたいもももものをつくろうというのをつくろうというのをつくろうというのをつくろうということでことでことでことで、、、、当時当時当時当時からこのコンセプトはからこのコンセプトはからこのコンセプトはからこのコンセプトは最最最最大大大大限限限限のののの安安安安心心心心とととと最最最最小小小小限限限限のののの環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷、、、、このテーマでつくこのテーマでつくこのテーマでつくこのテーマでつくりりりり始始始始めましためましためましためました。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、まずまずまずまず、、、、1999 年年年年のののの春春春春までにまでにまでにまでに、、、、何何何何よりよりよりよりもももも ISO14001 をタオルをタオルをタオルをタオル会社会社会社会社でででで一一一一番最番最番最番最初初初初にににに取取取取っっっってててて、、、、とりあえずはとりあえずはとりあえずはとりあえずは ISO14001 をををを持持持持っているっているっているっている唯唯唯唯一一一一のタオルのタオルのタオルのタオル工工工工場場場場がつくるタオルですよというよがつくるタオルですよというよがつくるタオルですよというよがつくるタオルですよというようなうなうなうな形形形形でデでデでデでデビビビビューさせたのがちょうどューさせたのがちょうどューさせたのがちょうどューさせたのがちょうど 10 年年年年前前前前ですですですです。。。。ただただただただ、、、、このこのこのこの ISO14001 というのはというのはというのはというのは、、、、3年年年年にににに 1回回回回ずつずつずつずつ大大大大きいきいきいきい社内方社内方社内方社内方針針針針ののののモモモモデルデルデルデルチチチチェンジをしていきますェンジをしていきますェンジをしていきますェンジをしていきます、、、、それにそれにそれにそれに応応応応じじじじてててて、、、、1999 年年年年ははははそうでしたけどそうでしたけどそうでしたけどそうでしたけど、、、、2002 年年年年のののの 1回回回回目目目目ののののモモモモデルデルデルデルチチチチェンジのときにェンジのときにェンジのときにェンジのときに、、、、我我我我々々々々はははは使使使使用用用用するするするする電電電電力力力力をすをすをすをすべべべべてグリーンパてグリーンパてグリーンパてグリーンパワワワワーにーにーにーに変変変変ええええようということでようということでようということでようということで、、、、2002 年年年年のののの 1 月月月月 1 日日日日からからからから、、、、能能能能代風代風代風代風力力力力発電発電発電発電所所所所からからからから売売売売電電電電というシステムというシステムというシステムというシステム、、、、これはこれはこれはこれは今今今今回回回回もももも松山市松山市松山市松山市がががが始始始始めようというグリーンめようというグリーンめようというグリーンめようというグリーン電電電電力力力力証書証書証書証書ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、グリーングリーングリーングリーン電電電電力力力力証書証書証書証書をををを使使使使ってってってって我我我我々々々々がががが使使使使用用用用するするするする電電電電力力力力のののの 100%をををを 15 年年年年契契契契約約約約でででで能能能能代風代風代風代風力力力力発電発電発電発電所所所所とととと行行行行いましたいましたいましたいました。。。。 
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  まだそのころまだそのころまだそのころまだそのころももももタオルはタオルはタオルはタオルは今治今治今治今治でででで売売売売っているということとっているということとっているということとっているということと、、、、一部一部一部一部ウェブでウェブでウェブでウェブで売売売売っているっているっているっている程度程度程度程度だったんですけどだったんですけどだったんですけどだったんですけど、、、、これはこれはこれはこれは自自自自分分分分たちのたちのたちのたちのもももものをつくるのをつくるのをつくるのをつくる夢夢夢夢をかけたをかけたをかけたをかけた商商商商品品品品だったということとだったということとだったということとだったということと、、、、当時当時当時当時、、、、タオル・タオル・タオル・タオル・ハハハハンカンカンカンカチチチチでででで少少少少しししし会社会社会社会社にににに余余余余裕裕裕裕があったということがあったということがあったということがあったということももももあってあってあってあって、、、、売売売売ってはいないってはいないってはいないってはいないんですけどんですけどんですけどんですけど、、、、同同同同時時時時にににに日本日本日本日本とアとアとアとアメメメメリカでリカでリカでリカで展示会展示会展示会展示会をををを始始始始めましためましためましためました。。。。日本日本日本日本でででで 3 回回回回、、、、アアアアメメメメリカでリカでリカでリカで 3 回回回回というパターンをというパターンをというパターンをというパターンを始始始始めていくうちにめていくうちにめていくうちにめていくうちに、、、、少少少少しずつしずつしずつしずつ、、、、1人人人人、、、、2人人人人とととと、、、、非常非常非常非常なななな熱熱熱熱狂狂狂狂的的的的なフなフなフなファァァァンがンがンがンが増増増増えてきてえてきてえてきてえてきて、、、、私私私私はははは IKT マニアとマニアとマニアとマニアと呼呼呼呼んでいるんですけどんでいるんですけどんでいるんですけどんでいるんですけど、、、、そういうそういうそういうそういう人人人人たちのたちのたちのたちの口口口口コミでコミでコミでコミで売売売売れれれれ始始始始めめめめ、、、、
2002 年年年年にはニューにはニューにはニューにはニューヨヨヨヨークでークでークでークで大大大大きいきいきいきい賞賞賞賞ををををももももらいらいらいらい、、、、というようなことでというようなことでというようなことでというようなことで、、、、日本国内日本国内日本国内日本国内ににににもももも紹介紹介紹介紹介さささされれれれ、、、、これはこれはこれはこれは 2003 年年年年にににに小小小小泉首泉首泉首泉首相相相相がががが施政施政施政施政方方方方針針針針演演演演説説説説でででで今治今治今治今治のののの小小小小さなタオルさなタオルさなタオルさなタオル会社会社会社会社がががが頑頑頑頑張張張張っているとっているとっているとっているというようないうようないうようないうような形形形形でででで紹介紹介紹介紹介されたんですけどされたんですけどされたんですけどされたんですけど、、、、そのことがそのことがそのことがそのことが結結結結果果果果的的的的にににに、、、、あれはあれはあれはあれは池内池内池内池内タオルのことだタオルのことだタオルのことだタオルのことだというようなことになってというようなことになってというようなことになってというようなことになって、、、、そのそのそのその春春春春のニュース・スのニュース・スのニュース・スのニュース・ステーションのテーションのテーションのテーションの「「「「環境環境環境環境立立立立国国国国」」」」でででで特特特特集集集集されされされされたんですたんですたんですたんです、「、「、「、「環境環境環境環境立立立立国国国国・・・・風風風風でででで織織織織るるるる」」」」というというというという番番番番組組組組だったんですけどだったんですけどだったんですけどだったんですけど、、、、それはそれはそれはそれは非常非常非常非常にににに不不不不思議思議思議思議なななな縁縁縁縁でででで、、、、そのときそのときそのときそのとき我我我我々々々々はグリーンパはグリーンパはグリーンパはグリーンパワワワワーをーをーをーを売売売売電電電電でででで買買買買っているところっているところっているところっているところ、、、、グリーンパグリーンパグリーンパグリーンパワワワワーウィンドーウィンドーウィンドーウィンドーというーというーというーという証書証書証書証書があるんですがあるんですがあるんですがあるんです。。。。そのグリーンパそのグリーンパそのグリーンパそのグリーンパワワワワーウィンドーというのをタオルのところにーウィンドーというのをタオルのところにーウィンドーというのをタオルのところにーウィンドーというのをタオルのところにつけていたんですけどつけていたんですけどつけていたんですけどつけていたんですけど、、、、今今今今はははは違違違違ううううもももものがついていますがのがついていますがのがついていますがのがついていますが、、、、ここにグリーンパここにグリーンパここにグリーンパここにグリーンパワワワワーウィンドーウィンドーウィンドーウィンドーというーというーというーという小小小小さいタグをつけていたんですさいタグをつけていたんですさいタグをつけていたんですさいタグをつけていたんです。。。。それがニュース・ステーションでアップでそれがニュース・ステーションでアップでそれがニュース・ステーションでアップでそれがニュース・ステーションでアップで映映映映っっっったんですたんですたんですたんです。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、1,000万万万万人人人人がががが見見見見ているテているテているテているテレビレビレビレビのののの怖怖怖怖さでさでさでさで、、、、翌翌翌翌々々々々日日日日ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに、、、、内内内内容証容証容証容証明明明明書書書書付付付付のおのおのおのお手手手手紙紙紙紙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、「、「、「、「自自自自分分分分たちのブランドにたちのブランドにたちのブランドにたちのブランドに触触触触れているれているれているれている可能性可能性可能性可能性があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、つつつついてはいてはいてはいては……………………」」」」というというというという話話話話でででで、、、、グリーンパグリーンパグリーンパグリーンパワワワワーウィンドーはーウィンドーはーウィンドーはーウィンドーはももももちろんちろんちろんちろん商商商商標標標標登録登録登録登録されていましたされていましたされていましたされていましたのでのでのでので特特特特にににに問題問題問題問題はなかったんですけどはなかったんですけどはなかったんですけどはなかったんですけど、、、、ちょうどちょうどちょうどちょうど今今今今からからからから、、、、全全全全国国国国にににに少少少少しししし有名有名有名有名になってになってになってになって、、、、一一一一斉斉斉斉にににに発発発発売売売売しようというときだったのでしようというときだったのでしようというときだったのでしようというときだったので、、、、そのときにそのときにそのときにそのときに裁判裁判裁判裁判にかけられてにかけられてにかけられてにかけられて販売販売販売販売がががが一時中一時中一時中一時中止止止止というのというのというのというのはとてはとてはとてはとてもややもややもややもややこしいこしいこしいこしい問題問題問題問題になるのでになるのでになるのでになるので、、、、我我我我々々々々ははははももももうううう外外外外すからすからすからすから 2週間週間週間週間待待待待ってくれということでってくれということでってくれということでってくれということで、、、、ももももうううう先先先先方方方方とととと手手手手をををを打打打打ってってってって、、、、全全全全部外部外部外部外すことにしましたすことにしましたすことにしましたすことにしました。。。。ところがところがところがところが、、、、当時当時当時当時販売販売販売販売していたしていたしていたしていた伊伊伊伊勢丹勢丹勢丹勢丹ととととロフトさんからロフトさんからロフトさんからロフトさんから、、、、外外外外すといったってすといったってすといったってすといったって、、、、何何何何かがないとかがないとかがないとかがないと寂寂寂寂しいよとしいよとしいよとしいよと言言言言われるのでわれるのでわれるのでわれるので、、、、そのときにそのときにそのときにそのときにややややむむむむをををを得得得得ずつけたのがずつけたのがずつけたのがずつけたのが「「「「風風風風でででで織織織織るタオルるタオルるタオルるタオル」」」」というというというという、、、、これはこれはこれはこれは当時当時当時当時からおからおからおからお客客客客さんがさんがさんがさんが、「、「、「、「風風風風でででで織織織織っっっったタオルたタオルたタオルたタオル、、、、どれですかどれですかどれですかどれですか」」」」というふうにというふうにというふうにというふうに言言言言われていたわれていたわれていたわれていた、、、、まあまあまあまあ、、、、愛愛愛愛称称称称だったんですけどだったんですけどだったんですけどだったんですけど、、、、愛愛愛愛称称称称をブランドにしてしまいましてをブランドにしてしまいましてをブランドにしてしまいましてをブランドにしてしまいまして、、、、ももももうううう今今今今はははは風風風風でででで織織織織るタオルというのはるタオルというのはるタオルというのはるタオルというのは、、、、これはこれはこれはこれは 2003 年年年年のののの 6月月月月からついていますからついていますからついていますからついています。。。。 

  次次次次、、、、2005 年年年年のときはのときはのときはのときは、、、、我我我我々々々々はははは環境方環境方環境方環境方針針針針をどういうふうにしたかというとをどういうふうにしたかというとをどういうふうにしたかというとをどういうふうにしたかというと、、、、ももももうううう、、、、あるあるあるある程程程程度知名度度知名度度知名度度知名度もももも上上上上がったことだしがったことだしがったことだしがったことだし、、、、全全全全部自社部自社部自社部自社ブランドにブランドにブランドにブランドに速速速速ややややかにかにかにかに変変変変えてえてえてえて、、、、ももももうううう風風風風でででで織織織織るタオルるタオルるタオルるタオルだけにしようといだけにしようといだけにしようといだけにしようというようなうようなうようなうような方方方方針針針針をををを立立立立てましたてましたてましたてました。。。。そのそのそのその結結結結果果果果、、、、2008 年年年年、、、、去去去去年年年年のののの我我我我々々々々のののの実実実実績績績績ではではではでは、、、、
87.5%ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが自社自社自社自社ブランドのブランドのブランドのブランドの商商商商品品品品ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、次次次次のののの 2008 年年年年のときにはのときにはのときにはのときには、、、、CO2 ののののダダダダイエイエイエイエットットットット宣宣宣宣言言言言ということでということでということでということで、、、、2012 年年年年までにはまでにはまでにはまでにはノノノノーカーーカーーカーーカーボボボボンのンのンのンの明明明明確確確確なななな工程表工程表工程表工程表をををを発表発表発表発表しますというしますというしますというしますというようなようなようなような方方方方針針針針をををを打打打打ちちちち出出出出してしてしてして、、、、今今今今、、、、ノノノノーカーーカーーカーーカーボボボボンのンのンのンの方向方向方向方向へへへへどんどんどんどんどんどんどんどん進進進進んでおりますがんでおりますがんでおりますがんでおりますが、、、、とりあとりあとりあとりあえずえずえずえず直直直直接的接的接的接的なところでなところでなところでなところで言言言言ええええばばばば、、、、我我我我々、々、々、々、ももももうううう電電電電気気気気がががが全全全全部部部部グリーンパグリーンパグリーンパグリーンパワワワワーになっていますのでーになっていますのでーになっていますのでーになっていますので、、、、あとはあとはあとはあとは暖暖暖暖房房房房用用用用のののの重油重油重油重油、、、、あとあとあとあと、、、、会社会社会社会社がががが使使使使っているっているっているっている車車車車というところがありますがというところがありますがというところがありますがというところがありますが、、、、ももももうこのあうこのあうこのあうこのあたりまではほとんどたりまではほとんどたりまではほとんどたりまではほとんど相相相相殺殺殺殺できできできできるところまではるところまではるところまではるところまでは来来来来ているんですけどているんですけどているんですけどているんですけど、、、、最最最最終終終終的的的的にはにはにはには木木木木もももも植植植植えなえなえなえないとカーいとカーいとカーいとカーボボボボンフリーにはできませんのでンフリーにはできませんのでンフリーにはできませんのでンフリーにはできませんので、、、、昨昨昨昨年年年年からからからから、、、、先先先先ほどちょっとほどちょっとほどちょっとほどちょっと紹介紹介紹介紹介がありましたけがありましたけがありましたけがありましたけどどどど、、、、ケケケケニアのマータイさんがニアのマータイさんがニアのマータイさんがニアのマータイさんがややややっておりますっておりますっておりますっておりますモモモモッタイナイッタイナイッタイナイッタイナイ運動運動運動運動とととと協協協協賛賛賛賛しましてしましてしましてしまして、、、、まだまだまだまだ少少少少ししししではありますけどではありますけどではありますけどではありますけど、、、、ケケケケニアニアニアニア地地地地区区区区にににに植植植植林林林林をををを始始始始めてきておりますめてきておりますめてきておりますめてきております。。。。そういうようなことをしてそういうようなことをしてそういうようなことをしてそういうようなことをして、、、、環境環境環境環境のほうはどんどんのほうはどんどんのほうはどんどんのほうはどんどん環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷をををを下下下下げていくというふうなげていくというふうなげていくというふうなげていくというふうな形形形形ででででややややっているっているっているっている会社会社会社会社ですですですです。。。。 

 司会司会司会司会 

  ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。池内池内池内池内タオルではタオルではタオルではタオルでは、、、、これこれこれこれ、、、、いただいたんですけれどいただいたんですけれどいただいたんですけれどいただいたんですけれどもももも、、、、100%風風風風力力力力発電発電発電発電のグリーンのグリーンのグリーンのグリーン電電電電力力力力でつくっているということでつくっているということでつくっているということでつくっているということなんですなんですなんですなんですねねねね。。。。このグリーンこのグリーンこのグリーンこのグリーン電電電電力力力力証書証書証書証書といといといというのがうのがうのがうのが、、、、中村市長中村市長中村市長中村市長、、、、このこのこのこの 4 月月月月からからからから松山市松山市松山市松山市のほうでのほうでのほうでのほうでもももも始始始始まっていますよまっていますよまっていますよまっていますよねねねね。。。。このことをこのことをこのことをこのことを皆皆皆皆ささささんにちょっとわかりんにちょっとわかりんにちょっとわかりんにちょっとわかりややややすくおすくおすくおすくお話話話話ししていただけますかししていただけますかししていただけますかししていただけますか。。。。 
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 中村市長中村市長中村市長中村市長 

  今今今今池内池内池内池内さんからグリーンさんからグリーンさんからグリーンさんからグリーン電電電電力力力力証書証書証書証書というというというという、、、、多多多多分分分分聞聞聞聞きなれないきなれないきなれないきなれない言言言言葉葉葉葉がががが出出出出てきたんではないてきたんではないてきたんではないてきたんではないかとかとかとかと思思思思うんですけどうんですけどうんですけどうんですけど、、、、今今今今おおおお話話話話があったとおりがあったとおりがあったとおりがあったとおり、、、、日本日本日本日本でででで初初初初めてめてめてめて自自自自治体治体治体治体としてこのグリーンとしてこのグリーンとしてこのグリーンとしてこのグリーン電電電電力力力力証書証書証書証書をををを扱扱扱扱えるえるえるえる資格資格資格資格をををを松山市松山市松山市松山市はははは取取取取ることとなりましたることとなりましたることとなりましたることとなりました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、簡簡簡簡単単単単にににに言言言言ええええばばばば、、、、環境環境環境環境価価価価値値値値をををを証書証書証書証書でででで売売売売るんでするんでするんでするんです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、松山市松山市松山市松山市だったらだったらだったらだったら、、、、公公公公のののの施設施設施設施設ににににソソソソーラーシステムとかいっーラーシステムとかいっーラーシステムとかいっーラーシステムとかいっぱぱぱぱいいいい導入導入導入導入してしてしてしていますからいますからいますからいますから、、、、量量量量はははは、、、、電電電電力会社力会社力会社力会社なんかとなんかとなんかとなんかと比比比比べべべべたらたらたらたら大大大大したことないですけどしたことないですけどしたことないですけどしたことないですけど、、、、それそれそれそれがががが環境環境環境環境価価価価値値値値になりますになりますになりますになります。。。。これをこれをこれをこれを証書証書証書証書、、、、紙紙紙紙にするんですにするんですにするんですにするんですねねねね。。。。それをそれをそれをそれを企企企企業業業業さんさんさんさん、、、、買買買買ってくださってくださってくださってくださいといといといと、、、、売売売売るんでするんでするんでするんです。。。。企企企企業業業業ががががももももしこれをしこれをしこれをしこれを買買買買ったったったった場合場合場合場合はははは、、、、普普普普通通通通のののの電電電電気気気気をををを使使使使っているんだけどっているんだけどっているんだけどっているんだけど、、、、こちらこちらこちらこちら側側側側でクリーンなエネルギーをでクリーンなエネルギーをでクリーンなエネルギーをでクリーンなエネルギーを購購購購入入入入しているというふうなしているというふうなしているというふうなしているというふうな認認認認定定定定をををを受受受受けてけてけてけて、、、、環境環境環境環境にににに配配配配慮慮慮慮したしたしたした企企企企業業業業というふうなイというふうなイというふうなイというふうなイメメメメージージージージ、、、、まあまあまあまあ、、、、実際実際実際実際におにおにおにお金金金金をををを出出出出しているわけですからしているわけですからしているわけですからしているわけですから、、、、地地地地球球球球環境環境環境環境にににに貢献貢献貢献貢献しているしているしているしている企企企企業業業業というふうにステータスがというふうにステータスがというふうにステータスがというふうにステータスが上上上上がっていくわけですがっていくわけですがっていくわけですがっていくわけです。。。。そのそのそのその購購購購入入入入したしたしたした費費費費用用用用というのはというのはというのはというのは、、、、今度今度今度今度ややややっとっとっとっと税税税税制制制制上上上上損損損損金金金金処処処処理理理理ができができができができるようになりますのでるようになりますのでるようになりますのでるようになりますので、、、、企企企企業業業業にとってにとってにとってにとってもももも多多多多少少少少これからはこれからはこれからはこれからはメメメメリットがリットがリットがリットが出出出出てくるとてくるとてくるとてくると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、松山市松山市松山市松山市はははは、、、、それをコーディネートするそれをコーディネートするそれをコーディネートするそれをコーディネートする全全全全国国国国唯唯唯唯一一一一のののの自自自自治体治体治体治体としてのとしてのとしてのとしての認認認認証証証証をををを今今今今回回回回得得得得たということになるのでたということになるのでたということになるのでたということになるので、、、、これからしっかりとこれからしっかりとこれからしっかりとこれからしっかりと営営営営業業業業活活活活動動動動をしたいなというふうにをしたいなというふうにをしたいなというふうにをしたいなというふうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  ついででついででついででついでで、、、、電電電電力力力力証書証書証書証書ではないんですけどではないんですけどではないんですけどではないんですけど、、、、きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、見見見見たところたところたところたところ、、、、高校高校高校高校生生生生ももももたくさんたくさんたくさんたくさん来来来来てくれているのでてくれているのでてくれているのでてくれているので、、、、環境問題環境問題環境問題環境問題ってってってって、、、、すごくすごくすごくすごく楽楽楽楽しいしいしいしい面面面面ももももたくさんあるのでたくさんあるのでたくさんあるのでたくさんあるので、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと紹介紹介紹介紹介だだだだけさせてけさせてけさせてけさせてももももらいたいとらいたいとらいたいとらいたいと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、これこれこれこれももももまたまたまたまた今今今今年年年年のののの 8 月月月月のののの 19 日日日日、、、、20 日日日日、、、、夏休夏休夏休夏休みのみのみのみの期期期期間間間間中中中中になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、第第第第 1 回回回回全全全全国国国国ソソソソーラーラジコンカーーラーラジコンカーーラーラジコンカーーラーラジコンカー耐久耐久耐久耐久レレレレースというのをースというのをースというのをースというのを松山市松山市松山市松山市でででで開催開催開催開催ししししますますますます。。。。これはこれはこれはこれは松山中松山中松山中松山中央央央央公公公公園園園園内内内内のののの多多多多目的目的目的目的競競競競技技技技場場場場をををを会場会場会場会場にしますけれどにしますけれどにしますけれどにしますけれどもももも、、、、要要要要はははは、、、、全全全全国国国国のののの工業工業工業工業高校高校高校高校やややや専門専門専門専門学学学学校校校校のののの、、、、我我我我こそこそこそこそ最高最高最高最高のののの技術技術技術技術ありとありとありとありと思思思思うううう若若若若者者者者がががが、、、、ソソソソーラーシステムをーラーシステムをーラーシステムをーラーシステムを使使使使ったラジったラジったラジったラジコンカーでコンカーでコンカーでコンカーで耐久耐久耐久耐久レレレレースをしていただくースをしていただくースをしていただくースをしていただく。。。。せっかくせっかくせっかくせっかく第第第第 1 回回回回目目目目のののの大会大会大会大会ですしですしですしですし、、、、うちのうちのうちのうちの松山松山松山松山のののの学学学学校校校校はこれだけのはこれだけのはこれだけのはこれだけの技術技術技術技術があるんだということをがあるんだということをがあるんだということをがあるんだということを示示示示すすすす絶絶絶絶好好好好のののの機機機機会会会会ででででももももありますのでありますのでありますのでありますので、、、、ぜひぜひぜひぜひ優勝優勝優勝優勝をををを目指目指目指目指してしてしてしてチチチチャャャャレレレレンジしてほしいなというふうにンジしてほしいなというふうにンジしてほしいなというふうにンジしてほしいなというふうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。夏休夏休夏休夏休みみみみ中中中中になりますけれになりますけれになりますけれになりますけれどどどどもももも、、、、きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、そういうそういうそういうそういう何何何何かかかか技術技術技術技術畑畑畑畑でででで勉強勉強勉強勉強しているしているしているしている学生学生学生学生さんさんさんさんももももいらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるとるとるとると思思思思うのでうのでうのでうので、、、、紹介紹介紹介紹介をさせていただきましたをさせていただきましたをさせていただきましたをさせていただきました。。。。 

  それとそれとそれとそれと、、、、ももももうううう一一一一つつつつソソソソーラーというかーラーというかーラーというかーラーというか電電電電気気気気にににに関関関関してしてしてして言言言言ええええばばばば、、、、今今今今年年年年のののの夏夏夏夏からいよいよからいよいよからいよいよからいよいよ日本日本日本日本のののの車車車車メメメメーカーーカーーカーーカーもももも電電電電気気気気自自自自動動動動車車車車をををを市市市市販販販販化化化化いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ずっとずっとずっとずっと実実実実験験験験をををを続続続続けてきていますけれどけてきていますけれどけてきていますけれどけてきていますけれどもももも、、、、フルフルフルフル充充充充電電電電でででで 160 キキキキロロロロぐぐぐぐらいらいらいらい走行走行走行走行できるできるできるできる技術技術技術技術をををを持持持持ってってってって発発発発売売売売にににに踏踏踏踏みみみみ切切切切るそうでするそうでするそうでするそうです。。。。しかしかしかしかもももも夜夜夜夜間間間間のののの家庭家庭家庭家庭のコンセントにのコンセントにのコンセントにのコンセントに差差差差しししし込込込込んでんでんでんで、、、、夜夜夜夜間間間間電電電電力力力力でででで充充充充電電電電すれすれすれすればばばば、、、、でたらめにでたらめにでたらめにでたらめに安安安安いコストでいコストでいコストでいコストで車車車車がががが動動動動かせるんですかせるんですかせるんですかせるんですねねねね。。。。松山市松山市松山市松山市ででででもももも、、、、耐耐耐耐用年用年用年用年数数数数をををを終終終終えたえたえたえた公公公公用用用用車車車車なんかはなんかはなんかはなんかは順順順順次次次次切切切切りかえていきたりかえていきたりかえていきたりかえていきたいなというふうにいなというふうにいなというふうにいなというふうに思思思思っていますのでっていますのでっていますのでっていますので、、、、またまたまたまた学学学学校校校校なんかでなんかでなんかでなんかで、、、、どんなどんなどんなどんなもももものなのかのなのかのなのかのなのか見見見見たいなんてたいなんてたいなんてたいなんていうときはいうときはいうときはいうときは、、、、購購購購入入入入後後後後はははは紹介紹介紹介紹介ももももできるとできるとできるとできる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 

  きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、工業高校工業高校工業高校工業高校のののの皆皆皆皆さんがおさんがおさんがおさんがお越越越越しなのでしなのでしなのでしなので、、、、多多多多分分分分 8 月月月月 20 日日日日にはにはにはには、、、、自自自自分分分分たちでつくったたちでつくったたちでつくったたちでつくったソソソソーラーラジコンカーがーラーラジコンカーがーラーラジコンカーがーラーラジコンカーが出出出出てくるんてくるんてくるんてくるんじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと期待期待期待期待しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

 中村市長中村市長中村市長中村市長 

  ぜひぜひぜひぜひ、、、、他他他他県県県県のののの工業高校工業高校工業高校工業高校にはにはにはには負負負負けないようにけないようにけないようにけないように頑頑頑頑張張張張ってほしいってほしいってほしいってほしい。。。。 

 司会司会司会司会 

  ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。さてさてさてさて、、、、このグリーンこのグリーンこのグリーンこのグリーン電電電電力力力力証書証書証書証書をををを生生生生かしてかしてかしてかして、、、、ほかにほかにほかにほかにももももいろいろいろいろいろいろいろいろなななな取取取取りりりり組組組組みがあるとみがあるとみがあるとみがあると思思思思うんですけれどうんですけれどうんですけれどうんですけれどもももも、、、、先先先先ほどおほどおほどおほどお話話話話をををを伺伺伺伺いましたいましたいましたいました池内池内池内池内さんさんさんさん、、、、何何何何かかかか全全全全国国国国的的的的にににに例例例例がございますかがございますかがございますかがございますか。。。。 
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 池内社長池内社長池内社長池内社長 

  たくさんありますたくさんありますたくさんありますたくさんありますねねねね。。。。全全全全国国国国的的的的ななななもももものでのでのでので言言言言うとうとうとうと、、、、野野野野菜菜菜菜生活生活生活生活というジュースありますよというジュースありますよというジュースありますよというジュースありますよねねねね。。。。あれのパッあれのパッあれのパッあれのパッケケケケージがグリーンパージがグリーンパージがグリーンパージがグリーンパワワワワーでーでーでーで動動動動いているということでいているということでいているということでいているということで、、、、あれのあれのあれのあれの 1 リッターのリッターのリッターのリッターの大大大大ききききいいいい分分分分だけはグリーンパだけはグリーンパだけはグリーンパだけはグリーンパワワワワーのマークがついていますーのマークがついていますーのマークがついていますーのマークがついていますねねねね。。。。あとあとあとあと、、、、朝朝朝朝日日日日新新新新聞聞聞聞のののの日日日日曜曜曜曜版版版版のののの「「「「BE」」」」というというというという、、、、これこれこれこれもももも日日日日曜曜曜曜版版版版だけグリーンパだけグリーンパだけグリーンパだけグリーンパワワワワーでーでーでーで印刷印刷印刷印刷されているということでされているということでされているということでされているということで、、、、あれあれあれあれももももグリーグリーグリーグリーンパンパンパンパワワワワーのマークがついていますーのマークがついていますーのマークがついていますーのマークがついています。。。。あとあとあとあと、、、、我我我我々々々々のタオルはのタオルはのタオルはのタオルは全全全全部部部部ついていますがついていますがついていますがついていますが、、、、最近最近最近最近ででででもももも、、、、いろんないろんないろんないろんな地方都市地方都市地方都市地方都市へへへへ行行行行くことがあるんですけどくことがあるんですけどくことがあるんですけどくことがあるんですけど、、、、八八八八戸戸戸戸市市市市でででで、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりここりここりここりここもももも風風風風力力力力発電発電発電発電がががが積積積積極的極的極的極的にににに展開展開展開展開されていてされていてされていてされていて、、、、去去去去年年年年のののの 11 月月月月におにおにおにお伺伺伺伺いしたんですけどいしたんですけどいしたんですけどいしたんですけど、、、、ちょうどちょうどちょうどちょうど打打打打ちちちち合合合合わせがあっわせがあっわせがあっわせがあったホテルはたホテルはたホテルはたホテルは「「「「グリーンパグリーンパグリーンパグリーンパワワワワーウェディングーウェディングーウェディングーウェディング」」」」というのをというのをというのをというのを展開展開展開展開していてしていてしていてしていて、、、、まあまあまあまあ、、、、結結結結婚婚婚婚式式式式全全全全部部部部をグリーンパをグリーンパをグリーンパをグリーンパワワワワーでいたしましょうということでーでいたしましょうということでーでいたしましょうということでーでいたしましょうということで、、、、ででででもももも、、、、これはこれはこれはこれは何何何何かかかか 10 月月月月からからからから始始始始まってまってまってまって、、、、
10 月月月月だけでだけでだけでだけで 5 組組組組あったとあったとあったとあったと言言言言っていましたっていましたっていましたっていましたねねねね。。。。会議会議会議会議がががが終終終終わったわったわったわった後後後後、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと飲飲飲飲みにいきましみにいきましみにいきましみにいきましたらたらたらたら、、、、グリーンパグリーンパグリーンパグリーンパワワワワースナックというのースナックというのースナックというのースナックというのもももも 1 軒軒軒軒あるというのでわざわざあるというのでわざわざあるというのでわざわざあるというのでわざわざ連連連連れていかれたんれていかれたんれていかれたんれていかれたんですがですがですがですが、、、、そこはスナックがそこはスナックがそこはスナックがそこはスナックが全全全全部部部部グリーンパグリーンパグリーンパグリーンパワワワワーでーでーでーで動動動動いているということでいているということでいているということでいているということで言言言言っておりましっておりましっておりましっておりましたたたた。。。。そのときそのときそのときそのとき、、、、今今今今からからからから出出出出てくるんですよとてくるんですよとてくるんですよとてくるんですよと見見見見せていただいたのせていただいたのせていただいたのせていただいたのがががが、、、、オーオーオーオーガガガガニックニックニックニック 100%でつでつでつでつくっているくっているくっているくっている日本日本日本日本酒酒酒酒なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、このこのこのこの日本日本日本日本酒酒酒酒はははは今今今今からグリーンパからグリーンパからグリーンパからグリーンパワワワワーーーー100%にににに変変変変えるえるえるえる大大大大吟醸吟醸吟醸吟醸をををを出出出出していくというようなしていくというようなしていくというようなしていくというような説明説明説明説明をされていましたをされていましたをされていましたをされていました。。。。だからだからだからだから、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような形形形形でででで、、、、いろんいろんいろんいろんなななな形形形形でででで、、、、私私私私がががが知知知知っているっているっているっている限限限限りでりでりでりでももももあるとあるとあるとあると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  あとあとあとあと、、、、海外海外海外海外でいくとでいくとでいくとでいくと、、、、エスティローエスティローエスティローエスティローダダダダーさんがアーさんがアーさんがアーさんがアヴヴヴヴェェェェダダダダというプロというプロというプロというプロ用用用用のののの 100%オーオーオーオーガガガガニッニッニッニックのクのクのクの化化化化粧粧粧粧品品品品ををををややややっているんですけどっているんですけどっているんですけどっているんですけど、、、、これはこれはこれはこれは 100%風風風風力力力力発電発電発電発電でつくられているでつくられているでつくられているでつくられている世界世界世界世界唯唯唯唯一一一一のののの化化化化粧粧粧粧品品品品ブランドブランドブランドブランド。。。。あとあとあとあと、、、、グリーンパグリーンパグリーンパグリーンパワワワワーーーービビビビヤヤヤヤっていうのをっていうのをっていうのをっていうのを知知知知っていますけどっていますけどっていますけどっていますけど、、、、そういうふうそういうふうそういうふうそういうふうにににに少少少少しずつあるんしずつあるんしずつあるんしずつあるんじゃじゃじゃじゃなななないかといかといかといか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 

  日本日本日本日本全全全全国国国国ではそういったグリーンではそういったグリーンではそういったグリーンではそういったグリーン電電電電力力力力証書証書証書証書をををを活用活用活用活用したしたしたした企企企企業業業業というのはほんとうにたくさというのはほんとうにたくさというのはほんとうにたくさというのはほんとうにたくさんあるということですよんあるということですよんあるということですよんあるということですよねねねねええええ。。。。このこのこのこの松山市内松山市内松山市内松山市内ででででももももどんどんとどんどんとどんどんとどんどんと増増増増えてくるといいですえてくるといいですえてくるといいですえてくるといいですねねねね。。。。 

  さてさてさてさて、、、、私私私私たちたちたちたち市市市市民民民民ももももそういったことをうまくそういったことをうまくそういったことをうまくそういったことをうまく活用活用活用活用できてできてできてできて豊豊豊豊かなかなかなかな暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを実現実現実現実現したいとしたいとしたいとしたいと思思思思うんですけれどうんですけれどうんですけれどうんですけれどもももも、、、、何何何何かいいかいいかいいかいい方方方方法法法法はありますでしょうかはありますでしょうかはありますでしょうかはありますでしょうか。。。。竹林竹林竹林竹林さんさんさんさん、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 竹林竹林竹林竹林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 

  何何何何かいいかいいかいいかいい方方方方法法法法ということはないんですがということはないんですがということはないんですがということはないんですが、、、、まあまあまあまあ、、、、国国国国ですとかですとかですとかですとか、、、、ほかのほかのほかのほかの電電電電力会社力会社力会社力会社のののの動動動動向向向向的的的的ななななもももものをちょっとだけごのをちょっとだけごのをちょっとだけごのをちょっとだけご紹介紹介紹介紹介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。。。。先先先先ほどのこととほどのこととほどのこととほどのこととあわせてあわせてあわせてあわせて、、、、このこのこのこの最最最最後後後後ののののペペペページにージにージにージに出出出出ておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、後後後後でそれをでそれをでそれをでそれを見見見見ていただけれていただけれていただけれていただければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  1点点点点はははは、、、、エネルギーというのはエネルギーというのはエネルギーというのはエネルギーというのは、、、、産業産業産業産業、、、、家庭家庭家庭家庭にとってにとってにとってにとって欠欠欠欠くことのできないエネルギーになくことのできないエネルギーになくことのできないエネルギーになくことのできないエネルギーになっているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。これはこれはこれはこれはももももうううう絶絶絶絶対対対対にににに不不不不可可可可欠欠欠欠だということだけまずだということだけまずだということだけまずだということだけまず頭頭頭頭にににに入入入入れていただいてれていただいてれていただいてれていただいて、、、、先先先先ほどほどほどほど少少少少しししし申申申申しししし上上上上げましたようにげましたようにげましたようにげましたように、、、、化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料のののの石油石油石油石油というのはというのはというのはというのは、、、、ももももってあとってあとってあとってあと 50 年年年年、、、、石石石石炭炭炭炭がががが
250 年年年年、、、、ウランウランウランウランもももも、、、、まあこれまあこれまあこれまあこれ、、、、ちょっといろいろなちょっといろいろなちょっといろいろなちょっといろいろな説説説説がありますががありますががありますががありますが、、、、200 年年年年からからからから 300 年年年年。。。。地地地地下資源下資源下資源下資源のエネルギーというのはそれしかないんですのエネルギーというのはそれしかないんですのエネルギーというのはそれしかないんですのエネルギーというのはそれしかないんですねねねね。。。。賄賄賄賄えるのはえるのはえるのはえるのは、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの太陽太陽太陽太陽でありでありでありであり、、、、風風風風でありでありでありであり、、、、潮潮潮潮汐汐汐汐でありでありでありであり、、、、海海海海のののの力力力力ですですですですねねねね、、、、そういったそういったそういったそういったもももものになるんだということをまずのになるんだということをまずのになるんだということをまずのになるんだということをまず頭頭頭頭のののの中中中中にににに認識認識認識認識してしてしてして入入入入れていただきたいなというふうにれていただきたいなというふうにれていただきたいなというふうにれていただきたいなというふうに思思思思いますいますいますいます。。。。 

  原原原原子力子力子力子力というというというという話話話話はありますがはありますがはありますがはありますが、、、、このウランというこのウランというこのウランというこのウランというもももものはのはのはのは、、、、今今今今申申申申したようにしたようにしたようにしたように、、、、二二二二、、、、三三三三百百百百年年年年、、、、これはつなこれはつなこれはつなこれはつなぎぎぎぎでしかないんですよでしかないんですよでしかないんですよでしかないんですよ、、、、つなつなつなつなぎぎぎぎでしかでしかでしかでしか。。。。それがそれがそれがそれが終終終終わっちわっちわっちわっちゃゃゃゃったらったらったらったら、、、、ももももうエネルうエネルうエネルうエネルギーはないんだよということをギーはないんだよということをギーはないんだよということをギーはないんだよということを今今今今からからからから頭頭頭頭のののの中中中中をををを改改改改めてこれからいかなきめてこれからいかなきめてこれからいかなきめてこれからいかなきゃゃゃゃいけないといういけないといういけないといういけないということはことはことはことは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なんなんなんなんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思いますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー安安安安保保保保、、、、それからエネそれからエネそれからエネそれからエネルギーのルギーのルギーのルギーの自自自自給率給率給率給率をををを上上上上げるということげるということげるということげるということ、、、、それからそれからそれからそれから地地地地球球球球温暖化温暖化温暖化温暖化ということということということということはははは全全全全部部部部リンクしてきリンクしてきリンクしてきリンクしてきますますますます。。。。整整整整理理理理するとこのするとこのするとこのするとこの 3 つがあるつがあるつがあるつがあるねねねねというというというという話話話話ですですですです。。。。 
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  国国国国のほうはのほうはのほうはのほうは、、、、国国国国家家家家エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー戦戦戦戦略略略略というのをというのをというのをというのを経産省経産省経産省経産省がががが出出出出しておりますしておりますしておりますしております。。。。このこのこのこの中中中中でいろいでいろいでいろいでいろいろなろなろなろな施策施策施策施策がががが出出出出てきているわけですてきているわけですてきているわけですてきているわけです。。。。それからそれからそれからそれから地方自地方自地方自地方自治体治体治体治体もももも、、、、最近最近最近最近はははは、、、、このこのこのこの松山市松山市松山市松山市のようにのようにのようにのように、、、、助成助成助成助成金金金金をいっをいっをいっをいっぱぱぱぱいいいい出出出出されるというされるというされるというされるという動動動動きになってきておりますきになってきておりますきになってきておりますきになってきております。。。。ただただただただ、、、、それだけでいいかとそれだけでいいかとそれだけでいいかとそれだけでいいかというというというというと、、、、そうではなくてそうではなくてそうではなくてそうではなくて、、、、実実実実はははは自然自然自然自然エネルギーというのはエネルギーというのはエネルギーというのはエネルギーというのは、、、、先先先先ほどからほどからほどからほどから申申申申しししし上上上上げますようげますようげますようげますようにににに、、、、風風風風任任任任せせせせ、、、、おおおお天道天道天道天道任任任任せですせですせですせです。。。。そしてなおかつそしてなおかつそしてなおかつそしてなおかつ電電電電力力力力のののの電電電電圧圧圧圧ですとかですとかですとかですとか周周周周波波波波数数数数がががが波波波波をををを打打打打つわけつわけつわけつわけですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、パパパパソソソソコンなんかコンなんかコンなんかコンなんかややややっていたらっていたらっていたらっていたらおかしなことになっちおかしなことになっちおかしなことになっちおかしなことになっちゃゃゃゃうううう。。。。大事大事大事大事なななな機機機機械械械械のののの精精精精度度度度をををを出出出出そうとそうとそうとそうと思思思思ってってってってもももも、、、、そのそのそのその電電電電圧圧圧圧なりなりなりなり周周周周波波波波数数数数がががが変変変変わることでわることでわることでわることで機機機機械械械械にににに影響影響影響影響がががが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。。。。これをずっとこれをずっとこれをずっとこれをずっと一一一一定定定定したしたしたした電電電電圧圧圧圧、、、、周周周周波波波波数数数数にしないとにしないとにしないとにしないと使使使使えないわけですえないわけですえないわけですえないわけです。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味合合合合いいいいではいろいろなではいろいろなではいろいろなではいろいろな設設設設備備備備がががが要要要要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、、、、電電電電力力力力もももも地地地地産産産産・・・・地地地地消消消消型型型型ということになるとということになるとということになるとということになると、、、、そこそこそこそこでででで何何何何かかかか 1 つつつつ道道道道具具具具がががが要要要要るるるるねねねねとととと。。。。それはそれはそれはそれは、、、、まあまあまあまあ、、、、一一一一言言言言でででで言言言言うとうとうとうと、、、、マイクログリッドだとかマイクログリッドだとかマイクログリッドだとかマイクログリッドだとか、、、、ススススマートパマートパマートパマートパワワワワーグリッドだとかというーグリッドだとかというーグリッドだとかというーグリッドだとかという形形形形になりますになりますになりますになります。。。。家庭家庭家庭家庭のののの屋根屋根屋根屋根についたについたについたについた小小小小さなさなさなさな発電発電発電発電所所所所、、、、小小小小さなさなさなさな風風風風力力力力発電発電発電発電所所所所、、、、そういうそういうそういうそういうもももものをのをのをのを全全全全部部部部つないでつないでつないでつないで上上上上手手手手にににに使使使使いいいい回回回回しをしなきしをしなきしをしなきしをしなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけないというというというということがことがことがことがポポポポイントですよとイントですよとイントですよとイントですよと。。。。そういうそういうそういうそういう整整整整備備備備がががが要要要要るということでするということでするということでするということです。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、日本日本日本日本はははは 9 電電電電力力力力にににに分分分分かれておりますけれどかれておりますけれどかれておりますけれどかれておりますけれどもももも、、、、それぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれが融融融融通通通通しししし合合合合うというこうというこうというこうということはほとんどないんですとはほとんどないんですとはほとんどないんですとはほとんどないんです。。。。できるならできるならできるならできるならばばばば 9 電電電電力力力力がががが手手手手をつないでをつないでをつないでをつないで電電電電力力力力のののの融融融融通通通通ややややりとりをすれりとりをすれりとりをすれりとりをすればばばば、、、、地域地域地域地域によっていろいろなによっていろいろなによっていろいろなによっていろいろな変動変動変動変動のののの調調調調整整整整ができるができるができるができる。。。。そのそのそのその辺辺辺辺がががが重重重重要要要要なんだとなんだとなんだとなんだと。。。。ということはということはということはということは、、、、太陽光太陽光太陽光太陽光のののの発電発電発電発電をををを入入入入れれれれれれれればばばばいいというだけいいというだけいいというだけいいというだけじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、そういうそういうそういうそういうももももののののもももも重重重重要要要要ですですですですねねねねというというというという話話話話ですですですです。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、ももももうううう一一一一つはつはつはつは、、、、自然自然自然自然エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの導入目導入目導入目導入目標標標標というのがあるんですがというのがあるんですがというのがあるんですがというのがあるんですが、、、、日本日本日本日本はははは 2014年年年年まででまででまででまでで 1.65%とととと、、、、大大大大変変変変驚驚驚驚くほどくほどくほどくほど低低低低いわけですいわけですいわけですいわけです。。。。アアアアメメメメリカがリカがリカがリカが 2025 年年年年までにまでにまでにまでに 25%、、、、ドイドイドイドイツツツツでででですとすとすとすと 10.3%というふうにというふうにというふうにというふうに 1 けたけたけたけた多多多多いんですいんですいんですいんです。。。。デンマークデンマークデンマークデンマークもももも 29、、、、ススススペペペペインがインがインがインが 17.5、、、、このこのこのこの辺辺辺辺はははは非常非常非常非常にににに政策的政策的政策的政策的にににに問題問題問題問題だなというふうにだなというふうにだなというふうにだなというふうに思思思思うわけですうわけですうわけですうわけです。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、これからこれからこれからこれから FIT というというというという言言言言葉葉葉葉がががが新新新新聞聞聞聞にににに踊踊踊踊るかとるかとるかとるかと思思思思いますいますいますいます。。。。FIT というのはというのはというのはというのは Feed-in 

Tariff というようなというようなというようなというような、、、、電電電電力力力力のののの固定買固定買固定買固定買取取取取制制制制ということでということでということでということで、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方がががが屋根屋根屋根屋根にににに発電発電発電発電所所所所をつけたらをつけたらをつけたらをつけたら、、、、それはそれはそれはそれは使使使使ったったったった分以分以分以分以外外外外ののののもももものはのはのはのは余剰余剰余剰余剰になったになったになったになった電電電電力力力力をををを四四四四国国国国電電電電力力力力にににに売売売売るるるる。。。。そのときにはそのときにはそのときにはそのときには、、、、1キキキキロロロロワワワワットアットアットアットアワワワワーーーー当当当当たりたりたりたり約約約約 50 円円円円でででで買買買買ってってってってももももらえるらえるらえるらえる。。。。固定固定固定固定でででで 50 円円円円というおというおというおというお金金金金でででで買買買買ってってってってももももらえるらえるらえるらえる、、、、そういうそういうそういうそういう優遇政策優遇政策優遇政策優遇政策でででで、、、、なおかつなおかつなおかつなおかつ 1 キキキキロロロロワワワワットットットット当当当当たりのたりのたりのたりの設設設設備費備費備費備費がががが 7 万万万万円円円円のののの補助補助補助補助がががが出出出出るるるる。。。。こちこちこちこちらのらのらのらの松山市松山市松山市松山市さんではさんではさんではさんでは 8万万万万円円円円でしたかでしたかでしたかでしたか？？？？    そういうそういうそういうそういう補助補助補助補助金金金金がががが出出出出るということだとるということだとるということだとるということだと、、、、15万万万万円円円円のののの補助補助補助補助がががが出出出出るるるる。。。。今今今今、、、、3キキキキロロロロワワワワットットットット当当当当たりたりたりたり大大大大体体体体 200万万万万円円円円だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。それのかなりのそれのかなりのそれのかなりのそれのかなりの部部部部分分分分でででで補補補補助助助助金金金金がががが出出出出るからるからるからるから、、、、うまくすれうまくすれうまくすれうまくすればばばばペペペペイするのがイするのがイするのがイするのが 8 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、まあまあまあまあ、、、、悪悪悪悪くてくてくてくてもももも十二十二十二十二、、、、三三三三年年年年ででででペペペペイしていくイしていくイしていくイしていく。。。。しかしかしかしかもももも地地地地球球球球にいいことをしているんだというにいいことをしているんだというにいいことをしているんだというにいいことをしているんだという構図構図構図構図になりますになりますになりますになります。。。。これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに大大大大きいんきいんきいんきいんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと。。。。2030 年年年年にはにはにはには 320万万万万戸戸戸戸ということをということをということをということを政府政府政府政府はははは掲掲掲掲げておりますげておりますげておりますげております。。。。 

  最最最最後後後後になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、化化化化石石石石エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを使使使使っていろいろなっていろいろなっていろいろなっていろいろな排気排気排気排気ガガガガスをスをスをスを出出出出すすすす。。。。皆様皆様皆様皆様がががが家庭家庭家庭家庭かかかからららら、、、、産業産業産業産業からからからから廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを出出出出すということはすということはすということはすということは、、、、1軒軒軒軒しかないしかないしかないしかない地地地地球球球球というというというという家家家家、、、、それをそれをそれをそれを汚汚汚汚しているよしているよしているよしているようなうなうなうなもももものなんですのなんですのなんですのなんです。。。。1軒軒軒軒しかないしかないしかないしかない。。。。そこをそこをそこをそこを十十十十分分分分におにおにおにお考考考考えいただきたいということですえいただきたいということですえいただきたいということですえいただきたいということです。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 司会司会司会司会 

  ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。よくないよくないよくないよくない循循循循環環環環じゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、いいいいいいいい循循循循環環環環をををを繰繰繰繰りりりり返返返返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ことがことがことがことが大事大事大事大事ですですですですねねねね。。。。電電電電力力力力もももも地地地地産産産産・・・・地地地地消消消消とととと先先先先生生生生おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃいましたけれどいましたけれどいましたけれどいましたけれどもももも、、、、すごくすごくすごくすごく印印印印象象象象にににに残残残残りましたりましたりましたりました。。。。そのためにそのためにそのためにそのためにもももも、、、、中村市長中村市長中村市長中村市長、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな意味意味意味意味でででで補助補助補助補助とかをされていますとかをされていますとかをされていますとかをされていますよよよよねねねね。。。。 

  さてさてさてさて、、、、ももももうおうおうおうお時時時時間間間間もももも迫迫迫迫ってまいりましたってまいりましたってまいりましたってまいりました。。。。終終終終わりのわりのわりのわりの時時時時間間間間がががが近近近近づづづづいてまいりましていてまいりましていてまいりましていてまいりまして、、、、最最最最後後後後にににに一一一一言言言言ずつずつずつずつ、、、、何何何何かかかか感感感感想想想想をををを言言言言っていただきたいとっていただきたいとっていただきたいとっていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ではではではでは、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。竹林竹林竹林竹林さんからさんからさんからさんから順順順順番番番番にににに。。。。 

 竹林竹林竹林竹林コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター 
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  一一一一言言言言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、、、、ややややはりはりはりはり新新新新しいしいしいしい技術技術技術技術をををを入入入入れるということれるということれるということれるということ、、、、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をををを変変変変えるということえるということえるということえるということ、、、、それからそれからそれからそれから政策政策政策政策、、、、このこのこのこの 3 点点点点がセットだろうとがセットだろうとがセットだろうとがセットだろうと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、バランスバランスバランスバランスよくということでよくということでよくということでよくということで、、、、皆様方市皆様方市皆様方市皆様方市民民民民においてはライフスタイルということをにおいてはライフスタイルということをにおいてはライフスタイルということをにおいてはライフスタイルということを十十十十分分分分にににに考考考考えてえてえてえて行動行動行動行動するするするする必要必要必要必要があるんがあるんがあるんがあるんじゃじゃじゃじゃないかというふうにないかというふうにないかというふうにないかというふうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

 サロサロサロサロモモモモンンンン市長市長市長市長 

  まずまずまずまず、、、、このこのこのこの場場場場にににに出席出席出席出席してしてしてして発言発言発言発言させていただいたことにさせていただいたことにさせていただいたことにさせていただいたことに感謝感謝感謝感謝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。。。。ここでここでここでここで気気気気がつきましたことはがつきましたことはがつきましたことはがつきましたことは、、、、日本日本日本日本はほんとうにいろいろなことをはほんとうにいろいろなことをはほんとうにいろいろなことをはほんとうにいろいろなことをややややっているんだなということがっているんだなということがっているんだなということがっているんだなということがわかりましたわかりましたわかりましたわかりました。。。。大大大大変変変変すすすすばばばばらしいことですらしいことですらしいことですらしいことです。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、いろいろなところがいろいろなところがいろいろなところがいろいろなところが小小小小さなさなさなさな、、、、いいいいろんないいことをろんないいことをろんないいことをろんないいことをややややっているわけなんですけれどっているわけなんですけれどっているわけなんですけれどっているわけなんですけれどもももも、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、全体全体全体全体としてとしてとしてとして政治政治政治政治のほうがうまのほうがうまのほうがうまのほうがうまくくくくややややっているのかというとっているのかというとっているのかというとっているのかというと、、、、これはドイこれはドイこれはドイこれはドイツツツツででででももももそうなんですがそうなんですがそうなんですがそうなんですが、、、、小小小小さなことをいろんなとさなことをいろんなとさなことをいろんなとさなことをいろんなところでころでころでころでややややっているんですけれどっているんですけれどっているんですけれどっているんですけれどもももも、、、、しかししかししかししかし、、、、大大大大きなところでそれをきなところでそれをきなところでそれをきなところでそれを束束束束ねねねねてててて、、、、よりよりよりより大大大大きなきなきなきな力力力力にしていくとにしていくとにしていくとにしていくというのがいうのがいうのがいうのが政治政治政治政治ですのでですのでですのでですので、、、、それをそれをそれをそれを松山市松山市松山市松山市とととと一一一一緒緒緒緒にににに私私私私はははは進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思ってってってっていますいますいますいます。。。。 

 司会司会司会司会 

  ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。 さあさあさあさあ、、、、今度今度今度今度はははは池内池内池内池内さんさんさんさん、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 池内社長池内社長池内社長池内社長 

  よくよくよくよく私私私私、、、、おおおお客客客客さんからさんからさんからさんから、「、「、「、「何何何何でででで四四四四国国国国のグリーンパのグリーンパのグリーンパのグリーンパワワワワーをーをーをーを使使使使わないのわないのわないのわないの？？？？」」」」ということをいつということをいつということをいつということをいつもももも言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。ででででもももも、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、四四四四国国国国にはグリーンパにはグリーンパにはグリーンパにはグリーンパワワワワーをーをーをーを売売売売っているところはっているところはっているところはっているところは 1カカカカ所所所所ももももなかったんですけどなかったんですけどなかったんですけどなかったんですけど、、、、地地地地元元元元松山松山松山松山にグリーンパにグリーンパにグリーンパにグリーンパワワワワーをーをーをーを売売売売ってくれるところができたらってくれるところができたらってくれるところができたらってくれるところができたらとととと、、、、非常非常非常非常にににに私私私私はははは自自自自分分分分のののの会社会社会社会社としてはうれしいことだととしてはうれしいことだととしてはうれしいことだととしてはうれしいことだと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。少少少少しでしでしでしでももももすすすすぐぐぐぐ買買買買わわわわせてせてせてせてももももらおうとらおうとらおうとらおうと思思思思っていっていっていっていますますますます。。。。 

 司会司会司会司会 

  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。。。。 佐佐佐佐々々々々木木木木さんさんさんさん、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。 

 佐佐佐佐々々々々木木木木 

  温暖化温暖化温暖化温暖化のののの対対対対応応応応にににに対対対対してしてしてして、、、、ややややはりはりはりはり建築建築建築建築としてはコストがとしてはコストがとしてはコストがとしてはコストが多多多多少少少少高高高高くなるかくなるかくなるかくなるかももももわかりませんけわかりませんけわかりませんけわかりませんけれどれどれどれどもももも、、、、断断断断熱熱熱熱性性性性のののの高高高高いいいい高品高品高品高品質質質質のののの建建建建物物物物をつくることにをつくることにをつくることにをつくることに施施施施主主主主のほうのほうのほうのほうもももも協力協力協力協力をいただきたいなとをいただきたいなとをいただきたいなとをいただきたいなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。ややややはりそれがはりそれがはりそれがはりそれが将将将将来来来来のののの資産資産資産資産にににに残残残残るようなおるようなおるようなおるようなお金金金金のののの使使使使いいいい方方方方になるのではないかになるのではないかになるのではないかになるのではない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。。。。 

 司会司会司会司会 

  ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。 ではではではでは、、、、最最最最後後後後にににに、、、、中村市長中村市長中村市長中村市長、、、、まとめをどうぞまとめをどうぞまとめをどうぞまとめをどうぞ。。。。 

 中村市長中村市長中村市長中村市長 

  ほんとうにいろいろなほんとうにいろいろなほんとうにいろいろなほんとうにいろいろな立立立立場場場場のののの方方方方々々々々のののの、、、、まあまあまあまあ、、、、テーマはテーマはテーマはテーマは同同同同じじじじなんですけれどなんですけれどなんですけれどなんですけれどもももも、、、、立立立立場場場場がががが違違違違うといろいろなうといろいろなうといろいろなうといろいろな切切切切りりりり口口口口があってがあってがあってがあって、、、、僕僕僕僕ももももここでここでここでここで聞聞聞聞きながらすごくいいきながらすごくいいきながらすごくいいきながらすごくいい勉強勉強勉強勉強になりましたになりましたになりましたになりました。。。。そそそそしてしてしてして、、、、特特特特にににに遠遠遠遠くからくからくからくから、、、、フライブルクからわざわざおフライブルクからわざわざおフライブルクからわざわざおフライブルクからわざわざお越越越越しのサロしのサロしのサロしのサロモモモモンンンン市長市長市長市長さんにはほんとうさんにはほんとうさんにはほんとうさんにはほんとうにありがとうございますにありがとうございますにありがとうございますにありがとうございます。。。。若若若若いいいい人人人人たちたちたちたち、、、、ぜひぜひぜひぜひ文文文文化化化化やややや言言言言語語語語、、、、国境国境国境国境をををを越越越越えてえてえてえて、、、、いろんないろんないろんないろんな国国国国があがあがあがあるんだけれどるんだけれどるんだけれどるんだけれどもももも、、、、そういうそういうそういうそういう国国国国々々々々でででで一一一一体体体体どういうことがどういうことがどういうことがどういうことが行行行行われるかということをわれるかということをわれるかということをわれるかということを知知知知るのるのるのるのももももすすすす
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ごくいいごくいいごくいいごくいい勉強勉強勉強勉強になるとになるとになるとになると思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、ましてましてましてましてややややフライブルクはフライブルクはフライブルクはフライブルクは、、、、日本日本日本日本からからからから多多多多分分分分年年年年間間間間 150 団体団体団体団体ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、フライブルクのまちフライブルクのまちフライブルクのまちフライブルクのまちづづづづくりのくりのくりのくりの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを勉強勉強勉強勉強しにいくというようなしにいくというようなしにいくというようなしにいくというような方方方方々々々々がががが毎毎毎毎年年年年視視視視察察察察でででで行行行行っているそうですっているそうですっているそうですっているそうです。。。。それそれそれそれぐぐぐぐらいらいらいらい日本日本日本日本のののの国国国国ででででもももも注目注目注目注目されているされているされているされている町町町町フライブルクがフライブルクがフライブルクがフライブルクが松山松山松山松山市市市市のののの姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市でありでありでありであり、、、、ほかのほかのほかのほかの町町町町ももももフライブルクフライブルクフライブルクフライブルク市市市市ににににぜひぜひぜひぜひ姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市にというアプローにというアプローにというアプローにというアプローチチチチをををを幾幾幾幾度度度度ももももしているそうなんですがしているそうなんですがしているそうなんですがしているそうなんですが、、、、市長市長市長市長さんとのさんとのさんとのさんとの約約約約束束束束でででで、、、、1 つのつのつのつの国国国国にににに 1 市市市市だけというふうにだけというふうにだけというふうにだけというふうに決決決決めめめめてくれていますのでてくれていますのでてくれていますのでてくれていますので、、、、松山市松山市松山市松山市以以以以外外外外のののの町町町町がががが姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市になることはないということだろうとになることはないということだろうとになることはないということだろうとになることはないということだろうと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  最最最最後後後後にににに、、、、テーマとはテーマとはテーマとはテーマとは関係関係関係関係ないんですがないんですがないんですがないんですが、、、、おおおお願願願願いがあるんですけれどいがあるんですけれどいがあるんですけれどいがあるんですけれどもももも、、、、去去去去年年年年伺伺伺伺ったときったときったときったときにににに、、、、フライブルクにはフライブルクにはフライブルクにはフライブルクには SC フライブルクというサッカーフライブルクというサッカーフライブルクというサッカーフライブルクというサッカーチチチチームがあるんですームがあるんですームがあるんですームがあるんですねねねね。。。。松山松山松山松山にはにはにはには愛愛愛愛媛媛媛媛 FC というサッカーというサッカーというサッカーというサッカーチチチチームがありますームがありますームがありますームがあります。。。。あちらあちらあちらあちらののののチチチチームはームはームはームは歴史歴史歴史歴史 105 年年年年、、、、愛媛愛媛愛媛愛媛 FC はははは 5 年年年年、、、、えらいえらいえらいえらい違違違違いなんですけれどいなんですけれどいなんですけれどいなんですけれどもももも、、、、学学学学べべべべることがたくさんあるだろうなということでることがたくさんあるだろうなということでることがたくさんあるだろうなということでることがたくさんあるだろうなということで、、、、何何何何とかとかとかとか仲良仲良仲良仲良くさせてくれというくさせてくれというくさせてくれというくさせてくれという話話話話をををを持持持持っていきましたっていきましたっていきましたっていきました。。。。なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しかったんですがしかったんですがしかったんですがしかったんですが、、、、実実実実はははは、、、、ここここちらにいらっしちらにいらっしちらにいらっしちらにいらっしゃゃゃゃるサロるサロるサロるサロモモモモンンンン市長市長市長市長さんがさんがさんがさんが SC フライブルクのフライブルクのフライブルクのフライブルクの人人人人にににに掛掛掛掛けけけけ合合合合ってくれましてってくれましてってくれましてってくれまして、、、、何何何何とかとかとかとかハハハハードルをードルをードルをードルを乗乗乗乗りりりり越越越越えてえてえてえて、、、、正正正正式式式式にフにフにフにフレレレレンドシップンドシップンドシップンドシップ協協協協定定定定をををを結結結結ぶぶぶぶことになりましたことになりましたことになりましたことになりました。。。。既既既既にににに愛愛愛愛媛媛媛媛 FC ののののユユユユースのースのースのースの子子子子たちがあちらでたちがあちらでたちがあちらでたちがあちらで練練練練習習習習をさせてをさせてをさせてをさせてももももらったりらったりらったりらったり、、、、将将将将来来来来はははは助助助助っっっっ人人人人ででででもももも来来来来てくれたてくれたてくれたてくれたらなとらなとらなとらなと思思思思っているんですけれどっているんですけれどっているんですけれどっているんですけれどもももも、、、、実実実実はあしたはあしたはあしたはあした、、、、サロサロサロサロモモモモンンンン市長市長市長市長ごごごご一一一一行行行行さんさんさんさん、、、、愛媛愛媛愛媛愛媛 FC のののの試試試試合合合合がニンジニアスタジアムであってがニンジニアスタジアムであってがニンジニアスタジアムであってがニンジニアスタジアムであって、、、、観戦観戦観戦観戦にににに行行行行かれますかれますかれますかれます。。。。ここここここここ数数数数日日日日、、、、ほんとうにほんとうにほんとうにほんとうに恩恩恩恩義義義義があるがあるがあるがあるサロサロサロサロモモモモンさんのンさんのンさんのンさんの観戦試観戦試観戦試観戦試合合合合でででで、、、、観観観観客客客客ががががぱぱぱぱららららぱぱぱぱらだったらどうしようかとらだったらどうしようかとらだったらどうしようかとらだったらどうしようかと思思思思ってびくびくするってびくびくするってびくびくするってびくびくするようなようなようなような毎毎毎毎日日日日をををを送送送送っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、ぜひぜひぜひぜひみんなでみんなでみんなでみんなで盛盛盛盛りりりり上上上上げていきたいなとげていきたいなとげていきたいなとげていきたいな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、、、、ももももしおしおしおしお時時時時間間間間がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら、、、、ぜひぜひぜひぜひスタジアムのほうにスタジアムのほうにスタジアムのほうにスタジアムのほうに応応応応援援援援にににに駆駆駆駆けつけていただけたらとけつけていただけたらとけつけていただけたらとけつけていただけたらと思思思思いいいいますますますます。。。。どうどうどうどうもももも、、、、ほんとうにありがとうございましたほんとうにありがとうございましたほんとうにありがとうございましたほんとうにありがとうございました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、自然自然自然自然エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの活用活用活用活用についてについてについてについて、、、、フライブルクフライブルクフライブルクフライブルク市市市市のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、またまたまたまた松山市松山市松山市松山市のサンシのサンシのサンシのサンシャインプロジェクトについていろいろとおャインプロジェクトについていろいろとおャインプロジェクトについていろいろとおャインプロジェクトについていろいろとお話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただきましただきましただきましただきました。。。。パネリストのパネリストのパネリストのパネリストの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、ほんとうにありがとうございましたほんとうにありがとうございましたほんとうにありがとうございましたほんとうにありがとうございました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

  会場会場会場会場のののの皆皆皆皆さんさんさんさんもももも、、、、長長長長いいいい時時時時間間間間、、、、ほんとうにありがとうございましたほんとうにありがとうございましたほんとうにありがとうございましたほんとうにありがとうございました。。。。私私私私たちたちたちたち、、、、すすすすべべべべてのてのてのての命命命命のふるさとがのふるさとがのふるさとがのふるさとが地地地地球球球球だとだとだとだと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。このこのこのこの地地地地球球球球をををを守守守守るためにるためにるためにるためにもももも私私私私たちたちたちたち一一一一人人人人ひひひひとりができることりができることりができることりができることをとをとをとを実実実実践践践践していかなくちしていかなくちしていかなくちしていかなくちゃゃゃゃならないんだなということをきょうつくならないんだなということをきょうつくならないんだなということをきょうつくならないんだなということをきょうつくづづづづくくくく感感感感じじじじましたましたましたました。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、以以以以上上上上ををををももももちましてちましてちましてちまして、、、、きょうのきょうのきょうのきょうの松山松山松山松山・フライブルク・フライブルク・フライブルク・フライブルク姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携 20 周年記念周年記念周年記念周年記念、、、、ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・松山松山松山松山をををを終終終終了了了了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。。。。ありがとうございありがとうございありがとうございありがとうございましたましたましたました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手））））     どうぞどうぞどうぞどうぞ、、、、おおおお気気気気をつけておをつけておをつけておをつけてお帰帰帰帰りくださいませりくださいませりくださいませりくださいませ。。。。 

 ――――――――    了了了了    ―――――――― 

    


