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はじめにはじめにはじめにはじめに    

        国連国連国連国連はははは１９９２１９９２１９９２１９９２年年年年６６６６月月月月ブラジルのリオデジャネーロでブラジルのリオデジャネーロでブラジルのリオデジャネーロでブラジルのリオデジャネーロで地球地球地球地球サミットをサミットをサミットをサミットを開催開催開催開催しししし、、、、地球的規地球的規地球的規地球的規模模模模でででで進行進行進行進行するするするする環境悪化環境悪化環境悪化環境悪化・・・・地球資源地球資源地球資源地球資源のののの枯渇等枯渇等枯渇等枯渇等へのへのへのへの対策対策対策対策をををを検討検討検討検討したしたしたした。。。。このこのこのこの会議会議会議会議でででで採択採択採択採択されたされたされたされた宣宣宣宣言言言言はははは、、、、アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ２１２１２１２１「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな開発開発開発開発のためののためののためののための人類人類人類人類のののの行動計画行動計画行動計画行動計画」」」」としてとしてとしてとして発表発表発表発表されされされされ、、、、世界世界世界世界各国各国各国各国およびおよびおよびおよび社会各社会各社会各社会各セクターがセクターがセクターがセクターが取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき持続可能持続可能持続可能持続可能なななな開発開発開発開発とととと社会社会社会社会のののの実現実現実現実現のためののためののためののための課題課題課題課題がががが総総総総合的合的合的合的にににに明示明示明示明示されているされているされているされている。。。。        わがわがわがわが国国国国においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、国国国国・・・・自治体等行政機関自治体等行政機関自治体等行政機関自治体等行政機関、、、、産業界産業界産業界産業界およびおよびおよびおよび学術機関学術機関学術機関学術機関がががが、、、、環境改善環境改善環境改善環境改善とととと地球地球地球地球資源資源資源資源のののの有効利用有効利用有効利用有効利用をををを一一一一つのつのつのつの総合的課題総合的課題総合的課題総合的課題としてとらえとしてとらえとしてとらえとしてとらえ、、、、１９７０１９７０１９７０１９７０年代以降年代以降年代以降年代以降このこのこのこの課題課題課題課題のののの対処対処対処対処にににに協協協協働働働働してしてしてして努力努力努力努力をををを続続続続けてきたことはけてきたことはけてきたことはけてきたことは周知周知周知周知のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。このこのこのこの活動活動活動活動はははは、、、、上記国連上記国連上記国連上記国連アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ２２２２１１１１のののの宣言宣言宣言宣言によってによってによってによって、、、、一層加速一層加速一層加速一層加速されるようになりされるようになりされるようになりされるようになり、、、、産学官産学官産学官産学官のののの中核的中核的中核的中核的なななな機関機関機関機関のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、市民市民市民市民社会社会社会社会、ＮＧＯ，ＮＰＯ、ＮＧＯ，ＮＰＯ、ＮＧＯ，ＮＰＯ、ＮＧＯ，ＮＰＯもももも重要重要重要重要パートナーとしてパートナーとしてパートナーとしてパートナーとして参加参加参加参加してしてしてして、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物・・・・排出物排出物排出物排出物ののののリユースリユースリユースリユース、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル活動活動活動活動にににに代表代表代表代表されるようにされるようにされるようにされるように、、、、全社会的活動全社会的活動全社会的活動全社会的活動としてとしてとしてとして展開展開展開展開されるようになってきているされるようになってきているされるようになってきているされるようになってきている。。。。        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学はははは、、、、地球地球地球地球サミットサミットサミットサミット宣言宣言宣言宣言アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ２１２１２１２１をうけてをうけてをうけてをうけて１９９４１９９４１９９４１９９４年年年年にににに持続可能持続可能持続可能持続可能なななな開開開開発発発発・・・・社会構築社会構築社会構築社会構築のためののためののためののための１１１１サブシステムとしてサブシステムとしてサブシステムとしてサブシステムとして、、、、環境環境環境環境とととと調和調和調和調和するするするする資源資源資源資源のののの効率的利用効率的利用効率的利用効率的利用およびおよびおよびおよび循循循循環環環環システムシステムシステムシステム（（（（資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会））））をををを実現実現実現実現するためするためするためするため、、、、いわゆるゼロエミッションいわゆるゼロエミッションいわゆるゼロエミッションいわゆるゼロエミッション研究構想研究構想研究構想研究構想をををを提提提提唱唱唱唱しししし、、、、社会経済的社会経済的社会経済的社会経済的およびおよびおよびおよび科学技術的研究科学技術的研究科学技術的研究科学技術的研究をををを実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション構想構想構想構想のののの普普普普及活動及活動及活動及活動をををを社会各社会各社会各社会各パートナーとパートナーとパートナーとパートナーと密接密接密接密接なななな協力関係協力関係協力関係協力関係のもとにのもとにのもとにのもとに積極的積極的積極的積極的にににに推進推進推進推進してきたしてきたしてきたしてきた。。。。国際連合大国際連合大国際連合大国際連合大学学学学はははは、、、、各各各各パートナパートナパートナパートナーとのーとのーとのーとの関係強化関係強化関係強化関係強化をさらにをさらにをさらにをさらに促進促進促進促進しししし普及活動普及活動普及活動普及活動をををを積極化積極化積極化積極化するためするためするためするため、、、、国際連合大国際連合大国際連合大国際連合大学支援組織学支援組織学支援組織学支援組織としてとしてとしてとして国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム(ZEF)(ZEF)(ZEF)(ZEF)をををを２０００２０００２０００２０００年年年年４４４４月月月月にににに設立設立設立設立ししししたたたた。。。。本本本本フォーラムはフォーラムはフォーラムはフォーラムは、、、、自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク、、、、学会学会学会学会ネットワークネットワークネットワークネットワーク、、、、産業界産業界産業界産業界ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの３３３３分野分野分野分野からからからから構成構成構成構成されされされされ、、、、３３３３グループがグループがグループがグループが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって活動活動活動活動をををを進進進進めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、各各各各ネットワークはネットワークはネットワークはネットワークは各各各各グループのグループのグループのグループの固有固有固有固有のニーズにもとづいたのニーズにもとづいたのニーズにもとづいたのニーズにもとづいた活動活動活動活動もももも実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。        ZEFZEFZEFZEF 自治体自治体自治体自治体ネットワークをネットワークをネットワークをネットワークを担当担当担当担当するするするする国際連合大学高等研究所国際連合大学高等研究所国際連合大学高等研究所国際連合大学高等研究所はははは、、、、２００１２００１２００１２００１年初頭年初頭年初頭年初頭よりよりよりより、、、、ネットワークをネットワークをネットワークをネットワークを構成構成構成構成するするするする自治体自治体自治体自治体とととと対話対話対話対話をかさねをかさねをかさねをかさね、、、、資源循環型社会形成資源循環型社会形成資源循環型社会形成資源循環型社会形成ののののためのためのためのための自治体自治体自治体自治体におにおにおにおけるけるけるける具具具具体的体的体的体的ニーズをニーズをニーズをニーズを明明明明確確確確にするためのにするためのにするためのにするための調調調調査査査査検討検討検討検討をををを行行行行ってきたってきたってきたってきた。。。。このこのこのこの調調調調査結果査結果査結果査結果からからからから、、、、自治体自治体自治体自治体のののの最最最最大大大大ニーズはニーズはニーズはニーズは、「、「、「、「リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進」」」」およびおよびおよびおよび「「「「環境学環境学環境学環境学習習習習とととと市民市民市民市民意識意識意識意識のののの改改改改革革革革」」」」であることがであることがであることがであることが明明明明らかになったらかになったらかになったらかになった。。。。このこのこのこの結果結果結果結果ををををふまふまふまふまええええ、、、、ZEFZEFZEFZEF 自治体自治体自治体自治体ネットワークはネットワークはネットワークはネットワークは、、、、このこのこのこの２２２２テーテーテーテーママママをををを２００１２００１２００１２００１年年年年度度度度のののの研究課題研究課題研究課題研究課題としてとしてとしてとして設設設設定定定定しししし、、、、２００１２００１２００１２００１年年年年９９９９月月月月からからからから２００２２００２２００２２００２年年年年３３３３月月月月ままままでででで７７７７ケケケケ月月月月にわたりにわたりにわたりにわたり合合合合計計計計７７７７回回回回のワークショプをのワークショプをのワークショプをのワークショプを通通通通してしてしてして、、、、基礎基礎基礎基礎的的的的事項事項事項事項（（（（関連関連関連関連するするするする国国国国のののの方針方針方針方針・・・・施策施策施策施策・・・・法令法令法令法令・・・・普及活動普及活動普及活動普及活動、、、、学術機関学術機関学術機関学術機関におけるにおけるにおけるにおける循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの理論理論理論理論的研究的研究的研究的研究およびおよびおよびおよび環境学環境学環境学環境学習習習習のののの理念理念理念理念とととと実実実実践践践践研究等研究等研究等研究等））））をををを学学学学習習習習するととするととするととするとともにもにもにもに、、、、自治体自治体自治体自治体みずからのみずからのみずからのみずからの活動実活動実活動実活動実例例例例（（（（自治体自治体自治体自治体のののの基基基基本本本本方針方針方針方針、、、、既既既既にににに実施実施実施実施しているリサしているリサしているリサしているリサイクルイクルイクルイクル推進推進推進推進およびおよびおよびおよび環境学環境学環境学環境学習習習習によるによるによるによる市民市民市民市民意識意識意識意識のののの改改改改革革革革のののの実施実施実施実施例例例例））））のののの発表発表発表発表によってによってによってによって、、、、自自自自らのらのらのらの構想構想構想構想・・・・成成成成果果果果をををを確認確認確認確認するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、今後今後今後今後さらによりさらによりさらによりさらにより積極的積極的積極的積極的にこのにこのにこのにこの２２２２課題課題課題課題：：：：「「「「リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進」」」」およびおよびおよびおよび「「「「環境学環境学環境学環境学習習習習とととと市民市民市民市民意識意識意識意識のののの改改改改革革革革」」」」をををを推進推進推進推進するするするする手法手法手法手法をををを相互相互相互相互にににに学学学学習習習習することができたすることができたすることができたすることができた。。。。        ここにここにここにここに、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミションフォーラムゼロエミションフォーラムゼロエミションフォーラムゼロエミションフォーラム自治体自治体自治体自治体ネットワークをネットワークをネットワークをネットワークを構成構成構成構成するするするする自治体自治体自治体自治体がががが、、、、自自自自己己己己学学学学習習習習・・・・自自自自己己己己研研研研鑚鑚鑚鑚をををを目目目目的的的的としてとしてとしてとして実施実施実施実施してきたしてきたしてきたしてきた７７７７ケケケケ月月月月のののの研究研究研究研究結果結果結果結果をををを集約集約集約集約しししし本本本本報告書報告書報告書報告書をををを提出提出提出提出するするするする。。。。このこのこのこの報告書報告書報告書報告書がががが、、、、自治体自治体自治体自治体のみならずのみならずのみならずのみならず他他他他のののの機関機関機関機関においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、今後今後今後今後のののの循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成をををを推推推推進進進進するためのするためのするためのするための一一一一助助助助としてとしてとしてとして活用活用活用活用されることをされることをされることをされることを念願念願念願念願しているしているしているしている。。。。        終終終終わりにわりにわりにわりに、、、、本研究本研究本研究本研究をををを推進推進推進推進するにあたってするにあたってするにあたってするにあたって、、、、貴貴貴貴重重重重なななな事例事例事例事例発表発表発表発表をしていたをしていたをしていたをしていただだだだききききまままましたしたしたした自治体自治体自治体自治体



ならびにならびにならびにならびに基基基基調調調調講演講演講演講演をををを通通通通してしてしてしてごごごご教教教教示示示示・・・・ごごごご支援支援支援支援をををを賜賜賜賜りりりりまままましたしたしたした政政政政府府府府各機関各機関各機関各機関、、、、大学等研究機関大学等研究機関大学等研究機関大学等研究機関、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＯＰＯＰＯＰＯ等各等各等各等各位位位位にににに心心心心からからからから感謝感謝感謝感謝をををを申申申申しあしあしあしあげまげまげまげますすすす。。。。研究会研究会研究会研究会にににに参加参加参加参加されされされされ有有有有益益益益ななななごごごご意見意見意見意見をいたをいたをいたをいただだだだききききままままししししたたたた各各各各位位位位にもにもにもにも合合合合わわわわせせせせておておておてお礼礼礼礼をををを申申申申しあしあしあしあげまげまげまげますすすす。。。。        ままままたたたた、、、、本研究会本研究会本研究会本研究会のののの運営運営運営運営にあたりにあたりにあたりにあたり財財財財政的支援政的支援政的支援政的支援をいたをいたをいたをいただだだだききききまままましたしたしたした、（、（、（、（財財財財））））地球地球地球地球・・・・人人人人間間間間環境環境環境環境フォフォフォフォーラムにもーラムにもーラムにもーラムにも謝意謝意謝意謝意をををを表表表表ししししまままますすすす。。。。        
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研究会報告要旨研究会報告要旨研究会報告要旨研究会報告要旨    

――――    提言提言提言提言にかえてにかえてにかえてにかえて    ――――    

    （（（（１１１１））））ままままえがきえがきえがきえがき                国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム（（（（ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦ））））はははは、、、、ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦ自治体自治体自治体自治体メメメメンンンンババババーとーとーとーと共共共共同同同同でででで、、、、中中中中央央央央官官官官庁庁庁庁、、、、学術機関学術機関学術機関学術機関、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ等等等等のののの協力協力協力協力をえてをえてをえてをえて、、、、研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠ・・・・「「「「リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進」」」」おおおおよびよびよびよびⅡⅡⅡⅡ・・・・「「「「環境学環境学環境学環境学習習習習とととと市民市民市民市民意識意識意識意識のののの改改改改革革革革」」」」をををを２００１２００１２００１２００１年年年年９９９９月月月月からからからから２００２２００２２００２２００２年年年年３３３３月月月月ままままでででで実施実施実施実施しししし、、、、７７７７回回回回のワークショッのワークショッのワークショッのワークショップをプをプをプを開催開催開催開催したしたしたした。。。。このこのこのこの研究会研究会研究会研究会のののの目標目標目標目標はははは、、、、地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体がががが持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成をををを目指目指目指目指してしてしてして進進進進めてきためてきためてきためてきた活動活動活動活動をををを再確認再確認再確認再確認しししし、、、、そそそそしてしてしてして、、、、国全体国全体国全体国全体のののの枠枠枠枠組組組組みをみをみをみを担当担当担当担当するするするする環境環境環境環境省省省省、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省、、、、総総総総務省務省務省務省（（（（自治大学自治大学自治大学自治大学校校校校））））等中等中等中等中央央央央官官官官庁庁庁庁のののの基基基基本構想本構想本構想本構想をををを理解理解理解理解ししししながらながらながらながら今後今後今後今後策策策策定定定定されるであされるであされるであされるであろろろろうううう政策政策政策政策・・・・法法法法ををををふまふまふまふまえてえてえてえて、、、、自治体自治体自治体自治体としてとしてとしてとして将来将来将来将来実施実施実施実施すべきすべきすべきすべき課課課課題題題題をををを検討検討検討検討するとともにするとともにするとともにするとともに活動活動活動活動指針指針指針指針をををを見見見見出出出出すことであるすことであるすことであるすことである。。。。            ままままたたたた、、、、地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体にとってにとってにとってにとって、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進のようなのようなのようなのような循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のためののためののためののための具具具具体的体的体的体的施策施策施策施策はははは、、、、従来従来従来従来のようなのようなのようなのような行政行政行政行政主導主導主導主導型型型型でででで進進進進めることはめることはめることはめることは困難困難困難困難でででで、、、、地地地地域住域住域住域住民民民民とのとのとのとの協働協働協働協働によりによりによりにより始始始始めめめめてててて実行可能実行可能実行可能実行可能となるものでとなるものでとなるものでとなるものでありありありあり、、、、このこのこのこの見見見見地地地地からからからから「「「「環境学環境学環境学環境学習習習習によるによるによるによる市民市民市民市民意識意識意識意識のののの改改改改革革革革」」」」もももも「「「「リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル推進推進推進推進」」」」とととと連動連動連動連動するするするする重要重要重要重要なななな課題課題課題課題ととらえておりととらえておりととらえておりととらえており、、、、環境学環境学環境学環境学習習習習のののの理論理論理論理論およびおよびおよびおよび実実実実践践践践活動活動活動活動についてについてについてについて、、、、学術機関学術機関学術機関学術機関・・・・ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯからアからアからアからアドバドバドバドバイスをうけることもイスをうけることもイスをうけることもイスをうけることも主主主主要要要要なななな目目目目的的的的のののの１１１１つであったつであったつであったつであった。。。。            以以以以下下下下にににに本研究会本研究会本研究会本研究会でででで発表発表発表発表されたされたされたされた中中中中央央央央官官官官庁庁庁庁各機関各機関各機関各機関のののの循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの推進推進推進推進にににに関関関関するするするする構構構構想想想想・・・・施策施策施策施策のののの主主主主要要要要点点点点およびおよびおよびおよび討議討議討議討議されたされたされたされた課題課題課題課題についてについてについてについて要要要要約約約約するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成でででで着着着着実実実実なななな成成成成果果果果をあをあをあをあげげげげているているているている自治体自治体自治体自治体のののの政策政策政策政策・・・・方針方針方針方針をををを説説説説明明明明するするするする。。。。本研究会本研究会本研究会本研究会でででで明明明明らかにすることらかにすることらかにすることらかにすることができたができたができたができた先先先先進自治体進自治体進自治体進自治体でででで共通共通共通共通するするするする政策政策政策政策およびおよびおよびおよび方針方針方針方針はははは、、、、他他他他のののの自治体自治体自治体自治体においてにおいてにおいてにおいてもももも循環型社会形循環型社会形循環型社会形循環型社会形成成成成をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための具具具具体的体的体的体的指針指針指針指針となるものととなるものととなるものととなるものと期待期待期待期待しているしているしているしている。。。。    （（（（２２２２））））国国国国のののの循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成にむけたにむけたにむけたにむけた活動活動活動活動        １１１１．．．．法法法法体体体体系系系系のののの整備整備整備整備        １１１１－－－－１１１１．．．．循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進基基基基本本本本法法法法とととと関連関連関連関連法法法法体体体体系系系系のののの整備整備整備整備                国国国国のののの役割役割役割役割はははは民民民民間間間間のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、自治体自治体自治体自治体のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをふまふまふまふまえながらえながらえながらえながら、、、、国全体国全体国全体国全体のののの枠枠枠枠組組組組み・み・み・み・            法法法法体体体体系系系系をををを策策策策定定定定・・・・整備整備整備整備することであるすることであるすることであるすることである。。。。廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理理理理、、、、資源有効活用資源有効活用資源有効活用資源有効活用をををを循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成とととと            いういういういう見見見見地地地地からみるとからみるとからみるとからみると、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処処処処理理理理はははは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの世界世界世界世界でででで、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの世界世界世界世界はリサイクはリサイクはリサイクはリサイク            ルのルのルのルの世界世界世界世界でででで処処処処理理理理されされされされ、、、、両者両者両者両者のののの輪輪輪輪がががが閉閉閉閉じじじじてててて１１１１つのつのつのつの輪輪輪輪にはなかなかなりえなかったにはなかなかなりえなかったにはなかなかなりえなかったにはなかなかなりえなかった。。。。２０２０２０２０            ００００００００年成立年成立年成立年成立したしたしたした循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進基基基基本本本本法法法法はこれをはこれをはこれをはこれを打破打破打破打破しししし、、、、関連関連関連関連するするするする法法法法体体体体系系系系がががが「「「「循環循環循環循環」」」」                というというというという理念理念理念理念でででで１１１１つのつのつのつの体体体体系系系系にににに整備整備整備整備されたことになるされたことになるされたことになるされたことになる。。。。ままままたたたた、、、、本本本本基基基基本本本本法法法法にはにはにはには、、、、国国国国のののの仕事仕事仕事仕事とととと            してしてしてして基基基基本計画本計画本計画本計画をををを策策策策定定定定しししし国国国国のののの施策施策施策施策をををを明示明示明示明示することがすることがすることがすることが規規規規定定定定されておりされておりされておりされており、、、、このこのこのこの作作作作業業業業もももも順順順順調調調調にににに            進展進展進展進展しているしているしているしている。。。。                関連関連関連関連法案法案法案法案についてはについてはについてはについては、、、、改改改改正正正正廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理法理法理法理法、、、、資源有効利用促進資源有効利用促進資源有効利用促進資源有効利用促進法法法法、、、、個別個別個別個別リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法        （（（（今今今今国会国会国会国会にににに上上上上程程程程されたされたされたされた自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法をををを含含含含めめめめ５５５５法法法法））））がががが改改改改正正正正ままままたはたはたはたは成立成立成立成立しししし法法法法体体体体系系系系としとしとしとし            てててて整備整備整備整備されたされたされたされた。。。。        １１１１－－－－２２２２．．．．今後今後今後今後のののの課題課題課題課題                今後今後今後今後はははは、、、、企企企企業業業業、、、、自治体自治体自治体自治体がががが現現現現在在在在のののの法法法法シシシシステムのステムのステムのステムの下下下下でででで、、、、循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの業業業業務務務務をををを実施実施実施実施すすすす            るうえでるうえでるうえでるうえで、、、、どどどどのようなのようなのようなのような問問問問題題題題がががが発発発発生生生生するのかをするのかをするのかをするのかを慎慎慎慎重重重重にににに見守見守見守見守りながらこれらのりながらこれらのりながらこれらのりながらこれらの課題課題課題課題のののの解決解決解決解決            をををを、、、、法法法法改改改改正正正正等等等等もももも含含含含めてめてめてめて迅迅迅迅速速速速にににに検討検討検討検討することがすることがすることがすることが必必必必要要要要であるであるであるである。。。。現現現現在在在在、、、、検討課題検討課題検討課題検討課題としてつとしてつとしてつとしてつぎぎぎぎ    
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        のようなのようなのようなのような事項事項事項事項があがっているがあがっているがあがっているがあがっている。。。。            ①①①①    廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの範囲範囲範囲範囲：：：：もうもうもうもう少少少少しししし廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの範囲範囲範囲範囲をををを広広広広くくくくとっていいのではないかとっていいのではないかとっていいのではないかとっていいのではないか。。。。リサイクリサイクリサイクリサイクルルルル        名目名目名目名目でででで不法投不法投不法投不法投棄棄棄棄がががが発発発発生生生生しているしているしているしている    ②②②②    不法投不法投不法投不法投棄棄棄棄のリスクのリスクのリスクのリスク負負負負担担担担：：：：誰誰誰誰がががが費費費費用用用用をををを負負負負担担担担するのかするのかするのかするのか。。。。都都都都市市市市部部部部のののの経済活動経済活動経済活動経済活動によってによってによってによって発発発発生生生生するするするする廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが地地地地方方方方にいにいにいにいくくくくことをことをことをことを、、、、国国国国・・・・国民全体国民全体国民全体国民全体としてとしてとしてとしてどどどどうううう考考考考えるのかえるのかえるのかえるのか    ③③③③    排出排出排出排出者責任者責任者責任者責任およびおよびおよびおよび拡拡拡拡大大大大責任者責任責任者責任責任者責任責任者責任のののの見直見直見直見直しししし    ④④④④    廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理法理法理法理法のののの規規規規制見直制見直制見直制見直しししし：：：：「「「「規規規規制制制制はははは厳格厳格厳格厳格にににに、、、、手手手手続続続続きはきはきはきは合合合合理理理理的的的的にににに」」」」をををを原則原則原則原則にににに見直見直見直見直すすすす            ⑤⑤⑤⑤容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法：：：：分分分分別回収別回収別回収別回収にかかるにかかるにかかるにかかる自治体自治体自治体自治体負負負負担担担担のののの検討検討検討検討    ⑥⑥⑥⑥食品食品食品食品リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法：：：：リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル品品品品のののの市市市市場場場場開発開発開発開発    ⑦⑦⑦⑦環境環境環境環境意識意識意識意識とととと行動行動行動行動のののの啓啓啓啓発発発発・・・・普及活動普及活動普及活動普及活動：：：：中中中中央央央央官官官官庁庁庁庁自自自自らがらがらがらが、、、、社会社会社会社会・・・・市民市民市民市民のののの間間間間でででで参加型参加型参加型参加型のののの持持持持        続的続的続的続的なななな啓啓啓啓発発発発・・・・普及活動普及活動普及活動普及活動をををを実施実施実施実施するするするする    ２２２２．．．．    経済経済経済経済・・・・環境政策環境政策環境政策環境政策        ２２２２－－－－１１１１．．．．基基基基本本本本方針方針方針方針    ①①①①基基基基本政策本政策本政策本政策：：：：環境環境環境環境のののの産業化産業化産業化産業化とととと産業産業産業産業のののの環境化環境化環境化環境化をはかるをはかるをはかるをはかる    ②②②②ゴゴゴゴミミミミ処処処処理理理理・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル事事事事業業業業のののの民業化民業化民業化民業化：：：：国国国国、、、、自治体自治体自治体自治体がががが丸丸丸丸がかえするがかえするがかえするがかえする公共事公共事公共事公共事業業業業ではではではでは非非非非効効効効    
    率率率率でありでありでありであり、、、、官業官業官業官業からからからから民業民業民業民業へへへへ転換転換転換転換＝＝＝＝民民民民間間間間企企企企業業業業がががが自自自自らららら取取取取りりりり組組組組むことがむことがむことがむことが重要重要重要重要であるであるであるである            ２２２２－－－－２２２２．．．．具具具具体的課題体的課題体的課題体的課題            ①①①①エエエエココココタタタタウウウウンンンン等支援等支援等支援等支援事事事事業業業業：：：：地地地地域域域域のゼロエミッションののゼロエミッションののゼロエミッションののゼロエミッションの取取取取りりりりくくくくみみみみ計画計画計画計画にににに伴伴伴伴うリサイクルうリサイクルうリサイクルうリサイクル    
    施設設施設設施設設施設設置置置置にはにはにはには引引引引きききき続続続続きききき補補補補助助助助をするがをするがをするがをするが、、、、革新革新革新革新的技術的技術的技術的技術のののの開発開発開発開発・・・・導導導導入入入入がががが望望望望ままままれるれるれるれる。。。。ままままたたたた、、、、    
    自治体自治体自治体自治体、、、、市民市民市民市民、、、、事事事事業業業業者者者者がががが循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成をををを目指目指目指目指すすすすビビビビジョンつジョンつジョンつジョンつくくくくりもりもりもりも応応応応援援援援するするするする    

            ②②②②リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの横断横断横断横断的的的的チチチチェックェックェックェック：：：：今今今今ままままではではではでは、、、、リサイクルはセクターリサイクルはセクターリサイクルはセクターリサイクルはセクターごごごごとでとでとでとで仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが構構構構                築築築築されてきたがされてきたがされてきたがされてきたが、、、、今後今後今後今後はははは横断横断横断横断的的的的ににににチチチチェックすることをェックすることをェックすることをェックすることを検討検討検討検討しているしているしているしている    ③③③③リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル資源資源資源資源・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル製製製製品品品品のののの国際市国際市国際市国際市場場場場構築構築構築構築へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献：：：：鉄鉄鉄鉄スクラップスクラップスクラップスクラップやややや古紙古紙古紙古紙にみにみにみにみ    られるようにられるようにられるようにられるように、、、、他他他他のののの再生再生再生再生用資源用資源用資源用資源ややややリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製製製製品品品品のののの国際市国際市国際市国際市場場場場、、、、特特特特にアジアにアジアにアジアにアジア地地地地区区区区でのでのでのでの国国国国際市際市際市際市場場場場構築構築構築構築へのへのへのへの協力協力協力協力がががが重要重要重要重要であるであるであるである    ④④④④リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル取取取取りりりり組組組組みみみみ対対対対象象象象：：：：量量量量的的的的観観観観点点点点のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、資源資源資源資源のののの有用有用有用有用性性性性やややや処処処処理困難理困難理困難理困難性性性性のののの視視視視点点点点かかかか        らららら検討検討検討検討するするするする    ⑤⑤⑤⑤リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル取取取取りりりり組組組組みみみみ内内内内容容容容：：：：３３３３ＲＲＲＲをををを進進進進めるためめるためめるためめるため、、、、設計設計設計設計のののの製製製製品品品品アセスアセスアセスアセスメメメメントントントント手法手法手法手法のののの高高高高度度度度化化化化        とととと国際的国際的国際的国際的基基基基準準準準化化化化をををを検討検討検討検討するするするする。。。。このこのこのこの一環一環一環一環としてとしてとしてとして、、、、環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮型型型型ののののママママネージネージネージネージメメメメントントントントやややや生生生生産活産活産活産活        動動動動にににに対対対対するするするする評価評価評価評価システムがシステムがシステムがシステムが必必必必要要要要であるであるであるである            ３３３３．．．．地地地地方方方方分分分分権権権権とととと循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成                    現現現現在在在在国国国国のののの重重重重点点点点施策施策施策施策としてとしてとしてとして実施実施実施実施されているされているされているされている地地地地方方方方分分分分権権権権改改改改革革革革はははは、、、、中中中中央央央央官官官官庁主導庁主導庁主導庁主導のののの縦縦縦縦割割割割りりりり行行行行                政行政政行政政行政政行政からからからから、、、、地地地地域域域域社会社会社会社会のののの多様多様多様多様なななな個個個個性性性性をををを尊尊尊尊重重重重したしたしたした住住住住民民民民主導主導主導主導のののの個個個個性性性性的的的的でででで総合的行政総合的行政総合的行政総合的行政システシステシステシステ                ムをムをムをムを目指目指目指目指しているしているしているしている。。。。一一一一般般般般的的的的なななな表現表現表現表現をををを使使使使ええええばばばば、「、「、「、「民民民民間間間間にできることはにできることはにできることはにできることは民民民民間間間間ににににままままかかかかせせせせ、、、、地地地地方方方方にできることはにできることはにできることはにできることは地地地地方方方方にににに委委委委ねるねるねるねる」」」」ということになるということになるということになるということになる。。。。地地地地方方方方分分分分権権権権改改改改革革革革におけるこのにおけるこのにおけるこのにおけるこの基基基基本本本本方針方針方針方針はははは、、、、環境環境環境環境省省省省やややや経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省等等等等のののの直直直直接循環型社会形成接循環型社会形成接循環型社会形成接循環型社会形成をををを担当担当担当担当するするするする部門部門部門部門がががが構想構想構想構想することすることすることすることともともともとも一一一一致致致致するものでありするものでありするものでありするものであり、、、、ままままたたたた、、、、次次次次ぎぎぎぎのののの（（（（３３３３））））にのべるにのべるにのべるにのべる地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体はははは、、、、このこのこのこの表現表現表現表現ににににそそそそってってってって考考考考ええええ行動行動行動行動していることになるしていることになるしていることになるしていることになる。。。。                    地地地地方方方方分分分分権権権権はははは、、、、現現現現時時時時点点点点ではではではでは地地地地方方方方行政行政行政行政・・・・自治自治自治自治をををを中中中中心心心心にににに議議議議論論論論されておりされておりされておりされており、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題にはにはにはには具具具具
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体的体的体的体的にはにはにはにはまだまだまだまだ踏踏踏踏みみみみ込込込込んんんんでいないがでいないがでいないがでいないが、、、、地地地地方方方方分分分分権権権権改改改改革革革革とととと循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成はははは地地地地方方方方自治自治自治自治のののの１１１１つつつつのののの切切切切りりりり口口口口としてとしてとしてとして近近近近いいいい将来同将来同将来同将来同じじじじ場場場場でででで討議討議討議討議されることになるものとされることになるものとされることになるものとされることになるものと考考考考えておりえておりえておりえており、、、、自治体自治体自治体自治体がががが進進進進めているリサイクルめているリサイクルめているリサイクルめているリサイクル推進推進推進推進やややや市民市民市民市民意識意識意識意識のののの改改改改革革革革にはにはにはには、、、、地地地地方方方方分分分分権権権権推進推進推進推進のののの手法手法手法手法がががが参参参参考考考考になるになるになるになるものとものとものとものと期待期待期待期待されるされるされるされる。。。。    （（（（３３３３））））地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体のののの循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成にむけたにむけたにむけたにむけた活動活動活動活動        １１１１．．．．全全全全般般般般                        今回今回今回今回発表発表発表発表をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた１０１０１０１０自治体自治体自治体自治体ではではではでは、、、、府県府県府県府県レベレベレベレベルにおいてもルにおいてもルにおいてもルにおいても、、、、市市市市区町区町区町区町においてもにおいてもにおいてもにおいても循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成はははは着着着着実実実実にににに進展進展進展進展しているしているしているしている。。。。ももももちちちちろろろろんんんん、、、、各自治体各自治体各自治体各自治体のののの人人人人口口口口・・・・地地地地域域域域のののの特性特性特性特性・・・・産産産産業構業構業構業構造造造造等等等等はははは異異異異なるしなるしなるしなるし、、、、公公公公害害害害等環境等環境等環境等環境問問問問題対策題対策題対策題対策のののの歴史歴史歴史歴史ややややごごごごみみみみ分分分分別収集別収集別収集別収集・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル活動活動活動活動のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの経経経経緯緯緯緯等等等等にもにもにもにも相相相相違違違違があるからがあるからがあるからがあるから活動活動活動活動のののの状況状況状況状況はははは一一一一様様様様でないでないでないでない。。。。しかししかししかししかし、、、、今回今回今回今回のののの発表発表発表発表事例事例事例事例をみるをみるをみるをみる限限限限りりりり、、、、数十数十数十数十年年年年前前前前からからからから取取取取りりりり組組組組んんんんできたできたできたできた自治体自治体自治体自治体においてもあるいはにおいてもあるいはにおいてもあるいはにおいてもあるいは最最最最近近近近取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる自治体自治体自治体自治体においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進基基基基本本本本法法法法のののの精神精神精神精神あるいはエあるいはエあるいはエあるいはエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業におりこにおりこにおりこにおりこままままれたれたれたれた理念理念理念理念をををを共共共共有有有有しししし、、、、そそそそのののの循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの意意意意義義義義とととと目目目目的的的的をををを理解理解理解理解してしてしてして、、、、そそそそのののの基基基基盤盤盤盤のののの上上上上ににににそそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの行政体行政体行政体行政体としてのとしてのとしてのとしての責務責務責務責務にのっとりにのっとりにのっとりにのっとり、、、、地地地地域域域域ににににママママッッッッチチチチするするするする循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会形成形成形成形成にむけてにむけてにむけてにむけて積極的積極的積極的積極的にににに行動行動行動行動をををを進進進進めめめめ成成成成果果果果をををを確確確確実実実実にしていることがにしていることがにしていることがにしていることが明明明明らかにされたらかにされたらかにされたらかにされた。。。。        ２２２２．．．．府県府県府県府県のののの活動活動活動活動                            府県府県府県府県はははは、、、、国国国国とととと市市市市町町町町村村村村のののの中中中中間間間間のののの立立立立場場場場にありにありにありにあり直直直直接接接接住住住住民民民民とととと接接接接しているわけではなしているわけではなしているわけではなしているわけではなくくくく、、、、国国国国のののの                ようにようにようにように全国的全国的全国的全国的制度制度制度制度としてとしてとしてとして見見見見られるわけではないられるわけではないられるわけではないられるわけではない。。。。国国国国のののの基基基基本構想本構想本構想本構想ををををベベベベースにしてースにしてースにしてースにして、、、、圏内圏内圏内圏内のののの市市市市町町町町村村村村ががががそそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの特性特性特性特性・・・・条件条件条件条件をををを活活活活かしながらかしながらかしながらかしながら種種種種々々々々のののの施策施策施策施策をををを実施実施実施実施・・・・実現実現実現実現するのをするのをするのをするのを支支支支援援援援するするするする立立立立場場場場でででで、、、、府県府県府県府県内内内内でででで効率的施策効率的施策効率的施策効率的施策をうっていをうっていをうっていをうっていくくくくことがことがことがことが基基基基本的本的本的本的役割役割役割役割であるであるであるである。。。。次次次次にににに４４４４府府府府県県県県におけるにおけるにおけるにおける取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの具具具具体体体体例例例例をををを示示示示すすすす。。。。                ①①①①推進体推進体推進体推進体制制制制のののの整備整備整備整備：：：：庁庁庁庁内内内内組織組織組織組織にににに推進推進推進推進責任責任責任責任担当担当担当担当部門部門部門部門をををを設設設設置置置置するするするする                ②②②②計画的施策計画的施策計画的施策計画的施策のののの推進推進推進推進：：：：循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のためののためののためののための全体的全体的全体的全体的およびおよびおよびおよび個別個別個別個別的課題的課題的課題的課題にににに対対対対しししし総合計総合計総合計総合計                    画画画画、、、、基基基基本計画本計画本計画本計画、、、、行動行動行動行動指針指針指針指針等等等等をををを策策策策定定定定するするするする                ③③③③府県府県府県府県内内内内広域広域広域広域処処処処理理理理：：：：圏内圏内圏内圏内でででで廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物適適適適正正正正処処処処理理理理およびリサイクルおよびリサイクルおよびリサイクルおよびリサイクル推進推進推進推進がががが円滑円滑円滑円滑にににに実施実施実施実施されるされるされるされる    
                            ようようようよう広域広域広域広域でのでのでのでの処処処処理理理理計画計画計画計画をををを策策策策定定定定しししし実施実施実施実施するするするする                ④④④④環境環境環境環境教教教教育育育育・・・・啓啓啓啓発発発発・・・・普及活動普及活動普及活動普及活動：：：：小小小小中学中学中学中学校校校校でのでのでのでの環境環境環境環境教教教教育育育育、、、、住住住住民民民民へのへのへのへの環境環境環境環境講講講講座座座座開設開設開設開設、、、、情情情情報報報報                    ネットワークネットワークネットワークネットワーク構築構築構築構築、、、、ホホホホームームームームペペペページによるージによるージによるージによる情情情情報報報報発発発発信信信信、、、、住住住住民民民民・・・・事事事事業業業業者者者者とのとのとのとの交流交流交流交流会会会会をををを推進推進推進推進                    するするするする                ⑤⑤⑤⑤先先先先駆駆駆駆的取的取的取的取りりりり組組組組みをみをみをみを認定認定認定認定・・・・登登登登録録録録・・・・表表表表彰彰彰彰するするするする。。。。補補補補助制度助制度助制度助制度等等等等をつをつをつをつくくくくりりりり実施実施実施実施するするするする                    ⑥⑥⑥⑥産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物税税税税制制制制：：：：廃棄物発廃棄物発廃棄物発廃棄物発生生生生抑抑抑抑制制制制、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進をねらったをねらったをねらったをねらった独独独独自自自自のののの税税税税制制制制創創創創設設設設                    ⑦⑦⑦⑦不法投不法投不法投不法投棄対処棄対処棄対処棄対処およびおよびおよびおよび防止防止防止防止計画計画計画計画：：：：緊急緊急緊急緊急のののの問問問問題題題題としてとしてとしてとして対策対策対策対策をををを検討検討検討検討しししし実施実施実施実施するするするする                ⑧⑧⑧⑧府県域府県域府県域府県域をこえたをこえたをこえたをこえた広域広域広域広域計画策計画策計画策計画策定定定定：：：：隣隣隣隣接接接接府県府県府県府県がががが、、、、府県域府県域府県域府県域をこえてをこえてをこえてをこえて共同共同共同共同でででで対策対策対策対策をををを考考考考ええええ、、、、実実実実                    施施施施することですることですることですることで効効効効果果果果をあをあをあをあげげげげることのできるることのできるることのできるることのできる課題課題課題課題のののの検討検討検討検討とととと実施実施実施実施                    ⑨⑨⑨⑨自自自自らのらのらのらの率率率率先先先先実施実施実施実施：：：：庁庁庁庁内内内内省省省省エネエネエネエネ、、、、グリーングリーングリーングリーン調調調調達達達達、、、、飲料飲料飲料飲料容器容器容器容器デデデデポポポポジットなジットなジットなジットなどどどど、、、、自自自自らがでらがでらがでらがで                    きるきるきるきる課題課題課題課題をををを設設設設定定定定しししし実施実施実施実施するするするする            ３３３３．．．．    市市市市・・・・区区区区・・・・町町町町のののの活動活動活動活動    ３３３３－－－－１１１１．．．．循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成とととと市民市民市民市民意識意識意識意識のののの改改改改革革革革がががが進展進展進展進展したしたしたした背景背景背景背景                            発表発表発表発表をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた６６６６市市市市区町区町区町区町はははは、、、、循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成においていずれもすにおいていずれもすにおいていずれもすにおいていずれもすばばばばらしいらしいらしいらしい成成成成果果果果ををををああああげげげげているがているがているがているが、、、、先導先導先導先導的的的的エエエエココココタタタタウウウウンをンをンをンを推進推進推進推進しししし、、、、最最最最近近近近ではではではでは全国全国全国全国でででで始始始始めてめてめてめてＰＰＰＰＣＢＣＢＣＢＣＢ処処処処理理理理工工工工場場場場のののの
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設設設設置置置置をををを承承承承認認認認したしたしたした北九州北九州北九州北九州市市市市とととと２００２００２００２００５５５５年年年年ににににＣＣＣＣＯＯＯＯ2222排出排出排出排出量量量量のののの１２１２１２１２．．．．７７７７％％％％削減削減削減削減をををを計画計画計画計画していしていしていしてい    
                るるるる立立立立川町川町川町川町をををを代表代表代表代表事例事例事例事例としてとしてとしてとして成成成成功功功功のののの背景背景背景背景についてについてについてについて執筆執筆執筆執筆者者者者（（（（坂坂坂坂本本本本））））のののの考考考考ええええ方方方方をのべるをのべるをのべるをのべる。。。。            ①①①①北九州北九州北九州北九州市市市市    ・蓄蓄蓄蓄積積積積されたされたされたされたポポポポテンシャルのテンシャルのテンシャルのテンシャルの活用活用活用活用：：：：現現現現在先導在先導在先導在先導的的的的エエエエココココタタタタウウウウンとしてンとしてンとしてンとして計画計画計画計画がががが順順順順調調調調にににに進進進進んんんんでいでいでいでいるがるがるがるが、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のエのエのエのエココココタタタタウウウウンンンン構想構想構想構想があってがあってがあってがあって、、、、種種種種々々々々のののの施策施策施策施策がでてきたのではないがでてきたのではないがでてきたのではないがでてきたのではない。。。。北北北北九州九州九州九州市市市市がががが高高高高度度度度経済成経済成経済成経済成長時長時長時長時代代代代のののの産業産業産業産業公公公公害克服害克服害克服害克服のののの歴史歴史歴史歴史のなかからのなかからのなかからのなかから、、、、行政行政行政行政のののの構想構想構想構想とととと政策政策政策政策・・・・産産産産業界業界業界業界のののの技術開発技術開発技術開発技術開発・・・・地地地地域域域域におけるにおけるにおけるにおける合合合合意意意意形形形形成成成成プロセスプロセスプロセスプロセス推進推進推進推進のののの数十数十数十数十年年年年にわたるにわたるにわたるにわたる成成成成果果果果ががががベベベベースースースースとしてとしてとしてとして存存存存在在在在していたしていたしていたしていた。。。。そそそそのののの蓄蓄蓄蓄積積積積をををを新新新新しいしいしいしい環境調和社会形成環境調和社会形成環境調和社会形成環境調和社会形成のののの流流流流れにのれにのれにのれにのせせせせ推進推進推進推進するためするためするためするためにエにエにエにエココココタタタタウウウウンンンン構想構想構想構想をををを利用利用利用利用したしたしたした。。。。    ・政策構想政策構想政策構想政策構想：：：：リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル構想構想構想構想をををを単単単単なるなるなるなる事事事事業構想業構想業構想業構想にににに矮小矮小矮小矮小化化化化せせせせずずずず、、、、環境環境環境環境教教教教育育育育・・・・市民市民市民市民啓啓啓啓発発発発・・・・技技技技術開発術開発術開発術開発・・・・雇雇雇雇用用用用創創創創出等出等出等出等のののの総合的総合的総合的総合的視視視視野野野野でででで政策構想政策構想政策構想政策構想をををを構築構築構築構築しししし推進推進推進推進してしてしてして、、、、市民合市民合市民合市民合意意意意がえられるがえられるがえられるがえられる環境調和型地環境調和型地環境調和型地環境調和型地域域域域開発政策開発政策開発政策開発政策にににに発展発展発展発展ささささせせせせたたたた。。。。    ・海外交流海外交流海外交流海外交流・・・・協力協力協力協力：：：：環境技術環境技術環境技術環境技術・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル技術技術技術技術のののの総合力総合力総合力総合力をををを、、、、海外海外海外海外とのとのとのとの情情情情報報報報交流交流交流交流・・・・技術支技術支技術支技術支援援援援にににに活用活用活用活用しししし、、、、アジアアジアアジアアジア地地地地区区区区におけるリサイクルにおけるリサイクルにおけるリサイクルにおけるリサイクル資源資源資源資源およびおよびおよびおよび製製製製品品品品市市市市場場場場をををを構築構築構築構築するのにするのにするのにするのに貢献貢献貢献貢献しているしているしているしている。。。。    ・行政行政行政行政のののの役割役割役割役割のののの認識認識認識認識：：：：循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル事事事事業構築業構築業構築業構築にはにはにはには、、、、当初当初当初当初からからからから産学官連産学官連産学官連産学官連携携携携のののの中中中中でででで一体一体一体一体となってとなってとなってとなって進進進進めてきたがめてきたがめてきたがめてきたが、、、、行政行政行政行政はははは基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備ななななどどどどのののの支援支援支援支援役役役役にににに徹徹徹徹しししし、、、、経経経経営営営営はははは企企企企業業業業ののののノノノノーーーーハハハハウウウウににににままままかかかかせせせせたたたた。「。「。「。「民民民民のことはのことはのことはのことは民民民民ににににままままかかかかせせせせ」」」」のののの原則原則原則原則にににに忠忠忠忠実実実実であったであったであったであった。。。。    ・地地地地勢勢勢勢的強的強的強的強さのさのさのさの活用活用活用活用・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル拠拠拠拠点点点点としてとしてとしてとして、、、、湾岸湾岸湾岸湾岸部部部部埋埋埋埋立地立地立地立地（（（（響灘埋響灘埋響灘埋響灘埋立地立地立地立地））））及及及及びびびび港湾港湾港湾港湾のののの物物物物流流流流機能機能機能機能をフルにをフルにをフルにをフルに活用活用活用活用しているしているしているしている。。。。全国全国全国全国のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル拠拠拠拠点点点点としてはとしてはとしてはとしては最最最最強強強強のののの１１１１つであるつであるつであるつである。。。。    ②②②②山山山山形形形形県県県県立立立立川町川町川町川町    ・行政行政行政行政ののののままままちちちちおこしのおこしのおこしのおこしの手手手手段段段段のののの模模模模索索索索：：：：人人人人口口口口７０００７０００７０００７０００人人人人のののの農農農農山山山山村村村村型型型型ののののままままちちちちのののの活活活活性性性性化化化化をををを長長長長年年年年ににににわたりわたりわたりわたり検討検討検討検討をををを行行行行いいいい、、、、ときにはときにはときにはときには稲稲稲稲もももも倒伏倒伏倒伏倒伏ささささせせせせるるるる強強強強風風風風をををを地地地地域域域域のののの資資資資源源源源としてとしてとしてとして利用利用利用利用したしたしたした風風風風力発力発力発力発電電電電ををををままままちちちちおこしのおこしのおこしのおこしの可能可能可能可能性性性性のののの１１１１つとしてつとしてつとしてつとして選選選選択択択択したしたしたした。。。。    ・行政行政行政行政責任者責任者責任者責任者のののの決決決決断断断断力力力力：：：：風風風風力発力発力発力発電電電電のののの試試試試行行行行はははは１９１９１９１９８８８８００００年年年年にににに開開開開始始始始されされされされ、、、、困難困難困難困難のののの連続連続連続連続であったであったであったであったがががが、、、、行政行政行政行政責任者責任者責任者責任者のののの強強強強いいいい意意意意思思思思のののの中中中中でででで継継継継続続続続したしたしたした。。。。    ・風風風風力発力発力発力発電電電電はははは、、、、２００１２００１２００１２００１年年年年１０１０１０１０基目基目基目基目のののの設設設設備備備備をををを導導導導入入入入しししし、、、、現現現現在在在在のののの町町町町のののの電電電電力力力力需需需需要要要要量量量量２２００２２００２２００２２００万万万万ＫＷＫＷＫＷＫＷのののの４２４２４２４２．．．．５５５５％％％％をををを賄賄賄賄えるえるえるえる。。。。    ・土壌土壌土壌土壌改改改改良良良良事事事事業業業業をををを活用活用活用活用したしたしたした農農農農業業業業振興振興振興振興：：：：地地地地域域域域のののの基基基基幹幹幹幹産業産業産業産業であるであるであるである米米米米作作作作をををを、、、、生生生生ごごごごみリサイクルみリサイクルみリサイクルみリサイクル堆肥堆肥堆肥堆肥によるによるによるによる有機有機有機有機栽培栽培栽培栽培とするとするとするとする計画計画計画計画をををを策策策策定定定定、、、、生生生生ごごごごみリサイクルみリサイクルみリサイクルみリサイクル施設施設施設施設はははは水水水水田田田田土壌土壌土壌土壌改改改改良良良良事事事事業業業業ととととしてしてしてして国国国国のののの補補補補助助助助をををを活用活用活用活用したしたしたした    ・生生生生ごごごごみリサイクルみリサイクルみリサイクルみリサイクル堆肥堆肥堆肥堆肥のののの販路販路販路販路確確確確保保保保とととと有機有機有機有機米米米米のののの市市市市場場場場開開開開発発発発：：：：リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル堆肥堆肥堆肥堆肥のののの購入購入購入購入にはにはにはには補補補補助助助助ををををだだだだしてしてしてして地地地地域域域域農家農家農家農家にににに販売販売販売販売しているしているしているしている。。。。ままままたたたた、、、、有機有機有機有機米米米米はははは無農薬米無農薬米無農薬米無農薬米としてとしてとしてとして市市市市場確場確場確場確保保保保にににに注注注注力力力力（（（（購入購入購入購入しているしているしているしている生生生生協協協協のののの方方方方をををを町町町町にににに呼呼呼呼んんんんでででで交流交流交流交流もしているもしているもしているもしている））））    ・風風風風力発力発力発力発電電電電ののののままままちちちちからからからから農農農農山山山山村村村村型型型型ゼロエミッションへゼロエミッションへゼロエミッションへゼロエミッションへ：：：：発発発発電電電電はははは風風風風力力力力をををを中中中中心心心心としながらとしながらとしながらとしながら、、、、地地地地域域域域のののの他他他他ソソソソース・ミニース・ミニース・ミニース・ミニ水水水水力力力力ややややババババイオイオイオイオ資源資源資源資源燃料燃料燃料燃料によるによるによるによる熱熱熱熱源源源源のののの開発開発開発開発もももも検討検討検討検討しししし、、、、将来将来将来将来はははは化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料ゼロをめゼロをめゼロをめゼロをめざざざざすすすす；；；；ままままたたたた生生生生ごごごごみリサイクルみリサイクルみリサイクルみリサイクル堆肥堆肥堆肥堆肥のののの農農農農地地地地還元還元還元還元をををを促進促進促進促進するするするする等総合的等総合的等総合的等総合的なななな農農農農山山山山村村村村ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを目指目指目指目指しているしているしているしている。。。。    、、、、                ３３３３－－－－２２２２．．．．循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの推進推進推進推進にににに寄与寄与寄与寄与しているしているしているしている政策政策政策政策・・・・方針方針方針方針                先先先先進進進進工工工工業業業業都都都都市市市市のののの北九州北九州北九州北九州市市市市とととと農農農農山山山山村村村村のののの立立立立川町川町川町川町でででで循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成がががが進展進展進展進展しているしているしているしている背景背景背景背景をををを    
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        説説説説明明明明したがしたがしたがしたが、、、、他他他他のののの自治体自治体自治体自治体もももも含含含含めてめてめてめて共通共通共通共通しているしているしているしている政策政策政策政策・・・・方針方針方針方針をををを記記記記述述述述するするするする。。。。    ①①①①自治体自治体自治体自治体がががが自自自自らのらのらのらの責任責任責任責任でででで将来将来将来将来のののの展展展展望望望望をもつをもつをもつをもつ                ・・・・広広広広いいいい視視視視野野野野でででで社会経済動社会経済動社会経済動社会経済動向向向向のののの変変変変化化化化、、、、国国国国のののの方針方針方針方針、、、、地地地地域域域域行政行政行政行政のありのありのありのあり方方方方をよむをよむをよむをよむ            ・・・・地地地地域域域域活活活活性性性性化化化化、、、、ままままちちちちおこしをおこしをおこしをおこしを自自自自らがらがらがらが考考考考ええええ、、、、実施実施実施実施してしてしてして実実実実績績績績をつをつをつをつくくくくるるるる            ・・・・地地地地域域域域でのでのでのでの行政行政行政行政、、、、企企企企業業業業、、、、市民市民市民市民のののの公平公平公平公平なななな役割役割役割役割分担分担分担分担をををを明明明明確確確確化化化化するするするする            ②②②②地地地地域域域域のののの強強強強さをさをさをさを活用活用活用活用するするするする            ・・・・地地地地域域域域のののの自自自自然然然然をををを守守守守るるるる            ・・・・地地地地域域域域のののの自自自自然然然然的的的的・・・・資源的強資源的強資源的強資源的強さをさをさをさを活用活用活用活用するするするする            ・・・・地地地地域域域域にににに蓄蓄蓄蓄積積積積されたされたされたされた人的人的人的人的・・・・社会的社会的社会的社会的・・・・技術的技術的技術的技術的財財財財産産産産をををを活用活用活用活用するするするする            ③③③③基基基基本構想本構想本構想本構想とととと政策政策政策政策をきめてをきめてをきめてをきめて行動行動行動行動するするするする            ・・・・環境課題環境課題環境課題環境課題におけるにおけるにおけるにおける透透透透明明明明性性性性とととと情情情情報公報公報公報公開開開開のののの原則原則原則原則            ・・・・住住住住民民民民とのとのとのとの合合合合意意意意形成形成形成形成をををを時時時時間間間間をかけてをかけてをかけてをかけて行行行行ないないないない、、、、住住住住民民民民のののの参加参加参加参加・・・・参画体参画体参画体参画体制制制制をつをつをつをつくくくくりありありありあげげげげるるるる            ・・・・ごごごごみリサイクルみリサイクルみリサイクルみリサイクル等環境等環境等環境等環境問問問問題題題題ををををままままちちちちおこしのおこしのおこしのおこしの総合政策総合政策総合政策総合政策とととと融融融融合合合合ささささせせせせるるるる            ・・・・国国国国のののの循環型社会形成政策循環型社会形成政策循環型社会形成政策循環型社会形成政策をうをうをうをうまくまくまくまく利用利用利用利用するするするする            ・・・・環境活動環境活動環境活動環境活動でででで生生生生成成成成するリサイクルするリサイクルするリサイクルするリサイクル製製製製品品品品のののの利用利用利用利用およびグリーンおよびグリーンおよびグリーンおよびグリーン商商商商品品品品のののの市市市市場場場場開発開発開発開発にににに努努努努めるめるめるめる        ・・・・地地地地域域域域ににににママママッッッッチチチチしたしたしたした環境学環境学環境学環境学習習習習のののの進進進進めめめめ方方方方をををを考案考案考案考案しししし組織的組織的組織的組織的にににに実施実施実施実施するするするする        ・・・・小小小小中学中学中学中学校校校校でのでのでのでの環境学環境学環境学環境学習習習習をををを組織的組織的組織的組織的にににに進進進進めめめめ、、、、地地地地域域域域もももも協力協力協力協力・・・・参画参画参画参画できるできるできるできる体体体体制制制制をつをつをつをつくくくくるるるる    
        ・・・・地地地地域域域域のののの大学大学大学大学とのとのとのとの連連連連携携携携活動活動活動活動でででで環境学環境学環境学環境学習習習習のののの効効効効果果果果をををを高高高高めるめるめるめる            ・・・・地地地地域域域域のののの研究機関研究機関研究機関研究機関をををを活用活用活用活用しししし、、、、地地地地域域域域ににににママママッッッッチチチチするするするする技術技術技術技術をををを開発開発開発開発するするするする            ④④④④行政行政行政行政はははは得得得得意意意意分野分野分野分野にににに活動活動活動活動をしをしをしをしぼぼぼぼりりりり、、、、得得得得意意意意分野分野分野分野でのでのでのでの活動活動活動活動をををを強化強化強化強化するするするする        ・・・・行政行政行政行政はははは全体全体全体全体のののの構想策構想策構想策構想策定定定定とインフラづとインフラづとインフラづとインフラづくくくくりにりにりにりに専専専専念念念念しししし、、、、民民民民間間間間にできることはにできることはにできることはにできることは民民民民間間間間ににににままままかかかか            せせせせるるるる            ・・・・特特特特にリサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクル事事事事業業業業はははは、、、、初動初動初動初動段階段階段階段階がががが終終終終われわれわれわればばばば民民民民間主間主間主間主体体体体のののの活動活動活動活動ににににままままかすかすかすかす            ・・・・環境環境環境環境にににに関関関関するするするする地地地地域域域域のののの研究研究研究研究・・・・開発開発開発開発ポポポポテンシャルをテンシャルをテンシャルをテンシャルを高高高高めるめるめるめる                ・・・・蓄蓄蓄蓄積積積積されされされされ育育育育成成成成されたされたされたされた環境技術環境技術環境技術環境技術をををを総合総合総合総合財財財財産産産産にににに仕仕仕仕立立立立てててて上上上上げげげげるるるる            ・・・・海外交流海外交流海外交流海外交流・・・・支援支援支援支援ののののツツツツールにールにールにールに環境技術環境技術環境技術環境技術・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル技術技術技術技術をををを活用活用活用活用するするするする    （（（（４４４４））））本研究会本研究会本研究会本研究会のののの結論結論結論結論                    本研究会本研究会本研究会本研究会をををを通通通通してしてしてして、、、、循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成はははは、、、、国国国国のののの全体的全体的全体的全体的枠枠枠枠組組組組みのもとにみのもとにみのもとにみのもとに地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体でででで着着着着    

                        実実実実にににに進展進展進展進展していることをしていることをしていることをしていることを確認確認確認確認することができたすることができたすることができたすることができた。。。。今後今後今後今後もこのもこのもこのもこの活動活動活動活動はははは、、、、各地各地各地各地のののの多多多多くくくくのののの    
                自治体自治体自治体自治体でででで実施実施実施実施されていされていされていされていくくくくがががが、、、、活動活動活動活動のののの中中中中心心心心となるとなるとなるとなる自治体自治体自治体自治体のののの責務責務責務責務はははは重大重大重大重大でありでありでありであり、、、、適適適適正正正正なななな    
                        政策政策政策政策とととと指針指針指針指針をををを策策策策定定定定しししし、、、、これをこれをこれをこれを行動行動行動行動にににに移移移移さなけれさなけれさなけれさなければばばばならないならないならないならない。。。。そそそそのののの具具具具体的体的体的体的内内内内容容容容はははは上上上上述述述述    
                        のののの（（（（３３３３））））３３３３－－－－２２２２にをにをにをにを示示示示したのでしたのでしたのでしたので、、、、詳細詳細詳細詳細はははは重重重重複複複複してしてしてして述述述述べないがべないがべないがべないが、、、、配慮配慮配慮配慮すべきすべきすべきすべき４４４４分野分野分野分野のののの    
                        項目項目項目項目のみをのみをのみをのみを記記記記載載載載しししし、、、、本研究会本研究会本研究会本研究会のののの結論結論結論結論とするとするとするとする。。。。    ①①①①    自治体自治体自治体自治体がががが自自自自らのらのらのらの責任責任責任責任でででで将来将来将来将来のののの展展展展望望望望をもつをもつをもつをもつ    ②②②②    地地地地域域域域のののの強強強強さをさをさをさを活用活用活用活用するするするする                ③③③③基基基基本構想本構想本構想本構想とととと政策政策政策政策をきめてをきめてをきめてをきめて行動行動行動行動するするするする    ④④④④行政行政行政行政はははは得得得得意意意意分野分野分野分野にににに活動活動活動活動をしをしをしをしぼぼぼぼりりりり、、、、得得得得意意意意分野分野分野分野でのでのでのでの活動活動活動活動をををを強化強化強化強化するするするする    
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１１１１：：：：研究会計画研究会計画研究会計画研究会計画    １１１１－－－－１１１１：：：：研究研究研究研究テーテーテーテーママママのののの選選選選択択択択        事務事務事務事務局局局局はははは、、、、循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成にともなってにともなってにともなってにともなって、、、、自治体自治体自治体自治体がががが取取取取りりりり組組組組んんんんでおりでおりでおりでおり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは取取取取りりりり組組組組ままままなけれなけれなけれなければばばばならないとならないとならないとならないと想想想想定定定定されるされるされるされる１３１３１３１３課題課題課題課題をををを設設設設定定定定しししし、、、、平平平平成成成成１３１３１３１３年年年年始始始始めからめからめからめから数数数数ケケケケ月月月月をかけてをかけてをかけてをかけて、、、、自治体担当自治体担当自治体担当自治体担当者者者者にこれらにこれらにこれらにこれら課題課題課題課題のののの優優優優先度先度先度先度調調調調査査査査をををを実施実施実施実施したしたしたした。。。。調調調調査査査査はははは、、、、複数複数複数複数回回回回答式答式答式答式のアンのアンのアンのアンケケケケートでートでートでートで行行行行ったったったった。。。。このこのこのこの調調調調査結果査結果査結果査結果でででで、、、、表表表表１１１１にににに示示示示したようにしたようにしたようにしたように「「「「リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進」」」」およびおよびおよびおよび「「「「環境環境環境環境教教教教育育育育とととと市市市市民民民民意識意識意識意識のののの改改改改革革革革」」」」がががが最最最最もももも高高高高いいいい優優優優先度先度先度先度がえられたがえられたがえられたがえられた。。。。ままままたたたた、、、、このこのこのこの設設設設問問問問とととと平平平平行行行行してしてしてして行行行行ったアンったアンったアンったアンケケケケーーーー    
    表表表表１１１１    提提提提案案案案研究研究研究研究テーテーテーテーママママおよびおよびおよびおよび優優優優先度先度先度先度（（（（評価評価評価評価回回回回答数答数答数答数））））    １１１１．．．．循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会はははは２１２１２１２１世世世世紀紀紀紀のののの市民市民市民市民をををを幸福幸福幸福幸福にするかにするかにするかにするか                ３３３３    ２２２２．．．．循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進基基基基本本本本法法法法とととと自治体自治体自治体自治体のののの環境環境環境環境基基基基本本本本法法法法とのとのとのとの連連連連携携携携            ４４４４    ３３３３．．．．リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進のためののためののためののための問問問問題題題題点点点点、、、、今後今後今後今後のののの課題課題課題課題、、、、法法法法体体体体系整備系整備系整備系整備                    ２２２２２２２２    ４４４４．．．．技術開発技術開発技術開発技術開発、、、、科学科学科学科学にににに何何何何をををを期待期待期待期待するかするかするかするか、、、、具具具具体的要体的要体的要体的要望望望望                １１１１    ５５５５．．．．代代代代替替替替、、、、新新新新エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの可能可能可能可能性性性性                        ５５５５    ６６６６．．．．環境環境環境環境税税税税のののの導導導導入入入入にににに関連関連関連関連してしてしてして、、、、環境環境環境環境税税税税のののの国際国際国際国際比較比較比較比較                ７７７７    ７７７７．．．．自治体自治体自治体自治体におけるにおけるにおけるにおける環環環環境会計境会計境会計境会計のののの導導導導入入入入                        ６６６６    ８８８８．．．．日日日日本本本本におけるグリーンにおけるグリーンにおけるグリーンにおけるグリーン資資資資金金金金調調調調達達達達はははは可能可能可能可能かかかか                    ２２２２    ９９９９．．．．エエエエココココフフフファァァァンンンンドドドドのゆのゆのゆのゆくくくくええええ                            ２２２２    １０１０１０１０．．．．自自自自由由由由経済市経済市経済市経済市場場場場のののの限限限限界界界界                            ２２２２    １１１１１１１１．．．．環境環境環境環境教教教教育育育育とととと市民市民市民市民意識意識意識意識のののの改改改改革革革革                                            １４１４１４１４    １２１２１２１２．．．．ITITITIT技術技術技術技術とととと環境環境環境環境問問問問題題題題                            ５５５５    １３１３１３１３．．．．ライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルの変変変変革革革革                        ７７７７    
    トトトト「「「「自治体自治体自治体自治体内内内内でのゼロエミッションのでのゼロエミッションのでのゼロエミッションのでのゼロエミッションの位位位位置置置置づけづけづけづけ」」」」およびおよびおよびおよび「「「「海外海外海外海外研研研研修修修修課題調課題調課題調課題調査査査査」」」」でもでもでもでも、、、、表表表表１１１１のののの評価評価評価評価とととと対対対対応応応応するするするする回回回回答答答答がえられたがえられたがえられたがえられた。。。。このこのこのこの結果結果結果結果にもとづきにもとづきにもとづきにもとづき、「、「、「、「リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進」」」」をををを研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠととととしてしてしてして、「、「、「、「環境学環境学環境学環境学習習習習とととと市民市民市民市民意識意識意識意識のののの改改改改革革革革」」」」研究会研究会研究会研究会ⅡⅡⅡⅡとしてとしてとしてとして設設設設定定定定することとしたすることとしたすることとしたすることとした。。。。    
    １１１１－－－－２２２２：：：：研究総合計画研究総合計画研究総合計画研究総合計画        上記上記上記上記のようにのようにのようにのように設設設設定定定定したしたしたした研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠおよびおよびおよびおよびⅡⅡⅡⅡはははは、、、、本本本本質質質質的的的的にににに密接密接密接密接なななな関連関連関連関連があることをがあることをがあることをがあることを考考考考慮慮慮慮しししし、、、、２２２２つのつのつのつの研究会研究会研究会研究会がががが全体全体全体全体としてとしてとしてとして総合的総合的総合的総合的にににに整整整整合合合合するようにつとめたするようにつとめたするようにつとめたするようにつとめた。。。。すなわすなわすなわすなわちちちち、、、、自治体自治体自治体自治体におけるにおけるにおけるにおける独独独独自自自自のののの構想構想構想構想・・・・行動行動行動行動のののの発表発表発表発表をををを研究会研究会研究会研究会のののの基基基基本本本本におきながらにおきながらにおきながらにおきながら、、、、常常常常にににに国全体国全体国全体国全体およびおよびおよびおよび学術研究学術研究学術研究学術研究のののの視視視視野野野野からからからから総合的総合的総合的総合的・・・・客観客観客観客観的的的的にににに研究会研究会研究会研究会をををを進進進進めるようにめるようにめるようにめるように計画計画計画計画したしたしたした。。。。このこのこのこの考考考考ええええ方方方方ににににそそそそってってってって、、、、毎毎毎毎回回回回のののの研究研究研究研究会会会会ワークショップはワークショップはワークショップはワークショップは中中中中央央央央官官官官庁庁庁庁やややや学術分野学術分野学術分野学術分野からのからのからのからの基基基基調調調調講演講演講演講演とととと複数複数複数複数自治体自治体自治体自治体のののの事例事例事例事例発表発表発表発表をををを組組組組みみみみ合合合合わわわわせせせせ、、、、最後最後最後最後にににに参加参加参加参加者者者者でででで討議討議討議討議をををを行行行行うううう方方方方式式式式をとったをとったをとったをとった。。。。なおなおなおなお、、、、研究会研究会研究会研究会はははは、、、、ⅠⅠⅠⅠおよびおよびおよびおよびⅡⅡⅡⅡををををそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ１１１１月月月月おきにおきにおきにおきに交交交交互互互互にににに年年年年度度度度内内内内４４４４回回回回実施実施実施実施することとしたすることとしたすることとしたすることとした。。。。たたたただだだだしししし、、、、最終回最終回最終回最終回はははは研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠおよびおよびおよびおよびⅡⅡⅡⅡのののの合合合合同同同同ワークショップとしワークショップとしワークショップとしワークショップとし、、、、本研究会本研究会本研究会本研究会のののの総総総総括括括括的的的的パネルパネルパネルパネル討議討議討議討議をおこなったをおこなったをおこなったをおこなった。。。。表表表表２２２２にににに研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠおおおおよびよびよびよびⅡⅡⅡⅡでででで行行行行ったワークショップのったワークショップのったワークショップのったワークショップの一一一一覧覧覧覧をををを示示示示したしたしたした。。。。    
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表表表表２２２２    国連大学国連大学国連大学国連大学 ZEFZEFZEFZEF自治体自治体自治体自治体ネットワーク・ネットワーク・ネットワーク・ネットワーク・研究会研究会研究会研究会////ワークショップワークショップワークショップワークショップ    研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠ    リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進    第第第第１１１１回回回回：：：：２００１２００１２００１２００１年年年年９９９９月月月月１４１４１４１４日日日日    ①①①①    基基基基調調調調講演講演講演講演    環境環境環境環境省省省省大大大大臣臣臣臣官官官官房房房房廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル対策対策対策対策部部部部リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進室長室長室長室長                    長長長長門門門門利明利明利明利明    氏氏氏氏            循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて    ②②②②    自治体自治体自治体自治体事例事例事例事例発表発表発表発表    徳島県県徳島県県徳島県県徳島県県民環境民環境民環境民環境部部部部環境環境環境環境局局局局循環型社会推進課係循環型社会推進課係循環型社会推進課係循環型社会推進課係長長長長                                                                    西條西條西條西條和和和和芳芳芳芳    氏氏氏氏                徳島県徳島県徳島県徳島県のリサイクルののリサイクルののリサイクルののリサイクルの推進及推進及推進及推進及びゼロエミッションのびゼロエミッションのびゼロエミッションのびゼロエミッションの推進推進推進推進にににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみ    山山山山形形形形県県県県立立立立川町川町川町川町環境環境環境環境保健保健保健保健課係課係課係課係長長長長                                        阿阿阿阿部部部部金彦金彦金彦金彦    氏氏氏氏            農農農農山山山山村村村村型型型型ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション構想構想構想構想のののの推進推進推進推進            第第第第２２２２回回回回：：：：２００１２００１２００１２００１年年年年１１１１１１１１月月月月３０３０３０３０日日日日    ①①①①    基基基基調調調調講演講演講演講演    大大大大阪阪阪阪大学大学大学大学大学大学大学大学院院院院環境環境環境環境工工工工学学学学専攻専攻専攻専攻教教教教授授授授                                                                    盛岡盛岡盛岡盛岡    通通通通    氏氏氏氏            社会実社会実社会実社会実験験験験地地地地でのでのでのでの循環循環循環循環複複複複合体合体合体合体のシステムのシステムのシステムのシステム構築構築構築構築とととと環境調和技術環境調和技術環境調和技術環境調和技術のののの開発開発開発開発    ②②②②    自治体自治体自治体自治体事例事例事例事例発表発表発表発表    三三三三重重重重県県県県環境環境環境環境部部部部廃棄物対策課廃棄物対策課廃棄物対策課廃棄物対策課主主主主幹幹幹幹                                        尾崎尾崎尾崎尾崎重重重重徳徳徳徳    氏氏氏氏            三三三三重重重重県県県県におけるにおけるにおけるにおける環境行政環境行政環境行政環境行政    －－－－    産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物税税税税のののの創創創創設設設設    －－－－    東京都板橋区東京都板橋区東京都板橋区東京都板橋区資源環境資源環境資源環境資源環境部部部部リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進課推進課推進課推進課主事主事主事主事                                倉倉倉倉持持持持    進進進進    氏氏氏氏            板橋区板橋区板橋区板橋区ののののガガガガラスびラスびラスびラスびんんんんリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの取取取取りりりり組組組組みみみみ    －－－－    出出出出口口口口対策対策対策対策のののの視視視視点点点点からからからから    －－－－    
    第第第第３３３３回回回回：：：：２００２２００２２００２２００２年年年年１１１１月月月月２４２４２４２４日日日日    ①①①①    基基基基調調調調講演講演講演講演    経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省産業技術環境産業技術環境産業技術環境産業技術環境局局局局リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進課推進課推進課推進課長長長長                    田田田田辺靖雄辺靖雄辺靖雄辺靖雄    氏氏氏氏            循環型経済循環型経済循環型経済循環型経済システムのシステムのシステムのシステムの高高高高度度度度化化化化にむけてにむけてにむけてにむけて    ②②②②    自治体自治体自治体自治体事例事例事例事例発表発表発表発表    京都府企京都府企京都府企京都府企画環境画環境画環境画環境部部部部循環型社会推進課循環型社会推進課循環型社会推進課循環型社会推進課企企企企画画画画主任主任主任主任                                                                                                尾尾尾尾形形形形順順順順司司司司    氏氏氏氏            京都府京都府京都府京都府におけるにおけるにおけるにおける廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理理理理とととと循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    静岡静岡静岡静岡県沼津県沼津県沼津県沼津市市市市ごごごごみみみみ対策推進課対策推進課対策推進課対策推進課長長長長                                            大大大大澤敏夫澤敏夫澤敏夫澤敏夫    氏氏氏氏            分分分分別収集事始別収集事始別収集事始別収集事始めめめめ    －－－－    そそそそれはれはれはれは沼津沼津沼津沼津市市市市からからからから始始始始ままままったったったった    －－－－    

    第第第第４４４４回回回回：：：：２００２２００２２００２２００２年年年年３３３３月月月月    （（（（研究会研究会研究会研究会ⅡⅡⅡⅡとととと合合合合同同同同））））    ①①①①    基基基基 調調調調講演講演講演講演１１１１    ：：：：国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長                                            山山山山路路路路敬敬敬敬三三三三    氏氏氏氏    
                                                                                ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦ活動活動活動活動についてについてについてについて                                                                            基基基基調調調調講演講演講演講演２２２２    ：：：：NPONPONPONPO法法法法人人人人・・・・環境環境環境環境文文文文明明明明２１２１２１２１代表代表代表代表                                                        加加加加藤藤藤藤三三三三郎郎郎郎    氏氏氏氏                                            循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成にむけてにむけてにむけてにむけて    －－－－    各各各各ステークステークステークステークホホホホルダーのルダーのルダーのルダーの協協協協同同同同    －－－－    ②②②②パネルパネルパネルパネル討議討議討議討議    ：：：：持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成        司司司司会会会会                ：：：：NPONPONPONPO法法法法人人人人・・・・環境環境環境環境文文文文明明明明２１２１２１２１代表代表代表代表                                            加加加加藤藤藤藤三三三三郎郎郎郎    氏氏氏氏    
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パネリストパネリストパネリストパネリスト        ：：：：岩手県岩手県岩手県岩手県環境環境環境環境生生生生活活活活部部部部資源循環推進課課資源循環推進課課資源循環推進課課資源循環推進課課長補長補長補長補佐佐佐佐                                        菅菅菅菅野野野野洋洋洋洋樹樹樹樹    氏氏氏氏            （（（（発言発言発言発言順順順順））））        山山山山形形形形県県県県立立立立川町町川町町川町町川町町長長長長                                                                        清清清清野野野野義義義義勝勝勝勝    氏氏氏氏                                    太平洋太平洋太平洋太平洋セセセセメメメメントントントント専専専専務務務務取取取取締締締締役役役役                                                        谷谷谷谷口口口口正正正正次次次次    氏氏氏氏                                    NPONPONPONPO法法法法人人人人・グロー・グロー・グロー・グローババババルスルスルスルスポポポポーーーーツツツツアライアンスアライアンスアライアンスアライアンス常常常常任理事任理事任理事任理事    岡岡岡岡田田田田達雄達雄達雄達雄    氏氏氏氏                                    環境環境環境環境省省省省大大大大臣臣臣臣官官官官房房房房廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル対対対対策策策策部企部企部企部企画課画課画課画課長長長長        江江江江口口口口隆裕隆裕隆裕隆裕    氏氏氏氏                                    経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省産業技術環境産業技術環境産業技術環境産業技術環境局局局局リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進課課推進課課推進課課推進課課長補長補長補長補佐佐佐佐            山山山山内内内内輝暢輝暢輝暢輝暢        氏氏氏氏            研究会研究会研究会研究会ⅡⅡⅡⅡ    環境学環境学環境学環境学習習習習とととと市民市民市民市民意識意識意識意識のののの改改改改革革革革    第第第第１１１１回回回回：：：：２００１２００１２００１２００１年年年年１０１０１０１０月月月月１０１０１０１０日日日日    ①①①①    基基基基調調調調講演講演講演講演    総総総総務省務省務省務省自治大学自治大学自治大学自治大学校校校校副副副副校校校校長長長長                                山谷山谷山谷山谷成成成成夫夫夫夫    氏氏氏氏            地地地地方方方方分分分分権権権権改改改改革革革革とととと住住住住民参加民参加民参加民参加    環境環境環境環境省省省省大大大大臣臣臣臣官官官官房房房房総総総総務務務務課国会連課国会連課国会連課国会連絡絡絡絡調調調調整整整整官官官官                                                                                    川川川川上上上上    毅毅毅毅    氏氏氏氏            循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進基基基基本本本本法法法法におけるにおけるにおけるにおける市民市民市民市民のののの責務責務責務責務    ②②②②    自治体自治体自治体自治体事例事例事例事例発表発表発表発表    東京都東京都東京都東京都世世世世田谷区田谷区田谷区田谷区環境環境環境環境・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル部部部部ごごごごみみみみ減量減量減量減量課計画担当係課計画担当係課計画担当係課計画担当係長長長長                                            松松松松下下下下洋洋洋洋章章章章    氏氏氏氏            世世世世田谷区田谷区田谷区田谷区におけるにおけるにおけるにおける環境学環境学環境学環境学習習習習とととと区区区区民合民合民合民合意意意意形成形成形成形成についてについてについてについて    
    第第第第２２２２回回回回：：：：２００１２００１２００１２００１年年年年１２１２１２１２月月月月２０２０２０２０日日日日    テーテーテーテーママママ    ：：：：    市民市民市民市民意識意識意識意識改改改改革革革革のののの成成成成功功功功事例事例事例事例（（（（１１１１））））    ①①①①    基基基基調調調調講演講演講演講演    東京東京東京東京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学教教教教授授授授                                小澤紀小澤紀小澤紀小澤紀美美美美子子子子    氏氏氏氏            環境環境環境環境教教教教育育育育をををを通通通通してしてしてして市民市民市民市民意識意識意識意識のののの改改改改革革革革    －－－－    持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性のためののためののためののための教教教教育育育育    －－－－    ②②②②    自治体自治体自治体自治体・・・・NPONPONPONPO事例事例事例事例発表発表発表発表    新新新新潟潟潟潟県県県県上上上上越越越越市市市市生生生生活環境課活環境課活環境課活環境課長長長長                                        上上上上石石石石秀秀秀秀一一一一    氏氏氏氏            上上上上越越越越市市市市におけるにおけるにおけるにおける分分分分別収集別収集別収集別収集のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと課題課題課題課題    東京都板橋区東京都板橋区東京都板橋区東京都板橋区資源環境資源環境資源環境資源環境部部部部エエエエコポコポコポコポリスセンターリスセンターリスセンターリスセンター事事事事業係業係業係業係主事主事主事主事            菊菊菊菊    博博博博文文文文    氏氏氏氏            板橋区板橋区板橋区板橋区におけるにおけるにおけるにおける環境学環境学環境学環境学習習習習のののの新新新新たなたなたなたな取取取取りりりり組組組組みみみみ    グローグローグローグローババババル・スル・スル・スル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンス・アライアンス・アライアンス・アライアンス(GSA)(GSA)(GSA)(GSA)常常常常任理事任理事任理事任理事                岡岡岡岡田田田田達雄達雄達雄達雄    氏氏氏氏                            ススススポポポポーーーーツツツツをををを通通通通してのしてのしてのしての環境学環境学環境学環境学習習習習    －－－－    真真真真にににに豊豊豊豊かなかなかなかな社会社会社会社会づづづづくくくくりをりをりをりを目指目指目指目指してしてしてして    －－－－    
    第第第第３３３３回回回回：：：：２００２２００２２００２２００２年年年年２２２２月月月月    テーテーテーテーママママ    ：：：：    市民市民市民市民意識意識意識意識改改改改革革革革のののの成成成成功功功功事例事例事例事例（（（（２２２２））））    ①①①①    基基基基調調調調講演講演講演講演    東京東京東京東京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学教教教教授授授授                            木木木木俣美樹男俣美樹男俣美樹男俣美樹男    氏氏氏氏                環境環境環境環境教教教教育育育育をををを通通通通してのしてのしてのしての市民市民市民市民意識意識意識意識のののの改改改改革革革革実実実実例例例例    －－－－    都都都都市市市市とととと農農農農山山山山村村村村をむすをむすをむすをむすぶぶぶぶ    －－－－    ②②②②    自治体自治体自治体自治体事例事例事例事例発表発表発表発表    岩手県岩手県岩手県岩手県総合政策総合政策総合政策総合政策室室室室政策推進政策推進政策推進政策推進監監監監                        久久久久保保保保協一協一協一協一    氏氏氏氏            岩手県岩手県岩手県岩手県発展発展発展発展ののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドド：：：：情情情情報報報報――――人人人人――――環境環境環境環境    北九州北九州北九州北九州市環境市環境市環境市環境局局局局環境産業政策環境産業政策環境産業政策環境産業政策室室室室主査主査主査主査                                                青柳祐青柳祐青柳祐青柳祐治治治治    氏氏氏氏    
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        北九州北九州北九州北九州市市市市のののの環境政策環境政策環境政策環境政策とととと市民参画市民参画市民参画市民参画    第第第第４４４４回回回回：：：：２００２２００２２００２２００２年年年年３３３３月月月月    （（（（研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠとととと合合合合同同同同））））        
    １１１１－－－－３３３３：：：：研究会研究会研究会研究会のののの進進進進めめめめ方方方方        本研究会本研究会本研究会本研究会////ワークショップではワークショップではワークショップではワークショップでは、、、、１１１１にににに説説説説明明明明をしたようにをしたようにをしたようにをしたように研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠ・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル推進推進推進推進およびおよびおよびおよび研究会研究会研究会研究会ⅡⅡⅡⅡ・・・・環境学環境学環境学環境学習習習習とととと市民市民市民市民意識意識意識意識のののの改改改改革革革革のののの２２２２つのつのつのつの研究会研究会研究会研究会をををを設設設設定定定定したしたしたした。。。。研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠ・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル推進推進推進推進はははは、、、、自治体担当自治体担当自治体担当自治体担当者者者者がががが優優優優先度先度先度先度１１１１位位位位としてとしてとしてとして選選選選択択択択したテーしたテーしたテーしたテーママママでありでありでありであり、、、、循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のためのためのためのためのののの具具具具体的課題体的課題体的課題体的課題であるであるであるである。。。。ままままたたたた研究会研究会研究会研究会ⅡⅡⅡⅡのテーのテーのテーのテーママママはははは、、、、自治体自治体自治体自治体へのアンへのアンへのアンへのアンケケケケートのートのートのートの段階段階段階段階でででで優優優優先度先度先度先度２２２２位位位位としてとしてとしてとして評価評価評価評価されたされたされたされた課題課題課題課題でありでありでありであり、、、、自治体担当自治体担当自治体担当自治体担当者者者者がリサイクルがリサイクルがリサイクルがリサイクル推進推進推進推進のようなのようなのようなのような環境環境環境環境保保保保全型全型全型全型のののの課課課課題題題題にはにはにはには行政機関行政機関行政機関行政機関のののの努力努力努力努力のみではのみではのみではのみでは不不不不充充充充分分分分でありでありでありであり、、、、市民参加市民参加市民参加市民参加・・・・参画型参画型参画型参画型のののの行政行政行政行政手法手法手法手法をとらなけれをとらなけれをとらなけれをとらなければばばばならないことをならないことをならないことをならないことを実実実実感感感感していたことをしていたことをしていたことをしていたことを示示示示しているしているしているしている。。。。研究会研究会研究会研究会はははは、、、、研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠおよびおよびおよびおよびⅡⅡⅡⅡともともともとも、、、、自自自自治体治体治体治体がこれらのがこれらのがこれらのがこれらの課題課題課題課題ををををどどどどのようなのようなのようなのような構想構想構想構想のもとにのもとにのもとにのもとに推進推進推進推進してきたのか・してきたのか・してきたのか・してきたのか・ままままたたたた今後今後今後今後どどどどのようにのようにのようにのように推推推推進進進進するのかをするのかをするのかをするのかを中中中中心心心心にににに研究会研究会研究会研究会をををを進進進進めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、国国国国のののの基基基基本本本本方針方針方針方針・・・・法法法法体体体体系系系系・・・・普及活動普及活動普及活動普及活動についてについてについてについて環境環境環境環境省省省省・・・・経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省・・・・総総総総務省務省務省務省自治大学自治大学自治大学自治大学校校校校からからからから総総総総括括括括的的的的なななな説説説説明明明明をいたをいたをいたをいただくだくだくだくとともにとともにとともにとともに、、、、東京東京東京東京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学・・・・大大大大阪阪阪阪大学大学大学大学からからからから環境環境環境環境教教教教育育育育、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの展展展展望望望望についてについてについてについて教教教教示示示示をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた。。。。ままままたたたた、、、、市民市民市民市民活動活動活動活動のののの一環一環一環一環であるであるであるであるＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯからもからもからもからも、、、、ススススポポポポーーーーツツツツをををを通通通通してのしてのしてのしての環境環境環境環境教教教教育育育育普及普及普及普及のののの実実実実情情情情のののの説説説説明明明明をうけたをうけたをうけたをうけた。。。。        ままままたたたた、、、、第第第第４４４４回回回回研究会研究会研究会研究会（（（（通通通通算算算算７７７７回目回目回目回目））））はははは、、、、研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠおよびおよびおよびおよびⅡⅡⅡⅡのののの合合合合同同同同としとしとしとし、、、、基基基基調調調調講演講演講演講演およびおよびおよびおよびパネルパネルパネルパネル討議討議討議討議    －－－－    持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成    －－－－    でででで本研究会本研究会本研究会本研究会シリーズのシリーズのシリーズのシリーズの最終回最終回最終回最終回としたとしたとしたとした。。。。なおなおなおなお、、、、各各各各回回回回ともともともとも研究会参加研究会参加研究会参加研究会参加者者者者、、、、講講講講師師師師およびフロアのおよびフロアのおよびフロアのおよびフロアの間間間間でででで熱熱熱熱心心心心なななな討議討議討議討議・・・・意見意見意見意見交交交交換換換換がががが行行行行われたわれたわれたわれたことをことをことをことを付付付付記記記記したいしたいしたいしたい。。。。    
    

２２２２：：：：各機関各機関各機関各機関のののの活動活動活動活動（（（（基調講演基調講演基調講演基調講演およびおよびおよびおよび事例発表集約事例発表集約事例発表集約事例発表集約））））        各機関各機関各機関各機関のののの活動活動活動活動（（（（基基基基調調調調講演講演講演講演・・・・事例事例事例事例発表発表発表発表））））およびおよびおよびおよび討議討議討議討議はははは、、、、全全全全文文文文議議議議事録事録事録事録をををを本本本本報告書報告書報告書報告書４４４４章章章章にににに記記記記載載載載しておりしておりしておりしており、、、、ままままたたたた各各各各講講講講師師師師にににに準準準準備備備備いたいたいたいただだだだいたいたいたいた資資資資料料料料はははは別別別別冊編冊編冊編冊編にににに集約集約集約集約されされされされているのでているのでているのでているので、、、、ここではここではここではここでは発発発発表表表表のののの要要要要点点点点をををを紹介紹介紹介紹介することとするすることとするすることとするすることとする。。。。    ２２２２－－－－１１１１：：：：自治体自治体自治体自治体        研究会研究会研究会研究会でででで活動活動活動活動のののの事例事例事例事例発表発表発表発表をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた自治体自治体自治体自治体はははは表表表表３３３３にににに示示示示すすすす１０１０１０１０自治体自治体自治体自治体であるであるであるである。。。。以以以以下下下下にににに活活活活動動動動状況状況状況状況をををを箇箇箇箇条条条条書書書書きききき的的的的にににに要要要要点点点点をををを説説説説明明明明するするするする。。。。    
    表表表表３３３３    発表自治体発表自治体発表自治体発表自治体リストリストリストリスト    （（（（１１１１））））    町町町町・・・・区区区区・・・・市市市市・・・・制令指定都制令指定都制令指定都制令指定都市市市市    
        人人人人口口口口                            １１１１万万万万人以人以人以人以下下下下        １０１０１０１０～～～～２０２０２０２０万万万万人人人人            ５５５５００００万万万万人以上人以上人以上人以上            政政政政令指定都令指定都令指定都令指定都市市市市        自治体自治体自治体自治体                立立立立川町川町川町川町            上上上上越越越越市市市市        沼津沼津沼津沼津市市市市        板橋区板橋区板橋区板橋区    世世世世田谷区田谷区田谷区田谷区        北九州北九州北九州北九州市市市市    （（（（２２２２））））府府府府・・・・県県県県    
        人人人人口口口口                    １００１００１００１００万万万万人人人人未満未満未満未満                    １００１００１００１００－－－－２００２００２００２００万万万万人人人人            ２００２００２００２００万万万万人以上人以上人以上人以上            自治体自治体自治体自治体                徳島県徳島県徳島県徳島県                            三三三三重重重重県県県県        岩手県岩手県岩手県岩手県                    京都府京都府京都府京都府    
    ⅠⅠⅠⅠ    山山山山形形形形県県県県立立立立川町川町川町川町    （（（（人人人人口口口口：：：：７０００７０００７０００７０００人強人強人強人強））））    ――――    農農農農山山山山村村村村型型型型ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション構想構想構想構想のののの推進推進推進推進    ――――    （（（（１１１１））））    地地地地勢勢勢勢        
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        山間山間山間山間丘陵丘陵丘陵丘陵地地地地    土土土土地利用地利用地利用地利用    ＝＝＝＝    田田田田・・・・畑畑畑畑：：：：１０１０１０１０％％％％、、、、宅宅宅宅地地地地：：：：００００．．．．９９９９％％％％、、、、山山山山林林林林・・・・原原原原野野野野：：：：８８８８４４４４％％％％    （（（（２２２２））））    取取取取りりりり組組組組みみみみ            １１１１．．．．町町町町おこしのおこしのおこしのおこしの発想発想発想発想がががが原点原点原点原点            ２２２２．．．．風風風風力発力発力発力発電電電電ででででままままちちちちおこしをおこしをおこしをおこしを狙狙狙狙いいいい１９１９１９１９８８８８００００年年年年にににに続続続続きききき１９９０１９９０１９９０１９９０年年年年にににに再再再再挑戦挑戦挑戦挑戦            ３３３３．．．．生生生生ごごごごみリサイクル・みリサイクル・みリサイクル・みリサイクル・堆肥堆肥堆肥堆肥生生生生産産産産センターセンターセンターセンター建建建建設設設設（（（（１９１９１９１９８８８８７７７７年年年年））））はははは土壌土壌土壌土壌改改改改良良良良・・・・農農農農業業業業振興振興振興振興                        がががが狙狙狙狙いいいい    ４４４４．．．．    最最最最近近近近のののの地球環境地球環境地球環境地球環境保保保保全全全全のののの流流流流れのれのれのれの中中中中でこれらをでこれらをでこれらをでこれらをツツツツールにールにールにールに循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へへへへ戦略戦略戦略戦略をををを転換転換転換転換    （（（（３３３３））））    環境環境環境環境町町町町づづづづくくくくりりりり基基基基本構想本構想本構想本構想    １１１１．．．．２０００２０００２０００２０００年年年年度度度度策策策策定定定定    
    ①①①①自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー導導導導入入入入＝＝＝＝風風風風力力力力＋＋＋＋他他他他のののの自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギギギギーもーもーもーも、、、、地地地地域域域域密密密密着着着着型発型発型発型発電電電電所所所所をををを構想構想構想構想    
    ②②②②自自自自然然然然とのとのとのとの共生共生共生共生＝＝＝＝立立立立谷谷谷谷沢沢沢沢川川川川のののの水質水質水質水質はははは県県県県内内内内河河河河川川川川のののの水質水質水質水質トップトップトップトップ    維維維維持持持持しししし清清清清流流流流のののの町町町町をををを守守守守るるるる    
    ③③③③ゼロエミションゼロエミションゼロエミションゼロエミション＝＝＝＝第第第第３３３３セクターセクターセクターセクター中中中中心心心心のののの農農農農業業業業振興振興振興振興をををを企企企企業業業業・・・・町町町町民民民民のののの中中中中にににに拡拡拡拡大大大大    
    ④④④④環境環境環境環境町町町町づづづづくくくくりりりり    ２２２２．．．．    数数数数値値値値目標目標目標目標    ①①①①立立立立川町新川町新川町新川町新エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー導導導導入入入入計画計画計画計画（（（（現現現現在町在町在町在町使使使使用用用用電電電電力力力力２２００２２００２２００２２００万万万万ｋｋｋｋWWWWｈｈｈｈ））））            新新新新エネエネエネエネ電電電電力力力力比比比比率率率率：：：：現現現現在在在在比比比比率率率率３０３０３０３０％％％％→→→→４２４２４２４２．．．．５５５５％％％％（（（（２００１２００１２００１２００１年年年年第第第第１０１０１０１０基基基基試試試試運転運転運転運転中中中中））））            二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素削減削減削減削減：：：：１９９０１９９０１９９０１９９０年年年年レベレベレベレベルをルをルをルを１２１２１２１２．．．．７７７７％％％％削減削減削減削減（（（（２００２００２００２００５５５５年年年年度度度度））））    
    ②②②②水質水質水質水質維維維維持持持持：：：：生生生生活排活排活排活排水水水水処処処処理理理理施設施設施設施設整備整備整備整備率率率率＝＝＝＝５５５５７７７７％％％％→→→→８８８８６６６６％％％％（（（（２００２００２００２００５５５５年年年年度度度度））））    
    ③③③③ごごごごみみみみ：：：：リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率（（（（生生生生ごごごごみみみみ＋＋＋＋資源資源資源資源ごごごごみみみみ＋＋＋＋古紙古紙古紙古紙））））＝＝＝＝５５５５２２２２％％％％→→→→６０６０６０６０％％％％（（（（２００２００２００２００５５５５年年年年度度度度））））                生生生生ごごごごみみみみ：：：：家家家家庭庭庭庭発発発発生生生生分分分分のののの全全全全量量量量とととと商商商商店店店店・・・・一一一一部部部部スーパーのスーパーのスーパーのスーパーの持持持持ちちちち込込込込みみみみ分分分分をををを処処処処理理理理            古紙古紙古紙古紙収集収集収集収集：：：：活動活動活動活動をををを開開開開始始始始    （（（（４４４４））））    農農農農山山山山村村村村型型型型ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション            １１１１．．．．環境環境環境環境ままままちちちちづづづづくくくくりりりり＝＝＝＝住住住住民民民民＋＋＋＋行政行政行政行政のののの連連連連携携携携によるによるによるによるココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィ活動活動活動活動        風風風風のののの学学学学校校校校、、、、町町町町美美美美化化化化パートナーパートナーパートナーパートナー運運運運動動動動、、、、環境環境環境環境ボボボボランテランテランテランティィィィアアアア活動活動活動活動、、、、野野野野焼焼焼焼きききき禁禁禁禁止止止止運運運運動等動等動等動等            ２２２２．．．．地地地地域域域域資源循環資源循環資源循環資源循環システムシステムシステムシステム＝＝＝＝資源有効活用資源有効活用資源有効活用資源有効活用、、、、新新新新技術等技術等技術等技術等によるによるによるによる新新新新たなたなたなたな利用利用利用利用方法方法方法方法検討検討検討検討        生生生生ゴゴゴゴミミミミ堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化事事事事業業業業・・・・環境環境環境環境保保保保全型全型全型全型農農農農業業業業・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル活動推進活動推進活動推進活動推進、、、、廃廃廃廃食食食食用用用用油油油油のののの石石石石鹸鹸鹸鹸化化化化、、、、        菜菜菜菜のののの花花花花ののののババババイオデイオデイオデイオディィィィーゼルーゼルーゼルーゼル利用検討利用検討利用検討利用検討、、、、間間間間伐材伐材伐材伐材・・・・剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝等等等等のののの利用検討利用検討利用検討利用検討            ３３３３．．．．自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー利用利用利用利用とととと地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化対策化対策化対策化対策        新新新新エネ・エネ・エネ・エネ・省省省省エネエネエネエネビビビビジョンのジョンのジョンのジョンの策策策策定定定定とととと推進推進推進推進、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電導導導導入入入入促進促進促進促進、、、、ソソソソーラーーラーーラーーラー発発発発電電電電検討検討検討検討、、、、        ババババイオイオイオイオママママス・ス・ス・ス・小水小水小水小水力発力発力発力発電電電電のののの検討等検討等検討等検討等    （（（（５５５５））））    特特特特記記記記事項事項事項事項    １１１１．．．．一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物            排出排出排出排出量量量量（（（（２０００２０００２０００２０００年年年年度度度度））））：：：：総総総総量量量量１１１１８８８８７４７４７４７４トントントントン；；；；１１１１人人人人あたりあたりあたりあたり２２２２５５５５９９９９ｋｇｋｇｋｇｋｇ        ２２２２．．．．堆肥堆肥堆肥堆肥生生生生産産産産センターセンターセンターセンター            建建建建設設設設：：：：１９１９１９１９８８８８８８８８年年年年３３３３月月月月    費費費費用用用用：：：：３３３３億億億億９２００９２００９２００９２００万円万円万円万円のうのうのうのうちちちち農水農水農水農水省省省省５５５５００００％％％％補補補補助助助助            年年年年間間間間経経経経費費費費：：：：１１１１８８８８００００００００万円万円万円万円（（（（売売売売上上上上１１００１１００１１００１１００万円万円万円万円＋＋＋＋町助町助町助町助成成成成７００７００７００７００万円万円万円万円））））            堆肥売堆肥売堆肥売堆肥売値値値値：：：：１１０００１１０００１１０００１１０００円円円円////トントントントン（（（（購入補購入補購入補購入補助費助費助費助費：：：：５５５５４００４００４００４００円円円円////トントントントン））））                                    立立立立川町川町川町川町のののの農家農家農家農家がががが購入購入購入購入しししし、、、、有機有機有機有機栽培米栽培米栽培米栽培米としてとしてとしてとして販売販売販売販売できるできるできるできる        ３３３３．．．．風風風風力発力発力発力発電電電電            機機機機数数数数：：：：米米米米国国国国製製製製３３３３基基基基（（（（町直町直町直町直轄轄轄轄））））＋＋＋＋    デンデンデンデンママママークークークーク製製製製６６６６基基基基（（（（第第第第３３３３セクターセクターセクターセクター））））    
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            ココココストストストスト：：：：１２１２１２１２－－－－１３１３１３１３円円円円////ｋｋｋｋＷＷＷＷｈｈｈｈ（（（（大型化大型化大型化大型化とととと技術進技術進技術進技術進歩歩歩歩でででで採採採採算算算算にににに近近近近いいいい））））    （（（（６６６６））））    今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    －－－－    リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進のためにのためにのためにのために        １１１１．．．．リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率のののの向向向向上上上上でででで、、、、ごごごごみをみをみをみを減減減減少少少少ささささせせせせることがることがることがることが基基基基本本本本であるであるであるである。。。。処処処処理理理理施設施設施設施設・リサク・リサク・リサク・リサク                ルルルル施設施設施設施設はははは処処処処理理理理量量量量ががががままままととととままままらないとらないとらないとらないとココココストがストがストがストが下下下下がらないがらないがらないがらない。。。。広域広域広域広域でのでのでのでの連連連連携携携携がががが重要課題重要課題重要課題重要課題    
                        となるとなるとなるとなる        ２２２２．．．．リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル原原原原料料料料のののの価価価価格格格格のののの安安安安定定定定化化化化とととと製製製製品品品品のののの市市市市場確場確場確場確保保保保がががが推進推進推進推進のためののためののためののための大要大要大要大要因因因因であるであるであるである    ３３３３．．．．ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション推進推進推進推進のためののためののためののための国国国国のののの支援支援支援支援＝＝＝＝新新新新技術技術技術技術のののの開発開発開発開発ややややモモモモデルデルデルデル事事事事業業業業がががが望望望望ままままれるれるれるれる    

    ⅡⅡⅡⅡ    上上上上越越越越市市市市（（（（人人人人口口口口：：：：約約約約１３１３１３１３....５５５５万万万万人人人人））））    ――――    上上上上越越越越市市市市におけるにおけるにおけるにおける分分分分別収集別収集別収集別収集のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと課題課題課題課題    ――――    （（（（１１１１））））    リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進のののの背景背景背景背景    １１１１．．．．    １９９６１９９６１９９６１９９６年環境年環境年環境年環境基基基基本本本本条条条条例例例例            高高高高いいいい理念理念理念理念：：：：健健健健全全全全でででで恵恵恵恵みみみみ豊豊豊豊かなかなかなかな環境環境環境環境がががが市民市民市民市民のののの健健健健康康康康でででで文文文文化的化的化的化的なななな生生生生活活活活にににに必必必必須須須須のののの要要要要件件件件            市市市市・・・・事事事事業業業業者者者者・・・・市民市民市民市民：：：：公平公平公平公平なななな役割役割役割役割分担分担分担分担とととと自自自自主主主主的的的的かつかつかつかつ積極的積極的積極的積極的にににに環境環境環境環境負負負負荷低荷低荷低荷低減減減減へへへへ行動行動行動行動            廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制及及及及びびびび適適適適正正正正なななな処処処処理理理理ならびにならびにならびにならびに再生再生再生再生資源資源資源資源のののの利用利用利用利用・・・・廃廃廃廃熱熱熱熱のののの有効利用等有効利用等有効利用等有効利用等            資源資源資源資源のののの循環循環循環循環使使使使用用用用をををを促進促進促進促進：：：：低低低低環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷、、、、かつかつかつかつ持続的発展持続的発展持続的発展持続的発展のできるのできるのできるのできる社会社会社会社会のののの構築構築構築構築            ２２２２．．．．１９９１９９１９９１９９８８８８年年年年３３３３月月月月ＩＳＩＳＩＳＩＳＯＯＯＯ１４００１１４００１１４００１１４００１取取取取得得得得    ３３３３．．．．    １９９１９９１９９１９９８８８８年年年年１０１０１０１０月月月月：：：：地球環境地球環境地球環境地球環境都都都都市宣言市宣言市宣言市宣言        
                地球規模地球規模地球規模地球規模でででで進行進行進行進行するするするする環境環境環境環境問問問問題題題題をををを、、、、市民一人市民一人市民一人市民一人ひひひひとりがとりがとりがとりが地球市民地球市民地球市民地球市民としてのとしてのとしてのとしての自自自自覚覚覚覚とととと意識意識意識意識    
                をもをもをもをもちちちち、、、、環境環境環境環境をををを保保保保全全全全・・・・改善改善改善改善するためにするためにするためにするために宣言宣言宣言宣言    

                ４４４４．．．．１９９９１９９９１９９９１９９９年年年年度度度度環境活動環境活動環境活動環境活動            環境環境環境環境家家家家計計計計簿簿簿簿上上上上越越越越市市市市版版版版作作作作成成成成            環境環境環境環境ままままちちちちづづづづくくくくりりりり事事事事業業業業：：：：小小小小学学学学校校区校校区校校区校校区をををを単単単単位位位位にににに全市民対全市民対全市民対全市民対象象象象にににに環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮地地地地域域域域づづづづくくくくりりりり支援支援支援支援            風風風風力発力発力発力発電電電電システムのシステムのシステムのシステムの設設設設置置置置            市民市民市民市民ごごごごみみみみ憲憲憲憲章章章章制定制定制定制定            資源資源資源資源ごごごごみみみみ分分分分別収集事別収集事別収集事別収集事業業業業            みみみみどどどどりのりのりのりのままままちちちちづづづづくくくくりりりり推進推進推進推進            環境学環境学環境学環境学習習習習＝＝＝＝緑緑緑緑のののの少少少少年年年年団団団団結結結結成成成成            市民市民市民市民へのへのへのへの普及普及普及普及・・・・啓啓啓啓発発発発    等等等等    （（（（２２２２））））    ごごごごみみみみ分分分分別収集別収集別収集別収集実施実施実施実施ままままでででで    １１１１．．．．    １９９１９９１９９１９９５５５５年年年年：：：：全市全市全市全市でででで、、、、アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶・ス・ス・ス・スチチチチールールールール缶缶缶缶・・・・古紙古紙古紙古紙分分分分別収集別収集別収集別収集開開開開始始始始    ２２２２．．．．    １９９９１９９９１９９９１９９９年年年年４４４４月月月月：：：：行政行政行政行政・・・・事事事事業業業業者者者者・・・・市民市民市民市民のののの責務責務責務責務をををを明明明明確確確確にしたうえにしたうえにしたうえにしたうえ、、、、排出排出排出排出量減量量減量量減量量減量、、、、再再再再資源化促進資源化促進資源化促進資源化促進、、、、適適適適正正正正処処処処理理理理、、、、処処処処理理理理ココココストストストスト削減削減削減削減をををを目指目指目指目指しししし多多多多品目品目品目品目分分分分別収集別収集別収集別収集システムをシステムをシステムをシステムを検討検討検討検討、、、、                    上上上上越越越越環境科学環境科学環境科学環境科学センターにセンターにセンターにセンターに策策策策定定定定業業業業務務務務をををを委委委委託託託託    ３３３３．．．．    １９９９１９９９１９９９１９９９年年年年６６６６月月月月：：：：市民市民市民市民１２００１２００１２００１２００人人人人、、、、５５５５００００００００事事事事業所業所業所業所へアンへアンへアンへアンケケケケートートートート    ４４４４．．．．    ２０００２０００２０００２０００年年年年３３３３月月月月：：：：廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物減量減量減量減量等推進等推進等推進等推進審審審審議会開催議会開催議会開催議会開催    ３３３３地地地地区区区区でのでのでのでのモモモモデルデルデルデル事事事事業業業業説説説説明明明明にににに    
                １０００１０００１０００１０００世世世世帯帯帯帯がががが参加参加参加参加    ５５５５．．．．    ２０００２０００２０００２０００年年年年３３３３月月月月：：：：上上上上越越越越市民市民市民市民ごごごごみみみみ憲憲憲憲章章章章制定制定制定制定    ６６６６．．．．    ２０００２０００２０００２０００年年年年４４４４月月月月：：：：３３３３地地地地区区区区でのでのでのでの分分分分別収集説別収集説別収集説別収集説明会明会明会明会６６６６回回回回実施実施実施実施    ７７７７．．．．    ２０００２０００２０００２０００年年年年５５５５月月月月：：：：３３３３地地地地区区区区ででででモモモモデルデルデルデル事事事事業業業業・・・・２２２２２２２２品目品目品目品目分分分分別収集別収集別収集別収集実施実施実施実施    
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８８８８．．．．    ２０００２０００２０００２０００年年年年７７７７月月月月：：：：モモモモデルデルデルデル地地地地区区区区アンアンアンアンケケケケート・ート・ート・ート・２２２２２２２２品目品目品目品目はははは多多多多すすすすぎぎぎぎるるるる    ９９９９．．．．    ２０００２０００２０００２０００年年年年９９９９月月月月：：：：市市市市    －－－－    モモモモデルデルデルデル地地地地区区区区市民市民市民市民間間間間でででで意見意見意見意見交交交交換換換換。。。。１１１１１１１１月月月月からからからから品目品目品目品目数数数数をををを１１１１８８８８にににに減減減減らしらしらしらし市民市民市民市民負負負負担担担担をををを減減減減少少少少    
10.10.10.10.     ２０００２０００２０００２０００年年年年１１１１１１１１月月月月：：：：    全全全全町町町町内内内内会会会会・・・・婦婦婦婦人会人会人会人会でででで組織組織組織組織するするするする生生生生活環境協議会活環境協議会活環境協議会活環境協議会ででででモモモモデルデルデルデル事事事事業業業業    
                のののの報告報告報告報告およびおよびおよびおよび意見意見意見意見交交交交換換換換    
11.11.11.11.     ２０００２０００２０００２０００年年年年１２１２１２１２月月月月：：：：２００１２００１２００１２００１年年年年１０１０１０１０月月月月からからからから全市全市全市全市でででで１３１３１３１３品目品目品目品目でででで実施実施実施実施するするするする計画計画計画計画をををを策策策策定定定定                    ３３３３ＲＲＲＲ順位順位順位順位はははは、、、、リデリデリデリデュュュュースースースース、、、、リユースリユースリユースリユース、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル    
12.12.12.12. ２００１２００１２００１２００１年年年年３３３３月月月月：：：：議会議会議会議会へへへへ説説説説明明明明、、、、予算予算予算予算案案案案議議議議決決決決    
13.13.13.13. ２００１２００１２００１２００１年年年年６６６６－－－－９９９９月月月月：：：：町町町町内内内内会会会会単単単単位位位位へへへへ説説説説明会開催明会開催明会開催明会開催、、、、３３７３３７３３７３３７町町町町内内内内会会会会へへへへ４２３４２３４２３４２３回回回回。。。。参加世参加世参加世参加世                帯帯帯帯数数数数６２６２６２６２．．．．５５５５％％％％。。。。説説説説明明明明書書書書・・・・分分分分別別別別カカカカレレレレンダー・ンダー・ンダー・ンダー・ガガガガイイイイドドドド等等等等配配配配布布布布    
14.14.14.14. ２００１２００１２００１２００１年年年年９９９９月月月月：：：：市市市市庁庁庁庁舎舎舎舎・・・・公共公共公共公共施設施設施設施設・・・・小小小小中学中学中学中学校校校校でもでもでもでも１３１３１３１３分分分分別収集別収集別収集別収集体体体体制制制制をををを整備整備整備整備    （（（（３３３３））））    ごごごごみみみみ分分分分別収集別収集別収集別収集のののの実実実実績績績績（（（（２００１２００１２００１２００１年年年年１０１０１０１０・・・・１１１１１１１１月月月月））））                                                    ２０００２０００２０００２０００年年年年                        ２００１２００１２００１２００１年年年年                        増増増増減減減減                燃燃燃燃ややややせせせせるるるるごごごごみみみみ        ４４４４，，，，７０１７０１７０１７０１トントントントン            ３３３３，，，，６１１６１１６１１６１１トントントントン                －－－－２３２３２３２３％％％％                燃燃燃燃ややややせせせせないないないないごごごごみみみみ    １１１１，，，，１９１９１９１９５５５５トントントントン                    ４０１４０１４０１４０１トントントントン                －－－－６６６６６６６６％％％％                資源物資源物資源物資源物                            ８８８８１２１２１２１２トントントントン            ２２２２，，，，００００８８８８００００トントントントン                ++++１１１１５５５５６６６６％％％％                合計合計合計合計                        ６６６６，，，，７０７０７０７０８８８８トントントントン            ６６６６，，，，０９２０９２０９２０９２トントントントン                －－－－    ９９９９％％％％    （（（（４４４４））））    課題課題課題課題・・・・問問問問題題題題点点点点    １１１１．．．．    ごごごごみみみみ処処処処理費理費理費理費用用用用：：：：１９９７１９９７１９９７１９９７年年年年度度度度１０１０１０１０億億億億円円円円、、、、２００１２００１２００１２００１年年年年１９１９１９１９億億億億６６６６５５５５００００００００万円万円万円万円    ２２２２．．．．    ごごごごみみみみ分分分分別別別別だだだだしへのしへのしへのしへの市民市民市民市民負負負負担担担担がががが大大大大きいきいきいきい。。。。特特特特にににに冬冬冬冬対策対策対策対策、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者のののの負負負負担担担担がががが大大大大きいきいきいきい    ３３３３．．．．    分分分分別品目別品目別品目別品目がががが増増増増えるとえるとえるとえると市民市民市民市民がががが住住住住みにみにみにみにくくくくくくくくなるなるなるなる    ４４４４．．．．    商商商商品品品品がががが複複複複雑雑雑雑でででで分分分分別別別別がががが困難困難困難困難。。。。現現現現在在在在のののの法制度法制度法制度法制度がががが十十十十分分分分でないでないでないでない    ５５５５．．．．    メメメメーーーーカカカカー・ー・ー・ー・販売販売販売販売店店店店等等等等事事事事業業業業者者者者がががが責任責任責任責任をもっとをもっとをもっとをもっと担担担担うべきであるうべきであるうべきであるうべきである    ６６６６．．．．    持続的分持続的分持続的分持続的分別収集別収集別収集別収集のありのありのありのあり方方方方                                                            ⅢⅢⅢⅢ    沼津沼津沼津沼津市市市市（（（（人人人人口口口口：：：：2222１１１１万万万万人人人人弱弱弱弱））））    分分分分別収集事始別収集事始別収集事始別収集事始めめめめ    ――――    そそそそれはれはれはれは沼津沼津沼津沼津市市市市からからからから始始始始ままままったったったった    ――――    （（（（１１１１））））    分分分分別収集別収集別収集別収集開開開開始始始始のののの経経経経緯緯緯緯    １１１１．．．．１９７０１９７０１９７０１９７０年年年年始始始始めめめめ、、、、ごごごごみみみみ処処処処理理理理にともなうにともなうにともなうにともなう課題課題課題課題がががが一一一一挙挙挙挙にににに噴噴噴噴出出出出    ２２２２．．．．市市市市およびおよびおよびおよび市民市民市民市民のののの間間間間でででで、、、、合合合合理理理理的的的的ななななごごごごみみみみ処処処処理理理理へのへのへのへの合合合合意意意意形成形成形成形成がががが徐徐徐徐々々々々にににに醸醸醸醸成成成成されるされるされるされる    ３３３３．．．．市市市市清掃職員清掃職員清掃職員清掃職員がががが、、、、分分分分別収集別収集別収集別収集によるによるによるによるごごごごみみみみ量削減量削減量削減量削減・・・・埋埋埋埋立立立立てててて量削減量削減量削減量削減へへへへ積極的取積極的取積極的取積極的取りりりり組組組組みみみみ    ４４４４．．．．    市市市市清掃職員清掃職員清掃職員清掃職員がががが、、、、自発的自発的自発的自発的にににに３００３００３００３００回回回回以上以上以上以上老老老老人会人会人会人会・・・・自治体自治体自治体自治体役役役役員員員員へへへへ分分分分別回収別回収別回収別回収のののの説説説説明明明明                    －－－－    市市市市清掃職員清掃職員清掃職員清掃職員とととと市民市民市民市民間間間間にににに、、、、分分分分別回収別回収別回収別回収へのへのへのへの合合合合意意意意形成形成形成形成がががが進展進展進展進展    －－－－    ５５５５．．．．    市市市市清掃清掃清掃清掃担当担当担当担当責任者責任者責任者責任者がががが、、、、状況状況状況状況をををを判判判判断断断断しししし実施計画実施計画実施計画実施計画をををを策策策策定定定定    ６６６６．．．．    市市市市長長長長がががが分分分分別収集別収集別収集別収集実施実施実施実施決定決定決定決定。。。。１９７１９７１９７１９７５５５５年年年年よりよりよりより実施実施実施実施    （（（（２２２２））））    分分分分別収集別収集別収集別収集のののの現現現現状状状状（（（（沼津方沼津方沼津方沼津方式式式式））））    １１１１．．．．    基基基基本本本本：：：：分分分分けれけれけれければばばば資源資源資源資源、、、、混混混混ぜぜぜぜれれれればばばばごごごごみみみみ    －－－－「「「「分分分分別別別別」」」」をををを法法法法律律律律用用用用語語語語としてとしてとしてとして定着定着定着定着ささささせせせせたたたた    ２２２２．．．．    普及活動普及活動普及活動普及活動：：：：担当担当担当担当部門部門部門部門のパンフのパンフのパンフのパンフレレレレットをットをットをットを教教教教育委育委育委育委員員員員会会会会がががが学学学学校校校校副副副副教教教教材材材材としてとしてとしてとして活用活用活用活用            小小小小学学学学校校校校でのでのでのでの分分分分別回収別回収別回収別回収当当当当選標選標選標選標語語語語（（（（小小小小２２２２））））：：：：「「「「このこのこのこのゴゴゴゴミはミはミはミは、、、、変変変変身身身身するするするするするするするするぞぞぞぞ、、、、使使使使えるえるえるえるぞぞぞぞ」」」」    
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（（（（３３３３））））    資源化資源化資源化資源化量量量量（（（（トントントントン））））        年年年年度度度度            １９７１９７１９７１９７５５５５        １９１９１９１９８８８８００００        １９１９１９１９８５８５８５８５        １９９０１９９０１９９０１９９０        １９９１９９１９９１９９５５５５        １９９９１９９９１９９９１９９９        資源化資源化資源化資源化量量量量        1,830      5,398      1,830      5,398      1,830      5,398      1,830      5,398          5,447       5,555       6,829  5,447       5,555       6,829  5,447       5,555       6,829  5,447       5,555       6,829                  11,84911,84911,84911,849    

                注注注注１１１１：：：：資源化資源化資源化資源化ごごごごみみみみ    ススススチチチチールールールール缶缶缶缶、、、、アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶、、、、鉄鉄鉄鉄原原原原料料料料、、、、非非非非鉄金鉄金鉄金鉄金属属属属原原原原料料料料、、、、飲料飲料飲料飲料用用用用紙紙紙紙パックパックパックパック、、、、                                                ビビビビン・ン・ン・ン・カカカカレレレレットットットット、、、、古紙古紙古紙古紙、、、、古古古古布布布布            注注注注２２２２：：：：最最最最近近近近のののの資源化資源化資源化資源化ごごごごみみみみ量量量量のののの急急急急増増増増はははは、、、、古紙古紙古紙古紙のののの市市市市況況況況低迷低迷低迷低迷によるによるによるによる業業業業者回収者回収者回収者回収比比比比率率率率低低低低下下下下のためのためのためのため    （（（（４４４４））））分分分分別収集今後別収集今後別収集今後別収集今後のののの課題課題課題課題    １１１１．．．．    ごごごごみみみみ削減削減削減削減・・・・分分分分別収集別収集別収集別収集推進推進推進推進のためにのためにのためにのために川下川下川下川下からからからから川川川川上上上上へのへのへのへの訴訴訴訴ええええ    ２２２２．．．．    事事事事業業業業者者者者にににに対対対対するするするする廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理責任理責任理責任理責任のののの明明明明確確確確化化化化    ３３３３．．．．    資源資源資源資源ごごごごみのみのみのみの市市市市場場場場育育育育成成成成    
    ⅣⅣⅣⅣ    板橋区板橋区板橋区板橋区（（（（人人人人口口口口：：：：５５５５２２２２万万万万人人人人弱弱弱弱））））    パートパートパートパート１１１１    板橋区板橋区板橋区板橋区ののののガガガガラスラスラスラス瓶瓶瓶瓶リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの取取取取りりりり組組組組みみみみ    ――――    出出出出口口口口対策対策対策対策のののの視視視視点点点点からからからから    ――――    （（（（１１１１））））    環境環境環境環境保保保保全全全全へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ    １１１１．．．．    １１１１９９１９９１９９１９９１年年年年：：：：板橋区板橋区板橋区板橋区快快快快適適適適環境環境環境環境ガガガガイイイイドドドドラインラインラインライン策策策策定定定定    ２２２２．．．．    １９９３１９９３１９９３１９９３年年年年：：：：エエエエコポコポコポコポリスリスリスリス板橋板橋板橋板橋環境環境環境環境都都都都市宣言市宣言市宣言市宣言    ３３３３．．．．    １９９４１９９４１９９４１９９４年年年年：：：：「「「「アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ２１２１２１２１いたいたいたいたばばばばしししし」」」」策策策策定定定定、、、、具具具具体的行動計画体的行動計画体的行動計画体的行動計画    ４４４４．．．．    １９９１９９１９９１９９８８８８年年年年：：：：板橋区板橋区板橋区板橋区環境環境環境環境基基基基本計画策本計画策本計画策本計画策定定定定    将来将来将来将来像像像像としてとしてとしてとして「「「「循環循環循環循環、、、、共生共生共生共生をををを推進推進推進推進するするするする環環環環境境境境都都都都市市市市」、「」、「」、「」、「パートナーシップがパートナーシップがパートナーシップがパートナーシップが支支支支えるえるえるえる環境環境環境環境都都都都市市市市」」」」をををを掲掲掲掲げげげげ施策施策施策施策のののの方方方方向性向性向性向性をををを体体体体系系系系化化化化    ５５５５．．．．    １９９９１９９９１９９９１９９９年年年年：：：：ＩＳＩＳＩＳＩＳＯＯＯＯ１４００１１４００１１４００１１４００１認認認認証証証証取取取取得得得得    （（（（２２２２））））    リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル取取取取りりりり組組組組みみみみ    １１１１．．．．    １９９１１９９１１９９１１９９１年年年年：：：：リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進課設推進課設推進課設推進課設置置置置    ２２２２．．．．    １９９２１９９２１９９２１９９２年年年年：：：：リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル条条条条例制定例制定例制定例制定、、、、家家家家庭庭庭庭系系系系分分分分別回収事別回収事別回収事別回収事業業業業をををを開開開開始始始始    ３３３３．．．．    ３３３３次次次次にわたるにわたるにわたるにわたる「「「「板橋区板橋区板橋区板橋区リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進計画推進計画推進計画推進計画」」」」＝＝＝＝    施策展開施策展開施策展開施策展開    ①①①①    区区区区民民民民、、、、事事事事業業業業者者者者へのへのへのへの意識意識意識意識啓啓啓啓発発発発    ②②②②    リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事事事事業業業業のののの継継継継続続続続、、、、発展発展発展発展、、、、ごごごごみみみみ抑抑抑抑制制制制    ③③③③    リサイクルシステムのリサイクルシステムのリサイクルシステムのリサイクルシステムの確確確確立立立立    ④④④④    リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル施設施設施設施設のののの整備整備整備整備    ４４４４．．．．    １９９６１９９６１９９６１９９６年年年年：：：：板橋区板橋区板橋区板橋区資源化資源化資源化資源化センターセンターセンターセンター開設開設開設開設    ５５５５．．．．    １９９７１９９７１９９７１９９７年年年年：：：：区区区区内内内内全全全全域域域域でででで月月月月２２２２回回回回のののの資源分資源分資源分資源分別回収別回収別回収別回収    ６６６６．．．．    １９９９１９９９１９９９１９９９年年年年：：：：東京東京東京東京ルールルールルールルール、、、、週週週週１１１１回回回回資源分資源分資源分資源分別回収別回収別回収別回収    （（（（３３３３））））    ごごごごみみみみ及及及及びリサイクルびリサイクルびリサイクルびリサイクル量量量量（（（（トントントントン））））                            １９９１９９１９９１９９５５５５        １９９６１９９６１９９６１９９６        １９９７１９９７１９９７１９９７        １９９１９９１９９１９９８８８８        １９９９１９９９１９９９１９９９        ２０００２０００２０００２０００        ①①①①ごごごごみみみみ        207,956     203,730     198,291     195,328     176,797    173,388207,956     203,730     198,291     195,328     176,797    173,388207,956     203,730     198,291     195,328     176,797    173,388207,956     203,730     198,291     195,328     176,797    173,388    

        ②②②②ﾘｻｲｸﾙﾘｻｲｸﾙﾘｻｲｸﾙﾘｻｲｸﾙ                13,53813,53813,53813,538                        16,273      18,537       19,817     27,633      34,95716,273      18,537       19,817     27,633      34,95716,273      18,537       19,817     27,633      34,95716,273      18,537       19,817     27,633      34,957    （（（（４４４４））））１１１１人人人人あたりあたりあたりあたり排出排出排出排出量量量量（（（（ごごごごみおよびみおよびみおよびみおよび資源資源資源資源））））及及及及びびびび経年経年経年経年変変変変化率化率化率化率％％％％（（（（１９１９１９１９８８８８９９９９年年年年基基基基準準準準））））                            １９９１９９１９９１９９５５５５        １９９６１９９６１９９６１９９６        １９９７１９９７１９９７１９９７        １９９１９９１９９１９９８８８８        １９９９１９９９１９９９１９９９        ２０００２０００２０００２０００    
        ｇ／ｇ／ｇ／ｇ／人人人人日日日日                1018        994         961        957         907        9031018        994         961        957         907        9031018        994         961        957         907        9031018        994         961        957         907        903    
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                    %       101.3       98.9        95.6   %       101.3       98.9        95.6   %       101.3       98.9        95.6   %       101.3       98.9        95.6                       95.2         90.2       89.995.2         90.2       89.995.2         90.2       89.995.2         90.2       89.9    （（（（５５５５））））ガガガガラスラスラスラス瓶瓶瓶瓶リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事事事事業業業業    ＝＝＝＝    びびびびんんんん以以以以外外外外用用用用途途途途開発開発開発開発事事事事業業業業    １１１１．．．．    １９９７１９９７１９９７１９９７年年年年：：：：びびびびんんんん回収回収回収回収量量量量がががが３０００３０００３０００３０００トンにもなりトンにもなりトンにもなりトンにもなり、、、、びびびびんんんん以以以以外外外外のののの用用用用途途途途開発開発開発開発がががが緊急緊急緊急緊急のののの    
                課題課題課題課題となったとなったとなったとなった    ２２２２．．．．    １９９７１９９７１９９７１９９７年年年年：：：：アスフアスフアスフアスファァァァルトルトルトルト混混混混合物合物合物合物ととととココココンクリートンクリートンクリートンクリート二二二二次製次製次製次製品品品品等等等等土土土土木木木木用用用用骨材骨材骨材骨材としてとしてとしてとして再再再再利用利用利用利用をををを図図図図ることのることのることのることの開発開開発開開発開開発開始始始始    ３３３３．．．．    １９９９１９９９１９９９１９９９年年年年：：：：板橋区板橋区板橋区板橋区廃廃廃廃ガガガガラスリサイクルラスリサイクルラスリサイクルラスリサイクル開発開発開発開発プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトチチチチームームームーム発発発発足足足足    ４４４４．．．．    ココココンセプトづンセプトづンセプトづンセプトづくくくくりりりり－－－－基基基基本本本本条件条件条件条件    ①①①①    価価価価格格格格面面面面でででで既既既既存製存製存製存製品品品品とととと同同同同等等等等ままままたはたはたはたはそそそそれれれれ以以以以下下下下    ②②②②    性性性性能能能能がががが骨材骨材骨材骨材としてとしてとしてとして優優優優秀秀秀秀        ５５５５．．．．    官民協官民協官民協官民協同同同同組織組織組織組織・・・・循環循環循環循環式式式式フフフフレレレレームづームづームづームづくくくくりりりり    ①①①①    チチチチームームームーム全体全体全体全体のののの有機的連有機的連有機的連有機的連携携携携をはかりをはかりをはかりをはかり、、、、各社各社各社各社がががが得得得得意意意意のののの分野分野分野分野でででで活活活活躍躍躍躍できるできるできるできる体体体体制制制制    ②②②②    自治体自治体自治体自治体がががが回収回収回収回収したびしたびしたびしたびんんんんをををを、、、、一一一一次次次次加加加加工工工工、、、、二二二二次次次次加加加加工工工工、、、、製製製製品品品品完完完完成成成成、、、、自治体自治体自治体自治体・・・・民民民民間間間間工工工工事事事事発発発発注注注注およびおよびおよびおよび施行施行施行施行のののの循環型循環型循環型循環型システムのシステムのシステムのシステムの構築構築構築構築がががが重要重要重要重要であるであるであるである    ６６６６．．．．    今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    ①①①①    需需需需給給給給ババババランスランスランスランス：：：：いいいいくくくくつかのつかのつかのつかの商商商商品品品品開発開発開発開発をををを行行行行いいいい、、、、価価価価格格格格・・・・品品品品質質質質等等等等がうけいれらがうけいれらがうけいれらがうけいれられるれるれるれる段段段段    

        階階階階にににに入入入入ったがったがったがったが、、、、いいいいまだまだまだまだ需需需需給給給給ババババランスがとれないランスがとれないランスがとれないランスがとれない    ②②②②    企企企企業業業業・・・・区区区区民民民民のののの役割役割役割役割：：：：自治体自治体自治体自治体がががが牽牽牽牽引引引引車車車車としてのみとしてのみとしてのみとしてのみ機能機能機能機能するのではなするのではなするのではなするのではなくくくく、、、、企企企企業業業業・・・・市市市市    
        民民民民がががが、、、、ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター、、、、静静静静脈脈脈脈ビビビビジネスのサジネスのサジネスのサジネスのサポポポポーターーターーターーター、、、、ジャッジジャッジジャッジジャッジメメメメントとしてントとしてントとしてントとして    
        てててて役割役割役割役割をはたすことをはたすことをはたすことをはたすこと    ③③③③    自治体自治体自治体自治体とととと企企企企業業業業・・・・区区区区民民民民のののの協協協協同同同同：：：：自治体自治体自治体自治体がががが当当当当面面面面、、、、循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成にににに向向向向けたけたけたけた企企企企業業業業・・・・区区区区民民民民のののの意識意識意識意識改改改改革革革革とととと企企企企業努力業努力業努力業努力にににに対対対対するするするする持続持続持続持続性性性性をををを牽牽牽牽引引引引するするするする。。。。ママママーーーーケケケケットットットット醸醸醸醸成成成成のののの段階段階段階段階でででで、、、、市市市市場原理場原理場原理場原理のステップをのステップをのステップをのステップを踏踏踏踏みみみみ、、、、最終最終最終最終的的的的にはにはにはには民民民民間間間間のののの自自自自助助助助努力努力努力努力でででで安安安安定定定定市市市市場場場場をををを構築構築構築構築するするするする    
    パートパートパートパート２２２２    ――――    板橋区板橋区板橋区板橋区におけるにおけるにおけるにおける環境学環境学環境学環境学習習習習のののの新新新新たなたなたなたな取取取取りりりり組組組組みみみみ    ――――    （（（（１１１１））））    エエエエコポコポコポコポリスセンターリスセンターリスセンターリスセンター：：：：環境学環境学環境学環境学習習習習実実実実践践践践・・・・普及普及普及普及部門部門部門部門    １１１１．．．．    １９９１９９１９９１９９５５５５年年年年板橋区板橋区板橋区板橋区におけるにおけるにおけるにおける環境学環境学環境学環境学習習習習計画計画計画計画・・・・実実実実践践践践・・・・普及施設普及施設普及施設普及施設としてとしてとしてとして開所開所開所開所            ７７７７年年年年間間間間のののの利用利用利用利用者者者者はははは１００１００１００１００万万万万人人人人をををを突突突突破破破破、、、、利用利用利用利用者者者者はははは全国全国全国全国からからからからくくくくるるるる    ２２２２．．．．    ３３３３機能機能機能機能：：：：①①①①環境学環境学環境学環境学習習習習、、、、環境環境環境環境教教教教育拠育拠育拠育拠点点点点、、、、②②②②環境環境環境環境情情情情報報報報発発発発信拠信拠信拠信拠点点点点、、、、③③③③環境環境環境環境 NPONPONPONPO活動活動活動活動拠拠拠拠点点点点    ３３３３．．．．    施設施設施設施設：：：：リサイクルサリサイクルサリサイクルサリサイクルサロンロンロンロン、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工房工房工房工房、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルゲゲゲゲームームームーム、、、、環境学環境学環境学環境学習習習習システシステシステシステ    

                                        ムムムム、、、、生生生生ごごごごみみみみ相相相相談談談談ココココーナーーナーーナーーナー、、、、ココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィセンターセンターセンターセンター、、、、太太太太陽陽陽陽電電電電池池池池、、、、太太太太陽陽陽陽熱熱熱熱集集集集熱熱熱熱    
                                        器器器器、、、、ビビビビオトープオトープオトープオトープ    等等等等                            （（（（２２２２））））    主主主主要要要要事事事事業業業業    １１１１．．．．基基基基本本本本ココココンセプトンセプトンセプトンセプト    －－－－    知知知知るるるる    →→→→    考考考考えるえるえるえる    →→→→    行動行動行動行動するするするする    ２２２２．．．．事事事事業業業業    
        ①①①①環境環境環境環境パネルパネルパネルパネル展展展展・・・・環境環境環境環境セミナー・セミナー・セミナー・セミナー・環境環境環境環境祭祭祭祭りりりり    
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    ②②②②ここここどどどどもももも環境環境環境環境教教教教室室室室        ③③③③大人大人大人大人向向向向けエけエけエけエココココロジーロジーロジーロジー講講講講座座座座        ④④④④環境環境環境環境リーダーリーダーリーダーリーダー養養養養成成成成区区区区座座座座        ⑤⑤⑤⑤板橋板橋板橋板橋環境会議環境会議環境会議環境会議    
        ⑥⑥⑥⑥団団団団体支援体支援体支援体支援（（（（施設施設施設施設・・・・器具器具器具器具貸貸貸貸しししし出出出出しししし、、、、講講講講師派遣師派遣師派遣師派遣等等等等））））    

                        ⑦⑦⑦⑦環境環境環境環境教教教教育育育育ネットワークネットワークネットワークネットワーク事事事事業業業業    －－－－    区区区区内内内内８８８８２２２２小小小小中学中学中学中学校校校校とインターネットとインターネットとインターネットとインターネット接続接続接続接続、、、、    
                                環境環境環境環境情情情情報報報報ののののややややりりりり取取取取りりりり    （（（（３３３３））））    新新新新しいしいしいしい環境学環境学環境学環境学習習習習のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    １１１１．．．．課題課題課題課題    －－－－    ７７７７年年年年間間間間のののの活動活動活動活動のののの総総総総括括括括からからからから                ①①①①利用利用利用利用者者者者層層層層のののの固固固固定定定定化化化化傾傾傾傾向向向向                ②②②②２００２２００２２００２２００２年年年年度度度度からからからから始始始始ままままるるるる総合的学総合的学総合的学総合的学習習習習へのへのへのへの対対対対応応応応遅遅遅遅れれれれ                ③③③③若若若若者者者者のののの利用利用利用利用者者者者がががが少少少少ないないないない            ２２２２．．．．今後今後今後今後のののの活動活動活動活動                ①①①①利用利用利用利用者者者者層層層層拡拡拡拡大大大大－－－－体体体体験験験験型学型学型学型学習習習習プログラムプログラムプログラムプログラム「「「「環境環境環境環境ミニミニミニミニ教教教教室室室室」」」」開開開開始始始始                        例例例例：：：：全全全全員員員員参加型参加型参加型参加型ごごごごみみみみ分分分分別別別別ゲゲゲゲームームームーム、、、、環境環境環境環境劇劇劇劇：：：：川川川川ははははどどどどうしてうしてうしてうして汚汚汚汚れるのれるのれるのれるの、、、、実実実実験験験験：：：：酸酸酸酸性性性性                                雨雨雨雨はなはなはなはなぜぜぜぜ降降降降るのるのるのるの    等等等等                    ②②②②総合的学総合的学総合的学総合的学習習習習へのへのへのへの対対対対応応応応    －－－－    整備整備整備整備・・・・強化強化強化強化するするするする、、、、学学学学校校校校とのとのとのとの連連連連携携携携をををを緊緊緊緊密密密密化化化化                        例例例例：：：：区区区区内内内内学学学学校校校校のののの校校校校長長長長以以以以下下下下全全全全教教教教員員員員とととと体体体体験験験験的学的学的学的学習習習習プログラムをプログラムをプログラムをプログラムを実施実施実施実施    等等等等                ③③③③若若若若者者者者をををを惹惹惹惹きつけるきつけるきつけるきつける    －－－－    区区区区内内内内大学大学大学大学とのとのとのとの連連連連携携携携事事事事業業業業    例例例例：：：：区区区区内内内内大学大学大学大学女女女女子子子子学学学学生生生生へのへのへのへの働働働働きかけきかけきかけきかけ    －－－－    児童児童児童児童科科科科のののの学学学学生生生生希希希希望望望望者者者者にににに環境環境環境環境遊遊遊遊びびびび等等等等のののの手手手手    

                法法法法をををを体体体体得得得得してもらうしてもらうしてもらうしてもらう、、、、夏休夏休夏休夏休みのみのみのみの子子子子供供供供向向向向けけけけ事事事事業業業業へのへのへのへのボボボボランテランテランテランティィィィアアアア参加参加参加参加勧誘勧誘勧誘勧誘、、、、    
                大学大学大学大学祭祭祭祭りへのりへのりへのりへの出出出出店店店店、、、、大学大学大学大学家家家家政学政学政学政学授授授授業業業業をををを借借借借用用用用しししし施設施設施設施設見見見見学体学体学体学体験験験験型学型学型学型学習習習習をををを組組組組みみみみ合合合合    
                わわわわせせせせたプログラムにたプログラムにたプログラムにたプログラムに学学学学生生生生参加参加参加参加    等等等等                ⅤⅤⅤⅤ    世世世世田谷区田谷区田谷区田谷区（（（（人人人人口口口口：：：：約約約約７９７９７９７９万万万万人人人人））））    ――――    世世世世田谷区田谷区田谷区田谷区におけるにおけるにおけるにおける環境学環境学環境学環境学習習習習とととと区区区区民合民合民合民合意意意意形成形成形成形成についてについてについてについて    ――――    （（（（１１１１））））    ごごごごみみみみ減量減量減量減量化化化化・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル        １１１１．．．．基基基基本本本本方針方針方針方針：：：：区区区区民民民民・・・・事事事事業業業業者者者者のののの中中中中でででで始始始始ままままっているっているっているっている取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを育育育育てていてていてていてていくくくく        ２２２２．．．．一一一一般般般般廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理基理基理基理基本計画本計画本計画本計画「「「「ごごごごみゼロプランみゼロプランみゼロプランみゼロプラン２０００２０００２０００２０００」」」」    ①①①①発発発発生生生生段階段階段階段階でのでのでのでの抑抑抑抑制制制制            ②②②②排出排出排出排出段階段階段階段階でのでのでのでの抑抑抑抑制制制制            ③③③③収集収集収集収集・・・・運運運運搬搬搬搬段階段階段階段階でのでのでのでの環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの低低低低減減減減            ④④④④処処処処理理理理・・・・処分処分処分処分段階段階段階段階でのでのでのでの環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの低低低低減減減減            ⑤⑤⑤⑤再再再再製製製製品品品品循環循環循環循環段階段階段階段階＝＝＝＝住住住住民民民民にににに一一一一番番番番近近近近いとこいとこいとこいところろろろでででで、、、、何何何何ができるかができるかができるかができるか、、、、何何何何をすべきかをすべきかをすべきかをすべきか        ３３３３．．．．ごごごごみみみみ収集収集収集収集システムのシステムのシステムのシステムの変変変変更更更更・・・・資源資源資源資源ごごごごみみみみ収集収集収集収集のののの成成成成果果果果（（（（１９９９１９９９１９９９１９９９年年年年度度度度→→→→２０００２０００２０００２０００年年年年度度度度））））                                        １９９９１９９９１９９９１９９９年年年年度度度度・・・・ﾄﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾝ        ２０００２０００２０００２０００年年年年度度度度・・・・ﾄﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾝ        増増増増減減減減率率率率・・・・％％％％        ごごごごみみみみ合計合計合計合計                ２２２２５５５５５５５５，，，，５５５５０７０７０７０７            ２１２１２１２１８８８８，，，，２１２１２１２１８８８８        －－－－１４１４１４１４．．．．８８８８            可可可可燃燃燃燃ごごごごみみみみ            ２０１２０１２０１２０１，，，，４４４４８８８８８８８８            １７０１７０１７０１７０，，，，１３２１３２１３２１３２        －－－－１１１１５５５５．．．．６６６６            不不不不燃燃燃燃ごごごごみみみみ                ４４４４８８８８，，，，７７７７８８８８３３３３                ４１４１４１４１，，，，７０６７０６７０６７０６        －－－－１４１４１４１４．．．．５５５５            粗粗粗粗大大大大ごごごごみみみみ                    ５５５５，，，，２３６２３６２３６２３６                    ６６６６，，，，３３３３８８８８００００        ＋＋＋＋２１２１２１２１．．．．８８８８    
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    資源資源資源資源ごごごごみみみみ                    ２０２０２０２０，，，，７６４７６４７６４７６４                ５５５５００００，，，，６０７６０７６０７６０７            ２２２２．．．．４４４４倍倍倍倍            分分分分別回収別回収別回収別回収                １３１３１３１３，，，，４６０４６０４６０４６０                ４４４４４４４４，，，，１０３１０３１０３１０３            ３３３３．．．．３３３３倍倍倍倍            拠拠拠拠点回収点回収点回収点回収                            ６７６７６７６７５５５５                            ８８８８１１１１８８８８        ＋＋＋＋２１２１２１２１．．．．２２２２            集集集集団団団団回収回収回収回収                    ６６６６，，，，６２７６２７６２７６２７                    ５５５５，，，，６６６６８８８８６６６６        －－－－１４１４１４１４．．．．２２２２        リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率                    ７７７７．．．．５５５５％％％％                    １１１１８８８８．．．．８８８８％％％％    （（（（２２２２））））    広報広報広報広報活動活動活動活動・・・・環境学環境学環境学環境学習習習習        １１１１．．．．区報区報区報区報：：：：月月月月３３３３回回回回、、、、随随随随時時時時紹介紹介紹介紹介    年年年年１１１１回回回回清掃清掃清掃清掃リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル特特特特集集集集号号号号        ２２２２．．．．環境学環境学環境学環境学習習習習・・・・環境活動支援環境活動支援環境活動支援環境活動支援        ①①①①子子子子供供供供へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ    ＝＝＝＝    学学学学校校校校にむけたにむけたにむけたにむけた学学学学習習習習にににに注注注注力力力力                    副読副読副読副読本本本本「「「「わたしたわたしたわたしたわたしたちちちちのののの世世世世田谷田谷田谷田谷」」」」ににににごごごごみみみみ減量減量減量減量・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル等環境等環境等環境等環境事項事項事項事項をををを掲掲掲掲載載載載                        環境学環境学環境学環境学習習習習へへへへ講講講講師派遣師派遣師派遣師派遣、、、、ごごごごみみみみ収集車収集車収集車収集車やややや空空空空きききき缶缶缶缶ププププレレレレススススカカカカーをもっていきデーをもっていきデーをもっていきデーをもっていきデモモモモとととと学学学学習習習習                ＰＰＰＰＲＲＲＲ用用用用ビビビビデオデオデオデオ貸貸貸貸しししし出出出出しししし                清掃清掃清掃清掃工工工工場場場場、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処分処分処分処分場場場場、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル施設等施設等施設等施設等のののの見見見見学学学学        ②②②②一一一一般般般般へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ                リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル情情情情報報報報ココココーナーへーナーへーナーへーナーへＰＰＰＰＲＲＲＲ用用用用ビビビビデオデオデオデオ貸貸貸貸しししし出出出出しししし                生生生生涯涯涯涯学学学学習習習習＝＝＝＝講講講講座座座座展開展開展開展開、、、、区区区区内内内内ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯとととと協力協力協力協力しししし寸劇寸劇寸劇寸劇・・・・紙紙紙紙芝居芝居芝居芝居のののの上上上上演演演演→→→→カカカカリリリリキュキュキュキュラムラムラムラム化化化化        ③③③③リリリリカカカカレレレレントントントント学学学学習習習習                区区区区内内内内１６１６１６１６大学大学大学大学とととと協力協力協力協力    区区区区がががが講講講講座座座座ののののＰＰＰＰＲＲＲＲやややや受受受受講講講講料料料料をををを補補補補助助助助しししし、、、、大学大学大学大学がががが社会人社会人社会人社会人のののの学学学学習習習習機機機機    
                    会会会会をををを創創創創るるるる                    －－－－    エエエエココココライフのライフのライフのライフの実実実実践践践践、、、、総合的学総合的学総合的学総合的学習習習習時時時時間間間間のののの生生生生かしかしかしかし方方方方    －－－－    （（（（３３３３））））    区区区区民民民民およびおよびおよびおよび事事事事業業業業者者者者ののののごごごごみみみみ減量減量減量減量とリサイクルとリサイクルとリサイクルとリサイクル活動活動活動活動のののの支援支援支援支援    １１１１．．．．    フリーフリーフリーフリーママママーーーーケケケケットットットット等等等等啓啓啓啓発活動発活動発活動発活動    ＝＝＝＝    資源資源資源資源のののの再再再再利用利用利用利用とととと意識啓意識啓意識啓意識啓発発発発、、、、市民市民市民市民団団団団体活動支援体活動支援体活動支援体活動支援    ２２２２．．．．    せせせせたがたがたがたがやややや環境環境環境環境ままままつりつりつりつり    デデデデポポポポジットジットジットジット実実実実験験験験のののの実施等実施等実施等実施等    ３３３３．．．．    区区区区民民民民・・・・事事事事業業業業者者者者のののの活動支援活動支援活動支援活動支援            商商商商店街店街店街店街でのでのでのでのママママイイイイババババッグッグッグッグキキキキャンャンャンャンペペペペーン・ーン・ーン・ーン・簡易簡易簡易簡易包装包装包装包装支援支援支援支援    現現現現在在在在３０００３０００３０００３０００店店店店            事事事事業業業業者者者者がががが排出排出排出排出するするするするごごごごみみみみ自自自自主回収主回収主回収主回収処処処処理理理理システムのルートづシステムのルートづシステムのルートづシステムのルートづくくくくりりりり支援支援支援支援            再生品再生品再生品再生品普及支援普及支援普及支援普及支援    ＝＝＝＝    世世世世田谷田谷田谷田谷ロールロールロールロール、、、、世世世世田谷田谷田谷田谷テテテティィィィッシッシッシッシュュュュをををを区区区区内内内内学学学学校校校校・・・・施設施設施設施設でででで利用利用利用利用    （（（（４４４４））））学学学学校校校校給給給給食生食生食生食生ごごごごみリサイクルとみリサイクルとみリサイクルとみリサイクルと環境学環境学環境学環境学習習習習            区区区区内内内内学学学学校校校校給給給給食生食生食生食生ゴゴゴゴミをミをミをミを減量減量減量減量化化化化・・・・ココココンンンンポポポポストストストスト化化化化しししし学学学学校校校校菜園菜園菜園菜園でででで利用利用利用利用するするするする学学学学習習習習            協力協力協力協力農家農家農家農家へのへのへのへの堆肥堆肥堆肥堆肥提提提提供供供供とととと栽培栽培栽培栽培野野野野菜菜菜菜のののの給給給給食食食食へのへのへのへの導導導導入入入入計画計画計画計画                

    ⅥⅥⅥⅥ    北九州北九州北九州北九州市市市市（（（（人人人人口口口口：：：：約約約約１０１１０１１０１１０１万万万万人人人人））））    ――――    北九州北九州北九州北九州市市市市のののの環境産業政策環境産業政策環境産業政策環境産業政策とととと住住住住民合民合民合民合意意意意形成形成形成形成のののの試試試試みみみみ    ――――    （（（（１１１１））））    公公公公害克服害克服害克服害克服のののの努力努力努力努力をををを通通通通してしてしてして地地地地域域域域戦略戦略戦略戦略プランプランプランプラン策策策策定定定定とととと住住住住民合民合民合民合意意意意形成形成形成形成    １１１１．．．．    ロロロロケケケケーションーションーションーション：：：：九州九州九州九州のののの最北最北最北最北、、、、東京東京東京東京からからからから１０００１０００１０００１０００キキキキロロロロ、、、、韓韓韓韓国国国国、、、、中国中国中国中国へもへもへもへも同程度同程度同程度同程度    ２２２２．．．．    環境改善環境改善環境改善環境改善のののの歴史歴史歴史歴史：：：：１９６０１９６０１９６０１９６０年代年代年代年代、、、、環境環境環境環境汚染汚染汚染汚染がががが最最最最ももももひひひひどくどくどくどく洞洞洞洞海湾海湾海湾海湾はははは死死死死のののの海海海海といわれといわれといわれといわれたがたがたがたが、、、、１９１９１９１９８８８８００００年代年代年代年代半半半半ばばばばからからからから、、、、企企企企業業業業群群群群がががが公公公公害克服害克服害克服害克服のののの努力努力努力努力をををを積極的積極的積極的積極的にににに進進進進めめめめ、、、、技術技術技術技術・・・・人人人人材材材材・・・・ノノノノウウウウハハハハウウウウがががが蓄蓄蓄蓄積積積積されていったされていったされていったされていった    ３３３３．．．．    地地地地域域域域戦略戦略戦略戦略プランへのプランへのプランへのプランへの発展発展発展発展：：：：蓄蓄蓄蓄積積積積されたされたされたされた総合総合総合総合財財財財産産産産をををを基基基基盤盤盤盤にににに、、、、北九州北九州北九州北九州エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業とととと環境国際協力環境国際協力環境国際協力環境国際協力がががが育育育育成成成成されてきたされてきたされてきたされてきた。。。。後者後者後者後者はははは、、、、中国大連中国大連中国大連中国大連・フ・フ・フ・フィィィィリッリッリッリッピピピピン・インン・インン・インン・インドドドドネシネシネシネシ
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アとのアとのアとのアとの環境国際協力環境国際協力環境国際協力環境国際協力にににに発展発展発展発展しているしているしているしている    （（（（２２２２））））    エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業    １１１１．．．．    実実実実証証証証研究研究研究研究エリアエリアエリアエリア：：：：現現現現在在在在１１１１８８８８のののの研究施設研究施設研究施設研究施設でででで廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理理理理、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの研究研究研究研究をををを実施実施実施実施。。。。このこのこのこの一一一一角角角角にににに市市市市エエエエココココタタタタウウウウンセンンセンンセンンセンターがありターがありターがありターがあり、、、、市民等市民等市民等市民等のののの環境学環境学環境学環境学習習習習やややや研研研研修修修修、、、、実実実実証証証証研究活研究活研究活研究活動支援動支援動支援動支援、、、、環境環境環境環境・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル技術技術技術技術・・・・製製製製品品品品のののの展示展示展示展示、、、、エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業のののの総合的環境総合的環境総合的環境総合的環境管管管管理理理理をををを実施実施実施実施しているしているしているしている    ２２２２．．．．    総合環境総合環境総合環境総合環境ココココンンンンビビビビナート・ナート・ナート・ナート・国連大学国連大学国連大学国連大学がががが提唱提唱提唱提唱しているゼロエミッションをしているゼロエミッションをしているゼロエミッションをしているゼロエミッションを実現実現実現実現しようしようしようしようとするとするとするとする総合総合総合総合ココココンンンンビビビビナートであるナートであるナートであるナートである。。。。現現現現在在在在、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル、、、、自動自動自動自動車車車車、Ｏ、Ｏ、Ｏ、ＯＡＡＡＡ、、、、家電家電家電家電、、、、蛍蛍蛍蛍光管光管光管光管のののの５５５５リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工工工工場場場場がががが稼稼稼稼動動動動、、、、医療医療医療医療用用用用具具具具工工工工場場場場はははは試験試験試験試験運転運転運転運転中中中中であるであるであるである。。。。各各各各工工工工場場場場がががが相相相相互互互互連連連連携携携携をしてゼロエミッションをしてゼロエミッションをしてゼロエミッションをしてゼロエミッション化化化化をはかるをはかるをはかるをはかる構想構想構想構想であるであるであるである。。。。なおなおなおなお、、、、現現現現状状状状でリサイクルでリサイクルでリサイクルでリサイクルできないものはできないものはできないものはできないものは、、、、複複複複合中核施設合中核施設合中核施設合中核施設でサーでサーでサーでサーママママルリサイクルをするルリサイクルをするルリサイクルをするルリサイクルをする    ３３３３．．．．    響響響響リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル団団団団地地地地：：：：市市市市がががが保保保保有有有有するするするする土土土土地地地地をををを賃貸賃貸賃貸賃貸しししし中中中中小小小小リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル企企企企業業業業のののの立地立地立地立地をををを支援支援支援支援するするするする    （（（（３３３３））））    環境産業環境産業環境産業環境産業にににに対対対対するするするする基基基基本的本的本的本的理念理念理念理念    
            １１１１．．．．方針方針方針方針            ①①①①環境環境環境環境のののの産業化産業化産業化産業化                    基礎基礎基礎基礎研究研究研究研究からからからから技術開発技術開発技術開発技術開発・・・・実実実実証証証証研究研究研究研究・・・・事事事事業化業化業化業化にににに至至至至るるるるままままでのでのでのでの総合的展開総合的展開総合的展開総合的展開            「「「「ごごごごみはみはみはみは資源資源資源資源」」」」のののの理念理念理念理念            大大大大企企企企業業業業、、、、地地地地元元元元中中中中小小小小企企企企業業業業、、、、ベベベベンンンンチチチチャーャーャーャー企企企企業業業業すべてがすべてがすべてがすべてが参画参画参画参画するするするする            地地地地域域域域にににに雇雇雇雇用用用用をををを創創創創出出出出するするするする                ②②②②施設施設施設施設公公公公開開開開のののの原則原則原則原則    公公公公開開開開によりによりによりにより住住住住民民民民のののの不不不不安安安安感感感感、、、、不不不不快快快快感感感感をををを払拭払拭払拭払拭するするするする    ２２２２．．．．    体体体体制制制制        ①①①①    産産産産・・・・学学学学・・・・官官官官のネットワークとのネットワークとのネットワークとのネットワークと役割役割役割役割分担分担分担分担のののの明明明明確確確確化化化化    構想構想構想構想段階段階段階段階からのからのからのからの一一一一貫貫貫貫したしたしたした連連連連携携携携    民民民民間間間間とととと行政行政行政行政のののの明明明明確確確確なななな役割役割役割役割分担分担分担分担    ②②②②    環境環境環境環境局内局内局内局内にににに環境産業政策環境産業政策環境産業政策環境産業政策室室室室をををを設設設設置置置置    環境環境環境環境保保保保全政策全政策全政策全政策とととと産業産業産業産業振興振興振興振興政策政策政策政策のののの連連連連携携携携・・・・統統統統合合合合    ３３３３．．．．    地地地地域域域域固有固有固有固有条件条件条件条件のののの活用活用活用活用    ①①①①    ものづものづものづものづくくくくりのりのりのりの街街街街としてのとしてのとしてのとしての技術技術技術技術・・・・人人人人材材材材のののの蓄蓄蓄蓄積積積積    ②②②②    響灘響灘響灘響灘地地地地域域域域のののの優優優優位位位位性性性性（（（（広広広広大大大大なななな土土土土地地地地、、、、最終最終最終最終処分処分処分処分場場場場、、、、港湾港湾港湾港湾機能機能機能機能））））    ③③③③    公公公公害克服害克服害克服害克服でででで培培培培われたわれたわれたわれた市民市民市民市民・・・・企企企企業業業業・・・・行政行政行政行政・・・・大学大学大学大学のののの連連連連携携携携    ４４４４．．．．    行政行政行政行政のののの役割役割役割役割    －－－－    支援支援支援支援役役役役にににに徹徹徹徹するするするする    （（（（４４４４））））    市民市民市民市民のののの合合合合意意意意形成形成形成形成へのへのへのへの努力努力努力努力    １１１１．．．．    エエエエココココタタタタウウウウン・リサイクルン・リサイクルン・リサイクルン・リサイクル事事事事業業業業へのへのへのへの住住住住民民民民のののの理解理解理解理解：：：：住住住住民民民民のののの理解理解理解理解をえてをえてをえてをえて意識意識意識意識をををを変変変変えていえていえていえていくくくくためためためため、、、、ゴゴゴゴミはミはミはミは資源資源資源資源というというというという理念理念理念理念をををを理解理解理解理解していたしていたしていたしていただくだくだくだくとともにとともにとともにとともに不不不不快快快快感感感感・・・・不不不不信信信信感感感感・・・・不不不不安安安安感感感感をををを払拭払拭払拭払拭するするするする努力努力努力努力をををを継継継継続的続的続的続的にににに実施実施実施実施    ２２２２．．．．    市市市市がががが責任責任責任責任をもってをもってをもってをもって安安安安全全全全性性性性をををを確認確認確認確認するするするする    ３３３３．．．．    施設施設施設施設公公公公開開開開のののの原則原則原則原則    （（（（５５５５））））    ＰＰＰＰＣＢＣＢＣＢＣＢ処処処処理理理理施設施設施設施設受受受受けけけけ入入入入れれれれ        
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        １１１１．．．．これはこれはこれはこれは全国全国全国全国自治体自治体自治体自治体でででで初初初初ののののケケケケースでありースでありースでありースであり、、、、市民合市民合市民合市民合意意意意形成形成形成形成へのへのへのへの努力努力努力努力のののの成成成成果果果果であるであるであるである            ２２２２．．．．事事事事業業業業のののの計画計画計画計画段階段階段階段階からからからから市民市民市民市民説説説説明会明会明会明会：：：：１０１０１０１０８８８８件件件件、、、、約約約約４０００４０００４０００４０００人参加人参加人参加人参加    ４４４４．．．．    安安安安全全全全性性性性検討検討検討検討委委委委員員員員会会会会：：：：公公公公開開開開、、、、市民市民市民市民傍聴傍聴傍聴傍聴。。。。資資資資料料料料、、、、議議議議事録事録事録事録、、、、市民市民市民市民のののの意見意見意見意見、、、、市市市市のののの考考考考ええええ方方方方はははは            ホホホホームームームームペペペページでージでージでージで公公公公開開開開したしたしたした。。。。アクセスアクセスアクセスアクセス１１１１５５５５００００００００００００件件件件    ５５５５．．．．    北九州北九州北九州北九州市市市市ＰＰＰＰＣＢＣＢＣＢＣＢ検討処検討処検討処検討処理理理理委委委委員員員員会会会会をををを設設設設置置置置してしてしてして、、、、処処処処理事理事理事理事業業業業がががが安安安安全全全全・・・・適適適適正正正正にににに行行行行われるよわれるよわれるよわれるよ            うううう計画計画計画計画段階段階段階段階からからからから監監監監視視視視するするするする                ⅦⅦⅦⅦ    徳島県徳島県徳島県徳島県（（（（人人人人口口口口：：：：８８８８２２２２万万万万人強人強人強人強））））    ――――        徳島県徳島県徳島県徳島県のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル推進推進推進推進およびゼロエミッションのおよびゼロエミッションのおよびゼロエミッションのおよびゼロエミッションの推進推進推進推進にににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみ    ――――    （（（（１１１１））））１９９９１９９９１９９９１９９９年年年年度度度度・・・・ごごごごみみみみ                一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物量量量量    306,000306,000306,000306,000トントントントン                １１１１人人人人あたりあたりあたりあたり        366 366 366 366 キキキキログラムログラムログラムログラム                リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率    13.5 %13.5 %13.5 %13.5 %    （（（（２２２２））））一一一一般般般般ごごごごみみみみ＝＝＝＝状況状況状況状況・・・・対策対策対策対策・・・・課題課題課題課題                １１１１．．．．県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ                ①①①①１９９１９９１９９１９９５５５５年年年年度度度度「「「「徳島県徳島県徳島県徳島県ごごごごみみみみ減量減量減量減量化化化化・・・・再生再生再生再生利用促進計画利用促進計画利用促進計画利用促進計画」」」」策策策策定定定定                ②②②②１９９９１９９９１９９９１９９９年年年年度度度度にににに「「「「クリーンクリーンクリーンクリーン徳島徳島徳島徳島ごごごごみみみみ減量減量減量減量化化化化プランプランプランプラン」」」」策策策策定定定定    
        ③③③③広報啓広報啓広報啓広報啓発発発発事事事事業業業業    
        ④④④④市市市市町町町町村村村村支援支援支援支援事事事事業業業業：：：：ごごごごみみみみ減量減量減量減量化化化化、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進のののの助助助助成成成成制度制度制度制度    

                ⑤⑤⑤⑤ととととくくくくししししまままま環境環境環境環境県県県県民会議民会議民会議民会議とととと連連連連携携携携：：：：県県県県民民民民・・・・事事事事業業業業者者者者・・・・行政行政行政行政１０６１０６１０６１０６団団団団体組織体組織体組織体組織、、、、環境環境環境環境負負負負荷低荷低荷低荷低減減減減                    活動活動活動活動    ママママイイイイババババッグッグッグッグキキキキャンャンャンャンペペペペーン・エーン・エーン・エーン・エココココショップショップショップショップ認定制度認定制度認定制度認定制度・グリーン・グリーン・グリーン・グリーン購入購入購入購入推進推進推進推進ななななどどどど    
        ⑥⑥⑥⑥環境環境環境環境教教教教育育育育推進推進推進推進：：：：小小小小中学中学中学中学校校校校ははははじじじじめめめめ教教教教育育育育機関機関機関機関とととと連連連連携携携携、、、、啓啓啓啓発発発発・・・・実実実実践践践践活動推進活動推進活動推進活動推進        ２２２２．．．．方針方針方針方針・・・・課題課題課題課題    
            ①①①①５５５５００００市市市市町町町町村村村村をををを６６６６ブロックにブロックにブロックにブロックに集約集約集約集約・・・・広域広域広域広域化化化化しししし適適適適正正正正処処処処理理理理とリサイクルをとリサイクルをとリサイクルをとリサイクルを推進推進推進推進するするするする                        住住住住民民民民のののの合合合合意意意意形成形成形成形成がががが課題課題課題課題        ②②②②分分分分別収集別収集別収集別収集にににに市市市市町町町町村村村村でででで温温温温度度度度差差差差があるがあるがあるがある        ③③③③事事事事業業業業系系系系一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは増増増増加加加加傾傾傾傾向向向向、、、、事事事事業業業業者者者者のののの啓啓啓啓発発発発とととと自自自自己責任己責任己責任己責任        ④④④④適切適切適切適切なななな資源化資源化資源化資源化ルートのルートのルートのルートの確確確確保保保保        ３３３３．．．．法制度法制度法制度法制度にににに関関関関するするするする問問問問題題題題点点点点        ①①①①リユース・リサイクルリユース・リサイクルリユース・リサイクルリユース・リサイクル品品品品がががが逆逆逆逆有有有有償償償償時時時時のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい：：：：廃棄物関連廃棄物関連廃棄物関連廃棄物関連法法法法適適適適用用用用にににに伴伴伴伴うううう許許許許可等可等可等可等        ②②②②一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とととと産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの区区区区分分分分：：：：廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの性質性質性質性質・・・・性状性状性状性状のののの区区区区分分分分けではないけではないけではないけではない        ③③③③容器容器容器容器・・・・包装包装包装包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法関連関連関連関連：：：：法法法法廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの分分分分別基別基別基別基準適準適準適準適合物合物合物合物としてとしてとしてとして収集収集収集収集・・・・保保保保管管管管するするするする            費費費費用用用用    （（（（３３３３））））ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション推進推進推進推進にむけてにむけてにむけてにむけて進進進進めているめているめているめている取取取取りりりり組組組組みみみみ        ①①①①ごごごごみみみみ３３３３ＲＲＲＲ促進促進促進促進のためののためののためののための情情情情報報報報提提提提供供供供、、、、インンセンテインンセンテインンセンテインンセンティィィィブづブづブづブづくくくくりりりり    

                    ②②②②ごごごごみみみみ効率的効率的効率的効率的回収回収回収回収・・・・資源化資源化資源化資源化システムシステムシステムシステム構築構築構築構築        ③③③③広域広域広域広域化処化処化処化処理理理理・・・・他他他他地地地地区区区区とのとのとのとの連連連連携携携携        ④④④④ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション推進推進推進推進のためのためのためのため国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムの活用活用活用活用    
    ⅧⅧⅧⅧ    三三三三重重重重県県県県（（（（人人人人口口口口：：：：１１１１８８８８６６６６万万万万人強人強人強人強））））    
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三三三三重重重重県県県県におけるにおけるにおけるにおける環境行政環境行政環境行政環境行政    ――――        産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物税税税税のののの創創創創設設設設    ――――    （（（（１１１１））））    産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物税創税創税創税創設設設設ままままでのでのでのでの背景背景背景背景    １１１１．．．．    産業活動産業活動産業活動産業活動優優優優先先先先のののの「「「「大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消消消消費費費費、、、、大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄」」」」のののの経済経済経済経済システムからシステムからシステムからシステムから環境環境環境環境をををを基基基基    
                調調調調とするとするとするとする「「「「最最最最適適適適生生生生産産産産、、、、最最最最適適適適消消消消費費費費、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄ゼロゼロゼロゼロ」」」」のののの循環型社会形成構築循環型社会形成構築循環型社会形成構築循環型社会形成構築へのパラダイへのパラダイへのパラダイへのパラダイ    
                ムシフトムシフトムシフトムシフト            ２２２２．．．．県県県県内内内内企企企企業業業業がががが排出排出排出排出抑抑抑抑制制制制ややややリサイクルへのリサイクルへのリサイクルへのリサイクルへの抜抜抜抜本的本的本的本的転換転換転換転換等等等等をををを行行行行うううう取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを支援支援支援支援するするするする                    三三三三重重重重県県県県リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製製製製品品品品利用推進利用推進利用推進利用推進条条条条例例例例：：：：２００１２００１２００１２００１年年年年３３３３月月月月制定制定制定制定、、、、１０１０１０１０月施行月施行月施行月施行            ３３３３、、、、管管管管理理理理型処分型処分型処分型処分場場場場のののの残残残残存存存存年年年年数数数数がががが殆殆殆殆どどどどななななくくくく、、、、処分処分処分処分ココココストのアップストのアップストのアップストのアップ    かつかつかつかつ県県県県外外外外持持持持込込込込１１１１／／／／３３３３            ４４４４．．．．産業廃棄物処産業廃棄物処産業廃棄物処産業廃棄物処理理理理へのへのへのへの県県県県民民民民のののの信信信信頼頼頼頼性性性性をををを醸醸醸醸成成成成            ５５５５．．．．環境環境環境環境情情情情報報報報のののの公公公公開開開開とととと共共共共有有有有    －－－－    ホホホホームームームームペペペページージージージ「「「「三三三三重重重重のののの環境環境環境環境」（」（」（」（毎日毎日毎日毎日更更更更新新新新））））        （（（（２２２２））））    産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物税創税創税創税創設設設設にむけてにむけてにむけてにむけてのののの動動動動きききき            １１１１．．．．１９９９１９９９１９９９１９９９年年年年５５５５月月月月：：：：県県県県税税税税若若若若手手手手職員職員職員職員がががが研究会発研究会発研究会発研究会発足足足足、、、、２０００２０００２０００２０００年年年年３３３３月構想発表月構想発表月構想発表月構想発表    ２２２２．．．．    ２０００２０００２０００２０００年年年年：：：：庁庁庁庁内内内内検討会議発検討会議発検討会議発検討会議発足足足足、、、、８８８８月月月月「「「「産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物にににに係係係係るるるる税税税税」」」」検討検討検討検討４４４４試試試試案案案案発表発表発表発表、、、、    
                        内内内内容県容県容県容県民民民民にににに情情情情報報報報開示開示開示開示    
                        ４４４４試試試試案案案案をををを各各各各種種種種団団団団体体体体、、、、納納納納税税税税者者者者、、、、一一一一般般般般県県県県民民民民にににに数十数十数十数十回説回説回説回説明明明明    庁庁庁庁内内内内でのでのでのでの検討検討検討検討をををを継継継継続続続続    ３３３３．．．．    ２００１２００１２００１２００１年年年年２２２２月月月月：：：：県県県県議会議会議会議会常常常常任任任任委委委委員員員員会会会会にににに制度制度制度制度概概概概要要要要、、、、税税税税収収収収使使使使途途途途をををを説説説説明明明明    平平平平行行行行してしてしてして産業産業産業産業    
                        廃棄物対策推進協議会廃棄物対策推進協議会廃棄物対策推進協議会廃棄物対策推進協議会（（（（想想想想定定定定されるされるされるされる納納納納税義税義税義税義務者務者務者務者））））にににに５５５５回説回説回説回説明明明明、、、、了了了了解解解解をとりつけをとりつけをとりつけをとりつけ    
                        るるるる            ４４４４．．．．２００１２００１２００１２００１年年年年６６６６月月月月：：：：議会上議会上議会上議会上程程程程、、、、全全全全員員員員一一一一致致致致でででで可可可可決決決決                ５５５５．．．．総総総総務省務省務省務省とのとのとのとの協議協議協議協議、、、、地地地地方方方方税税税税法法法法のののの３３３３条件条件条件条件をををを満満満満たすことがたすことがたすことがたすことが条件条件条件条件    ①①①①    住住住住民民民民にににに過過過過重重重重なななな負負負負担担担担にならないことにならないことにならないことにならないこと    ②②②②    県域県域県域県域ををををままままたたたたぐぐぐぐ場場場場合合合合、、、、障壁障壁障壁障壁にならないことにならないことにならないことにならないこと    ③③③③    国国国国のののの経済政策経済政策経済政策経済政策にににに反反反反するするするする税税税税でないことでないことでないことでないこと    総総総総務省務省務省務省のののの同意同意同意同意はははは９９９９月月月月にえられたにえられたにえられたにえられた            ６６６６．．．．２００２２００２２００２２００２年年年年４４４４月施行月施行月施行月施行予予予予定定定定    （（（（３３３３））））    条条条条例例例例のののの内内内内容容容容    １１１１．．．．    趣旨趣旨趣旨趣旨・・・・目目目目的的的的：：：：産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物税税税税をををを財財財財源源源源としてとしてとしてとして、、、、発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進およびおよびおよびおよび適適適適正正正正    
                処処処処理理理理にかかるにかかるにかかるにかかる環境対策環境対策環境対策環境対策のののの経経経経費費費費にあてるにあてるにあてるにあてる        ２２２２．．．．考考考考ええええ方方方方：：：：排出排出排出排出事事事事業業業業者者者者がががが納納納納税義税義税義税義務者務者務者務者としてとしてとしてとして直直直直接接接接納納納納税税税税するするするする    ３３３３．．．．仕仕仕仕組組組組みみみみ：：：：排出排出排出排出事事事事業業業業者者者者がががが産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物をををを埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処処処処理理理理業業業業者者者者ままままたはたはたはたは中中中中間間間間処処処処理理理理業業業業者者者者へへへへ出出出出しししし    
                たたたた段階段階段階段階でででで税税税税がかかるがかかるがかかるがかかる            ４４４４．．．．課課課課税税税税対対対対象象象象：：：：県県県県内内内内でででで処分処分処分処分されるされるされるされる全全全全てのてのてのての産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物            ５５５５．．．．納納納納税税税税方法方法方法方法：：：：申告申告申告申告納付納付納付納付            ６６６６．．．．非非非非課課課課税税税税及及及及びびびび減減減減免措免措免措免措置置置置：：：：リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル施設施設施設施設へのへのへのへの搬搬搬搬入入入入、、、、免免免免税税税税点点点点・・・・年年年年間間間間１０００１０００１０００１０００トントントントン以以以以下下下下            ７７７７．．．．課課課課税税税税標標標標準準準準：：：：１０００１０００１０００１０００円円円円－－－－２０００２０００２０００２０００円円円円／／／／トントントントン    ８８８８．．．．税税税税収収収収使使使使途途途途：：：：廃棄物発廃棄物発廃棄物発廃棄物発生生生生抑抑抑抑制制制制等等等等事事事事業業業業費費費費補補補補助助助助、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル技術研究開発技術研究開発技術研究開発技術研究開発費費費費、、、、処処処処理理理理センセンセンセン    
                ターターターター等周等周等周等周辺辺辺辺環境環境環境環境整備整備整備整備、、、、監監監監視視視視強化対策等強化対策等強化対策等強化対策等    （（（（４４４４））））本本本本制度制度制度制度創創創創設設設設過過過過程程程程でででで得得得得られたものられたものられたものられたもの            １１１１．．．．企企企企業業業業（（（（納納納納税義税義税義税義務者務者務者務者））））とのとのとのとのひひひひざざざざ詰詰詰詰のののの意見意見意見意見交交交交換換換換    －－－－    民民民民主主主主的的的的なななな方法方法方法方法でででで双双双双方方方方がががが納納納納得得得得できたできたできたできた    
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２２２２．．．．    全全全全庁庁庁庁的的的的なななな協力協力協力協力とととと責任責任責任責任体体体体制制制制がとれたがとれたがとれたがとれた。。。。税税税税収収収収にににに基基基基づづづづくくくく予算予算予算予算はははは、、、、環境環境環境環境部部部部がががが所所所所管管管管するのでするのでするのでするので    
                はなはなはなはなくくくく、、、、補補補補助助助助金金金金であれであれであれであればばばば、、、、商工商工商工商工関係関係関係関係のののの部部部部局局局局がすべてがすべてがすべてがすべて所所所所管管管管するするするする。。。。研究研究研究研究費費費費であれであれであれであればばばば、、、、    
                自自自自らららら予算予算予算予算をををを計上計上計上計上、、、、実施実施実施実施するするするする            ３３３３．．．．県県県県議会議会議会議会でででで十十十十分分分分なななな討議討議討議討議がががが行行行行われわれわれわれ、、、、内内内内容容容容がががが理解理解理解理解されてされてされてされて全全全全員員員員一一一一致致致致賛賛賛賛成成成成    ⅨⅨⅨⅨ    岩手県岩手県岩手県岩手県（（（（人人人人口口口口：：：：約約約約１４１１４１１４１１４１万万万万人人人人））））    －－－－    みみみみんんんんなでなでなでなで創創創創るるるる夢夢夢夢県県県県土土土土    －－－－    新新新新しいしいしいしい岩手岩手岩手岩手：：：：２１２１２１２１世世世世紀紀紀紀のシナリオのシナリオのシナリオのシナリオ    （（（（１１１１））））    岩手県岩手県岩手県岩手県総合計画総合計画総合計画総合計画        １１１１．．．．考考考考ええええ方方方方：：：：県県県県民民民民１１１１人人人人ひひひひとりのとりのとりのとりの「「「「生生生生活活活活者者者者」」」」ややややそそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの「「「「地地地地域域域域」」」」からからからから考考考考えていえていえていえていくくくく        ２２２２．．．．理念理念理念理念：：：：県県県県民民民民とととと地地地地域域域域のののの自立自立自立自立・・・・参画参画参画参画・・・・創造創造創造創造        ３３３３．．．．２１２１２１２１世世世世紀紀紀紀岩手県岩手県岩手県岩手県発展発展発展発展ののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドはははは「「「「環境環境環境環境    －－－－    ひひひひとととと    －－－－    情情情情報報報報」」」」        ４４４４．．．．計画計画計画計画のののの目指目指目指目指すすすす目標目標目標目標    －－－－    「「「「夢夢夢夢県県県県土土土土いわていわていわていわて」」」」にににに理念理念理念理念をおりこむをおりこむをおりこむをおりこむ    （（（（２２２２））））    「「「「夢夢夢夢県県県県土土土土いわていわていわていわて」」」」のののの理念理念理念理念にえがにえがにえがにえがくくくく具具具具体的体的体的体的なななな５５５５つのつのつのつの社会社会社会社会    １１１１．．．．    循環循環循環循環：：：：自自自自然然然然とととと共生共生共生共生しししし、、、、循環循環循環循環をををを基基基基調調調調とするとするとするとする社会社会社会社会    豊豊豊豊かなかなかなかな環境環境環境環境をををを将来将来将来将来にわたってにわたってにわたってにわたって伝伝伝伝ええええ、、、、そそそそのののの中中中中でででで人人人人々々々々がゆとりのあるがゆとりのあるがゆとりのあるがゆとりのある生生生生活活活活をををを続続続続けていけていけていけていくくくくことができるようことができるようことができるようことができるよう、、、、すべてのすべてのすべてのすべての県県県県民民民民のののの参画参画参画参画とととと協働協働協働協働によりによりによりにより環境環境環境環境のののの保保保保全全全全とととと創造創造創造創造をををを進進進進めるとめるとめるとめるとともにともにともにともに、、、、日常日常日常日常のののの生生生生活活活活やややや事事事事業活動業活動業活動業活動のののの面面面面でもでもでもでも環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷をできるをできるをできるをできるだだだだけけけけ少少少少ななななくくくくしししし、、、、自自自自然然然然とととと人人人人間間間間のののの活動活動活動活動がががが調和調和調和調和しししし、、、、資源資源資源資源ややややエネルエネルエネルエネルギギギギーがーがーがーが循環循環循環循環するするするする社会社会社会社会をををを目指目指目指目指すすすす    ２２２２．．．．    暮暮暮暮らしらしらしらし：：：：快快快快適適適適にににに安安安安心心心心してしてしてして暮暮暮暮ららららせせせせるるるる社会社会社会社会    岩手岩手岩手岩手のののの自自自自然条件然条件然条件然条件ややややそそそそれれれれぞぞぞぞれのライフステージにれのライフステージにれのライフステージにれのライフステージに応応応応じじじじ、、、、人人人人々々々々がががが快快快快適適適適なななな居居居居住住住住環境環境環境環境のののの中中中中でででで生生生生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮らすことができらすことができらすことができらすことができ、、、、ままままたたたた共共共共にににに支支支支ええええ合合合合うううう地地地地域域域域社会社会社会社会    ３３３３．．．．    産業産業産業産業・・・・経済経済経済経済：：：：創造性創造性創造性創造性ああああふふふふれれれれ活力活力活力活力みなみなみなみなぎぎぎぎるるるる産業産業産業産業がががが展開展開展開展開するするするする社会社会社会社会    ４４４４．．．．    交流交流交流交流とネットとネットとネットとネット：：：：ネットワークがネットワークがネットワークがネットワークが広広広広がりがりがりがり、、、、交流交流交流交流・・・・連連連連携携携携がががが活発活発活発活発にににに行行行行われるわれるわれるわれる社会社会社会社会    ５５５５．．．．    参加参加参加参加：：：：個個個個性性性性がががが生生生生かされかされかされかされ共共共共にににに歩歩歩歩むむむむ社会社会社会社会    （（（（３３３３））））    ５５５５つのつのつのつの社会社会社会社会のイのイのイのイメメメメージージージージ    ２０７２０７２０７２０７指標指標指標指標でででで数数数数値値値値目標目標目標目標化化化化    －－－－    ２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年ままままでのでのでのでの具具具具体的体的体的体的目標目標目標目標                例例例例    ＩＳＩＳＩＳＩＳＯＯＯＯ１４００１１４００１１４００１１４００１認認認認証証証証取取取取得得得得団団団団体体体体：：：：現現現現在在在在２４２４２４２４団団団団体体体体をををを２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年にににに１００１００１００１００団団団団体体体体にににに    

    下下下下水水水水道道道道整備整備整備整備：：：：下下下下水水水水道延道延道延道延長長長長距離距離距離距離からからからから人人人人口口口口普及率表示普及率表示普及率表示普及率表示、、、、目標目標目標目標化化化化    
    道道道道路路路路整備整備整備整備：：：：道道道道路路路路キキキキロロロロ数数数数からインターからインターからインターからインターチチチチェンジェンジェンジェンジやややや新新新新幹幹幹幹線線線線へアクセスへアクセスへアクセスへアクセス時時時時間間間間    （（（（４４４４））））    ５５５５つのつのつのつの社会社会社会社会をををを実現実現実現実現するするするするためにためにためにために        １１１１．．．．岩手県岩手県岩手県岩手県のののの３３３３つのつのつのつのキキキキーワーーワーーワーーワードドドド「「「「環境環境環境環境・・・・ひひひひと・と・と・と・情情情情報報報報」」」」のののの視視視視点点点点ををををベベベベースースースース        ２２２２．．．．未未未未来来来来をををを拓拓拓拓くくくく先導先導先導先導的的的的プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト        ①①①①環境環境環境環境：：：：美美美美しいしいしいしいくくくくにづにづにづにづくくくくりプロジェクトりプロジェクトりプロジェクトりプロジェクト        ②②②②ひひひひとととと：：：：学学学学びのびのびのびの里里里里づづづづくくくくりプロジェクトりプロジェクトりプロジェクトりプロジェクト        ③③③③情情情情報報報報：：：：情情情情報報報報のもりプロジェクトのもりプロジェクトのもりプロジェクトのもりプロジェクト            ３３３３．．．．ささささままままざざざざままままなななな壁壁壁壁をのりこえるをのりこえるをのりこえるをのりこえる７７７７課題対課題対課題対課題対応応応応プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト    

                    ①①①①時時時時間間間間距離距離距離距離のののの短縮短縮短縮短縮プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト：：：：距離距離距離距離のののの壁壁壁壁をををを乗乗乗乗りりりり越越越越えるえるえるえる    
                    ②②②②中中中中山間山間山間山間地地地地域域域域活活活活性性性性化化化化プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト：：：：地形地形地形地形のののの壁壁壁壁をををを乗乗乗乗りりりり越越越越えるえるえるえる    
                    ③③③③独創独創独創独創的産業的産業的産業的産業創創創創出出出出プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト：：：：産業産業産業産業のののの壁壁壁壁をををを乗乗乗乗りりりり越越越越えるえるえるえる    
                    ④④④④開開開開かれたかれたかれたかれた岩手岩手岩手岩手づづづづくくくくりプロジェクトりプロジェクトりプロジェクトりプロジェクト：：：：県県県県境境境境・・・・国境国境国境国境のののの壁壁壁壁をををを乗乗乗乗りりりり越越越越えるえるえるえる    
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    ⑤⑤⑤⑤活力活力活力活力あるあるあるある「「「「冬冬冬冬」、」、」、」、ややややませませませませをををを活活活活かすかすかすかす「「「「夏夏夏夏」」」」のののの形成形成形成形成プロジェックトプロジェックトプロジェックトプロジェックト            ：：：：雪雪雪雪・・・・寒寒寒寒さ・さ・さ・さ・ややややませませませませのののの壁壁壁壁をををを乗乗乗乗りりりり越越越越えるえるえるえる    
                    ⑥⑥⑥⑥みみみみんんんんなでなでなでなで生生生生きききき生生生生きプロジェクトきプロジェクトきプロジェクトきプロジェクト：：：：人人人人のののの壁壁壁壁をををを乗乗乗乗りりりり越越越越えるえるえるえる    
                    ⑦⑦⑦⑦ややややるるるる気気気気をををを生生生生かすかすかすかす地地地地域域域域創造創造創造創造プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト：：：：意識意識意識意識のののの壁壁壁壁をををを乗乗乗乗りりりり越越越越えるえるえるえる    （（（（５５５５））））    県県県県行政行政行政行政のののの約約約約束束束束        １１１１．．．．共共共共につにつにつにつくくくくるるるる開開開開かれたかれたかれたかれた県県県県政政政政：：：：徹徹徹徹底底底底したしたしたした情情情情報公報公報公報公開開開開・・・・政策形成政策形成政策形成政策形成へのへのへのへの住住住住民参加民参加民参加民参加とととと説説説説明明明明責任責任責任責任        ２２２２．．．．生生生生活活活活者者者者のののの視視視視点点点点にたったにたったにたったにたった県県県県政政政政：：：：住住住住民民民民のののの社会活動社会活動社会活動社会活動へのへのへのへの参画支援参画支援参画支援参画支援・・・・暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの満足満足満足満足度度度度向向向向上上上上        ３３３３．．．．地地地地域域域域のののの視視視視点点点点にたったにたったにたったにたった県県県県政政政政：：：：現現現現場場場場重重重重視視視視のののの地地地地域域域域経経経経営営営営・・・・市市市市町町町町村村村村重重重重視視視視のののの行政等行政等行政等行政等    ４４４４．．．．機動機動機動機動性性性性とととと柔軟柔軟柔軟柔軟性性性性をををを重重重重視視視視したしたしたした県県県県政政政政：：：：政策政策政策政策評価評価評価評価のののの徹徹徹徹底底底底・・・・機動的機動的機動的機動的でででで効率的効率的効率的効率的なななな行政行政行政行政運営運営運営運営・・・・            投投投投資資資資のののの重重重重点点点点化化化化とととと施設等施設等施設等施設等ストックのストックのストックのストックの活用等活用等活用等活用等    
    

    ⅩⅩⅩⅩ    京都府京都府京都府京都府（（（（人人人人口口口口：：：：２６２６２６２６５５５５万万万万人人人人弱弱弱弱））））    ――――    廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理理理理とととと循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    ――――    （（（（１１１１））））    組織組織組織組織        １１１１．．．．２０００２０００２０００２０００年年年年４４４４月月月月：：：：循環型社会推進課設循環型社会推進課設循環型社会推進課設循環型社会推進課設置置置置        ２２２２．．．．２０００２０００２０００２０００年年年年６６６６月月月月：：：：地球環境対策推進会議循環型社会等地球環境対策推進会議循環型社会等地球環境対策推進会議循環型社会等地球環境対策推進会議循環型社会等（（（（庁庁庁庁内内内内組織組織組織組織））））設設設設置置置置    （（（（２２２２））））    循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ            １１１１．．．．計画的施策計画的施策計画的施策計画的施策            ①①①①１９９６１９９６１９９６１９９６年年年年３３３３月月月月：：：：京都府京都府京都府京都府廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物減量減量減量減量化化化化リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル計画計画計画計画－－－－各各各各主主主主体体体体のののの具具具具体的行動体的行動体的行動体的行動指針指針指針指針            ②②②②１９９７１９９７１９９７１９９７年年年年３３３３月月月月////１９９９１９９９１９９９１９９９年年年年３３３３月月月月：：：：京京京京とととと地球地球地球地球のののの共生共生共生共生計画計画計画計画（（（（個別個別個別個別計画計画計画計画））））                ・・・・地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化防止防止防止防止等地球環境等地球環境等地球環境等地球環境保保保保全全全全のためののためののためののための各各各各主主主主体体体体のののの行動行動行動行動指針指針指針指針                    ・・・・削減削減削減削減目標目標目標目標：：：：COCOCOCO2222排出排出排出排出量量量量    １９９０１９９０１９９０１９９０年年年年→→→→２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年    １２１２１２１２％％％％削減削減削減削減目標目標目標目標                ③③③③１９９１９９１９９１９９８８８８年年年年９９９９月月月月：：：：京都府京都府京都府京都府環境環境環境環境基基基基本計画本計画本計画本計画                    ・・・・地球環境地球環境地球環境地球環境保保保保全全全全、、、、参加参加参加参加・・・・協働協働協働協働、、、、自自自自然然然然とのとのとのとの共生共生共生共生、、、、循環循環循環循環をををを基基基基本本本本理念理念理念理念にうたうにうたうにうたうにうたう                    ④④④④１９９９１９９９１９９９１９９９年年年年３３３３月月月月：：：：京都府京都府京都府京都府ごごごごみみみみ処処処処理広域理広域理広域理広域化計画化計画化計画化計画    ・廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物減量減量減量減量化化化化・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル推進推進推進推進、、、、ダイオダイオダイオダイオキキキキシンシンシンシン類発類発類発類発生生生生抑抑抑抑制制制制のののの視視視視点点点点からからからからごごごごみみみみ処処処処理理理理        施設等施設等施設等施設等のののの整備整備整備整備のののの方方方方向向向向をををを示示示示すすすす                ⑤⑤⑤⑤２００１２００１２００１２００１年年年年１１１１月月月月：：：：新京都府新京都府新京都府新京都府総合計画総合計画総合計画総合計画                    ・・・・将来将来将来将来像像像像のののの１１１１つ・つ・つ・つ・人人人人とととと自自自自然然然然がががが共生共生共生共生するするするする循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを位位位位置置置置づけづけづけづけ                    ⑥⑥⑥⑥２００２２００２２００２２００２年年年年秋秋秋秋：：：：京都府京都府京都府京都府循環型社会形成計画循環型社会形成計画循環型社会形成計画循環型社会形成計画                ・・・・京都府京都府京都府京都府におけるにおけるにおけるにおける廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理理理理対策対策対策対策をををを進進進進めめめめ循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための指針指針指針指針                ２２２２．．．．ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの構築構築構築構築        ①①①①１９９７１９９７１９９７１９９７年年年年４４４４月月月月：：：：京都京都京都京都エエエエココココクラブクラブクラブクラブ            ・・・・府府府府民民民民１１１１人人人人ひひひひとりのとりのとりのとりの環境環境環境環境意識意識意識意識向向向向上上上上のためのためのためのため会会会会員員員員へへへへ定期定期定期定期的的的的情情情情報報報報発発発発信信信信    会会会会員員員員１１１１．．．．４４４４万万万万人人人人                ②②②②１９９１９９１９９１９９８８８８年年年年１２１２１２１２月月月月：：：：京京京京とととと地球地球地球地球のののの共生府共生府共生府共生府民会議民会議民会議民会議        ・府府府府内内内内のののの環境環境環境環境団団団団体等体等体等体等をつなをつなをつなをつなぐぐぐぐネトーワークネトーワークネトーワークネトーワーク組織組織組織組織    ２００１２００１２００１２００１年年年年４４４４８８８８団団団団体体体体                ③③③③府府府府民民民民、、、、事事事事業業業業者者者者等等等等とのとのとのとの交流交流交流交流会会会会    ・府府府府民民民民、、、、環境環境環境環境 NGONGONGONGO、、、、事事事事業業業業者者者者、、、、行政等行政等行政等行政等がががが集集集集ままままりりりり、、、、各地各地各地各地域域域域でのでのでのでの先先先先進的取進的取進的取進的取りりりり組組組組みのみのみのみの紹介紹介紹介紹介        やややや循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ののののありありありあり方方方方についてについてについてについて意見意見意見意見交交交交換換換換        ３３３３．．．．環境環境環境環境教教教教育育育育・・・・学学学学習習習習・・・・啓啓啓啓発発発発    
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            現現現現在在在在実施中実施中実施中実施中のののの計画計画計画計画づづづづくくくくりのりのりのりの環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会でもでもでもでも、、、、環境学環境学環境学環境学習習習習やややや環境環境環境環境教教教教育育育育のののの重要重要重要重要性性性性をををを指指指指摘摘摘摘        ①①①①小小小小学学学学生生生生向向向向けけけけ副読副読副読副読本本本本のののの作作作作成成成成とととと配配配配布布布布        ②②②②エエエエココココスクールスクールスクールスクール（（（（小小小小中学中学中学中学校生校生校生校生徒徒徒徒向向向向けけけけ体体体体験験験験学学学学習習習習））））        ③③③③京京京京とととと地球地球地球地球のののの府府府府民環境民環境民環境民環境講講講講座座座座（（（（年年年年数数数数回回回回））））・・・・京京京京滋滋滋滋地球環境地球環境地球環境地球環境カカカカレレレレッジッジッジッジ（（（（月月月月１１１１回回回回でででで６６６６回回回回））））開設開設開設開設        ④④④④ホホホホームームームームペペペページによるージによるージによるージによる情情情情報報報報発発発発信信信信    ・京京京京とととと地球環境地球環境地球環境地球環境 HPHPHPHP のなかにのなかにのなかにのなかに「「「「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をめをめをめをめざざざざしてしてしてして」」」」ののののココココーナーをーナーをーナーをーナーを開設開設開設開設。。。。府府府府のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物データデータデータデータ、、、、施策施策施策施策のののの実施実施実施実施状況状況状況状況、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみ事例事例事例事例のののの紹介紹介紹介紹介    ・循環計画策循環計画策循環計画策循環計画策定定定定のののの審審審審議議議議状況状況状況状況発発発発信信信信とととと府府府府民民民民意見意見意見意見のののの募募募募集集集集        ⑤⑤⑤⑤パンフパンフパンフパンフレレレレットットットット作作作作成成成成、、、、府府府府広報広報広報広報によるによるによるによる普及普及普及普及・・・・啓啓啓啓発発発発ななななどどどど        ４４４４．．．．先先先先駆駆駆駆的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの認定認定認定認定、、、、表表表表彰彰彰彰、、、、補補補補助制度助制度助制度助制度ななななどどどど    ①①①①    ２００１２００１２００１２００１年年年年度度度度－－－－    
        ・・・・事事事事業所等業所等業所等業所等のののの認定認定認定認定・・・・登登登登録制度録制度録制度録制度    ・地球環境地球環境地球環境地球環境部門部門部門部門：：：：CO2CO2CO2CO2削減削減削減削減等等等等にににに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる事事事事業所業所業所業所認定認定認定認定    ・循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成部門部門部門部門：：：：廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの削減削減削減削減等等等等にににに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる事事事事業所業所業所業所認定認定認定認定    ・エエエエココココスタイルスタイルスタイルスタイル部門部門部門部門：：：：環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮活動活動活動活動をををを推進推進推進推進しているしているしているしている学学学学校校校校、、、、地地地地域域域域、、、、商商商商店街店街店街店街、、、、工工工工場場場場、、、、                                            事事事事業所業所業所業所ななななどどどどをををを登登登登録録録録                ②②②②２００１２００１２００１２００１年年年年度度度度－：－：－：－：環境環境環境環境トップランナートップランナートップランナートップランナー表表表表彰彰彰彰制度制度制度制度                ③③③③２００１２００１２００１２００１年年年年度度度度－：－：－：－：循環型地循環型地循環型地循環型地域域域域モモモモデルデルデルデル創造創造創造創造事事事事業業業業    ・市市市市町町町町村村村村がががが地地地地域域域域のののの協力協力協力協力をををを得得得得てててて行行行行うううう取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに対対対対するするするする補補補補助制度助制度助制度助制度（（（（補補補補助助助助率率率率１１１１////２２２２,,,,    
        ３００３００３００３００万円万円万円万円ままままでででで））））    （（（（３３３３））））    京都府京都府京都府京都府のののの率率率率先先先先実行実行実行実行        １１１１．．．．２００１２００１２００１２００１年年年年７７７７月月月月：：：：地球地球地球地球ににににややややさしいさしいさしいさしい２１２１２１２１世世世世紀紀紀紀府庁府庁府庁府庁プランプランプランプラン        ①①①①エエエエココココオフオフオフオフィィィィスのスのスのスの取取取取りりりり組組組組みみみみ    ・温温温温室室室室効効効効果果果果ガガガガスのスのスのスの５５５５．．．．５５５５％％％％削減削減削減削減（（（（１９９９１９９９１９９９１９９９→→→→２００２００２００２００５５５５））））ななななどどどど目標目標目標目標設設設設定定定定    ・府庁府庁府庁府庁におけるエネルにおけるエネルにおけるエネルにおけるエネルギギギギーーーー使使使使用用用用削減削減削減削減、、、、新新新新エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー導導導導入入入入    ・資源資源資源資源消消消消費費費費やややや廃棄物発廃棄物発廃棄物発廃棄物発生生生生のののの抑抑抑抑制制制制        ②②②②１９９９１９９９１９９９１９９９年年年年１１１１１１１１月月月月：：：：ISOISOISOISO１４００１１４００１１４００１１４００１取取取取得得得得        ③③③③２００１２００１２００１２００１年年年年１１１１１１１１月月月月：：：：グリーングリーングリーングリーン調調調調達達達達方針方針方針方針策策策策定定定定        ④④④④２００１２００１２００１２００１年年年年５５５５月月月月－：－：－：－：デデデデポポポポジットジットジットジット制度導制度導制度導制度導入入入入（（（（庁庁庁庁内飲料内飲料内飲料内飲料自自自自販販販販機機機機））））    （（（（４４４４））））    京都府京都府京都府京都府のののの役割役割役割役割                    都都都都道道道道府県府県府県府県はははは国国国国とととと市市市市町町町町村村村村のののの中中中中間間間間のののの立立立立場場場場にありにありにありにあり、、、、直直直直接接接接住住住住民民民民とととと接接接接しているわけでもなしているわけでもなしているわけでもなしているわけでもなくくくく、、、、    

                        国国国国のようにのようにのようにのように全国的全国的全国的全国的制度制度制度制度としてとしてとしてとして見見見見られるわけではないられるわけではないられるわけではないられるわけではない。。。。国国国国、、、、市市市市町町町町村村村村、、、、府県府県府県府県でででで行行行行うべきうべきうべきうべき    
                        ことことことこと、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、府県府県府県府県をををを越越越越えてえてえてえて広域広域広域広域でおこなうべきことをでおこなうべきことをでおこなうべきことをでおこなうべきことを十十十十分分分分見見見見極極極極めながらめながらめながらめながら、、、、効率効率効率効率    
                        的施策的施策的施策的施策をうっていをうっていをうっていをうっていくくくくことがことがことがことが重要重要重要重要であるであるであるである    
    ２２２２－－－－２２２２：：：：ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人        ⅠⅠⅠⅠ    グローグローグローグローババババル・スル・スル・スル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンス・アライアンス・アライアンス・アライアンス(GSA)(GSA)(GSA)(GSA)    ススススポポポポーーーーツツツツをををを通通通通してのしてのしてのしての環境学環境学環境学環境学習習習習    ～～～～    真真真真にににに豊豊豊豊かなかなかなかな社会社会社会社会づづづづくくくくりをりをりをりを目指目指目指目指してしてしてして    ～～～～    （（（（１１１１））））    基基基基本的本的本的本的なななな考考考考ええええ    
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１１１１．．．．    現現現現在在在在のののの社会経済社会経済社会経済社会経済システムはシステムはシステムはシステムは、、、、生生生生活活活活をををを豊豊豊豊かにかにかにかに便便便便利利利利にしたがにしたがにしたがにしたが、、、、環境環境環境環境をををを劣劣劣劣化化化化ささささせせせせクオリクオリクオリクオリ            テテテティィィィ・オブ・ライフ・オブ・ライフ・オブ・ライフ・オブ・ライフ（（（（ＱＱＱＱＯＯＯＯＬＬＬＬ））））はははは十十十十分分分分ではないではないではないではない    ２２２２．．．．    ＱＱＱＱＯＯＯＯＬＬＬＬをををを高高高高めるためにめるためにめるためにめるために、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ、、、、文文文文化化化化、、、、芸芸芸芸術等術等術等術等のののの環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの小小小小さいさいさいさい産業産業産業産業のののの振興振興振興振興            がががが必必必必要要要要であるであるであるである        ３３３３．．．．社会社会社会社会をををを変変変変えるえるえるえる力力力力はははは    社会社会社会社会変変変変革革革革をするをするをするをする力力力力    ＝＝＝＝    人人人人数数数数××××意識意識意識意識××××行動行動行動行動    できできできできままままるるるる    （（（（２２２２））））    ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯのののの任務任務任務任務    １１１１．．．．    社会社会社会社会はははは、、、、官官官官（（（（国国国国・・・・自治体自治体自治体自治体））））・・・・民民民民（（（（企企企企業業業業））））・・・・公公公公（ＮＰＯ（ＮＰＯ（ＮＰＯ（ＮＰＯ等等等等））））のののの共同共同共同共同体体体体でででで成立成立成立成立するするするする。。。。環環環環            境境境境問問問問題題題題、、、、人人人人道道道道問問問問題題題題、、、、福福福福祉祉祉祉問問問問題等題等題等題等ははははＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯがががが担当担当担当担当するするするする課題課題課題課題であるであるであるである            ２２２２．．．．ＧＧＧＧＳＡＳＡＳＡＳＡはははは、、、、ススススポポポポーーーーツツツツをををを通通通通してしてしてして環境環境環境環境問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組むむむむＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯであるであるであるである    （（（（３３３３））））    ななななぜぜぜぜススススポポポポーーーーツツツツとととと環境環境環境環境がつながるかがつながるかがつながるかがつながるか            １１１１．．．．ススススポポポポーーーーツツツツをするをするをするをする人人人人はははは、、、、世界世界世界世界でででで１０１０１０１０億億億億人以上人以上人以上人以上いるいるいるいる（（（（人人人人数数数数））））    ２２２２．．．．    ススススポポポポーーーーツツツツをするをするをするをする人人人人はははは、、、、ススススポポポポーーーーツツツツにはきれいなにはきれいなにはきれいなにはきれいな空空空空気気気気・・・・水水水水等等等等よいよいよいよい環境環境環境環境がこのがこのがこのがこのまままましいこしいこしいこしいこ    
                とをすとをすとをすとをすぐぐぐぐ理解理解理解理解できるできるできるできる（（（（意識意識意識意識））））    ３３３３．．．．ススススポポポポーーーーツツツツをするをするをするをする人人人人はははは、、、、ススススポポポポーーーーツツツツをするのによいをするのによいをするのによいをするのによい環境環境環境環境をつをつをつをつくくくくるためのるためのるためのるための活動活動活動活動にににに積極的積極的積極的積極的            であるであるであるである（（（（行動行動行動行動））））            ４４４４．．．．これでこれでこれでこれで、、、、力力力力    ＝＝＝＝    人人人人数数数数××××意識意識意識意識××××行動行動行動行動    がががが満満満満たされるたされるたされるたされる            ５５５５．．．．プロプロプロプロ選手選手選手選手はははは、、、、このこのこのこの環境改善環境改善環境改善環境改善のののの意意意意義義義義をををを理解理解理解理解しししし市民市民市民市民へのへのへのへの普及活動普及活動普及活動普及活動にににに積極的積極的積極的積極的であるであるであるである    （（（（４４４４））））    ＧＧＧＧＳＡＳＡＳＡＳＡのののの活動活動活動活動    １１１１．．．．    ＵＵＵＵＮＮＮＮＥＥＥＥＰＰＰＰとととと協協協協定定定定をむすびをむすびをむすびをむすび、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ愛好愛好愛好愛好家家家家のののの意識意識意識意識とととと行動行動行動行動にににに働働働働きかけるきかけるきかけるきかける１０１０１０１０億億億億人人人人ププププ            ロジェクトをロジェクトをロジェクトをロジェクトを始始始始めためためためた            ２２２２．．．．ＧＧＧＧＳＡＳＡＳＡＳＡドドドドリームリームリームリームママママッッッッチチチチ企企企企画画画画をををを進進進進めているめているめているめている                    例例例例：：：：東京東京東京東京ヴヴヴヴェルデェルデェルデェルディィィィとブラジとブラジとブラジとブラジルルルル代表代表代表代表チチチチームのームのームのームの試試試試合合合合でででで、、、、環境宣言環境宣言環境宣言環境宣言をしてもらったをしてもらったをしてもらったをしてもらった            ３３３３．．．．ＩＩＩＩＯＯＯＯＣＣＣＣ環境環境環境環境委委委委員員員員会会会会とととと意見意見意見意見をををを交交交交換換換換したしたしたした            ４４４４．．．．このこのこのこの結果結果結果結果ををををふまふまふまふまええええ    ＧＧＧＧ－Ｆ－Ｆ－Ｆ－ＦｏｒｏｒｏｒｏｒＳＳＳＳＥＥＥＥカカカカーーーードドドドをををを作作作作ったったったった。。。。カカカカーーーードドドドのののの裏裏裏裏にににに、、、、Action onAction onAction onAction on                        Sports and Environment Sports and Environment Sports and Environment Sports and Environment とととと書書書書いてありいてありいてありいてあり、、、、    ススススポポポポーーーーツツツツのののの現現現現場場場場でででで環境環境環境環境のためにのためにのためにのために何何何何がでがでがでがで                    きるかをきるかをきるかをきるかを考考考考えてもらうえてもらうえてもらうえてもらう。。。。たとえたとえたとえたとえばばばば、、、、競競競競技技技技場場場場にににに行行行行くくくくときはときはときはときは、、、、公共公共公共公共交交交交通通通通機関機関機関機関をををを使使使使おうおうおうおう；；；；                    用用用用品品品品：：：：大大大大事事事事にににに使使使使いいいい長長長長持持持持ちちちちささささせせせせようようようよう。。。。これらがこれらがこれらがこれらが排出物発排出物発排出物発排出物発生生生生抑抑抑抑制制制制につながりにつながりにつながりにつながり、、、、ライフライフライフライフ    

                                スタイルをスタイルをスタイルをスタイルを変変変変えることにつながるえることにつながるえることにつながるえることにつながる    ５５５５．．．．このようこのようこのようこのようなななな活動活動活動活動をしたをしたをしたをした人人人人にはにはにはには、、、、エエエエココココフラッグをフラッグをフラッグをフラッグを掲掲掲掲げげげげてもらいてもらいてもらいてもらい、、、、活動活動活動活動のののの輪輪輪輪をををを広広広広げげげげるるるる    
    ２２２２－－－－３３３３：：：：中中中中央央央央官官官官庁庁庁庁    ⅠⅠⅠⅠ    環境環境環境環境省省省省    ――――    循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの実現実現実現実現にむけてにむけてにむけてにむけて    ――――    （（（（１１１１））））法制度法制度法制度法制度    
            １１１１．．．．法法法法体体体体系系系系    １１１１－－－－１１１１：：：：循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成にににに係係係係るるるる基基基基本的本的本的本的枠枠枠枠組組組組みみみみ        

        ①①①①循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進基基基基本本本本法法法法：：：：１２１２１２１２年年年年６６６６月月月月公公公公布布布布、、、、１３１３１３１３年年年年１１１１月月月月完完完完全施行全施行全施行全施行、、、、１４１４１４１４年年年年４４４４月月月月    
                        指針指針指針指針        ②②②②    主主主主要要要要なななな特特特特色色色色：：：：    ・循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの姿姿姿姿    
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・処処処処理理理理のののの優優優優先順位先順位先順位先順位をををを法定法定法定法定化化化化    ・関係関係関係関係者間者間者間者間のののの責務責務責務責務    ・国国国国のののの施策施策施策施策＝＝＝＝推進推進推進推進基基基基本計画本計画本計画本計画のののの策策策策定定定定                １１１１－－－－２２２２：：：：廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの排出排出排出排出抑抑抑抑制制制制・・・・適適適適正正正正なななな処処処処理理理理のののの確確確確保保保保    ①①①①    廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理法理法理法理法：：：：１２１２１２１２年年年年度度度度改改改改正正正正、、、、１３１３１３１３年年年年４４４４月月月月完完完完全施行全施行全施行全施行    
        排排排排出出出出事事事事業業業業者責任者責任者責任者責任のののの徹徹徹徹底底底底とととと規規規規制制制制                １１１１－－－－３３３３：：：：廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの適適適適正正正正処処処処理理理理・・・・資源資源資源資源のののの有効利用有効利用有効利用有効利用のののの確確確確保保保保        

                        ①①①①容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法：：：：９９９９年年年年４４４４月一月一月一月一部部部部施行施行施行施行、、、、１２１２１２１２年年年年完完完完全施行全施行全施行全施行    
                        ②②②②家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法：：：：１３１３１３１３年年年年４４４４月月月月完完完完全施行全施行全施行全施行    ③③③③建建建建設設設設リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法：：：：１３１３１３１３年年年年５５５５月月月月解解解解体体体体工工工工事事事事業業業業のののの登登登登録録録録等施行等施行等施行等施行、、、、公公公公布布布布後後後後２２２２年以年以年以年以内内内内のののの分分分分別別別別    

        解解解解体等体等体等体等完完完完全施行全施行全施行全施行    
                        ④④④④食品食品食品食品リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法：：：：１３１３１３１３年年年年５５５５月月月月完完完完全施行全施行全施行全施行                １１１１－－－－４４４４：：：：資源資源資源資源のののの有効利用有効利用有効利用有効利用のののの確確確確保保保保・・・・再生再生再生再生資源等資源等資源等資源等のののの利用促進等利用促進等利用促進等利用促進等    
                        ①①①①資源有効利用促進資源有効利用促進資源有効利用促進資源有効利用促進法法法法：：：：１２１２１２１２年年年年６６６６月月月月公公公公布布布布、、、、１３１３１３１３年年年年４４４４月月月月完完完完全施行全施行全施行全施行                １１１１－－－－５５５５：：：：需需需需要要要要面面面面からのリサからのリサからのリサからのリサイクルのイクルのイクルのイクルの促進促進促進促進    
                        ①①①①グリーングリーングリーングリーン購入購入購入購入法法法法：：：：１２１２１２１２年年年年５５５５月月月月公公公公布布布布、、、、１３１３１３１３年年年年４４４４月調月調月調月調達達達達方針作方針作方針作方針作成等成等成等成等完完完完全施行全施行全施行全施行            ２２２２．．．．法法法法のののの特特特特色色色色とととと課題課題課題課題                ２２２２－－－－１１１１：：：：循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成基基基基本本本本法法法法    －－－－    廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの適適適適正正正正処処処処理理理理とリサイクルとリサイクルとリサイクルとリサイクル推進推進推進推進をををを１１１１つのつのつのつの輪輪輪輪にににに    
                                                するするするする    
                ①①①①循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会＝＝＝＝天天天天然然然然資源資源資源資源のののの消消消消費費費費をををを抑抑抑抑制制制制しししし環境環境環境環境へのへのへのへの負負負負荷荷荷荷ができるができるができるができる限限限限りりりり低低低低減減減減されたされたされたされた社会社会社会社会    
                ②②②②循環資源循環資源循環資源循環資源＝＝＝＝法法法法のののの対対対対象象象象となるとなるとなるとなる廃棄物等廃棄物等廃棄物等廃棄物等のうのうのうのうちちちち有用有用有用有用なものをなものをなものをなものを循環資源循環資源循環資源循環資源とととと位位位位置置置置づけづけづけづけ    
                ③③③③処処処処理理理理のののの優優優優先順位先順位先順位先順位のののの法定法定法定法定化化化化＝＝＝＝３３３３ＲＲＲＲ    →→→→    熱熱熱熱回収回収回収回収    →→→→    適適適適正正正正処分処分処分処分    
                ④④④④関係関係関係関係者間者間者間者間のののの役割役割役割役割分担分担分担分担のののの明明明明確確確確化化化化＝＝＝＝特特特特にににに事事事事業業業業者者者者・・・・国民国民国民国民のののの排出排出排出排出者責任者責任者責任者責任とととと拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責任者責任者責任者責任    ⑤⑤⑤⑤政政政政府府府府がががが基基基基本計画策本計画策本計画策本計画策定定定定＝＝＝＝リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの１１１１つのつのつのつの目標目標目標目標をををを示示示示すすすす実施実施実施実施プログラムとしてプログラムとしてプログラムとしてプログラムとして機能機能機能機能    
                ⑥⑥⑥⑥国国国国のののの施策施策施策施策をををを明示明示明示明示                ２２２２－－－－２２２２：：：：廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理法理法理法理法    ①①①①    排出排出排出排出事事事事業業業業者責任者責任者責任者責任のののの徹徹徹徹底底底底とととと規規規規制制制制＝＝＝＝例例例例ええええばばばば適適適適正正正正処処処処理理理理ココココストでないストでないストでないストでない場場場場合合合合はははは、、、、瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵のあるのあるのあるのある    

        ものとしてものとしてものとしてものとして、、、、原原原原状状状状回回回回復復復復をををを排出排出排出排出事事事事業業業業者者者者ままままでででで遡遡遡遡及及及及できるできるできるできる規規規規定定定定のののの整備整備整備整備等等等等    
                ②②②②施設施設施設施設許許許許可等可等可等可等のののの規規規規制制制制強化強化強化強化＝＝＝＝許許許許可業可業可業可業者者者者およびおよびおよびおよび施設施設施設施設のののの信信信信頼頼頼頼性性性性をををを確確確確保保保保するするするする                ２２２２－－－－３３３３：：：：容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法    
                ①①①①消消消消費者費者費者費者（（（（分分分分別別別別排出排出排出排出）、）、）、）、市市市市町町町町村村村村（（（（分分分分別収集別収集別収集別収集）、）、）、）、事事事事業業業業者者者者（（（（リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル））））にににに役割役割役割役割をををを区区区区分分分分    ②②②②    事事事事業業業業者者者者のうのうのうのうちちちち、、、、特特特特定定定定事事事事業業業業者者者者はははは特特特特定法定法定法定法人人人人をををを通通通通してしてしてして再再再再商商商商品品品品化化化化事事事事業業業業者者者者にリサイクルをにリサイクルをにリサイクルをにリサイクルを委委委委    

        託託託託するするするする    ③③③③    容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法のののの適適適適用用用用（（（（時時時時点点点点・・・・種種種種別別別別））））はははは、、、、市市市市町町町町村村村村がががが決決決決めるめるめるめる        ④④④④    特特特特定事定事定事定事業業業業者負者負者負者負担担担担費費費費用用用用：：：：９９９９年年年年度度度度１７１７１７１７億億億億円円円円→→→→１３１３１３１３年年年年度度度度４４４４５５５５３３３３億億億億円円円円        ⑤⑤⑤⑤    １２１２１２１２年年年年度度度度＝＝＝＝（（（（生生生生産産産産量量量量－－－－回収回収回収回収量量量量））））がががが減減減減少少少少にににに転転転転じじじじたたたた    →→→→    事事事事業業業業者者者者がががが発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制のののの努力努力努力努力をををを始始始始めためためためた    ⑥⑥⑥⑥    ３３３３者者者者のののの役割役割役割役割：：：：特特特特にににに分分分分別回収別回収別回収別回収にかかるにかかるにかかるにかかる自治体自治体自治体自治体のののの費費費費用用用用負負負負担担担担がががが今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    ⑦⑦⑦⑦    リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル手法手法手法手法のののの優優優優先順位先順位先順位先順位：：：：トータルのトータルのトータルのトータルの環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷としてとしてとしてとして捉捉捉捉えるえるえるえる必必必必要要要要                ２２２２－－－－４４４４：：：：家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法    
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①①①①    リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル費費費費用用用用：：：：どどどどのののの時時時時点点点点でででで徴徴徴徴収収収収するかするかするかするか    現現現現法法法法はははは排出排出排出排出時時時時にににに徴徴徴徴収収収収しているがしているがしているがしているが、、、、今後今後今後今後    
        のののの制度制度制度制度設計設計設計設計やややや取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの見見見見なおしのなおしのなおしのなおしの中中中中でででで再再再再検討検討検討検討事項事項事項事項    ②②②②    不法投不法投不法投不法投棄棄棄棄：：：：１３１３１３１３年年年年はははは１２１２１２１２年年年年よりよりよりより若若若若干干干干増増増増加加加加したがしたがしたがしたが、、、、大大大大差差差差はないはないはないはない。。。。市民市民市民市民のののの良良良良識識識識をををを評価評価評価評価    
        すべきであすべきであすべきであすべきであろろろろうううう    

            ２２２２－－－－５５５５：：：：食品食品食品食品リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法    
                ①①①①食品食品食品食品リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル：：：：食品食品食品食品関連関連関連関連事事事事業業業業者者者者のののの自自自自主主主主的取的取的取的取りりりり組組組組みをみをみをみを想想想想定定定定    ②②②②リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル品品品品利用利用利用利用がががが決決決決めてめてめてめて：：：：リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル品品品品がでていかないとサイクルがとがでていかないとサイクルがとがでていかないとサイクルがとがでていかないとサイクルがとままままるるるる。。。。    

        このためこのためこのためこのため、、、、関係関係関係関係３３３３者者者者＝＝＝＝食品食品食品食品関連関連関連関連事事事事業業業業者者者者、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事事事事業業業業者者者者、、、、利用利用利用利用者者者者＝＝＝＝がががが連連連連携携携携してしてしてして    リリリリ    
        サイクルサイクルサイクルサイクル事事事事業計画業計画業計画業計画のののの作作作作成成成成、、、、認定認定認定認定をうけるをうけるをうけるをうける仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを構築構築構築構築                    ２２２２－－－－６６６６：：：：建建建建設設設設リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法    

                ①①①①最終最終最終最終埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処分物処分物処分物処分物：：：：４４４４割割割割がががが建建建建設廃棄物設廃棄物設廃棄物設廃棄物    
                ②②②②推進推進推進推進のののの決決決決めめめめ手手手手：：：：当当当当事者事者事者事者以以以以外外外外のののの一一一一般般般般のののの意識意識意識意識とととと認識認識認識認識がががが、、、、決決決決めめめめ手手手手になるになるになるになる                    ２２２２－－－－７７７７：：：：資源資源資源資源のののの有効有効有効有効なななな利用利用利用利用のののの促進促進促進促進にににに関関関関するするするする法法法法律律律律    ①①①①    関係関係関係関係者者者者のののの責務責務責務責務：：：：事事事事業業業業者者者者・・・・使使使使用済及用済及用済及用済及びびびび副副副副産物産物産物産物のののの発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制のためののためののためののための原原原原材材材材料料料料のののの使使使使用用用用のののの合合合合        
                        理理理理化化化化、、、、再生再生再生再生資源資源資源資源・・・・再生部品再生部品再生部品再生部品のののの利用利用利用利用、、、、使使使使用済用済用済用済みのみのみのみの物物物物品品品品・・・・副副副副産物産物産物産物のののの再生再生再生再生資源資源資源資源・・・・再生部再生部再生部再生部    
                        品品品品としてのとしてのとしてのとしての利用利用利用利用のののの促進促進促進促進；；；；消消消消費者費者費者費者・・・・製製製製品品品品のののの長長長長期間期間期間期間使使使使用用用用、、、、国国国国・・・・地地地地方公共方公共方公共方公共団団団団体及体及体及体及びびびび事事事事業業業業    
                        者者者者のののの実施実施実施実施するするするする措措措措置置置置へのへのへのへの協力等協力等協力等協力等；；；；国国国国・・・・地地地地方公共方公共方公共方公共団団団団体体体体・・・・資資資資金金金金のののの確確確確保保保保等等等等のののの措措措措置置置置、、、、物物物物品品品品調調調調    
                        達達達達におけるにおけるにおけるにおける再生再生再生再生資源資源資源資源のののの利用等利用等利用等利用等のののの促進促進促進促進、、、、科学技術科学技術科学技術科学技術のののの振興振興振興振興等等等等    ②②②②    ７７７７つのつのつのつの取取取取りりりり組組組組みみみみ：：：：業業業業種種種種・・・・製製製製品品品品・・・・不不不不要物要物要物要物をををを指定指定指定指定してしてしてして取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの仕仕仕仕組組組組みおよびリサイみおよびリサイみおよびリサイみおよびリサイクルをクルをクルをクルを進進進進めるめるめるめる製製製製品品品品のののの指定指定指定指定（（（（パパパパソソソソココココンンンン、、、、小小小小型型型型２２２２次電次電次電次電池池池池））））等等等等    ③③③③    廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの概概概概念念念念とととと規規規規制制制制・・・・廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にはにはにはには、、、、使使使使用用用用できるできるできるできる部部部部分分分分とできないとできないとできないとできない部部部部分分分分がががが混混混混在在在在しししし、、、、事事事事業業業業者者者者がががが「「「「これはこれはこれはこれは商商商商品品品品でででで流流流流れているのでれているのでれているのでれているので規規規規制制制制はははは関係関係関係関係ないないないない」」」」というというというという事例事例事例事例がががが出出出出ははははじじじじめてめてめてめているいるいるいる。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの概概概概念念念念をををを再再再再検討検討検討検討するするするする時時時時期期期期にきているにきているにきているにきている    

            ２２２２－－－－８８８８：：：：グリーングリーングリーングリーン購入購入購入購入法法法法    ①①①①    目目目目的的的的：：：：環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの低低低低減減減減にににに資資資資するするするする物物物物品品品品・・・・役務役務役務役務についてについてについてについて、、、、国等国等国等国等のののの公公公公的的的的部門部門部門部門においてにおいてにおいてにおいて調調調調    
        達達達達のののの推進推進推進推進→→→→環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの小小小小さいさいさいさい持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会のののの構築構築構築構築、、、、情情情情報報報報提提提提供供供供ななななどどどど    ②②②②    基基基基本的本的本的本的考考考考ええええ方方方方：：：：価価価価格格格格・・・・品品品品質質質質にににに加加加加ええええ環境環境環境環境保保保保全全全全のののの観観観観点点点点がががが必必必必要要要要、、、、製製製製品品品品ライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクル全全全全    
        体体体体についてについてについてについて環境環境環境環境負負負負荷低荷低荷低荷低減減減減をををを考考考考慮慮慮慮等等等等    ③③③③    特特特特定定定定調調調調達達達達品目品目品目品目及及及及びびびび判判判判断断断断基基基基準準準準：：：：原則原則原則原則としてとしてとしてとして明明明明確確確確なななな数数数数値値値値等等等等によりによりによりにより設設設設定定定定等等等等    ３３３３．．．．エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業    ①①①①    経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省とととと環境環境環境環境省省省省がががが、、、、９９９９－－－－１３１３１３１３年年年年度度度度５５５５年年年年間間間間実施実施実施実施。。。。かなりのサイトでかなりのサイトでかなりのサイトでかなりのサイトで循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会    のののの整備整備整備整備・・・・地地地地域域域域振興振興振興振興をはかってきたをはかってきたをはかってきたをはかってきた    ②②②②    １４１４１４１４年年年年度度度度予算予算予算予算請求請求請求請求にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、補補補補助助助助メメメメニニニニュュュューのーのーのーの衣衣衣衣更更更更えをえをえをえを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備についてはについてはについてはについては具具具具体的支援体的支援体的支援体的支援をををを行行行行うううう    （（（（２２２２））））循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを形成形成形成形成するするするする基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備    －－－－    特特特特にににに普及普及普及普及・・・・啓啓啓啓発策発策発策発策についてについてについてについて    －－－－                        行政行政行政行政がががが普及普及普及普及・・・・啓啓啓啓発発発発をををを行行行行うううう際際際際にはにはにはには、、、、ままままずずずず対策対策対策対策そそそそのものののものののものののものの位位位位置置置置づけをづけをづけをづけを認識認識認識認識するするするする必必必必要要要要があがあがあがあ    

                        りりりり、、、、次次次次のののの４４４４ステップがステップがステップがステップが考考考考えられるえられるえられるえられる    ①①①①    わかりわかりわかりわかりややややすいすいすいすい情情情情報報報報提提提提供供供供：：：：何何何何らかのらかのらかのらかの例例例例えをえをえをえを利用利用利用利用してしてしてして分分分分かりかりかりかりややややすすすすくくくくするするするする工夫工夫工夫工夫がががが必必必必要要要要でででで    
        あるあるあるある。。。。かってかってかってかって試試試試みたみたみたみた「「「「水水水水環境環境環境環境すすすすごろくごろくごろくごろく」」」」はははは１１１１万万万万部部部部、「、「、「、「ままままんんんんがががが白白白白書書書書」」」」はははは５５５５万万万万部部部部（（（（有有有有償償償償    
    ３００３００３００３００円円円円）、「）、「）、「）、「環境環境環境環境白白白白書書書書カカカカレレレレンダーンダーンダーンダー」（」（」（」（全国全国全国全国小小小小中学中学中学中学校校校校にににに配配配配布布布布））））がこのがこのがこのがこの例例例例であるであるであるである    
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②②②②    よりよりよりより広広広広くくくく様様様様々々々々ななななメメメメデデデディィィィアでアでアでアで情情情情報報報報をををを提提提提供供供供：：：：新新新新聞聞聞聞・ラジオ・ラジオ・ラジオ・ラジオ等等等等ではではではでは幅幅幅幅広広広広くくくく発発発発信信信信できるができるができるができるが、、、、    
        反面反面反面反面よりよりよりより強強強強いいいい情情情情報報報報のののの中中中中にににに埋埋埋埋没没没没するおするおするおするおそそそそれもあるれもあるれもあるれもある。。。。人人人人によりによりによりにより情情情情報報報報をえるをえるをえるをえるメメメメデデデディィィィアがアがアがアが        
        複数複数複数複数あるためあるためあるためあるため、、、、そそそそれをれをれをれを意識意識意識意識してしてしてして情情情情報報報報伝伝伝伝達達達達ををををするするするする    ③③③③    参加型参加型参加型参加型のののの普及普及普及普及啓啓啓啓発発発発：：：：受身受身受身受身でででで情情情情報報報報をもらうをもらうをもらうをもらうだだだだけではけではけではけでは、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか行動行動行動行動につながらないにつながらないにつながらないにつながらないどどどどのようにのようにのようにのように行動行動行動行動にににに結結結結びびびび付付付付けていけていけていけていくくくくのかをのかをのかをのかを考考考考えることがえることがえることがえることが必必必必要要要要であるであるであるである    ④④④④    継継継継続的続的続的続的なななな行動行動行動行動・・・・活動活動活動活動：：：：種種種種々々々々のののの手法手法手法手法をつをつをつをつくくくくりりりり、、、、ままままたたたた制度制度制度制度をををを利用利用利用利用しししし継継継継続的続的続的続的にににに実施実施実施実施してしてしてしていいいいくくくくことがことがことがことが重要重要重要重要であるであるであるである    

    ⅡⅡⅡⅡ    経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省    ――――    循環型経済循環型経済循環型経済循環型経済システムのシステムのシステムのシステムの高高高高度度度度化化化化にににに向向向向けてけてけてけて    ――――    （（（（１１１１））））    循環経済循環経済循環経済循環経済ビビビビジョンジョンジョンジョン    １１１１．．．．    ２１２１２１２１世世世世紀日紀日紀日紀日本経済本経済本経済本経済のののの最最最最大課題大課題大課題大課題：：：：環境環境環境環境とととと資源資源資源資源制約制約制約制約＝＝＝＝大大大大量量量量生生生生産産産産・・・・大大大大量量量量消消消消費費費費型経済型経済型経済型経済シスシスシスシステテテテ    
                ムからのムからのムからのムからの脱却脱却脱却脱却            ２２２２．．．．循環型経済循環型経済循環型経済循環型経済システムシステムシステムシステム＝＝＝＝環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの統統統統合合合合：：：：資源資源資源資源・エネル・エネル・エネル・エネルギギギギーーーー効率効率効率効率のののの最最最最大化大化大化大化、、、、事事事事業業業業者者者者・・・・                    消消消消費者費者費者費者・・・・行政行政行政行政のパートナーシップのパートナーシップのパートナーシップのパートナーシップ、、、、新新新新産業技術体産業技術体産業技術体産業技術体系系系系のののの確確確確立立立立、、、、環境関連産業環境関連産業環境関連産業環境関連産業のののの進展進展進展進展    ３３３３．．．．廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル対策対策対策対策のののの再再再再構築構築構築構築：：：：対対対対象象象象分野分野分野分野拡拡拡拡大大大大、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみ方法拡方法拡方法拡方法拡充充充充    
                                                                                                リサイクルからリサイクルからリサイクルからリサイクルから３３３３ＲＲＲＲへへへへ                                                                            ↓↓↓↓    循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会におけるにおけるにおけるにおける産業産業産業産業システムシステムシステムシステム（（（（ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション））））    

    図図図図１１１１    イイイイメメメメージージージージ            資源採取資源採取資源採取資源採取    ⇒⇒⇒⇒    ＡＡＡＡ素材素材素材素材生生生生産産産産    ⇒⇒⇒⇒    ＢＢＢＢ製製製製品生品生品生品生産産産産    ⇒⇒⇒⇒    ＣＣＣＣ消消消消費費費費・・・・使使使使用用用用    →→→→    廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理理理理・・・・埋埋埋埋立立立立                                ＥＥＥＥ                            ＤＤＤＤ                            逆逆逆逆    生生生生    産産産産    ププププ    ロロロロ    セセセセ    スススス                            循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会シスシスシスシステムをテムをテムをテムを円滑円滑円滑円滑にににに回回回回すためのすためのすためのすためのビビビビジネスジネスジネスジネスモモモモデルのデルのデルのデルの構築構築構築構築    （（（（２２２２））））    法法法法体体体体系系系系のののの整備整備整備整備    １１１１．．．．    法法法法体体体体系系系系＝＝＝＝基基基基本本本本法法法法：：：：循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進基基基基本本本本法法法法                                一一一一般般般般法法法法：：：：廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理法理法理法理法・・・・資源有効利用促進資源有効利用促進資源有効利用促進資源有効利用促進法法法法                                個別法個別法個別法個別法：：：：容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法、、、、家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法、、、、建建建建設資設資設資設資材材材材リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル                                                法法法法、、、、食品食品食品食品リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法、（、（、（、（自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法・・・・予予予予定定定定））））                                需需需需要促進要促進要促進要促進：：：：グリーングリーングリーングリーン購入購入購入購入法法法法                個別個別個別個別リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ははははほほほほぼぼぼぼ完完完完備備備備されされされされ、、、、そそそそれれれれ以上以上以上以上つつつつくくくくるるるる必必必必要要要要性性性性はははは余余余余りなりなりなりなくくくくなったなったなったなった    ２２２２．．．．    各各各各法法法法のののの特特特特徴徴徴徴とととと実施実施実施実施にともなうにともなうにともなうにともなう現現現現状状状状    ２２２２－－－－１１１１：：：：容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法        ①①①①効効効効果果果果のののの評価評価評価評価：：：：実施実施実施実施ししししているているているている。。。。例例例例・・・・費費費費用対効用対効用対効用対効果果果果；；；；自治体自治体自治体自治体のののの負負負負担担担担がががが大大大大きいというきいというきいというきいという意見意見意見意見            もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、回回回回避避避避されるされるされるされるココココストもストもストもストもだだだだしてのしてのしてのしての総合総合総合総合評価評価評価評価がががが必必必必要要要要であるであるであるである。。。。                ②②②②リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル品品品品のののの需需需需要要要要がががが定着定着定着定着しないしないしないしない。。。。    ２２２２－－－－２２２２：：：：家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法    



 29

①①①①回収回収回収回収台台台台数数数数・・・・不法投不法投不法投不法投棄棄棄棄：：：：１３１３１３１３年年年年度度度度開開開開始始始始してしてしてして１２１２１２１２月月月月ままままでででで７００７００７００７００万万万万台台台台弱弱弱弱引引引引取取取取りりりり；；；；不法投不法投不法投不法投        棄棄棄棄台台台台数数数数はははは若若若若干干干干増増増増えているようであるがえているようであるがえているようであるがえているようであるが、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄台台台台数数数数のののの１１１１％％％％程度程度程度程度。。。。欧欧欧欧米米米米のののの数数数数％％％％ににににくくくくらららら        べべべべ日日日日本本本本のののの遵遵遵遵法法法法精神精神精神精神はははは高高高高いようであるいようであるいようであるいようである。。。。    ②②②②回収回収回収回収・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル費費費費用用用用：：：：東京都東京都東京都東京都はははは、、、、冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫１１１１台台台台あたりあたりあたりあたり１１１１万万万万５５５５００００００００００００円円円円かかっていかかっていかかっていかかってい        たたたた。。。。本本本本法法法法成立成立成立成立後後後後、、、、メメメメーーーーカカカカールートでールートでールートでールートで６０００６０００６０００６０００－－－－７０００７０００７０００７０００円円円円程度程度程度程度でででで高高高高度度度度なリサイクなリサイクなリサイクなリサイク        ルになっているルになっているルになっているルになっている。。。。拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責任者責任者責任者責任がががが良良良良くくくく現現現現れているれているれているれている事例事例事例事例であるであるであるである。。。。ままままたたたた、、、、自治体自治体自治体自治体もももも        このこのこのこの浮浮浮浮いたいたいたいた費費費費用用用用ががががどどどどこにこにこにこに行行行行ったかのったかのったかのったかの説説説説明明明明責任責任責任責任があるがあるがあるがある。。。。    ２２２２－－－－３３３３：：：：資源有効利用促進資源有効利用促進資源有効利用促進資源有効利用促進法法法法    ①①①①法法法法のののの中中中中にににに３３３３ＲＲＲＲをををを組組組組みみみみ込込込込みみみみ、、、、ライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクル全体全体全体全体にわたりにわたりにわたりにわたり取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを求求求求めるめるめるめる仕仕仕仕組組組組みみみみ。。。。    ②②②②法法法法のののの性性性性格格格格：：：：法法法法でででで方方方方向性向性向性向性をををを示示示示しししし、、、、政政政政令令令令でセクターをでセクターをでセクターをでセクターを指定指定指定指定しししし、、、、省令省令省令省令でででで判判判判断断断断基基基基準準準準をしめをしめをしめをしめ        すすすす。。。。事事事事業業業業者者者者にににに自自自自主主主主的取的取的取的取りりりり組組組組みをみをみをみを促促促促すすすす仕仕仕仕組組組組みでみでみでみで世界世界世界世界でもユニークなでもユニークなでもユニークなでもユニークな法法法法律律律律。。。。    ③③③③現現現現在在在在、、、、対対対対象象象象品目品目品目品目＝＝＝＝６９６９６９６９品目品目品目品目、、、、対対対対象象象象業業業業種種種種：：：：１０１０１０１０業業業業種種種種にににに義義義義務務務務がかかるがかかるがかかるがかかる。。。。    ２２２２－－－－４４４４：：：：自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法    ①①①①法案作法案作法案作法案作成成成成準準準準備備備備中中中中。。。。    ②②②②費費費費用用用用のののの骨骨骨骨格格格格：：：：リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル料金料金料金料金はははは、、、、ユーユーユーユーザザザザーがーがーがーが購入時購入時購入時購入時にににに資資資資金金金金管管管管理法理法理法理法人人人人にににに支支支支払払払払うううう。。。。    ③③③③廃廃廃廃車車車車引引引引取取取取りりりり業業業業者者者者ややややフロンフロンフロンフロン類類類類回収回収回収回収業業業業者者者者等等等等のののの事事事事業業業業者者者者はははは登登登登録制度録制度録制度録制度にににに、、、、解解解解体業体業体業体業者者者者やややや破破破破砕砕砕砕業業業業        者者者者はははは許許許許可可可可制度制度制度制度とするとするとするとする。。。。フロンフロンフロンフロン、、、、シシシシュュュュレレレレッダーダストッダーダストッダーダストッダーダスト等等等等はははは、、、、メメメメーーーーカカカカーーーー引引引引取取取取りりりり義義義義務務務務化化化化。。。。        費費費費用用用用はははは管管管管理法理法理法理法人人人人からからからから支支支支払払払払うううう    ３３３３．．．．    補補補補助助助助・・・・支援支援支援支援システムシステムシステムシステム    ３３３３－－－－１１１１：：：：エエエエココココタタタタウウウウンンンン    
                先先先先進的進的進的進的リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル施設施設施設施設にににに対対対対するするするする補補補補助助助助。。。。最最最最近多近多近多近多くくくくのののの要要要要望望望望があるががあるががあるががあるが、、、、技術技術技術技術がががが先先先先進的進的進的進的なななな    
                リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル施設施設施設施設であることがであることがであることがであることが要要要要件件件件でありでありでありであり、、、、１４１４１４１４年年年年度度度度もこのもこのもこのもこの視視視視点点点点でででで運運運運用用用用するするするする    ３３３３－－－－２２２２：：：：技術開発技術開発技術開発技術開発        
                重重重重点点点点的的的的・・・・戦略戦略戦略戦略的的的的にプログラムにプログラムにプログラムにプログラム化化化化をををを考考考考ええええているているているている。。。。電電電電炉炉炉炉によるシによるシによるシによるシュュュュレレレレッダーダストのッダーダストのッダーダストのッダーダストの    
                リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、フロンフロンフロンフロン回収破回収破回収破回収破壊壊壊壊のためののためののためののための簡簡簡簡単単単単なシステムなシステムなシステムなシステム等等等等。。。。            実用化実用化実用化実用化細細細細制度制度制度制度はははは１３１３１３１３年年年年度度度度にににに開開開開始始始始したしたしたした。。。。応応応応募募募募制制制制ででででＮＮＮＮＥＥＥＥＤＤＤＤＯＯＯＯがががが担当担当担当担当しししし、、、、７７７７件件件件がががが採択採択採択採択ささささ    
                れているれているれているれている    （（（（３３３３））））    今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    １１１１．．．．    リサイクルのありリサイクルのありリサイクルのありリサイクルのあり方方方方    ①①①①    仕仕仕仕組組組組みみみみ：：：：これこれこれこれままままでででで産業構産業構産業構産業構造造造造審審審審議会議会議会議会ではではではでは、、、、セクターセクターセクターセクター別別別別にににに仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを構築構築構築構築してきたしてきたしてきたしてきた、、、、ももももうううう                        少少少少しししし横断横断横断横断的的的的ににににチチチチェックすることをェックすることをェックすることをェックすることを検討検討検討検討するするするする。。。。企企企企画画画画ワーワーワーワーキキキキンググループのンググループのンググループのンググループの中中中中                        間間間間取取取取りりりりままままとめをとめをとめをとめを、、、、ホホホホームームームームペペペページでパブリックージでパブリックージでパブリックージでパブリックコメコメコメコメントにかけているントにかけているントにかけているントにかけている    ②②②②    取組取組取組取組みみみみ対対対対象象象象：：：：量量量量的的的的観観観観点点点点のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、資源資源資源資源のののの有用有用有用有用性性性性やややや処処処処理困難理困難理困難理困難性性性性等等等等質質質質的的的的なななな観観観観点点点点からからからから取取取取                        取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを広広広広げげげげるるるる    ③③③③    総合的総合的総合的総合的評価評価評価評価：：：：ライフサイクルアセスライフサイクルアセスライフサイクルアセスライフサイクルアセスメメメメントントントントやややや経済経済経済経済性性性性のののの観観観観点点点点からからからから、、、、ケケケケミミミミカカカカルリサイルリサイルリサイルリサイクククク                        ルルルルややややサーサーサーサーママママルリサイクルもルリサイクルもルリサイクルもルリサイクルも取取取取りりりり入入入入れれれれ総合的総合的総合的総合的にににに評価評価評価評価するするするする    ２２２２．．．．    国際協力国際協力国際協力国際協力    
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①①①①中中中中古製古製古製古製品品品品・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル材材材材のののの国際的国際的国際的国際的フローのフローのフローのフローの把握把握把握把握とととと国際市国際市国際市国際市場場場場のののの整備整備整備整備へのへのへのへの協力協力協力協力    ②②②②アジアアジアアジアアジア諸諸諸諸国国国国でのでのでのでの循環型循環型循環型循環型システムシステムシステムシステム構築構築構築構築へのへのへのへの協力協力協力協力        
    ⅢⅢⅢⅢ    総総総総務省務省務省務省自治大学自治大学自治大学自治大学校校校校                ――――    地地地地方方方方分分分分権権権権改改改改革革革革とととと住住住住民参加民参加民参加民参加    ――――        循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進とととと理念理念理念理念とととと基基基基盤盤盤盤をををを共共共共有有有有するするするする        （（（（１１１１））））    地地地地方方方方分分分分権権権権改改改改革革革革のののの意意意意義義義義    １１１１．．．．    明治明治明治明治維維維維新新新新・・・・戦戦戦戦後後後後改改改改革革革革にににに次次次次ぐぐぐぐ第第第第３３３３のののの改改改改革革革革のののの１１１１つつつつ    ①①①①    個個個個性性性性豊豊豊豊かなかなかなかな地地地地域域域域社会社会社会社会のののの形成形成形成形成    →→→→    固固固固有有有有のののの自自自自然然然然・・・・歴史歴史歴史歴史・・・・文文文文化化化化をもつをもつをもつをもつ地地地地域域域域社会社会社会社会のののの自自自自己決己決己決己決定定定定                                                                をををを拡拡拡拡充充充充    ②②②②    高高高高齢齢齢齢社会社会社会社会・・・・少子少子少子少子化社会化社会化社会化社会へのへのへのへの対対対対応応応応    →→→→    行政行政行政行政のののの総合化総合化総合化総合化とととと講講講講師師師師協働協働協働協働をををを促進促進促進促進    
        現現現現内内内内閣閣閣閣：：：：民民民民間間間間にできることはにできることはにできることはにできることは民民民民間間間間にににに委委委委ねねねね、、、、地地地地方方方方にできることはにできることはにできることはにできることは地地地地方方方方にににに委委委委ねるねるねるねる    ２２２２．．．．    目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき分分分分権権権権社会社会社会社会のののの姿姿姿姿            中中中中央央央央官官官官庁主導庁主導庁主導庁主導のののの縦縦縦縦割割割割りりりり画一行政画一行政画一行政画一行政システムシステムシステムシステム（（（（全国画一全国画一全国画一全国画一のののの統統統統一一一一性性性性とととと公平公平公平公平性性性性をををを過過過過度度度度にににに重重重重視視視視））））    ↓↓↓↓                            住住住住民民民民主導主導主導主導のののの個個個個性性性性的的的的でででで総合的総合的総合的総合的なななな行政行政行政行政システムシステムシステムシステム（（（（地地地地域域域域社会社会社会社会のののの多様多様多様多様なななな個個個個性性性性をををを尊尊尊尊重重重重））））    

        ①①①①自治体自治体自治体自治体のののの自自自自己決定己決定己決定己決定権権権権のののの拡拡拡拡充充充充    自自自自己責任己責任己責任己責任のののの明明明明確確確確化化化化    
        ②②②②国国国国とととと自治体自治体自治体自治体のののの関係関係関係関係：：：：対等対等対等対等・・・・協力協力協力協力のののの関係関係関係関係にににに    （（（（２２２２））））    地地地地方方方方分分分分権権権権推進一推進一推進一推進一括括括括法法法法（（（（１２１２１２１２年年年年４４４４月施行月施行月施行月施行））））            主主主主要要要要なななな項目項目項目項目；；；；    
    １１１１．．．．理念理念理念理念：：：：国国国国・・・・自治体自治体自治体自治体のののの関係関係関係関係をををを対等対等対等対等・・・・協力協力協力協力のものにするためのものにするためのものにするためのものにするため、、、、役割役割役割役割分担分担分担分担のののの明明明明確確確確化化化化    
    ２２２２．．．．機関機関機関機関委委委委任事務制度任事務制度任事務制度任事務制度のののの廃廃廃廃止止止止    
    ３３３３．．．．国国国国のののの関関関関与与与与等等等等のののの見見見見なおしなおしなおしなおし    等等等等    （（（（３３３３））））    今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    
    １１１１．．．．自治体自治体自治体自治体とととと住住住住民民民民のののの関係関係関係関係        
    ２２２２．．．．自治体自治体自治体自治体財財財財源源源源のののの充充充充実実実実とととと確確確確保保保保    
    ３３３３．．．．地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体制制制制のののの再再再再編編編編・・・・拡拡拡拡充充充充                －－－－    市市市市町町町町村村村村のののの規模規模規模規模////区域区域区域区域、、、、都都都都道道道道府県府県府県府県のありのありのありのあり方方方方、、、、画一的画一的画一的画一的なななな地地地地方方方方自治自治自治自治制度制度制度制度規規規規制制制制のののの緩緩緩緩和和和和    －－－－    （（（（４４４４））））    住住住住民参加民参加民参加民参加のののの拡拡拡拡充充充充    
    １１１１．．．．地地地地方方方方自治自治自治自治：：：：住住住住民自治民自治民自治民自治とととと団団団団体自治体自治体自治体自治がががが実現実現実現実現してしてしてして成成成成りりりり立立立立つつつつ。。。。    
    ２２２２．．．．住住住住民自治民自治民自治民自治：：：：民民民民主主主主主主主主義義義義のののの原理原理原理原理でありでありでありであり、、、、住住住住民参画民参画民参画民参画によりによりによりにより住住住住民民民民のののの意意意意思思思思ににににもとづきもとづきもとづきもとづき、、、、そそそそのののの判判判判                                    断断断断とととと責任責任責任責任でででで行行行行うううう。。。。    
    ３３３３．．．．多様多様多様多様化化化化するするするする住住住住民参加民参加民参加民参加    ①①①①    地地地地域域域域にあったにあったにあったにあった制度制度制度制度設計設計設計設計ががががベベベベストストストスト。。。。国国国国のののの画一的画一的画一的画一的制度制度制度制度はははは、、、、住住住住民参加民参加民参加民参加のののの多様性多様性多様性多様性をををを損損損損なうなうなうなう    ②②②②    情情情情報公報公報公報公開開開開制度制度制度制度    ③③③③    政策形成政策形成政策形成政策形成サイクルサイクルサイクルサイクル：：：：    Plan Plan Plan Plan ––––    Do Do Do Do ––––    SeeSeeSeeSeeのののの各各各各段階段階段階段階へのへのへのへの参加参加参加参加    等等等等    ↓↓↓↓                自治体自治体自治体自治体とととと住住住住民民民民のののの関係関係関係関係のののの概概概概念念念念（（（（研究研究研究研究者者者者のののの考考考考ええええ方方方方））））    ①①①①    鳴鳴鳴鳴海海海海教教教教授授授授：：：：行政行政行政行政とととと市民市民市民市民のののの関係関係関係関係３３３３モモモモデルデルデルデル（（（（１１１１：：：：行政行政行政行政末端末端末端末端ないしないしないしないし市民協力市民協力市民協力市民協力モモモモデルデルデルデル、、、、２２２２：：：：
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行政行政行政行政とととと市民市民市民市民のののの分分分分離離離離＝＝＝＝市民要市民要市民要市民要求求求求モモモモデルデルデルデル、、、、３３３３：：：：行政行政行政行政とととと市民市民市民市民のののの連連連連帯帯帯帯＝＝＝＝市民自治市民自治市民自治市民自治モモモモデルデルデルデル））））ののののううううちちちち、、、、行政行政行政行政とととと住住住住民民民民ががががそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ自立自立自立自立しながらしながらしながらしながら、、、、緊緊緊緊張張張張とととと協働関係協働関係協働関係協働関係をををを保保保保ちちちちつつつつつつつつ地地地地域域域域のののの問問問問題題題題をををを解決解決解決解決していしていしていしていくくくく市民自治市民自治市民自治市民自治モモモモデルがデルがデルがデルが本本本本来来来来のののの姿姿姿姿であるであるであるである    ②②②②    山山山山岡岡岡岡教教教教授授授授：：：：市民市民市民市民のののの活動活動活動活動とととと自治体行政自治体行政自治体行政自治体行政のののの関係関係関係関係のののの諸諸諸諸相相相相のののの概概概概念念念念    自治体自治体自治体自治体にはにはにはには市民市民市民市民がががが活動活動活動活動すすすす    
        図図図図２２２２    市民市民市民市民のののの活動活動活動活動とととと自治体合成自治体合成自治体合成自治体合成のののの関係関係関係関係のののの諸諸諸諸相相相相のののの概概概概念念念念図図図図                            市民市民市民市民のののの活動活動活動活動のののの領領領領域域域域                                                                                                        A           B          C          D    A           B          C          D    A           B          C          D    A           B          C          D                EEEE                                                                                                            自治体行政自治体行政自治体行政自治体行政のののの領領領領域域域域                            

    るるるる領領領領域域域域およびおよびおよびおよび行政行政行政行政のののの活動活動活動活動領領領領域域域域がありがありがありがあり５５５５つのつのつのつのカカカカテテテテゴゴゴゴリーにリーにリーにリーに分分分分けているけているけているけている。。。。AAAA：：：：市民活動市民活動市民活動市民活動のののの    
    固有固有固有固有領領領領域域域域、、、、BBBB：：：：市民活動市民活動市民活動市民活動がががが主主主主体体体体でででで行政行政行政行政がががが支援支援支援支援するするするする領領領領域域域域、、、、CCCC：：：：対等対等対等対等のののの協働協働協働協働領領領領域域域域、、、、DDDD：：：：行政行政行政行政    
    がががが主主主主体体体体でででで市民活動市民活動市民活動市民活動がががが支援支援支援支援するするするする領領領領域域域域、、、、EEEE：：：：行政行政行政行政のののの固有固有固有固有のののの領領領領域域域域。。。。具具具具体的体的体的体的ににににどどどどういったものういったものういったものういったもの    
    がこれにあてはがこれにあてはがこれにあてはがこれにあてはままままるかをるかをるかをるかを研究研究研究研究したものがしたものがしたものがしたものが、、、、三三三三重重重重県県県県がががが作作作作成成成成したしたしたした報告書報告書報告書報告書にににに記記記記述述述述されているされているされているされている    

    ２２２２－－－－４４４４    学術研究機関学術研究機関学術研究機関学術研究機関    ⅠⅠⅠⅠ    東京東京東京東京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学        環境学環境学環境学環境学習習習習－－－－１１１１・・・・地地地地域域域域におけるにおけるにおけるにおける成成成成功功功功事例事例事例事例    ――――    地地地地域域域域におけるにおけるにおけるにおける環境学環境学環境学環境学習習習習のののの成成成成功功功功はははは、、、、子子子子どどどどもたもたもたもたちちちちのののの学学学学びをびをびをびを生生生生きききき生生生生きとしきとしきとしきとし――――    子子子子どどどどもたもたもたもたちちちちのののの活動活動活動活動をををを通通通通してしてしてして地地地地域域域域のののの大人大人大人大人をををを変変変変えるえるえるえる    （（（（１１１１））））地球市民地球市民地球市民地球市民をををを育育育育成成成成するするするする学学学学びびびび        １１１１．．．．外外外外なるなるなるなる自自自自然然然然のののの破破破破壊壊壊壊のののの中中中中でででで    ――――    内内内内なるなるなるなる自自自自然然然然をををを豊豊豊豊かにかにかにかに    ①①①①    学学学学ぶぶぶぶ場場場場：：：：家家家家庭庭庭庭とととと地地地地域域域域のののの重要重要重要重要ささささ：：：：生生生生活活活活のののの場場場場でのでのでのでの体体体体験験験験ととととヒヒヒヒトとトとトとトとヒヒヒヒトとのかかわりトとのかかわりトとのかかわりトとのかかわり合合合合いいいい        をををを学学学学びびびび、、、、現実現実現実現実にににに直直直直面面面面できるできるできるできる子子子子どどどどもをもをもをもを育育育育てるてるてるてる    ②②②②    自自自自尊尊尊尊感感感感情情情情のののの育育育育成成成成のののの重要重要重要重要ささささ：：：：外外外外的的的的にににに自自自自己己己己とむきあいとむきあいとむきあいとむきあい、、、、内内内内的的的的にもにもにもにも自自自自己己己己とむきあえるとむきあえるとむきあえるとむきあえる        個個個個性性性性をつをつをつをつくくくくりりりり自自自自らのらのらのらの生生生生きききき方方方方やややや可能可能可能可能性性性性へのへのへのへの自自自自信信信信をををを培培培培うううう            ２２２２．．．．２１２１２１２１世世世世紀紀紀紀のののの教教教教育育育育            ①①①①学学学学習習習習観観観観のののの変変変変化化化化：：：：知知知知識識識識伝伝伝伝達達達達型型型型教教教教育育育育    →→→→    探求探求探求探求創創創創出表現型学出表現型学出表現型学出表現型学習習習習    ②②②②子子子子供供供供のののの多多多多面面面面的知的知的知的知性性性性のののの尊尊尊尊重重重重：：：：創創創創設設設設されるされるされるされる「「「「総合的学総合的学総合的学総合的学習習習習」」」」はははは地地地地域域域域をををを学学学学びのびのびのびの場場場場・・・・多様多様多様多様なななな        ひひひひととのととのととのととの交流交流交流交流をををを重重重重視視視視するするするする        ３３３３．．．．持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性のためののためののためののための教教教教育育育育            ①①①①概概概概念念念念：：：：１９９７１９９７１９９７１９９７年年年年テサロニテサロニテサロニテサロニキキキキ宣言宣言宣言宣言でででで鮮鮮鮮鮮明明明明にうにうにうにうちちちちだだだだすすすす            「「「「人人人人間間間間とととと自自自自然然然然（（（（環境環境環境環境））））とのかかわりとのかかわりとのかかわりとのかかわり」」」」とととと「「「「人人人人間間間間とととと人人人人間間間間のかかわりのかかわりのかかわりのかかわり」」」」のののの視視視視点点点点をををを明明明明確確確確化化化化    ↓↓↓↓                生生生生態態態態系系系系でのでのでのでの持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性＋＋＋＋世代世代世代世代間間間間・・・・世代世代世代世代内内内内公正公正公正公正にににに配慮配慮配慮配慮しししし人人人人間間間間のののの内内内内なるなるなるなる自自自自然然然然をもをもをもをも持続持続持続持続                ささささせせせせるるるる    ②②②②環境環境環境環境教教教教育育育育    ・自自自自然然然然環境環境環境環境ややややそそそそのののの保保保保全全全全のののの側側側側面面面面からからからからだだだだけけけけ環境環境環境環境をとらえるのではなをとらえるのではなをとらえるのではなをとらえるのではなくくくく、、、、自自自自然然然然的的的的・・・・生生生生態態態態        学的学的学的学的・・・・経済的経済的経済的経済的・・・・政治的政治的政治的政治的・・・・技術的技術的技術的技術的・・・・文文文文化的化的化的化的・・・・美美美美的的的的・・・・人人人人工工工工的的的的なななな環境環境環境環境をををを対対対対象象象象にするにするにするにする包包包包        括括括括的的的的なななな概概概概念念念念            
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        ・・・・人人人人間間間間とととと環境環境環境環境のののの関係関係関係関係のののの物物物物理理理理的的的的・・・・知的知的知的知的・・・・精神精神精神精神的的的的特質特質特質特質をををを全全全全視視視視野的野的野的野的にににに探探探探るるるる    ・アプローアプローアプローアプローチチチチ：：：：学際的学際的学際的学際的・・・・総合的総合的総合的総合的にににに進進進進めめめめ、、、、地地地地域域域域・・・・風土風土風土風土をををを重重重重視視視視するするするする。。。。ままままたたたた、、、、問問問問題題題題解決解決解決解決    
                型型型型のののの手法手法手法手法はははは非非非非常常常常にににに重要重要重要重要であるであるであるである。。。。問問問問題題題題解決方法解決方法解決方法解決方法はははは１１１１つではなつではなつではなつではなくくくく、、、、オルタナテオルタナテオルタナテオルタナティィィィ    
                ブのブのブのブの発想発想発想発想もももも大大大大事事事事であるであるであるである。。。。主主主主体的体的体的体的にににに参加参加参加参加していしていしていしていくくくくアプローアプローアプローアプローチチチチをとることをとることをとることをとること    （（（（２２２２））））    環境学環境学環境学環境学習習習習のののの成成成成功功功功事例事例事例事例    １１１１．．．．    地地地地域域域域のののの素材素材素材素材をををを生生生生かしたかしたかしたかした子子子子どどどどものものものもの心心心心がががが輝輝輝輝くくくく学学学学びのびのびのびの場場場場・・・・杉並杉並杉並杉並第第第第１０１０１０１０小小小小学学学学校校校校            蚕糸蚕糸蚕糸蚕糸のののの森森森森（（（（子子子子どどどどものものものもの遊遊遊遊びのびのびのびの場場場場＋＋＋＋地地地地域域域域のののの人人人人のののの憩憩憩憩いのいのいのいの場場場場））））クリーンクリーンクリーンクリーン大大大大作作作作戦戦戦戦                ①①①①土土土土曜曜曜曜日日日日ののののごごごごみみみみ拾拾拾拾いいいい：：：：ななななぜぜぜぜごごごごみがみがみがみが多多多多いのいのいのいのだろだろだろだろうかうかうかうか    →→→→    子子子子どどどどもがもがもがもが考考考考えるえるえるえる    ②②②②台台台台所所所所生生生生ごごごごみみみみ：：：：土土土土にうめるにうめるにうめるにうめる    →→→→    土土土土になるになるになるになるごごごごみとならないみとならないみとならないみとならないごごごごみがあるみがあるみがあるみがある    →→→→        

                子子子子どどどどもがもがもがもがごごごごみのみのみのみの分分分分別別別別とリサイクルのをとリサイクルのをとリサイクルのをとリサイクルのを体体体体験験験験できるできるできるできる    
    ③③③③    子子子子どどどどもがおもがおもがおもがおじじじじちちちちゃゃゃゃんんんん・お・お・お・おばばばばああああちちちちゃゃゃゃんんんんとととと会話会話会話会話するするするする：：：：昔昔昔昔はものをはものをはものをはものを大大大大事事事事にににに使使使使いいいい、、、、リサイリサイリサイリサイ    

                クルをしていたクルをしていたクルをしていたクルをしていた    →→→→    リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル協会協会協会協会がががが協力協力協力協力するするするする    ↓↓↓↓            ④④④④授授授授業業業業づづづづくくくくりりりり：：：：社会科学社会科学社会科学社会科学習習習習からからからから２３２３２３２３時時時時間間間間ののののごごごごみみみみ学学学学習習習習へへへへ発展発展発展発展            ⑤⑤⑤⑤先生先生先生先生：：：：研究研究研究研究主主主主題題題題としてとしてとしてとして子子子子どどどどものものものもの心心心心のののの輝輝輝輝きをもとめきをもとめきをもとめきをもとめ、、、、見見見見出出出出すすすす        ２２２２．．．．循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づづづづくくくくりをりをりをりを目指目指目指目指すすすす安安安安城城城城市市市市安安安安城城城城西西西西中学中学中学中学校校校校    ①①①①    発想発想発想発想とととと学学学学習習習習のののの輪輪輪輪：：：：七夕七夕七夕七夕祭祭祭祭りのりのりのりの竹竹竹竹やややや廃廃廃廃材材材材をををを燃燃燃燃ややややすのはもったいないすのはもったいないすのはもったいないすのはもったいない    ②②②②    竹竹竹竹炭炭炭炭をつをつをつをつくろくろくろくろうううう    →→→→    地地地地域域域域のののの人人人人がががが炭焼炭焼炭焼炭焼きききき釜釜釜釜をつをつをつをつくくくくるるるる    ③③③③    竹竹竹竹炭炭炭炭でででで水水水水をきれいにしようをきれいにしようをきれいにしようをきれいにしよう    →→→→    近辺近辺近辺近辺のののの農農農農業用業用業用業用水水水水をををを浄浄浄浄化化化化するするするする    →→→→                浄浄浄浄化化化化水水水水ででででビビビビオトープオトープオトープオトープ    →→→→    水水水水源源源源森森森森学学学学習習習習    →→→→    川川川川とととと海海海海のののの学学学学習習習習    →→→→    地地地地域域域域のののの学学学学習習習習＝＝＝＝体体体体験験験験型型型型            学学学学習習習習    →→→→    科学的科学的科学的科学的認識認識認識認識力力力力育育育育成学成学成学成学習習習習    ④④④④自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー学学学学習習習習：：：：国国国国のののの補補補補助助助助をうけをうけをうけをうけ太太太太陽光陽光陽光陽光発発発発電電電電装装装装置置置置    →→→→    地地地地下下下下水水水水くくくくみみみみ上上上上げげげげ    →→→→            冷冷冷冷房房房房装装装装置置置置にににに利用利用利用利用するするするする    ⑤⑤⑤⑤国国国国道沿道沿道沿道沿いのいのいのいの学学学学校校校校をををを騒音騒音騒音騒音とととと大大大大気気気気汚染汚染汚染汚染からからからから守守守守ろろろろうううう    →→→→    木木木木をををを植植植植えようえようえようえよう    →→→→    専専専専門門門門化化化化をををを招招招招くくくく    
                →→→→    木木木木をををを買買買買おうおうおうおう    →→→→    理理理理科科科科・・・・音楽音楽音楽音楽のののの先生先生先生先生がががが協力協力協力協力しししし補補補補助助助助金金金金申申申申請請請請書書書書をををを書書書書くくくく    →→→→    
                １１１１５５５５００００００００本本本本植植植植樹樹樹樹    →→→→    地地地地域域域域のののの人人人人もももも協力協力協力協力するするするする    ↓↓↓↓                            地地地地域域域域のののの活動活動活動活動へへへへ展開展開展開展開：：：：生生生生徒徒徒徒とととと教教教教師師師師、、、、生生生生徒徒徒徒とととと地地地地域域域域のののの関係関係関係関係にににに発展発展発展発展    

    ３３３３．．．．学学学学校校校校にあるにあるにあるにある自自自自然然然然をををを生生生生かすかすかすかす板橋区板橋区板橋区板橋区金金金金沢沢沢沢小小小小学学学学校校校校    ①①①①    校校校校庭庭庭庭にににに２０００２０００２０００２０００本本本本のののの木木木木があるがあるがあるがある    →→→→    これをこれをこれをこれを生生生生かかかかそそそそうううう    ②②②②    ２２２２年年年年生生生生はははは「「「「自自自自然然然然とのかかわりとのかかわりとのかかわりとのかかわり    見見見見つけようつけようつけようつけよう    金金金金沢沢沢沢小小小小学学学学校校校校のののの自自自自然然然然」」」」でででで学学学学習習習習    ③③③③    子子子子どどどどもはもはもはもは、、、、リズミリズミリズミリズミカカカカルにルにルにルに多多多多くくくくのののの木木木木のののの種種種種類類類類をををを覚覚覚覚えるえるえるえる    →→→→    子子子子どどどどもたもたもたもたちちちちがラップミがラップミがラップミがラップミュュュューーーー    
                                        ジックもつジックもつジックもつジックもつくくくくったったったった    →→→→    音楽音楽音楽音楽のののの時時時時間間間間でででで生生生生かされるかされるかされるかされる    ④④④④    学学学学校校校校・・・・校校校校長長長長がががが、、、、成成成成果果果果をををを国際国際国際国際交流交流交流交流につなにつなにつなにつなげげげげるるるる    →→→→    展開展開展開展開がががが広広広広がるがるがるがる    ⑤⑤⑤⑤    ＰＰＰＰＴＴＴＴＡＡＡＡもももも楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら、、、、学学学学校校校校のもりのもりのもりのもり学学学学習習習習のののの展開展開展開展開にににに協力協力協力協力しているしているしているしている        ４４４４．．．．都都都都市型環境市型環境市型環境市型環境教教教教育育育育    －－－－    子子子子どどどどものものものもの内内内内なるなるなるなる自自自自然然然然をををを豊豊豊豊かにするかにするかにするかにするままままちちちちづづづづくくくくりりりり学学学学習習習習            ①①①①ままままちちちちはははは子子子子どどどどものワンダーランものワンダーランものワンダーランものワンダーランドドドド・・・・教教教教育育育育素材素材素材素材にににに満満満満ちちちちたたたた学学学学習習習習のののの場場場場            ②②②②かかわりかかわりかかわりかかわりややややつながりつながりつながりつながり    ・自分自分自分自分ののののままままわりわりわりわりのののの人人人人やややや場場場場所所所所とのつながりをとのつながりをとのつながりをとのつながりを通通通通してしてしてして存存存存在在在在のののの意意意意味味味味をををを見見見見出出出出しししし帰帰帰帰属属属属意識意識意識意識をををを    
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        高高高高めるめるめるめる    ・子子子子どどどどものうものうものうものうちちちちなるなるなるなる自自自自然然然然をををを豊豊豊豊かにしかにしかにしかにし持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地地地地域域域域づづづづくくくくりをすることのできるりをすることのできるりをすることのできるりをすることのできる市市市市    
        民力民力民力民力をををを育育育育成成成成できるできるできるできる            ③③③③事例事例事例事例    ・愛愛愛愛知知知知県県県県西尾西尾西尾西尾市市市市西尾小西尾小西尾小西尾小学学学学校校校校        一人一人一人一人のののの大学大学大学大学教教教教師師師師がががが深深深深くくくくかかわりかかわりかかわりかかわりままままちちちちをトッをトッをトッをトッピピピピクにしたクにしたクにしたクにした授授授授業業業業づづづづくくくくりをりをりをりを支援支援支援支援。。。。地地地地域域域域        のののの人人人人がががが子子子子どどどどものものものもの学学学学習習習習にににに触触触触発発発発されされされされ、、、、ままままちちちちのののの活活活活性性性性化化化化をををを目指目指目指目指すすすす    ・仙台仙台仙台仙台市市市市・・・・ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ        つなつなつなつなぎぎぎぎ役役役役としてとしてとしてとして専専専専門門門門的的的的なアなアなアなアドバドバドバドバイスをイスをイスをイスを行行行行いながらいながらいながらいながら、、、、小小小小学学学学校校校校でのでのでのでの総合的学総合的学総合的学総合的学習習習習時時時時間間間間        ののののカカカカリリリリキュキュキュキュラムづラムづラムづラムづくくくくりをりをりをりを支援支援支援支援        ５５５５．．．．海外海外海外海外のののの事例事例事例事例：：：：遊遊遊遊びとびとびとびと文文文文化化化化をををを通通通通してしてしてしてままままちちちちをををを学学学学ぶぶぶぶ    －－－－    ミニ・ミミニ・ミミニ・ミミニ・ミュュュュンンンンヘヘヘヘンンンン        ①①①①ミニ・ミミニ・ミミニ・ミミニ・ミュュュュンンンンヘヘヘヘンのンのンのンの市民市民市民市民登登登登録録録録：：：：ここここどどどどもがもがもがもがままままちちちちのののの入入入入りりりり口口口口でででで市民市民市民市民登登登登録録録録をするをするをするをする        ②②②②市民市民市民市民権権権権：：：：最最最最初初初初のののの資資資資金金金金をえるためをえるためをえるためをえるため職職職職業業業業安安安安定定定定所所所所にににに行行行行きききき、、、、仕事仕事仕事仕事をををを紹介紹介紹介紹介してもらうしてもらうしてもらうしてもらう    

        ③③③③４４４４時時時時間間間間のののの労労労労働働働働とととと大学大学大学大学のののの講講講講義義義義をうけをうけをうけをうけ市民市民市民市民権権権権をえるをえるをえるをえる                ④④④④ままままちちちちのののの運営運営運営運営：：：：市市市市長長長長やややや市議市議市議市議をををを投投投投票票票票でえらでえらでえらでえらぶぶぶぶ。。。。ままままたたたた自分自分自分自分のののの得得得得意意意意のののの仕事仕事仕事仕事をするをするをするをする                                                                ↓↓↓↓    ⑤⑤⑤⑤子子子子どどどどもがもがもがもが遊遊遊遊びをびをびをびを通通通通してしてしてして生生生生きききき生生生生きとアイデアをきとアイデアをきとアイデアをきとアイデアを生生生生かしかしかしかし主主主主体的体的体的体的にににに活動活動活動活動、、、、体体体体験験験験、、、、学学学学習習習習をををを    
        するするするする        ⑥⑥⑥⑥環境改善環境改善環境改善環境改善のののの力力力力をををを認識認識認識認識しししし、、、、未未未未来来来来ののののビビビビジョンをジョンをジョンをジョンを共共共共有有有有しししし創造創造創造創造するするするする        ⑦⑦⑦⑦ままままちちちち・・・・環境環境環境環境へのへのへのへの関関関関心心心心やややや責任感責任感責任感責任感をををを高高高高めめめめ、、、、問問問問題題題題解決解決解決解決能力能力能力能力をつけるをつけるをつけるをつける    ６６６６．．．．今後今後今後今後のののの学学学学校校校校環境学環境学環境学環境学習習習習    ①①①①    今今今今ままままでのでのでのでの散乱散乱散乱散乱ごごごごみ・リサイクルみ・リサイクルみ・リサイクルみ・リサイクル一一一一辺倒辺倒辺倒辺倒のののの教教教教育育育育    →→→→    根根根根っこをっこをっこをっこを絶絶絶絶つつつつ学学学学習習習習へへへへ    ②②②②    ごごごごみをつみをつみをつみをつくくくくらないらないらないらない、、、、売売売売らないらないらないらない、、、、買買買買わないわないわないわない    ③③③③    最終最終最終最終的的的的にににに出出出出たものをたものをたものをたものをどどどどのようにリサイクルするかのようにリサイクルするかのようにリサイクルするかのようにリサイクルするか    ↓↓↓↓    カカカカリリリリキュキュキュキュラムをこれにラムをこれにラムをこれにラムをこれにママママッッッッチチチチするようにするようにするようにするように変変変変更更更更することがすることがすることがすることが必必必必要要要要    

    ⅡⅡⅡⅡ    東京東京東京東京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学        環境学環境学環境学環境学習習習習－－－－２２２２・・・・成成成成功功功功事例事例事例事例    －－－－    都都都都市市市市とととと農村農村農村農村をむすをむすをむすをむすぶぶぶぶ    ――――    伝伝伝伝統統統統的知的知的知的知恵恵恵恵、、、、環境環境環境環境文文文文化化化化のののの多様性保多様性保多様性保多様性保全全全全をををを中中中中心心心心にににに    ――――    都都都都市市市市とととと農村農村農村農村のののの生生生生活活活活のののの間間間間にににに適切適切適切適切なななな均衡均衡均衡均衡をををを取取取取りりりり戻戻戻戻すことがすことがすことがすことが現代人現代人現代人現代人のののの最最最最大大大大のののの課題課題課題課題    （（（（１１１１））））    環境学環境学環境学環境学習習習習のフのフのフのフレレレレームワークームワークームワークームワーク    １１１１．．．．    環境学環境学環境学環境学習習習習のののの目目目目的的的的：：：：自自自自然然然然とととと文文文文化化化化をををを継承継承継承継承しししし、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを創造創造創造創造することすることすることすること    ２２２２．．．．    環境環境環境環境教教教教育育育育学学学学：：：：統統統統合合合合のののの学学学学問問問問としてのとしてのとしてのとしての環境学環境学環境学環境学をををを基礎基礎基礎基礎にににに全体全体全体全体論論論論のののの立立立立場場場場をとるをとるをとるをとる    ３３３３．．．．    目標目標目標目標：：：：国際的国際的国際的国際的にににに議議議議論論論論がががが行行行行われわれわれわれ、、、、6666項目項目項目項目がががが目標目標目標目標としてとしてとしてとしてベベベベオグラーオグラーオグラーオグラードドドド憲憲憲憲章章章章（（（（１９７１９７１９７１９７５５５５年年年年））））    
                        にににに提提提提案案案案されたされたされたされた    ４４４４．．．．    内内内内容容容容：：：：自自自自然観然観然観然観察察察察ややややキキキキャンプャンプャンプャンプ等等等等のののの野野野野外外外外活動活動活動活動、、、、ごごごごみみみみ分分分分別別別別活動活動活動活動にとにとにとにとどまどまどまどまらずらずらずらず、、、、科学的知科学的知科学的知科学的知    
                        識識識識やややや伝伝伝伝統統統統的知的知的知的知恵恵恵恵のののの習習習習得得得得、、、、これにこれにこれにこれに基基基基づづづづくくくく価価価価値値値値観観観観のののの形成形成形成形成、、、、環境環境環境環境保保保保全行動全行動全行動全行動をををを目指目指目指目指すすすす    ５５５５．．．．    フフフフレレレレームワークとしてームワークとしてームワークとしてームワークとして、、、、カカカカライダスライダスライダスライダスココココープープープープ（（（（万万万万華鏡華鏡華鏡華鏡））））方方方方式式式式をををを提提提提案案案案（（（（１９９０１９９０１９９０１９９０））））    （（（（２２２２））））    カカカカライダスライダスライダスライダスココココープープープープ方方方方式式式式フフフフレレレレームワークームワークームワークームワーク    
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[ [ [ [ 大自大自大自大自然然然然    ――――    人人人人工工工工的的的的なななな自自自自然然然然    －－－－    心心心心のののの中中中中のののの自自自自然然然然    ] ] ] ] がががが我我我我々々々々をとりをとりをとりをとりままままいているいているいているいている    １１１１．．．．    枠枠枠枠組組組組みみみみ：：：：中中中中心心心心・・・・総合学総合学総合学総合学習習習習プログラムプログラムプログラムプログラム    遊遊遊遊戯戯戯戯    ＝＝＝＝    遊遊遊遊びびびび                            回回回回り・り・り・り・基基基基本学本学本学本学習習習習プログラムプログラムプログラムプログラム    自自自自然然然然誌誌誌誌、、、、文文文文化化化化誌誌誌誌、、、、世界世界世界世界観観観観                                        連関学連関学連関学連関学習習習習プログラムプログラムプログラムプログラム    生生生生産産産産、、、、思索思索思索思索、、、、感感感感得得得得                                        行動行動行動行動プログラムプログラムプログラムプログラム                地地地地域域域域、、、、協働協働協働協働、、、、保保保保全全全全のののの学学学学習習習習プログラムプログラムプログラムプログラム                            目標目標目標目標・・・・関関関関心心心心、、、、知知知知識識識識、、、、技能技能技能技能、、、、態態態態度度度度、、、、参加参加参加参加、、、、価価価価値値値値観観観観    ２２２２．．．．    プログラムプログラムプログラムプログラム                ①①①①基基基基本学本学本学本学習習習習プログラムプログラムプログラムプログラム                自自自自然然然然誌誌誌誌：：：：大自大自大自大自然然然然（（（（例例例例：：：：ヒヒヒヒママママララララヤヤヤヤ、、、、太平洋太平洋太平洋太平洋）、）、）、）、人人人人工工工工化化化化されたされたされたされた自自自自然然然然（（（（例例例例：：：：農農農農山山山山村村村村、、、、大大大大                                都都都都市市市市）、）、）、）、心心心心のののの中中中中のののの自自自自然然然然（（（（例例例例：：：：アイアイアイアイヌヌヌヌのののの祭祭祭祭壇壇壇壇、、、、ララララママママ寺寺寺寺院院院院のののの壁壁壁壁画画画画））））        ②②②②連関学連関学連関学連関学習習習習プログラムプログラムプログラムプログラム                生生生生産産産産：：：：第第第第１１１１次次次次産業産業産業産業（（（（例例例例：：：：焼畑焼畑焼畑焼畑でのでのでのでのソソソソババババ栽培栽培栽培栽培、、、、リアスリアスリアスリアス式海岸式海岸式海岸式海岸のののの漁漁漁漁村村村村））））                思索思索思索思索・・・・感感感感得得得得：：：：（（（（例例例例：：：：焚焚焚焚きききき火火火火をををを囲囲囲囲んんんんでのでのでのでの語語語語らいらいらいらい、、、、風風風風音音音音をををを感感感感じじじじるるるるゲゲゲゲームームームーム））））    ③③③③行動行動行動行動プログラムプログラムプログラムプログラム            地地地地域域域域（（（（例例例例：：：：北北北北海海海海道道道道のののの冬冬冬冬のののの牧牧牧牧場場場場）、）、）、）、協働協働協働協働（（（（例例例例：：：：都都都都市市市市////農農農農山山山山村村村村住住住住民民民民のののの合合合合同同同同観観観観察察察察会会会会）、）、）、）、    
                保保保保全全全全（（（（例例例例：：：：夏夏夏夏のののの下下下下草刈草刈草刈草刈））））    （（（（３３３３））））    環境環境環境環境教教教教育史育史育史育史とととと農農農農山山山山村村村村////都都都都市市市市交流交流交流交流のののの経経経経緯緯緯緯（（（（抜抜抜抜粋粋粋粋））））    １１１１．．．．    １９１９１９１９５５５５７７７７：：：：日日日日本自本自本自本自然保然保然保然保護護護護協会協会協会協会がががが自自自自然保然保然保然保護護護護教教教教育育育育にににに関関関関するするするする陳陳陳陳情情情情    ２２２２．．．．    １９１９１９１９８５８５８５８５：：：：国国国国土土土土庁庁庁庁・・・・農農農農業業業業、、、、農村農村農村農村とととと教教教教育育育育にににに関関関関するするするする懇懇懇懇談談談談会会会会をををを創創創創設設設設    ３３３３．．．．    １９１９１９１９８８８８６６６６：：：：環境環境環境環境庁庁庁庁・・・・環境環境環境環境教教教教育育育育懇懇懇懇談談談談会会会会をををを設設設設置置置置    ４４４４．．．．    １９９０１９９０１９９０１９９０：：：：日日日日本環境本環境本環境本環境教教教教育育育育学会学会学会学会創創創創立立立立    ５５５５．．．．    １９９１１９９１１９９１１９９１：：：：文部省文部省文部省文部省・・・・環環環環境境境境教教教教育育育育指導指導指導指導資資資資料料料料中高中高中高中高校校校校編編編編作作作作成成成成    ６６６６．．．．    １９９２１９９２１９９２１９９２：：：：文部省文部省文部省文部省・・・・環境環境環境環境教教教教育育育育指導指導指導指導資資資資料小料小料小料小学学学学校校校校編編編編作作作作成成成成    ７７７７．．．．    １９９２１９９２１９９２１９９２：：：：農水農水農水農水省省省省・・・・教教教教育育育育環境環境環境環境としてのとしてのとしてのとしての農農農農業業業業、、、、農村農村農村農村のありのありのありのあり方方方方調調調調査査査査    ８８８８．．．．    １９９９１９９９１９９９１９９９－：－：－：－：環境環境環境環境庁庁庁庁////文部省文部省文部省文部省・・・・環境環境環境環境教教教教育育育育のののの総合的推進総合的推進総合的推進総合的推進にににに関関関関するするするする調調調調査査査査    （（（（４４４４））））    農農農農山山山山村村村村のののの環境環境環境環境文文文文化的化的化的化的意意意意味味味味：：：：伝伝伝伝統統統統的知的知的知的知恵恵恵恵のののの見見見見なおしとなおしとなおしとなおしと環境環境環境環境保保保保全全全全    １１１１．．．．    民民民民族植族植族植族植物学物学物学物学のののの視視視視点点点点からからからから    伝伝伝伝統統統統的的的的なななな植植植植物物物物管管管管理理理理、、、、生生生生物物物物多様性多様性多様性多様性、、、、民民民民族族族族薬薬薬薬、、、、再生再生再生再生可能可能可能可能なななな食食食食物物物物生生生生産産産産、、、、地地地地域域域域資源資源資源資源のののの保保保保護護護護、、、、生生生生物物物物文文文文化化化化のののの保存保存保存保存、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな産業産業産業産業とととと社会等社会等社会等社会等がががが考考考考えられるえられるえられるえられる    ２２２２．．．．    農農農農山山山山村村村村のののの多多多多面面面面的機能的機能的機能的機能    農農農農林林林林業業業業生生生生産機能産機能産機能産機能、、、、生生生生活機能活機能活機能活機能、、、、環境環境環境環境保保保保全機能全機能全機能全機能、、、、教教教教育育育育・・・・文文文文化機能化機能化機能化機能、、、、レレレレククククレレレレーションーションーションーション機機機機能等能等能等能等があるがあるがあるがある    ３３３３．．．．    エエエエココココミミミミュュュュージアムのージアムのージアムのージアムの下位下位下位下位概概概概念念念念としてのとしてのとしてのとしての農農農農山山山山村村村村エエエエココココミミミミュュュュージアムージアムージアムージアム構想構想構想構想のののの提唱提唱提唱提唱    農農農農山山山山村村村村のののの多多多多面面面面的機能的機能的機能的機能やややや環境環境環境環境教教教教育育育育のののの全体的全体的全体的全体的枠枠枠枠組組組組みでのみでのみでのみでの万万万万華鏡華鏡華鏡華鏡方方方方式式式式とととと重重重重ねあわねあわねあわねあわせせせせ、、、、環環環環境学境学境学境学習習習習をををを展開展開展開展開しししし、、、、農農農農山山山山村村村村のののの地地地地域域域域振興振興振興振興をはかるをはかるをはかるをはかる    （（（（５５５５））））    都都都都市市市市////農農農農山山山山村村村村におけるにおけるにおけるにおける課題課題課題課題    １１１１．．．．    高高高高度度度度経済成経済成経済成経済成長長長長のののの過過過過程程程程でででで、、、、農農農農林林林林業業業業のののの衰退衰退衰退衰退、、、、農村農村農村農村人人人人口減口減口減口減少少少少、、、、過過過過疎疎疎疎化化化化、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題がががが発発発発生生生生    ２２２２．．．．    都都都都市市市市住住住住民民民民がががが、、、、農農農農業業業業生生生生産産産産、、、、自自自自然然然然についてのについてのについてのについての体体体体験験験験的学的学的学的学習習習習のののの機会機会機会機会喪失喪失喪失喪失。。。。地地地地域域域域社会社会社会社会のののの人人人人間間間間関係関係関係関係がががが希希希希薄薄薄薄化化化化    ３３３３．．．．    学学学学校校校校荒荒荒荒廃等廃等廃等廃等のののの各各各各種種種種教教教教育育育育問問問問題題題題のののの多多多多発発発発はははは、「、「、「、「受受受受験験験験戦戦戦戦争争争争」」」」およびおよびおよびおよび自自自自然然然然、、、、生生生生産産産産、、、、生生生生活環境活環境活環境活環境をををを
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学学学学ぶぶぶぶ機会機会機会機会とととと場場場場所所所所をををを失失失失ったったったった「「「「環境環境環境環境問問問問題題題題」」」」にににに主主主主因因因因があるがあるがあるがある    （（（（６６６６））））    環境環境環境環境教教教教育育育育・・・・学学学学習習習習によるによるによるによる都都都都市市市市////農農農農山山山山村交流村交流村交流村交流    都都都都市市市市とととと農農農農山山山山村村村村ののののババババランスのとれたランスのとれたランスのとれたランスのとれた発展発展発展発展がががが持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを形成形成形成形成するするするする    ↓↓↓↓    環境環境環境環境教教教教育育育育とととと学学学学習習習習をををを通通通通じじじじてててて都都都都市市市市////農農農農山山山山村交流村交流村交流村交流をををを進進進進めめめめ課題課題課題課題をををを克服克服克服克服できるできるできるできる    （（（（７７７７））））    事例事例事例事例研究研究研究研究    １１１１．．．．    セセセセカカカカンンンンドドドドスクールスクールスクールスクール    －－－－    武蔵武蔵武蔵武蔵野市野市野市野市とととと飯飯飯飯山山山山市市市市のののの交流交流交流交流    ①①①①    武蔵武蔵武蔵武蔵野市野市野市野市がががが１９９２１９９２１９９２１９９２年年年年からからからから試験試験試験試験的的的的にににに、、、、１９９１９９１９９１９９５５５５年年年年からからからから本本本本格格格格実施実施実施実施。。。。飯飯飯飯山山山山市市市市がががが小小小小学学学学校校校校        をををを最最最最もももも多多多多くくくく引引引引きききき受受受受けているけているけているけている    ②②②②    両両両両市各機関市各機関市各機関市各機関がががが協力協力協力協力・・・・参画参画参画参画しししし、、、、農農農農林林林林水水水水産業体産業体産業体産業体験験験験、、、、自自自自然然然然体体体体験験験験をををを中中中中心心心心にににに学学学学校教校教校教校教育育育育のののの正正正正式式式式カカカカリリリリキュキュキュキュラムにラムにラムにラムに位位位位置置置置づけているづけているづけているづけている    ③③③③    武蔵武蔵武蔵武蔵野市野市野市野市のののの全学全学全学全学校校校校でででで実施実施実施実施。。。。小小小小学学学学校校校校５５５５年年年年生生生生とととと中学中学中学中学校校校校１１１１年年年年生生生生がががが出出出出かけるかけるかけるかける    ④④④④    参加参加参加参加児童児童児童児童、、、、生生生生徒徒徒徒、、、、教教教教員員員員はははは初初初初めてのめてのめてのめての体体体体験験験験であるであるであるである。。。。生生生生きているきているきているきている実実実実感感感感・・・・知知知知のののの総合総合総合総合をもつをもつをもつをもつ契契契契機機機機となっているとなっているとなっているとなっている    ⑤⑤⑤⑤    地地地地域住域住域住域住民民民民のののの伝伝伝伝統統統統的知的知的知的知恵恵恵恵、、、、技術技術技術技術のののの価価価価値値値値がががが再再再再評価評価評価評価されたされたされたされた    ⑥⑥⑥⑥    経済効経済効経済効経済効果果果果・・・・都都都都市市市市////農村交流農村交流農村交流農村交流によるスによるスによるスによるスキキキキーーーー場場場場のののの夏夏夏夏のののの産業産業産業産業をををを興興興興せせせせたたたた    ２２２２．．．．    山山山山村村村村留留留留学学学学    －－－－    長長長長野野野野県県県県八八八八坂坂坂坂村村村村とととと育育育育てるてるてるてる会会会会    ①①①①    １９７６１９７６１９７６１９７６年年年年、、、、育育育育てるてるてるてる会会会会がががが始始始始めためためためた。。。。    ②②②②    教教教教育委育委育委育委員員員員会会会会とととと地地地地域住域住域住域住民民民民のののの協力協力協力協力をえてをえてをえてをえて、、、、常常常常駐駐駐駐指導指導指導指導員員員員４４４４名名名名がががが自自自自然然然然体体体体験験験験、、、、農村農村農村農村生生生生活体活体活体活体験験験験をををを中中中中心心心心にしたにしたにしたにした教教教教育育育育カカカカリリリリキュキュキュキュラムをラムをラムをラムを実施実施実施実施    ③③③③    留留留留学学学学はははは１１１１５５５５日日日日をををを農家農家農家農家（（（（里親里親里親里親））））でででで、、、、１１１１５５５５日日日日はははは留留留留学学学学センターでセンターでセンターでセンターで過過過過ごごごごすすすす    ④④④④    対対対対象象象象はははは小小小小学学学学１１１１年年年年生生生生からからからから中学中学中学中学３３３３年年年年生生生生ままままでででで。。。。２２２２２２２２年年年年間間間間でででで７００７００７００７００名名名名以上以上以上以上がががが留留留留学学学学    ⑤⑤⑤⑤    思思思思いいいいややややり・り・り・り・食食食食べべべべ物物物物をををを大大大大切切切切にする・にする・にする・にする・自自自自制心制心制心制心    がががが育育育育ったったったった    ⑥⑥⑥⑥    過過過過疎疎疎疎化対策化対策化対策化対策としてとしてとしてとして、、、、都都都都市市市市交流交流交流交流事事事事業業業業、、、、観観観観光光光光事事事事業業業業にににに大大大大ききききくくくく寄与寄与寄与寄与    ３３３３．．．．    森森森森林林林林ボボボボランテランテランテランティィィィアアアア    －－－－    東京都東京都東京都東京都檜檜檜檜原原原原村村村村のののの遊遊遊遊学学学学のののの森森森森    ①①①①    指導指導指導指導林林林林家家家家・・・・田田田田中中中中氏氏氏氏のののの私私私私有有有有林林林林にににに、、、、ボボボボランテランテランテランティィィィアアアア、、、、大学大学大学大学、、、、青青青青少少少少年年年年団団団団体体体体、、、、環境環境環境環境教教教教育育育育団団団団体体体体        がががが関関関関わりわりわりわり、、、、森森森森林林林林保保保保全全全全・・・・林林林林業業業業振興振興振興振興のののの活動活動活動活動をををを実施実施実施実施しているしているしているしている    ②②②②    都都都都市市市市のののの人人人人々々々々がががが任意任意任意任意にににに、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな形形形形のグループをつのグループをつのグループをつのグループをつくくくくりりりり、、、、育育育育林林林林技術技術技術技術をををを学学学学びあいびあいびあいびあい、、、、連連連連携携携携してしてしてして森森森森林林林林環境環境環境環境のののの保保保保全活動全活動全活動全活動をををを展開中展開中展開中展開中    ４４４４．．．．    自自自自然然然然教教教教育育育育園園園園    －－－－    山山山山形形形形県県県県小小小小国国国国町町町町のののの白白白白いいいい森森森森構想構想構想構想    ①①①①    自自自自然然然然教教教教育育育育園園園園はははは小小小小国国国国町町町町のののの第第第第２２２２次次次次山山山山村振興村振興村振興村振興計画計画計画計画としてとしてとしてとして提提提提案案案案されたされたされたされた（（（（１９７３１９７３１９７３１９７３年年年年））））    ②②②②    自自自自然然然然環境環境環境環境やややや生生生生活活活活文文文文化化化化をををを他他他他地地地地域域域域のののの人人人人々々々々にににに提提提提供供供供しししし、、、、休養休養休養休養・・・・体体体体験験験験学学学学習習習習のののの場場場場としてとしてとしてとして整備整備整備整備しししし、、、、地地地地域域域域のののの所所所所得得得得向向向向上上上上にににに寄与寄与寄与寄与することをすることをすることをすることを目目目目的的的的としたとしたとしたとした    ③③③③    小小小小玉玉玉玉川川川川小小小小中学中学中学中学校校校校改築改築改築改築をををを契契契契機機機機にににに、、、、生生生生涯涯涯涯学学学学習習習習・・・・国国国国内外内外内外内外とのとのとのとの交流拠交流拠交流拠交流拠点点点点としとしとしとし、、、、さらにさらにさらにさらに行政行政行政行政がががが研究研究研究研究拠拠拠拠点点点点としてとしてとしてとして先先先先端端端端山山山山村村村村研究所研究所研究所研究所をつをつをつをつくくくくったったったった    ④④④④    わづかわづかわづかわづか小小小小中中中中２０２０２０２０人人人人のののの学学学学校校校校だだだだがががが、、、、内外内外内外内外とのとのとのとの交流交流交流交流をををを進進進進めめめめ子子子子どどどどもたもたもたもたちちちちのののの視視視視野野野野をををを広広広広げげげげ、、、、将将将将来来来来はははは海外海外海外海外でもでもでもでも活動活動活動活動できるようなできるようなできるようなできるような大大大大きいきいきいきい構想構想構想構想のプログラムになっているのプログラムになっているのプログラムになっているのプログラムになっている    ⑤⑤⑤⑤    このこのこのこの活動活動活動活動がががが白白白白いいいい森森森森構想構想構想構想にににに発展発展発展発展したしたしたした（（（（１９９２１９９２１９９２１９９２年年年年）。）。）。）。ブナのブナのブナのブナの森森森森のののの生生生生活活活活文文文文化化化化、、、、山山山山のののの神信神信神信神信仰仰仰仰、、、、森森森森のののの恵恵恵恵みとみとみとみとママママタタタタギギギギのののの魂魂魂魂をををを伝伝伝伝承承承承・・・・学学学学習習習習するするするする。。。。雪雪雪雪国国国国山山山山村村村村文文文文化化化化のののの構築構築構築構築をををを目指目指目指目指すすすす    （（（（８８８８））））    大人大人大人大人とととと子子子子どどどどものものものもの市民市民市民市民意識意識意識意識のののの変変変変容容容容（（（（要要要要点点点点））））    
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１１１１．．．．    自自自自然然然然のののの実体実体実体実体をををを直直直直接体接体接体接体験験験験学学学学習習習習するするするする機会機会機会機会ができができができができ、、、、環境環境環境環境認識認識認識認識がががが変変変変化化化化してきたしてきたしてきたしてきた    ２２２２．．．．    都都都都市市市市住住住住民民民民はははは農農農農山山山山村村村村、、、、第第第第１１１１次次次次産業産業産業産業のののの現実現実現実現実をををを知知知知りりりり、、、、都都都都市市市市生生生生活活活活、、、、家家家家族族族族関係関係関係関係をををを見直見直見直見直すすすす契契契契機機機機となったとなったとなったとなった    ３３３３．．．．    精神性精神性精神性精神性のののの高高高高いいいい人的人的人的人的交流交流交流交流によってによってによってによって、、、、ライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルやややや価価価価値値値値観観観観がががが変変変変容容容容しししし始始始始めためためためた    ４４４４．．．．    伝伝伝伝統統統統的知的知的知的知恵恵恵恵のののの再再再再評価評価評価評価とととと敬敬敬敬愛愛愛愛、、、、環境環境環境環境文文文文化化化化のののの多様性多様性多様性多様性のののの再認識再認識再認識再認識とととと保保保保全全全全・・・・復復復復活活活活のののの意意意意思思思思、、、、ここここれらによってれらによってれらによってれらによって環境学環境学環境学環境学習習習習のののの実実実実践践践践活動活動活動活動がががが充充充充実実実実してきたしてきたしてきたしてきた    
    ⅢⅢⅢⅢ    大大大大阪阪阪阪大学大学大学大学大学大学大学大学院院院院    社会実社会実社会実社会実験験験験地地地地でのでのでのでの循環循環循環循環複複複複合体合体合体合体のシステムのシステムのシステムのシステム構築構築構築構築とととと環境調和技術環境調和技術環境調和技術環境調和技術のののの開発開発開発開発    ――――    持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの理論理論理論理論的的的的考考考考察察察察とととと実実実実証証証証研究研究研究研究    －－－－    （（（（１１１１））））    狙狙狙狙いいいい                        社会実社会実社会実社会実験験験験地地地地    ＝＝＝＝    農農農農・・・・工工工工・・・・都都都都市市市市サイトでのサイトでのサイトでのサイトでの企企企企画画画画、、、、試試試試行行行行、、、、評価評価評価評価をををを通通通通してしてしてして、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循循循循    
                        環環環環複複複複合体社会形成合体社会形成合体社会形成合体社会形成のためののためののためののための技術課題技術課題技術課題技術課題をををを発発発発見見見見しししし克服克服克服克服するためのするためのするためのするための技術開発技術開発技術開発技術開発をををを行行行行うとともうとともうとともうととも    
                        にににに、、、、そそそそれられられられら技術技術技術技術がががが生生生生かされるためのかされるためのかされるためのかされるための社会経済的社会経済的社会経済的社会経済的・・・・制度制度制度制度的課題的課題的課題的課題をををを明明明明確確確確にしにしにしにし、、、、制度制度制度制度デデデデザザザザ    
                        インのインのインのインの提提提提案案案案ままままでででで踏踏踏踏みみみみ込込込込むむむむ    （（（（２２２２））））    研究研究研究研究のののの進進進進めめめめ方方方方のののの基基基基本本本本    １１１１．．．．    技術技術技術技術システムシステムシステムシステム    技術技術技術技術システムはシステムはシステムはシステムはココココンセプトンセプトンセプトンセプト誘誘誘誘導導導導型型型型としとしとしとし、、、、そそそそれをれをれをれを支支支支えるえるえるえる技術体技術体技術体技術体系系系系をををを確認確認確認確認しししし追求追求追求追求するするするする    ２２２２．．．．    経済経済経済経済システムシステムシステムシステム    私私私私的的的的・・・・公公公公的的的的・・・・社会的分野社会的分野社会的分野社会的分野をををを総合総合総合総合してしてしてして、、、、経済経済経済経済システムシステムシステムシステム全体全体全体全体をフルをフルをフルをフルココココストでストでストでストで費費費費用用用用・・・・効効効効果果果果をはかるをはかるをはかるをはかる    ３３３３．．．．    組織組織組織組織システムシステムシステムシステム    各組織各組織各組織各組織がががが経経経経営営営営上上上上のののの操操操操作作作作をををを規規規規定定定定するするするするママママネージネージネージネージメメメメントのントのントのントの手順手順手順手順とととと役割役割役割役割ににににそそそそってってってって行動行動行動行動するするするする    ４４４４．．．．    社社社社会会会会システムのシステムのシステムのシステムの次元次元次元次元    拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責任者責任者責任者責任やややや自自自自律律律律型資源型資源型資源型資源融融融融通通通通契契契契約約約約のシステムデのシステムデのシステムデのシステムデザザザザインをインをインをインをベベベベースにするースにするースにするースにする    （（（（３３３３））））    対対対対象象象象としてとしてとしてとして取取取取りりりり上上上上げげげげたたたた具具具具体的体的体的体的製製製製品品品品とととと代代代代謝謝謝謝システムシステムシステムシステム    １１１１．．．．    産業産業産業産業工工工工場場場場：：：：ポポポポンプをンプをンプをンプを対対対対象製象製象製象製品品品品としてとしてとしてとして取取取取りりりり上上上上げげげげ、、、、製製製製品品品品連連連連鎖鎖鎖鎖をアプローをアプローをアプローをアプローチチチチするするするする    

                                                        ビビビビジネスジネスジネスジネスモモモモデルとしてデルとしてデルとしてデルとしてメメメメンテナンスンテナンスンテナンスンテナンス事事事事業業業業をををを重重重重視視視視するするするする                                エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの代代代代謝謝謝謝はははは、、、、ガガガガスススス化化化化溶溶溶溶融融融融炉炉炉炉をををを取取取取りりりり上上上上げげげげてててて実施実施実施実施するするするする    ２２２２．．．．    農工農工農工農工連連連連携携携携：：：：野野野野菜菜菜菜をををを中中中中心心心心としたとしたとしたとした食品食品食品食品流流流流通通通通とととと製製製製品品品品連連連連鎖鎖鎖鎖をアプローをアプローをアプローをアプローチチチチするするするする                                有機物有機物有機物有機物のののの流流流流れをれをれをれをババババイオイオイオイオママママスとしてスとしてスとしてスとして代代代代謝謝謝謝をををを形成形成形成形成ささささせせせせるるるる    ３３３３．．．．    都都都都市市市市更更更更新新新新：：：：都都都都市構市構市構市構造造造造物物物物のののの中核中核中核中核のセのセのセのセメメメメントントントント製製製製品品品品のののの連連連連鎖鎖鎖鎖をアプローをアプローをアプローをアプローチチチチするするするする                                都都都都市市市市更更更更新新新新のののの解解解解体体体体とととと再再再再構築構築構築構築のののの都都都都市代市代市代市代謝謝謝謝ママママネージネージネージネージメメメメントをントをントをントを研究研究研究研究するするするする    （（（（４４４４））））    事例事例事例事例研究研究研究研究１１１１・・・・ポポポポンプンプンプンプ    １１１１．．．．    考考考考ええええ方方方方：：：：ポポポポンプンプンプンプ部品部品部品部品をををを構成構成構成構成するするするする鉄鉄鉄鉄をををを有効有効有効有効にににに長長長長くくくく使使使使用用用用するするするする    －－－－    機能機能機能機能がががが劣劣劣劣化化化化したらしたらしたらしたら、、、、                            使使使使えるえるえるえる部部部部分分分分はリユースするはリユースするはリユースするはリユースする。。。。使使使使えないえないえないえない部部部部分分分分ははははママママテリアルリサイクルへテリアルリサイクルへテリアルリサイクルへテリアルリサイクルへ    ２２２２．．．．    環境効率環境効率環境効率環境効率：：：：ポポポポンプのンプのンプのンプのメメメメンテナンスンテナンスンテナンスンテナンスややややアップグアップグアップグアップグレレレレーーーードドドドによりによりによりにより、、、、ＬＬＬＬＣＣＣＣＡＡＡＡ的的的的にににに環境効率環境効率環境効率環境効率                                はははは向向向向上上上上するするするする    ３３３３．．．．    初初初初期投期投期投期投資資資資：：：：アップグアップグアップグアップグレレレレーーーードドドドによりによりによりにより実実実実費費費費用用用用・・・・環境効率環境効率環境効率環境効率はははは改善改善改善改善されるがされるがされるがされるが、、、、初初初初期投期投期投期投資資資資負負負負                                担担担担がががが課題課題課題課題となるとなるとなるとなる。。。。メメメメンテナンスンテナンスンテナンスンテナンス事事事事業業業業をををを含含含含めてめてめてめて、、、、総合的総合的総合的総合的ななななビビビビジネスジネスジネスジネス構構構構築築築築    
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                            やややや短短短短期期期期的的的的ななななママママネーのネーのネーのネーの流流流流れのれのれのれの整理整理整理整理がががが必必必必要要要要になるになるになるになる    ４４４４．．．．    ポポポポンプンプンプンプ工工工工場場場場をををを中核中核中核中核にしたエにしたエにしたエにしたエココココインダストリアルパークインダストリアルパークインダストリアルパークインダストリアルパーク    
                                                        ココココジェネジェネジェネジェネ型型型型、、、、ガガガガスススス化化化化溶溶溶溶融融融融炉炉炉炉でででで熱電熱電熱電熱電併併併併給給給給にするとにするとにするとにすると、、、、環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷がががが２２２２５５５５％％％％減減減減    
                                                        少少少少するするするする。。。。圏圏圏圏域域域域をををを広広広広げげげげるとるとるとると需需需需要要要要量量量量がががが廃棄物発廃棄物発廃棄物発廃棄物発生生生生量量量量よりよりよりより大大大大きいきいきいきい。。。。環境環境環境環境制約制約制約制約    
                                                        をををを含含含含ままままないないないない比較比較比較比較制約制約制約制約のののの条件条件条件条件ではではではでは、、、、逆逆逆逆工工工工場場場場・・・・メメメメンテナンスをンテナンスをンテナンスをンテナンスを入入入入れれれれれれれればばばば、、、、    
                                                        産業連産業連産業連産業連鎖鎖鎖鎖でででで生生生生産効産効産効産効果果果果・・・・経済経済経済経済波波波波及及及及がががが生生生生ままままれるれるれるれる    ５５５５．．．．    環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷：：：：ポポポポンプのンプのンプのンプのメメメメンテナンスンテナンスンテナンスンテナンスややややアップグアップグアップグアップグレレレレーーーードドドドによりによりによりにより、、、、ポポポポンンンンプのプのプのプの環境効率環境効率環境効率環境効率はははは    
                                                        ＬＬＬＬＣＣＣＣＡＡＡＡ的的的的にににに格格格格段段段段にによにによにによにによくくくくなるがなるがなるがなるが、、、、経済活動規模経済活動規模経済活動規模経済活動規模のののの拡拡拡拡大大大大ののためののためののためののため、、、、総環総環総環総環    
                                                        境境境境負負負負荷荷荷荷はははは増増増増加加加加するするするする    （（（（５５５５））））    事例事例事例事例研究研究研究研究２２２２・・・・農工農工農工農工連連連連携携携携    ――――    野野野野菜菜菜菜（（（（トトトトママママトトトト））））    １１１１．．．．    循環型循環型循環型循環型ココココンセプトのンセプトのンセプトのンセプトの訴訴訴訴求求求求点点点点    
                                                            環境環境環境環境面面面面ではではではでは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化とととと有機有機有機有機栽培栽培栽培栽培によるによるによるによる食品食品食品食品のののの安安安安心心心心性性性性をををを訴訴訴訴求求求求点点点点    
                                                            としてとりあとしてとりあとしてとりあとしてとりあげげげげるるるる    ２２２２．．．．    消消消消費者費者費者費者がががが買買買買うううう値値値値段段段段（（（（消消消消費者費者費者費者行動行動行動行動のののの分分分分析析析析））））    
                                                            トトトトママママトのトのトのトの基基基基準価準価準価準価格格格格をををを１００１００１００１００円円円円とととと設設設設定定定定したしたしたした。。。。安安安安全全全全・・・・有機有機有機有機トトトトママママトのトのトのトの購入購入購入購入者者者者    
                                                            がががが５５５５００００％％％％になるになるになるになる値値値値段段段段ををををＣＣＣＣＶＭＶＭＶＭＶＭ法法法法でででで推推推推定定定定するとするとするとすると、、、、１２６１２６１２６１２６円円円円になったになったになったになった。。。。    
                                                        しかししかししかししかし、、、、実際実際実際実際のテストのテストのテストのテスト販売販売販売販売ではではではでは、、、、購入購入購入購入者者者者５５５５００００％％％％減減減減少点少点少点少点はははは１１７１１７１１７１１７円円円円であであであであ    
                                                            ったったったった    ↓↓↓↓    資源循環資源循環資源循環資源循環のののの事事事事業化業化業化業化＝＝＝＝あるべきあるべきあるべきあるべき姿姿姿姿論論論論ではではではでは成成成成りりりり立立立立たないたないたないたない    （（（（６６６６））））    事例事例事例事例研究研究研究研究３３３３・・・・都都都都市市市市更更更更新新新新    １１１１．．．．    考考考考ええええ方方方方のののの基基基基準準準準    ①①①①    建建建建設廃棄物設廃棄物設廃棄物設廃棄物がががが急急急急増増増増するするするする時時時時点点点点：：：：2030203020302030年年年年ごろごろごろごろががががピピピピークとなるークとなるークとなるークとなる    ②②②②    ２１２１２１２１世世世世紀紀紀紀後後後後半半半半：：：：総合施策総合施策総合施策総合施策がががが必必必必要要要要となるとなるとなるとなる    ↓↓↓↓    ③③③③    2030203020302030年対策年対策年対策年対策        ママママテリアルリサイクルテリアルリサイクルテリアルリサイクルテリアルリサイクル：：：：廃廃廃廃ココココンクリートのンクリートのンクリートのンクリートの粗骨材粗骨材粗骨材粗骨材化化化化ととととモモモモルタルルタルルタルルタル化化化化でのりきるでのりきるでのりきるでのりきる    ④④④④    21212121世世世世紀紀紀紀後後後後半半半半対策対策対策対策    

        ママママテリアルリサイテリアルリサイテリアルリサイテリアルリサイクルにクルにクルにクルに、、、、環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮型設計型設計型設計型設計ＦＦＦＦＩＩＩＩ（（（（易易易易解解解解体体体体））））とととと長長長長寿命寿命寿命寿命化改化改化改化改修修修修をををを加加加加    
        えたえたえたえた総合対策総合対策総合対策総合対策とするとするとするとする    ２２２２．．．．    代代代代謝謝謝謝ママママネージネージネージネージメメメメントントントント    ①①①①    建建建建築物築物築物築物のののの集集集集合体合体合体合体ののののママママネージネージネージネージメメメメントントントント    
        省省省省エネ・エネ・エネ・エネ・長長長長寿命寿命寿命寿命設計設計設計設計、、、、ＦＦＦＦＩＩＩＩ、、、、再生再生再生再生資資資資材材材材利用利用利用利用をををを総合的総合的総合的総合的にににに取取取取りりりり上上上上げげげげるるるる    ②②②②    都都都都市市市市のののの空空空空間間間間ママママネージネージネージネージメメメメントントントント    
        空空空空地利用地利用地利用地利用のののの循環型循環型循環型循環型都都都都市市市市基基基基盤盤盤盤とととと集集集集中分中分中分中分散散散散構構構構造造造造をををを採用採用採用採用するするするする    ③③③③    都都都都市市市市のののの基基基基盤盤盤盤のののの更更更更新整備新整備新整備新整備    
        循環循環循環循環再再再再資源化資源化資源化資源化拠拠拠拠点点点点をををを設設設設置置置置するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、環境環境環境環境低低低低負負負負荷荷荷荷型型型型交交交交通通通通システムシステムシステムシステムやややや高効率高効率高効率高効率エエエエ    
        ネルネルネルネルギギギギーシステムもとりあーシステムもとりあーシステムもとりあーシステムもとりあげげげげるるるる                ３３３３．．．．    検討検討検討検討のののの結果結果結果結果１１１１・・・・交交交交通通通通    ①①①①トータルでトータルでトータルでトータルで同同同同一一一一水準水準水準水準でもでもでもでも土土土土地利用地利用地利用地利用をををを集集集集中中中中しししし、、、、容容容容積率積率積率積率をををを増増増増加加加加ささささせせせせることによってることによってることによってることによって、、、、    
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            鉄鉄鉄鉄道道道道選選選選択択択択のののの割割割割合合合合をををを増増増増ややややしししし、、、、自動自動自動自動車車車車交交交交通選通選通選通選択択択択割割割割合合合合のののの減減減減少少少少がががが可能可能可能可能になるになるになるになる    ↓↓↓↓        ②②②②環境効率改善環境効率改善環境効率改善環境効率改善（（（（CO2CO2CO2CO2排出排出排出排出量減量減量減量減少少少少））））：：：：                    多多多多極分極分極分極分散散散散シナリオ・シナリオ・シナリオ・シナリオ・３４３４３４３４％％％％            一極一極一極一極集集集集中中中中シナリオ・シナリオ・シナリオ・シナリオ・３１３１３１３１％％％％        （（（（７７７７））））    評価評価評価評価研究研究研究研究                ＬＬＬＬＣＣＣＣＡＡＡＡによるによるによるによる評価評価評価評価、、、、生生生生態影態影態影態影響響響響のののの評価評価評価評価にににに加加加加えてえてえてえて、、、、環境効率環境効率環境効率環境効率をををを環境会計環境会計環境会計環境会計へへへへ組組組組みみみみ込込込込んんんんだだだだ評評評評                価価価価がががが必必必必要要要要でありでありでありであり、、、、このシステムによってこのシステムによってこのシステムによってこのシステムによって従来従来従来従来型型型型とととと資源循環資源循環資源循環資源循環複複複複合型合型合型合型のののの評価評価評価評価をををを行行行行うううう    （（（（８８８８））））    成成成成果果果果のののの活用活用活用活用            このこのこのこの研究研究研究研究のののの成成成成果果果果をををを活用活用活用活用してしてしてして、、、、今後今後今後今後はははは実際実際実際実際ベベベベースにースにースにースに入入入入っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと考考考考えているえているえているえている。。。。エエエエ        ココココタタタタウウウウンがンがンがンがそそそそのののの例例例例であるがであるがであるがであるが、、、、地地地地域域域域がががが進進進進めるネットワークめるネットワークめるネットワークめるネットワーク型循環型循環型循環型循環拠拠拠拠点点点点形成形成形成形成をををを支援支援支援支援でででできききき        るシステムをるシステムをるシステムをるシステムを構築構築構築構築していしていしていしていくくくく    
    

３３３３    総合討論会総合討論会総合討論会総合討論会    持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成にににに向向向向けてけてけてけて    ３３３３－－－－１１１１：：：：パートパートパートパート１１１１・・・・基基基基調調調調講演講演講演講演    ⅠⅠⅠⅠ    国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム（（（（ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦ））））会会会会長長長長                                                                                山山山山路路路路敬敬敬敬三三三三    氏氏氏氏        ――――    ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦはははは真真真真のゼロエミッションをのゼロエミッションをのゼロエミッションをのゼロエミッションを目指目指目指目指すすすす    ――――    （（（（１１１１））））    ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション活動活動活動活動のののの狙狙狙狙いいいい：：：：持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会のののの    １１１１．．．．    経済活動経済活動経済活動経済活動    →→→→    経済経済経済経済、、、、資本資本資本資本のロスをのロスをのロスをのロスを追求追求追求追求    ２２２２．．．．    環境活動環境活動環境活動環境活動    →→→→    環境環境環境環境、、、、自自自自然然然然、、、、資源資源資源資源、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーのロスーのロスーのロスーのロス追求追求追求追求    ３３３３．．．．    社会活動社会活動社会活動社会活動    →→→→    社会社会社会社会、、、、人人人人間間間間のロスのロスのロスのロス追追追追及及及及                                        ↓↓↓↓                持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会    ＝＝＝＝    美美美美しいしいしいしい社会社会社会社会のののの実現実現実現実現をををを可能可能可能可能にするにするにするにする    （（（（２２２２））））    生生生生産産産産とととと製製製製品品品品    １１１１．．．．    生生生生産産産産工工工工程程程程：：：：産業産業産業産業クラスターをクラスターをクラスターをクラスターを形成形成形成形成しゼロエミッションをしゼロエミッションをしゼロエミッションをしゼロエミッションを実現実現実現実現するするするする    ２２２２．．．．    製製製製品品品品：：：：ＬＬＬＬＣＣＣＣＶＶＶＶ（（（（    Life Cycle Value Life Cycle Value Life Cycle Value Life Cycle Value ））））＝＝＝＝    経済経済経済経済価価価価値値値値、、、、環境環境環境環境価価価価値値値値、、、、社会社会社会社会価価価価値値値値    をををを考考考考ええええたたたた製製製製品品品品をををを設計設計設計設計しししし、、、、製製製製品品品品をををを販売販売販売販売するするするする                                        ↓↓↓↓            持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会形成社会形成社会形成社会形成のののの指標指標指標指標、、、、駆駆駆駆動力動力動力動力になるになるになるになる    （（（（３３３３））））    循環循環循環循環    １１１１．．．．    順位順位順位順位：：：：ままままずリデずリデずリデずリデュュュュースースースース、、、、リユースリユースリユースリユース、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの３３３３ＲＲＲＲシステムシステムシステムシステム    ２２２２．．．．    機能機能機能機能をををを売売売売るストックるストックるストックるストック////サーサーサーサービビビビスススス型経済型経済型経済型経済：：：：商商商商品品品品売売売売りきりりきりりきりりきり販売販売販売販売からからからからレレレレンタルンタルンタルンタル販売販売販売販売へへへへ                                                                        ↓↓↓↓    経済経済経済経済面面面面、、、、環境環境環境環境面面面面、、、、社会社会社会社会面面面面でででで大大大大きいきいきいきいメメメメリットがありリットがありリットがありリットがあり、、、、真真真真のゼロエミッションにのゼロエミッションにのゼロエミッションにのゼロエミッションになるなるなるなる    （（（（４４４４））））    美美美美しいしいしいしい地地地地域域域域づづづづくくくくり・り・り・り・地地地地域域域域のリフォームのリフォームのリフォームのリフォーム            
    ――――    基基基基本本本本はははは住住住住民民民民のののの視視視視点点点点からからからから考考考考えるえるえるえる        ――――    １１１１．．．．    経済的経済的経済的経済的視視視視点点点点    ①①①①    地地地地域域域域にににに生生生生きがいのあるきがいのあるきがいのあるきがいのある仕事仕事仕事仕事をつをつをつをつくくくくるるるる    ②②②②    地地地地域域域域にににに雇雇雇雇用用用用のためののためののためののための教教教教育育育育・・・・新新新新しいしいしいしい技術技術技術技術のののの教教教教育育育育をををを可能可能可能可能にするにするにするにする    ２２２２．．．．    環境的環境的環境的環境的視視視視点点点点    ①①①①    地地地地域域域域固有固有固有固有のののの自自自自然然然然をををを回回回回復復復復しししし維維維維持持持持するするするする    
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②②②②    分分分分散散散散型型型型エエエエココココシステムをシステムをシステムをシステムを完完完完成成成成ささささせせせせるるるる    ③③③③    ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション型型型型のののの交交交交通通通通システムをつシステムをつシステムをつシステムをつくくくくるるるる    ３３３３．．．．    社会的社会的社会的社会的視視視視点点点点    ①①①①    生生生生活活活活のののの質質質質、、、、心心心心のののの豊豊豊豊かさかさかさかさ、、、、安安安安全全全全保保保保障障障障をををを高高高高めるめるめるめる    ②②②②    自自自自給給給給のライフラインのライフラインのライフラインのライフライン（（（（電電電電気気気気・・・・ガガガガス・ス・ス・ス・水水水水・・・・食食食食物等物等物等物等））））をつをつをつをつくくくくるるるる                                                            ↓↓↓↓    
                                                                                                美美美美しいしいしいしい地地地地域域域域    これらがこれらがこれらがこれらが総総総総合合合合されてされてされてされて地地地地域域域域ににににママママッッッッチチチチしたエしたエしたエしたエココココシステムができあがるシステムができあがるシステムができあがるシステムができあがる。。。。住住住住民民民民のののの福福福福祉祉祉祉がががが満満満満たされるとともにたされるとともにたされるとともにたされるとともに、、、、経済経済経済経済面面面面ではではではでは内需内需内需内需・・・・外需外需外需外需のののの強力強力強力強力なななな吸吸吸吸引引引引力力力力（（（（観観観観光光光光、、、、憩憩憩憩い・い・い・い・癒癒癒癒しししし、、、、学学学学ぶぶぶぶ・・・・体体体体験験験験産業等産業等産業等産業等））））がががが形成形成形成形成されされされされ、、、、国際的国際的国際的国際的にもにもにもにも競争競争競争競争できるできるできるできる持続可能持続可能持続可能持続可能なエなエなエなエココココタタタタウウウウンがンがンがンが誕誕誕誕生生生生するするするする    
    ⅡⅡⅡⅡ    ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ環境環境環境環境文文文文明明明明２１２１２１２１代表代表代表代表                                                                                                                                                                                加加加加藤藤藤藤三三三三郎郎郎郎    氏氏氏氏循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成にににに向向向向けてけてけてけて    ――――    各各各各ステークステークステークステークホホホホルダーのルダーのルダーのルダーの協協協協同同同同    ――――    （（（（１１１１））））    循環社会循環社会循環社会循環社会ののののココココンセプトンセプトンセプトンセプト    １１１１．．．．    循環社会循環社会循環社会循環社会のののの定定定定義義義義（（（（加加加加藤藤藤藤））））    

                社会社会社会社会のののの永永永永続続続続性性性性をををを確確確確保保保保するためするためするためするため、、、、有有有有限限限限なななな地球地球地球地球のののの中中中中でででで行行行行うううう人人人人間間間間のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆる活動活動活動活動にににに伴伴伴伴いいいい、、、、    
                消消消消費費費費するするするするモモモモノやノやノやノやエネルエネルエネルエネルギギギギーにーにーにーに係係係係るるるる資源資源資源資源をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし、、、、ままままたはたはたはたは様様様様々々々々なななな形形形形でででで利用利用利用利用するととするととするととするとと    
                もにもにもにもに、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄するものをするものをするものをするものを最最最最小限小限小限小限とするとするとするとする意意意意志志志志とととと能力能力能力能力をををを有有有有するするするする社会社会社会社会    ２２２２．．．．    循環社会循環社会循環社会循環社会    環境的環境的環境的環境的側側側側面面面面、、、、経済的経済的経済的経済的側側側側面面面面、、、、人人人人間間間間・・・・社会的社会的社会的社会的側側側側面面面面ででででババババランスがとれたランスがとれたランスがとれたランスがとれた社会社会社会社会であることであることであることであること    ①①①①    環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷をををを最最最最小小小小にににに留留留留めめめめ、、、、資源資源資源資源のののの循環循環循環循環をををを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、地球地球地球地球生生生生態態態態系系系系をををを維維維維持持持持できるできるできるできる    ②②②②    費費費費用用用用とととと便便便便益益益益ののののババババランスがとれたランスがとれたランスがとれたランスがとれた状状状状態態態態にありにありにありにあり、、、、市市市市場場場場経済経済経済経済においてもにおいてもにおいてもにおいても長長長長期期期期的的的的なななな視視視視点点点点がががが重重重重視視視視されされされされ、、、、長長長長期期期期的的的的ななななココココストストストスト負負負負担担担担もももも厭厭厭厭わないわないわないわない    ③③③③    １１１１人人人人ひひひひとりのとりのとりのとりの市民市民市民市民がががが自立自立自立自立しししし、、、、健健健健康康康康でででで文文文文化的化的化的化的なななな生生生生活活活活をををを営営営営むむむむだだだだけでなけでなけでなけでなくくくく、、、、自自自自然然然然・・・・次次次次世世世世代代代代・・・・他他他他のののの地地地地域域域域ななななどどどどとととと関連関連関連関連性性性性をををを持持持持ちちちち、、、、多様多様多様多様なななな豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを実実実実感感感感できるできるできるできる    （（（（２２２２））））    何何何何をなすべきかをなすべきかをなすべきかをなすべきか    
            環境環境環境環境破破破破壊壊壊壊がががが地球規模地球規模地球規模地球規模、、、、地地地地域域域域レベレベレベレベルでルでルでルで進進進進んんんんでいることをでいることをでいることをでいることをふまふまふまふまえてえてえてえて    １１１１．．．．危危危危機機機機意識意識意識意識をををを共共共共有有有有するするするする    

            ２２２２．．．．個別個別個別個別リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法のののの着着着着実実実実なななな実施実施実施実施    
                たたたただだだだしししし、、、、5555年以上年以上年以上年以上前前前前にできたにできたにできたにできた容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法はははは、、、、ＥＥＥＥＰＰＰＰＲＲＲＲがががが弱弱弱弱くくくく改改改改正正正正のののの必必必必要要要要がががが    
                あるあるあるある    ３３３３．．．．    京都京都京都京都議議議議定書定書定書定書のののの批准批准批准批准ととととそそそそのののの実施実施実施実施    ままままずずずず批准批准批准批准とととと新新新新地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化対策推進大化対策推進大化対策推進大化対策推進大綱綱綱綱をををを実施実施実施実施するするするする    

                                                                                                    ↓↓↓↓    ４４４４．．．．    切切切切りりりり札札札札：：：：経済的経済的経済的経済的手法手法手法手法のののの導導導導入入入入        ①①①①炭素炭素炭素炭素エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー税税税税（（（（広広広広いいいい意意意意味味味味のののの環境環境環境環境税税税税））））    
                                                                                                    ↓↓↓↓    
                            税税税税収収収収をををを循環社会形成循環社会形成循環社会形成循環社会形成、、、、経済活経済活経済活経済活性性性性化化化化のためにのためにのためにのために使使使使うううう    
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                            例例例例ええええばばばば、、、、森森森森林林林林吸吸吸吸収収収収分分分分３３３３....９９９９％％％％をををを実現実現実現実現するためにするためにするためにするために、、、、税税税税収収収収をををを技術開発技術開発技術開発技術開発ややややババババイオイオイオイオママママスススス利用利用利用利用、、、、    
                            間間間間伐伐伐伐できるできるできるできる雇雇雇雇用体用体用体用体系系系系、、、、ババババイオイオイオイオママママスススス利用利用利用利用エネルエネルエネルエネルギギギギーへのーへのーへのーへの補補補補助助助助金金金金ななななどどどどにににに使使使使うううう    （（（（英英英英国国国国のののの気候気候気候気候変変変変動動動動税税税税導導導導入入入入はははは、、、、戦略戦略戦略戦略的的的的先先先先取取取取りりりり精神精神精神精神でででで実施実施実施実施しているしているしているしている））））    
                    ②②②②ごごごごみみみみ処処処処理理理理のののの有有有有料料料料化化化化とデとデとデとデポポポポジットジットジットジット制制制制のののの導導導導入入入入    
                        ・・・・目目目目的的的的    －－－－    公平公平公平公平性性性性のののの確確確確保保保保    

                    －－－－    市民市民市民市民のののの参加参加参加参加意識意識意識意識をををを高高高高めるめるめるめる    
                    －－－－    自自自自己責任意識己責任意識己責任意識己責任意識をもたをもたをもたをもたせせせせるるるる    

                        ・・・・家家家家庭庭庭庭ごごごごみみみみ有有有有料料料料化化化化        
                    －－－－    現現現現在在在在、、、、自治体自治体自治体自治体ががががややややっているっているっているっている有有有有料料料料化化化化はははは、、、、平平平平均均均均値値値値ででででごごごごみみみみ処処処処理理理理経経経経費費費費のののの６６６６％％％％しかしかしかしか    
                                有有有有料料料料化化化化でででで払払払払っていないっていないっていないっていない。。。。全全全全てをてをてをてを一一一一気気気気にににに有有有有料料料料化化化化することはすることはすることはすることは無無無無理理理理がありがありがありがあり、、、、合合合合    
                                理理理理性性性性をををを欠欠欠欠くくくくのでのでのでので、、、、導導導導入入入入ししししややややすいすいすいすい方法方法方法方法をををを考考考考えるえるえるえる    

                                    ３３３３－－－－２２２２：：：：パートパートパートパート２２２２・パネリストの・パネリストの・パネリストの・パネリストの発表発表発表発表        ⅠⅠⅠⅠ    岩手県岩手県岩手県岩手県    －－－－    岩手県岩手県岩手県岩手県におけるにおけるにおけるにおける産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物条条条条例例例例（（（（仮称仮称仮称仮称））））制定制定制定制定のここのここのここのこころろろろみみみみ    １１１１．．．．    検討検討検討検討のののの背景背景背景背景    ①①①①    頻頻頻頻発発発発するするするする不法投不法投不法投不法投棄棄棄棄のののの未未未未然防止然防止然防止然防止とととと発発発発生生生生時時時時のののの処処処処置置置置    ②②②②    いわていわていわていわて循環型廃棄物処循環型廃棄物処循環型廃棄物処循環型廃棄物処理理理理構想構想構想構想をををを実現実現実現実現するためのするためのするためのするための制度制度制度制度的的的的整備整備整備整備    ２２２２．．．．    いわていわていわていわて循環型廃棄物処循環型廃棄物処循環型廃棄物処循環型廃棄物処理理理理構想構想構想構想    ①①①①    廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理理理理：：：：発発発発生生生生サイトサイトサイトサイト・・・・自自自自県県県県内内内内でででで処処処処理理理理をををを原則原則原則原則            不不不不可能可能可能可能のものはのものはのものはのものは広域広域広域広域設設設設備備備備でででで：：：：地地地地域域域域    →→→→    県県県県    →→→→    北東北北東北北東北北東北３３３３県県県県    →→→→    東北東北東北東北    のののの順順順順    ②②②②    処処処処理理理理設設設設備備備備：：：：適適適適正正正正処処処処理理理理モモモモデルデルデルデル設設設設備備備備をををを１９９１９９１９９１９９５５５５年設年設年設年設置置置置、、、、県県県県内内内内にににに普及普及普及普及ささささせせせせるるるる。。。。リサイクリサイクリサイクリサイク        ルルルル資源化設資源化設資源化設資源化設備備備備はははは検討中検討中検討中検討中    ３３３３．．．．    制度制度制度制度的的的的整備整備整備整備検討検討検討検討のののの視視視視点点点点    ①①①①    資源循環資源循環資源循環資源循環のののの輪輪輪輪をををを乱乱乱乱すすすす行行行行為為為為：：：：不法投不法投不法投不法投棄等棄等棄等棄等のののの対策対策対策対策；；；；いかにいかにいかにいかに抑抑抑抑制制制制するかするかするかするか    ②②②②    不法投不法投不法投不法投棄棄棄棄のののの原原原原状状状状回回回回復復復復へのへのへのへの保保保保証証証証    ③③③③    事事事事業業業業者者者者対策対策対策対策：：：：優良優良優良優良事事事事業業業業者者者者のののの育育育育成成成成とととと悪悪悪悪質質質質事事事事業業業業者者者者のののの排排排排除除除除    ④④④④    ３３３３ＲＲＲＲ：：：：システムつシステムつシステムつシステムつくくくくり・り・り・り・廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物減量減量減量減量化化化化////リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル促進促進促進促進税税税税制制制制ののののビビビビルトインルトインルトインルトイン    ４４４４．．．．    不法投不法投不法投不法投棄対策棄対策棄対策棄対策のののの検討検討検討検討    ①①①①    県県県県外外外外廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの搬搬搬搬入入入入事事事事前前前前協議協議協議協議のののの義義義義務務務務化化化化：：：：リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル原原原原料料料料以以以以外外外外のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは断断断断るるるる    ②②②②    県県県県外外外外廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの搬搬搬搬入入入入負負負負担担担担金金金金制度制度制度制度：：：：税税税税ではないのでではないのでではないのでではないので事事事事業業業業者者者者とととと協議協議協議協議    ５５５５．．．．    課題課題課題課題    ①①①①    広域広域広域広域化検討化検討化検討化検討：：：：廃棄物対策廃棄物対策廃棄物対策廃棄物対策ややややリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進はははは県域県域県域県域だだだだけではけではけではけでは難難難難しいしいしいしい問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。広広広広        域域域域でででで取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、条条条条例例例例化等化等化等化等もももも制定制定制定制定することがすることがすることがすることが必必必必要要要要であるであるであるである    ②②②②    税税税税制制制制：：：：産廃産廃産廃産廃税税税税制制制制ではなではなではなではなくくくく、、、、減量減量減量減量化化化化税税税税制制制制、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル税税税税制制制制がががが望望望望ままままししししくくくく、、、、産業産業産業産業部門部門部門部門にににに        たいしてはたいしてはたいしてはたいしては極力中立的極力中立的極力中立的極力中立的税税税税制制制制としたいとしたいとしたいとしたい    ↓↓↓↓    ６６６６．．．．    ココココーデーデーデーディィィィネーター・ネーター・ネーター・ネーター・コメコメコメコメントントントント        自治体自治体自治体自治体のののの状況状況状況状況：：：：千葉千葉千葉千葉県県県県でもでもでもでも不法投不法投不法投不法投棄棄棄棄ががががひひひひどくどくどくどく、、、、しかもしかもしかもしかもそそそそれがれがれがれが火火火火事事事事になりになりになりになり、、、、大大大大きいきいきいきい        問問問問題題題題であるであるであるである。。。。国国国国のののの立立立立法法法法対対対対応応応応がががが遅遅遅遅いのでいのでいのでいので条条条条例例例例をつをつをつをつくくくくったったったったばばばばかりであるかりであるかりであるかりである。。。。岩手県岩手県岩手県岩手県もももも今今今今        後後後後つつつつくくくくるということであるがるということであるがるということであるがるということであるが、、、、国国国国のののの対対対対応応応応ををををままままっていられないというのがっていられないというのがっていられないというのがっていられないというのが、、、、自治体自治体自治体自治体    



 41

    のののの状況状況状況状況であであであであろろろろうううう。。。。    
    ⅡⅡⅡⅡ    山山山山形形形形県県県県立立立立川町川町川町川町    －－－－    農農農農山山山山村村村村型型型型ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを目指目指目指目指すすすす    －－－－    １１１１．．．．    立立立立川町川町川町川町のののの概概概概況況況況    ①①①①    面面面面積積積積：：：：１９１９１９１９，，，，００００００００００００ヘヘヘヘクタールクタールクタールクタール    ８８８８１１１１％％％％がががが山山山山    ②②②②    人人人人口口口口：：：：７０００７０００７０００７０００人人人人弱弱弱弱    ２２２２．．．．    風風風風力発力発力発力発電電電電    ①①①①    地地地地域域域域のののの強強強強風風風風をををを利用利用利用利用：：：：風風風風力発力発力発力発電電電電ででででままままちちちちおこしおこしおこしおこし    ②②②②    設設設設備備備備：：：：現現現現在在在在１０１０１０１０基基基基、、、、年発年発年発年発電量電量電量電量・・・・２２００２２００２２００２２００万万万万ｋｋｋｋｗｗｗｗ；；；；町町町町のののの年年年年需需需需要要要要のののの４２４２４２４２．．．．５５５５％％％％供給供給供給供給    ３３３３．．．．    家家家家庭庭庭庭生生生生ごごごごみのみのみのみの堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化            堆肥堆肥堆肥堆肥生生生生産産産産センターがセンターがセンターがセンターが１９１９１９１９８８８８８８８８年年年年完完完完成成成成、、、、生生生生ごごごごみにみにみにみに畜糞畜糞畜糞畜糞ともみともみともみともみ殻殻殻殻ををををままままぜぜぜぜててててココココンンンンポポポポストストストスト化化化化    →→→→    地地地地域域域域のののの農家農家農家農家がががが利用利用利用利用、、、、無農薬栽培無農薬栽培無農薬栽培無農薬栽培。。。。付付付付加加加加価価価価値値値値のののの高高高高いいいい米米米米としてとしてとしてとして販売販売販売販売しているしているしているしている    →→→→    リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率５５５５５５５５％％％％でででで山山山山形形形形県県県県のトップであるのトップであるのトップであるのトップである    ４４４４．．．．    今後今後今後今後のののの計画計画計画計画    ①①①①    新新新新エネルエネルエネルエネルギギギギー・ー・ー・ー・省省省省エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの推進推進推進推進ババババイオイオイオイオママママスエネルスエネルスエネルスエネルギギギギーーーー活用活用活用活用：：：：現現現現在在在在もももも風風風風力発力発力発力発電電電電でででで    全全全全需需需需要要要要のののの４２４２４２４２．．．．５５５５％％％％ををををままままかなっているがかなっているがかなっているがかなっているが、、、、将来将来将来将来的的的的にはにはにはには風風風風力発力発力発力発電電電電をををを中中中中心心心心にににに自自自自然然然然エエエエネルネルネルネル        ギギギギーーーー１００１００１００１００％％％％＝＝＝＝化化化化石燃料石燃料石燃料石燃料消消消消費費費費ゼロをゼロをゼロをゼロを目指目指目指目指すすすす。。。。県下県下県下県下１１１１のののの清清清清流流流流をををを誇誇誇誇るるるる立立立立谷谷谷谷沢沢沢沢川川川川のののの豊豊豊豊富富富富なななな        水水水水をををを利用利用利用利用したしたしたした、、、、ミニミニミニミニ水水水水力発力発力発力発電電電電もももも研究開発研究開発研究開発研究開発したいしたいしたいしたい    ②②②②ババババイオイオイオイオママママスエネルーのスエネルーのスエネルーのスエネルーの利用利用利用利用・・・・地地地地域域域域特性特性特性特性のののの活用活用活用活用                ままままちちちちのののの財財財財産産産産であるであるであるである山山山山がががが荒荒荒荒廃廃廃廃してきているしてきているしてきているしてきている。。。。山山山山をよみがえらをよみがえらをよみがえらをよみがえらせせせせるためるためるためるため、、、、木木木木質質質質ババババイオのイオのイオのイオの                研究研究研究研究をををを行行行行ないないないない、、、、木木木木質質質質資源資源資源資源をををを地地地地域域域域のののの家家家家庭庭庭庭やややや産業産業産業産業のののの熱熱熱熱源源源源としてとしてとしてとして利用利用利用利用したいしたいしたいしたい    ５５５５．．．．    町町町町民民民民のののの参加参加参加参加    ままままちちちちのののの自自自自然然然然をををを子子子子孫孫孫孫にににに引継引継引継引継ぎぎぎぎためためためため、、、、循環型循環型循環型循環型ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを推進推進推進推進しなけれしなけれしなけれしなければばばばならなならなならなならないいいい。。。。このためこのためこのためこのため、、、、町町町町民民民民がががが自自自自らららら考考考考ええええ、、、、環境環境環境環境ままままちちちちづづづづくくくくりにりにりにりに参加参加参加参加・・・・協力協力協力協力していしていしていしていくくくくことがかかことがかかことがかかことがかかせせせせないないないない    ↓↓↓↓    ６６６６．．．．    ココココーデーデーデーディィィィネーター・ネーター・ネーター・ネーター・コメコメコメコメントントントント    スエーデンのスエーデンのスエーデンのスエーデンのベベベベクショークショークショークショー市市市市はははは、、、、木木木木質質質質ババババイオでエネルイオでエネルイオでエネルイオでエネルギギギギーをーをーをーを１００１００１００１００％％％％ままままかなおうとかなおうとかなおうとかなおうと努努努努力力力力しているしているしているしている町町町町でででで日日日日本本本本でもでもでもでも有有有有名名名名であるであるであるである。。。。しかししかししかししかし、、、、立立立立川町川町川町川町のののの風風風風力力力力、、、、ババババイオイオイオイオ、、、、生生生生ごごごごみみみみ等等等等はははは素素素素晴晴晴晴らしいらしいらしいらしい挑戦挑戦挑戦挑戦でありでありでありであり、、、、感感感感銘銘銘銘をををを深深深深くくくくしたしたしたした。。。。    今後今後今後今後、、、、ベベベベクショークショークショークショー市市市市へへへへ行行行行くくくくよりよりよりより、、、、立立立立川町川町川町川町へへへへ行行行行ってみってみってみってみろろろろというというというという話話話話ができができができができそそそそうでうでうでうで嬉嬉嬉嬉ししししくくくくなったなったなったなった    

    ⅢⅢⅢⅢ    太平洋太平洋太平洋太平洋セセセセメメメメントントントント    －－－－    ママママニニニニュュュュフフフファァァァククククチチチチャャャャリングからエリングからエリングからエリングからエココココフフフファァァァククククチチチチャリングへャリングへャリングへャリングへ    －－－－    １１１１．．．．    持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発展発展発展発展のののの３３３３要要要要素素素素                経済的経済的経済的経済的側側側側面面面面：：：：豊豊豊豊かさとかさとかさとかさと事事事事業業業業のののの創造創造創造創造                環境的環境的環境的環境的側側側側面面面面：：：：資源資源資源資源とととと生生生生態態態態系系系系のののの保保保保護護護護、、、、環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの低低低低減減減減                社会的社会的社会的社会的側側側側面面面面：：：：生生生生活活活活のののの質向質向質向質向上上上上とととと社会的社会的社会的社会的平平平平等等等等    ２２２２．．．．    エエエエココココフフフファァァァククククチチチチャリングのャリングのャリングのャリングの視視視視点点点点（（（（自自自自然然然然とのとのとのとの共生共生共生共生））））    
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①①①①    自自自自然然然然にににに甘甘甘甘えないえないえないえない            →→→→    資源資源資源資源のののの生生生生産産産産性向性向性向性向上上上上    ②②②②    自自自自然然然然をををを若若若若返返返返ららららせせせせるるるる        →→→→    自自自自然然然然のののの活活活活性性性性化化化化をををを図図図図るるるる    ③③③③    自自自自然然然然をををを老老老老化化化化ささささせせせせないないないない    →→→→    環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの軽軽軽軽減減減減    ④④④④    自自自自然然然然にににに戻戻戻戻るるるる                    →→→→    自自自自然然然然にににに異異異異物物物物をもをもをもをもちちちちここここままままないないないない    ⑤⑤⑤⑤    自自自自然然然然のののの力力力力をををを顕顕顕顕在在在在化化化化ささささせせせせるるるる    →→→→    ５５５５つのつのつのつの王王王王国国国国のののの活用活用活用活用（（（（動物動物動物動物・・・・植植植植物物物物・・・・菌菌菌菌類類類類・・・・藻藻藻藻類類類類・・・・ババババクククク                                                                テリアテリアテリアテリア））））    ⑥⑥⑥⑥    自自自自然然然然のののの仕仕仕仕組組組組みにみにみにみに学学学学ぶぶぶぶ    →→→→    自自自自然然然然のののの生生生生態態態態系系系系にににに学学学学ぶぶぶぶ    ⑦⑦⑦⑦    自自自自然然然然界界界界をををを真真真真似似似似るるるる            →→→→    自自自自然然然然にににに存存存存在在在在するするするするモモモモノノノノのののの機能機能機能機能・・・・構構構構造造造造ななななどどどどをををを真真真真似似似似るるるる    ⑧⑧⑧⑧    自自自自らのらのらのらの発想発想発想発想のののの転換転換転換転換・パラダイムの・パラダイムの・パラダイムの・パラダイムの転換転換転換転換    ３３３３．．．．    アプローアプローアプローアプローチチチチのののの仕方仕方仕方仕方    ①①①①    非非非非効率的効率的効率的効率的なななな資源資源資源資源消消消消費費費費    →→→→    資源資源資源資源生生生生産産産産性性性性重重重重視視視視    ②②②②    エンエンエンエンドドドド・オブ・パイプ・オブ・パイプ・オブ・パイプ・オブ・パイプ                    →→→→    クリーナープロダクションクリーナープロダクションクリーナープロダクションクリーナープロダクション    ③③③③    パブリック・リパブリック・リパブリック・リパブリック・リレレレレーションーションーションーション            →→→→    ココココーーーーポポポポレレレレート・ート・ート・ート・ガガガガババババナンスナンスナンスナンス（（（（企企企企業業業業統統統統治治治治））））    ④④④④    消消消消極的対処極的対処極的対処極的対処                                        →→→→    積極的対積極的対積極的対積極的対応応応応    ⑤⑤⑤⑤    ママママネージネージネージネージメメメメント・システムント・システムント・システムント・システム            →→→→    ライフサイクルにライフサイクルにライフサイクルにライフサイクルに基基基基づづづづくくくくビビビビジネス・デジネス・デジネス・デジネス・デザザザザイイイインンンン    ⑥⑥⑥⑥    一一一一方通方通方通方通行型行型行型行型ココココミミミミュュュューニーニーニーニケケケケーションーションーションーション→→→→多多多多重重重重方方方方向向向向型型型型ココココニニニニュュュュニニニニケケケケーションーションーションーション                                                受身受身受身受身のののの姿姿姿姿勢勢勢勢    積極的対話積極的対話積極的対話積極的対話のののの姿姿姿姿勢勢勢勢    ４４４４．．．．    セセセセメメメメントントントント企企企企業業業業のエのエのエのエココココフフフファァァァククククチチチチャリングャリングャリングャリング    ①①①①    従来従来従来従来のすがたのすがたのすがたのすがた            ・プロセスと・プロセスと・プロセスと・プロセスと金金金金のののの流流流流れれれれ                ババババージンージンージンージン原原原原料料料料＋＋＋＋化化化化石燃料石燃料石燃料石燃料        →→→→    ロータリロータリロータリロータリキキキキルンルンルンルン    →→→→    セセセセメメメメントントントント    →→→→    ゼネゼネゼネゼネココココンンンン                                                                                                                        代代代代金金金金                                                                                                                                                                                                    ②②②②    エエエエココココフフフファァァァククククチチチチャリングャリングャリングャリング            ・プロセスと・プロセスと・プロセスと・プロセスと金金金金のののの流流流流れれれれ    ババババージンージンージンージン原原原原料料料料＋＋＋＋化化化化石燃料石燃料石燃料石燃料                ロータリロータリロータリロータリキキキキルンルンルンルン    →→→→    セセセセメメメメントントントント    →→→→    ゼネゼネゼネゼネココココンンンン    代代代代替替替替原原原原燃料燃料燃料燃料（（（（廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物））））                                                                            代代代代金金金金                            ↑↑↑↑処処処処理費理費理費理費                他他他他産業産業産業産業・・・・自治体自治体自治体自治体・・・・国国国国                            代代代代替燃料替燃料替燃料替燃料（（（（廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物））））                            ↑↑↑↑処処処処理費理費理費理費                        他他他他産業産業産業産業    プロセスをプロセスをプロセスをプロセスを活用活用活用活用しししし、、、、他他他他産業産業産業産業・・・・自治体自治体自治体自治体・・・・地地地地域域域域のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを処処処処理理理理することですることですることですることで処処処処理費理費理費理費をいたをいたをいたをいただくだくだくだくことになることになることになることになる。。。。成成成成熟熟熟熟産業産業産業産業のもつのもつのもつのもつ世界一世界一世界一世界一のののの省省省省エネエネエネエネ、、、、省省省省資源資源資源資源、、、、品品品品質質質質のののの技術技術技術技術をををを活用活用活用活用しししし、、、、循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの大大大大きなきなきなきな力力力力になるになるになるになる。。。。    ままままたたたた、、、、中国中国中国中国とのとのとのとの空洞空洞空洞空洞化対策化対策化対策化対策にもなるにもなるにもなるにもなる。。。。税税税税制制制制とととと組組組組みみみみ合合合合わわわわせせせせれれれればばばば国際国際国際国際競争競争競争競争力力力力もももも強強強強くくくくなるなるなるなる可能可能可能可能性性性性があるがあるがあるがある。。。。    ↓↓↓↓    ５５５５．．．．    ココココーデーデーデーディィィィネーター・ネーター・ネーター・ネーター・コメコメコメコメントントントント    
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面面面面白白白白いいいい発想発想発想発想でででで非非非非常常常常にににに大大大大事事事事なことであるなことであるなことであるなことである。。。。実際実際実際実際にこういうことをにこういうことをにこういうことをにこういうことをややややらないとらないとらないとらないと、、、、本当本当本当本当のののの意意意意味味味味のののの地球環境地球環境地球環境地球環境のののの環境環境環境環境容容容容量量量量のののの中中中中でででで６０６０６０６０－－－－７０７０７０７０億億億億人人人人がががが生生生生きききき残残残残っていっていっていっていくくくくことはできないことはできないことはできないことはできない。。。。１１１１つのつのつのつの可能可能可能可能性性性性をををを示示示示していたしていたしていたしていただだだだいたいたいたいた。。。。    
    ⅣⅣⅣⅣ    グローグローグローグローババババル・スル・スル・スル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンス・アライアンス・アライアンス・アライアンス(GSA)(GSA)(GSA)(GSA)    ――――    循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向けたけたけたけたＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯのののの役割役割役割役割    （（（（１１１１））））    循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会            １１１１．．．．イイイイメメメメージージージージ                宇宙宇宙宇宙宇宙のののの自自自自然然然然がががが周周周周期期期期的的的的にににに供給供給供給供給するするするする資源資源資源資源・エネル・エネル・エネル・エネルギギギギーとーとーとーと、、、、人人人人間間間間のののの生生生生活活活活によってによってによってによって消消消消費費費費されされされされ                るものとがるものとがるものとがるものとがババババランスされているランスされているランスされているランスされている社会社会社会社会    ２２２２．．．．循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを形成形成形成形成するためのするためのするためのするための視視視視点点点点    ①①①①    経済的経済的経済的経済的視視視視点点点点：：：：高高高高付付付付加加加加価価価価値値値値・・・・低低低低環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷型経済型経済型経済型経済    ②②②②    技術的技術的技術的技術的視視視視点点点点：：：：小小小小規模規模規模規模・・・・分分分分散散散散型技術型技術型技術型技術    ③③③③    社会社会社会社会づづづづくくくくりりりり：：：：自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー活用活用活用活用・・・・自自自自給給給給自自自自足足足足型地型地型地型地域域域域社会社会社会社会    （（（（２２２２））））    循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づづづづくくくくりにおけるりにおけるりにおけるりにおけるＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯのののの責任責任責任責任とととと役割役割役割役割    １１１１．．．．    枠枠枠枠組組組組みみみみ        官官官官（（（（政政政政府府府府））））・・・・民民民民（（（（企企企企業業業業））））・・・・公共公共公共公共（ＮＰＯ）（ＮＰＯ）（ＮＰＯ）（ＮＰＯ）によるによるによるによる目標目標目標目標のののの共共共共有有有有とととと協力体協力体協力体協力体制制制制のののの中中中中でででで責任責任責任責任とととと        役割役割役割役割をををを明明明明確確確確化化化化するするするする    ２２２２．．．．    役割役割役割役割とととと分担分担分担分担    ①①①①    政政政政府府府府：：：：公共事公共事公共事公共事業業業業のののの環境化環境化環境化環境化とととと環境環境環境環境のののの公共事公共事公共事公共事業化業化業化業化をををを推進推進推進推進するするするする    ②②②②    企企企企業業業業：：：：産業産業産業産業のののの環境化環境化環境化環境化とととと環境環境環境環境のののの産業化産業化産業化産業化をををを推進推進推進推進するするするする    ③③③③    ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ：：：：こういうこういうこういうこういう社会社会社会社会をつをつをつをつくくくくりたいというりたいというりたいというりたいという市民市民市民市民のあつのあつのあつのあつままままりがりがりがりがＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯでありでありでありであり、、、、このこのこのこのようなようなようなような市民市民市民市民のあつのあつのあつのあつままままりりりりＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯがががが市民市民市民市民のののの意識意識意識意識をををを改改改改革革革革しししし行動行動行動行動のののの環境化環境化環境化環境化をををを推進推進推進推進するするするする    （（（（３３３３））））    ＧＧＧＧＳＡＳＡＳＡＳＡ    １１１１．．．．    ミッションミッションミッションミッション        世界世界世界世界中中中中のスのスのスのスポポポポーーーーツツツツ愛好愛好愛好愛好家家家家１０１０１０１０億億億億人人人人とととと共共共共にににに環境環境環境環境問問問問題題題題をををを取取取取りりりり組組組組むむむむ    ２２２２．．．．    ななななぜぜぜぜススススポポポポーーーーツツツツをををを通通通通してなのかしてなのかしてなのかしてなのか        社会社会社会社会のののの改改改改革革革革のためにはのためにはのためにはのためには、、、、市民市民市民市民のののの合合合合意意意意形成形成形成形成がががが必必必必要要要要でありでありでありであり、、、、価価価価値値値値観観観観をををを共共共共有有有有しなけれしなけれしなけれしなければばばば大大大大        きいきいきいきい力力力力にならないにならないにならないにならない。。。。大大大大きいきいきいきい力力力力はははは        力力力力    ＝＝＝＝    人人人人数数数数    ××××    意識意識意識意識    ××××    行動行動行動行動        できできできできままままるるるる。。。。ススススポポポポーーーーツツツツ愛好愛好愛好愛好家家家家のののの人人人人数数数数ははははどどどどのののの団団団団体体体体よりよりよりより多多多多くくくく、、、、かつかつかつかつ愛好愛好愛好愛好家家家家はよいはよいはよいはよい自自自自然然然然環境環境環境環境        でスでスでスでスポポポポーーーーツツツツをすることををすることををすることををすることを願願願願いいいい、、、、自自自自らがらがらがらがそそそそのためにのためにのためにのために行動行動行動行動するするするする。。。。ススススポポポポーーーーツツツツをををを通通通通すことにすことにすことにすことに        よってよってよってよって、、、、自自自自然然然然環境環境環境環境をををを改善改善改善改善しししし循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを形成形成形成形成のためののためののためののための大大大大きいきいきいきい力力力力をををを創創創創りりりり出出出出すことがですことがですことがですことがで        きるきるきるきる    ３３３３．．．．    手法手法手法手法    ①①①①    ススススポポポポーーーーツツツツイイイイベベベベントントントント：：：：ママママイイイイカカカカップをップをップをップを持参持参持参持参してしてしてしてもらうもらうもらうもらう。。。。でてでてでてでてくくくくるるるるゴゴゴゴミはミはミはミはどどどどうしたらなうしたらなうしたらなうしたらなくくくくすかをすかをすかをすかを考考考考えてもらうえてもらうえてもらうえてもらう    ②②②②    テニステニステニステニスボボボボールのリユースールのリユースールのリユースールのリユース：：：：使使使使いいいい終終終終わったテニスわったテニスわったテニスわったテニスボボボボールをールをールをールを、、、、難難難難聴児聴児聴児聴児のののの子子子子どどどどもたもたもたもたちちちちののののいるいるいるいる小小小小学学学学校校校校におにおにおにおくくくくりりりり、、、、机机机机とととと椅椅椅椅子子子子のののの脚脚脚脚にはかにはかにはかにはかせせせせるるるる。。。。これがこれがこれがこれが、、、、子子子子どどどどものものものもの補補補補聴聴聴聴器器器器にににに入入入入るるるるノノノノイズをイズをイズをイズを小小小小ささささくくくくしししし非非非非常常常常によによによによくくくく学学学学べるべるべるべる。。。。一一一一般般般般のののの学学学学校校校校でもでもでもでも効効効効果果果果がありがありがありがあり、、、、リクエストがリクエストがリクエストがリクエストが増増増増えているえているえているえている    



 44

③③③③    環境行動環境行動環境行動環境行動：：：：ススススポポポポーーーーツツツツ施設施設施設施設やややや周周周周辺辺辺辺のののの緑緑緑緑化化化化、、、、イイイイベベベベントでのゼロエミッションントでのゼロエミッションントでのゼロエミッションントでのゼロエミッション推進推進推進推進、、、、用用用用品品品品のののの３３３３ＲＲＲＲをををを進進進進めているめているめているめている    ④④④④    組織的行動組織的行動組織的行動組織的行動・エ・エ・エ・エココココフラッグフラッグフラッグフラッグ活動活動活動活動：：：：自分自分自分自分のスのスのスのスポポポポーーーーツツツツシーンでシーンでシーンでシーンで環境環境環境環境保保保保全活動全活動全活動全活動をしたらをしたらをしたらをしたらエエエエココココフラッグをフラッグをフラッグをフラッグを掲掲掲掲げげげげてもらうてもらうてもらうてもらう。。。。例例例例ええええばばばば、、、、ゴゴゴゴルフルフルフルフ場場場場でででで農薬農薬農薬農薬をををを半半半半分分分分にへらにへらにへらにへらせせせせばばばば、、、、エエエエココココフラッグをフラッグをフラッグをフラッグをポポポポールにールにールにールに掲掲掲掲げげげげてもらうてもらうてもらうてもらう。。。。これがこれがこれがこれがビビビビシターへのシターへのシターへのシターへの刺激刺激刺激刺激になりになりになりになり、、、、意識意識意識意識がががが１１１１つつつつ開開開開花花花花するするするする。。。。これをこれをこれをこれをままままたたたたウウウウエブにのエブにのエブにのエブにのせせせせるるるる。。。。こうしてこうしてこうしてこうして活動活動活動活動のののの輪輪輪輪ををををひひひひろげろげろげろげていていていていくくくく    ↓↓↓↓    ４４４４．．．．    ココココーデーデーデーディィィィネーター・ネーター・ネーター・ネーター・コメコメコメコメントントントント    ３３３３８８８８年年年年間公間公間公間公害害害害・・・・環境環境環境環境のプロとしてのプロとしてのプロとしてのプロとして活動活動活動活動してきたがしてきたがしてきたがしてきたが、、、、率率率率直直直直にいってスにいってスにいってスにいってスポポポポーーーーツツツツがががが環境環境環境環境のののの力力力力になるとになるとになるとになると思思思思ったことはなかったったことはなかったったことはなかったったことはなかった。。。。自分自分自分自分のののの視視視視野野野野がいかにがいかにがいかにがいかに狭狭狭狭かったかとかったかとかったかとかったかと反反反反省省省省よりよりよりより喜喜喜喜びにびにびにびに思思思思っているっているっているっている。。。。退退退退官官官官してしてしてしてＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯ活動活動活動活動をををを始始始始めてめてめてめて９９９９年年年年近近近近くくくくになるがになるがになるがになるが、、、、人人人人数数数数ががががふふふふええええないなないなないなないな、、、、まだまだまだまだ意識意識意識意識がががが低低低低いないないないな、、、、行動行動行動行動がががが小小小小さいなとさいなとさいなとさいなと嘆嘆嘆嘆いていていていてばばばばかりいたがかりいたがかりいたがかりいたが、、、、岡岡岡岡田田田田ささささんんんんのののの指指指指南南南南をををを受受受受けてもうけてもうけてもうけてもう１１１１回回回回たたきたたきたたきたたき直直直直さないといけなさないといけなさないといけなさないといけないといういといういといういという思思思思いがしたいがしたいがしたいがした    ⅤⅤⅤⅤ    環境環境環境環境省省省省    －－－－    循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成にににに向向向向けたけたけたけた今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    （（（（１１１１））））    法法法法体体体体系系系系    １１１１．．．．    国国国国のののの役割役割役割役割        民民民民間間間間のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、自治体自治体自治体自治体のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを踏踏踏踏ままままえながらえながらえながらえながら、、、、国全体国全体国全体国全体のののの枠枠枠枠組組組組みをつみをつみをつみをつくくくくるるるる    ２２２２．．．．    法法法法体体体体系系系系        ①①①①循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進基基基基本本本本法法法法：：：：基基基基本的本的本的本的枠枠枠枠組組組組みみみみ法法法法でがでがでがでが平平平平成成成成１２１２１２１２年年年年５５５５月月月月にににに成立成立成立成立        ②②②②廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理法理法理法理法：：：：直直直直近近近近改改改改正正正正・・・・平平平平成成成成１２１２１２１２年年年年、、、、平平平平成成成成１３１３１３１３年年年年４４４４月施行月施行月施行月施行    ③③③③個別個別個別個別リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法    ・容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法：：：：平平平平成成成成１２１２１２１２年年年年４４４４月月月月完完完完全施行全施行全施行全施行    徐徐徐徐々々々々にににに実実実実績績績績がでてきているがでてきているがでてきているがでてきている    ・家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法：：：：平平平平成成成成１３１３１３１３年年年年４４４４月月月月完完完完全施行全施行全施行全施行    不不投不不投不不投不不投棄棄棄棄はテはテはテはテレビレビレビレビをををを除除除除きききき横横横横ばばばばいいいい    ・食品食品食品食品リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法：：：：平平平平成成成成１３１３１３１３年年年年５５５５月月月月完完完完全施行全施行全施行全施行    今後今後今後今後本本本本格格格格的的的的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ分野分野分野分野    ・建建建建設設設設リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法：：：：平平平平成成成成１４１４１４１４年年年年５５５５月月月月完完完完全施行全施行全施行全施行予予予予定定定定    分分分分別解別解別解別解体体体体でででで不法投不法投不法投不法投棄棄棄棄減減減減少少少少のののの                                            可能可能可能可能性性性性がありがありがありがあり埋埋埋埋立処分立処分立処分立処分場場場場のののの問問問問題題題題にもにもにもにも良良良良いいいい影影影影響響響響がががが期待期待期待期待されるされるされるされる    ・自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法：：：：今通今通今通今通常常常常国会提出国会提出国会提出国会提出予予予予定定定定    ④④④④    グリーングリーングリーングリーン購入購入購入購入法法法法：：：：平平平平成成成成１３１３１３１３年年年年４４４４月月月月完完完完全施行全施行全施行全施行    国国国国やややや地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体がががが率率率率先先先先してグリーンしてグリーンしてグリーンしてグリーン                                        製製製製品品品品をををを購入購入購入購入、、、、需需需需要要要要サイサイサイサイドドドドからからからから環境環境環境環境にににに優優優優しいもののしいもののしいもののしいものの販売販売販売販売支援支援支援支援    ⑤⑤⑤⑤資源有効利用促進資源有効利用促進資源有効利用促進資源有効利用促進法法法法：：：：平平平平成成成成１３１３１３１３年年年年４４４４月月月月完完完完全施行全施行全施行全施行    川川川川上対策上対策上対策上対策でででで企企企企業業業業のののの自自自自主主主主努力努力努力努力助助助助長長長長    （（（（２２２２））））    国国国国はははは今後今後今後今後何何何何をするのかをするのかをするのかをするのか    １１１１．．．．    国国国国のののの仕事仕事仕事仕事    循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進基基基基本本本本法法法法にににに記記記記述述述述されているされているされているされている「「「「基基基基本計画本計画本計画本計画」」」」をををを策策策策定定定定しししし「「「「国国国国のののの施策施策施策施策」」」」をををを明示明示明示明示するするするする    ２２２２．．．．    基基基基本計画本計画本計画本計画    循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの姿姿姿姿をををを出出出出来来来来るるるるだだだだけけけけ具具具具体的体的体的体的にににに描描描描きながらきながらきながらきながら、、、、官官官官・・・・民民民民・・・・公公公公ががががそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ役割役割役割役割をををを果果果果たしたしたしたし、、、、国民全体国民全体国民全体国民全体、、、、国全体国全体国全体国全体でででで循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をつをつをつをつくくくくるためのるためのるためのるための計画計画計画計画をつをつをつをつくくくくるるるる。。。。このこのこのこの過過過過程程程程でででで、、、、民民民民間間間間、、、、市民市民市民市民、ＮＰＯ，ＮＧＯ、、ＮＰＯ，ＮＧＯ、、ＮＰＯ，ＮＧＯ、、ＮＰＯ，ＮＧＯ、地地地地方公共方公共方公共方公共団団団団体等体等体等体等のののの意見意見意見意見をををを反反反反映映映映ささささせせせせていていていていくくくく。。。。指指指指針針針針はははは、、、、３３３３月月月月予予予予定定定定をををを前倒前倒前倒前倒しでしでしでしで１１１１月月月月１７１７１７１７日日日日にににに作作作作成成成成。。。。平平平平成成成成１４１４１４１４年年年年度度度度末末末末ままままでででで前倒前倒前倒前倒しでしでしでしで策策策策定定定定するするするする（（（（法法法法律律律律期期期期限限限限はははは平平平平成成成成１１１１５５５５年年年年１０１０１０１０月月月月ⅠⅠⅠⅠ日日日日））））    
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３３３３．．．．    自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法    策策策策定定定定中中中中であるであるであるである。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル費費費費用用用用はははは、、、、新車新車新車新車購入時購入時購入時購入時にににに負負負負担担担担してもらうしてもらうしてもらうしてもらう方法方法方法方法のののの導導導導入入入入をををを考考考考えているえているえているえている。。。。現現現現在在在在７７７７５５５５－－－－８８８８００００％％％％のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル率率率率をををを９９９９５５５５％％％％ぐぐぐぐらいにしたいらいにしたいらいにしたいらいにしたい    （（（（３３３３））））    中中中中央央央央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会におけるにおけるにおけるにおける廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル制度制度制度制度のののの基基基基本本本本問問問問題題題題のののの検討検討検討検討    １１１１．．．．    経経経経緯緯緯緯        様様様様々々々々なななな意見意見意見意見：：：：経済界経済界経済界経済界・・・・厳厳厳厳しいしいしいしい廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理法理法理法理法のもとではのもとではのもとではのもとでは、、、、循環循環循環循環のためののためののためののための産業活動産業活動産業活動産業活動をしをしをしをし        ににににくくくくいいいい；；；；自治体自治体自治体自治体・・・・不法投不法投不法投不法投棄棄棄棄のののの対処対処対処対処    ををををふまふまふまふまええええ、、、、中中中中央央央央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会はははは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物・リサイク・リサイク・リサイク・リサイク        ルルルル制度制度制度制度についてについてについてについて基基基基本本本本問問問問題題題題のののの検討検討検討検討をををを実施実施実施実施。。。。３３３３月月月月２２２２２２２２日日日日、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル部部部部会会会会としとしとしとし        てててて中中中中間間間間とりとりとりとりままままとめができとめができとめができとめができ、、、、現現現現在在在在若若若若干干干干のののの案文案文案文案文のののの詰詰詰詰めをしているめをしているめをしているめをしている。。。。パブリックパブリックパブリックパブリックコメコメコメコメントントントント        をををを経経経経てててて本年本年本年本年じじじじゅゅゅゅうにうにうにうに最終最終最終最終取取取取りりりりままままとめをするとめをするとめをするとめをする    ２２２２．．．．    ポポポポイントイントイントイント    ①①①①    廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの範囲範囲範囲範囲：：：：審審審審議会議会議会議会はははは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの範囲範囲範囲範囲をををを少少少少しししし広目広目広目広目にとっていいとにとっていいとにとっていいとにとっていいと考考考考えてえてえてえているいるいるいる。。。。        リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル名目名目名目名目でででで不法投不法投不法投不法投棄棄棄棄されているされているされているされている現実現実現実現実がありがありがありがあり、、、、不法投不法投不法投不法投棄棄棄棄のリスクをのリスクをのリスクをのリスクを税金税金税金税金＝＝＝＝国国国国        民全体民全体民全体民全体がががが負負負負っているっているっているっている。。。。これでいいのかというこれでいいのかというこれでいいのかというこれでいいのかという論点論点論点論点であるであるであるである    ②②②②    廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理法理法理法理法のののの規規規規制見制見制見制見なおしなおしなおしなおし：：：：「「「「規規規規制制制制はははは厳格厳格厳格厳格にににに、、、、手手手手続続続続きはきはきはきは合合合合理理理理的的的的にににに」」」」ということでということでということでということで        あるあるあるある。。。。例例例例ええええばばばば、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とととと産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの施設施設施設施設のののの設設設設置置置置にはにはにはにはそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ許許許許可可可可がががが必必必必要要要要でででで        あるあるあるある。。。。これをこれをこれをこれを、、、、どどどどちちちちらかのらかのらかのらかの許許許許可可可可があれがあれがあれがあればばばば、、、、どどどどちちちちらかはらかはらかはらかは届届届届出出出出でいいでいいでいいでいい等等等等のののの合合合合理理理理的的的的仕仕仕仕組組組組        みみみみ。。。。ままままたたたた、、、、排出排出排出排出者責任者責任者責任者責任、、、、拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責任者責任者責任者責任についてもについてもについてもについても、、、、もうもうもうもう少少少少しししし考考考考ええええ直直直直そそそそうといううといううといううという        問問問問題的題的題的題的ななななどどどど    
    ⅥⅥⅥⅥ    経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省        ゴゴゴゴミミミミ処処処処理理理理・リサイクルの・リサイクルの・リサイクルの・リサイクルの官業官業官業官業からからからから民業民業民業民業へへへへのののの転換転換転換転換    ――――    民民民民間間間間によるによるによるによるゴゴゴゴミゼロミゼロミゼロミゼロ型型型型のかのかのかのかちちちちづづづづくくくくりりりり（（（（エエエエココココタタタタウウウウンンンン））））のののの推進推進推進推進    ――――    （（（（１１１１））））    エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業＝＝＝＝環境環境環境環境のののの産業化産業化産業化産業化    １１１１．．．．    エエエエココココタタタタウウウウンンンン構想構想構想構想のののの発想発想発想発想    各地各地各地各地でででで取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが始始始始ままままったゼロエミッションをったゼロエミッションをったゼロエミッションをったゼロエミッションを、、、、国国国国がががが何何何何らかのらかのらかのらかの支援支援支援支援ができないかができないかができないかができないかというのがというのがというのがというのが、、、、発想発想発想発想のののの原点原点原点原点であるであるであるである    ２２２２．．．．    経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のののの考考考考ええええ方方方方    ①①①①    ゴゴゴゴミはミはミはミは有用資源有用資源有用資源有用資源：：：：ゴゴゴゴミをミをミをミを有効利用有効利用有効利用有効利用しししし、、、、埋埋埋埋立処立処立処立処理理理理量量量量をををを限限限限りなりなりなりなくくくくゼロとするリサイクゼロとするリサイクゼロとするリサイクゼロとするリサイク        ルによるルによるルによるルによるゴゴゴゴミゼロミゼロミゼロミゼロ型型型型ままままちちちちづづづづくくくくりりりり    ②②②②    民民民民間企間企間企間企業業業業のののの役割役割役割役割：：：：ゴゴゴゴミゼロミゼロミゼロミゼロ構想構想構想構想をををを成成成成功功功功ささささせせせせるためにもるためにもるためにもるためにも、、、、国国国国・・・・自治体自治体自治体自治体丸丸丸丸がかえのがかえのがかえのがかえの公公公公        共事共事共事共事業業業業ではではではでは非非非非効率効率効率効率。。。。民民民民間企間企間企間企業業業業がががが自自自自らららら取取取取りりりり組組組組むことがむことがむことがむことが必必必必要要要要    ③③③③    リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル産業産業産業産業のののの起起起起業業業業：：：：初初初初期投期投期投期投資資資資額額額額がががが高高高高くくくく、、、、現現現現状状状状ではではではでは、、、、民民民民間間間間ビビビビジネスジネスジネスジネスベベベベースではースではースではースでは        回回回回らないらないらないらない    ④④④④    初初初初期助期助期助期助成成成成：：：：国国国国がががが地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体にににに、、、、先導先導先導先導的的的的なリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクル施設施設施設施設のののの整備費整備費整備費整備費をををを助助助助成成成成することすることすることすることでででで、、、、民民民民間間間間のののの事事事事業採業採業採業採算算算算性性性性をををを確確確確保保保保ささささせせせせ、、、、民民民民間間間間のののの活力活力活力活力とととと英英英英知知知知をもをもをもをもちちちちいていていていて、、、、ゴゴゴゴミセロミセロミセロミセロ型型型型ままままちちちちづづづづくくくくりをりをりをりを実現実現実現実現しししし、、、、新新新新規産業規産業規産業規産業としてのとしてのとしてのとしての環境産業環境産業環境産業環境産業をををを育育育育成成成成するするするする    ⑤⑤⑤⑤    東京東京東京東京湾湾湾湾臨臨臨臨海海海海部部部部プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト支援支援支援支援：：：：昨昨昨昨年年年年６６６６月月月月１４１４１４１４日日日日のののの都都都都市市市市再生再生再生再生本本本本部決定部決定部決定部決定によりによりによりにより、、、、先先先先行的行的行的行的にににに事事事事業展開業展開業展開業展開するするするする本本本本プロジェクトのうプロジェクトのうプロジェクトのうプロジェクトのうちちちち、、、、今今今今年年年年度度度度内内内内にににに環境環境環境環境アセスアセスアセスアセスメメメメントントントント等等等等手手手手続続続続きがきがきがきが終終終終了了了了しししし、、、、施設施設施設施設のののの着着着着工工工工可能可能可能可能なものはなものはなものはなものは、、、、１１１１次次次次予算予算予算予算（（（（５５５５００００億億億億円円円円））））でででで支援支援支援支援するするするする    ⑥⑥⑥⑥    ゴゴゴゴミゼロミゼロミゼロミゼロ型型型型都都都都市市市市プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの支援支援支援支援：：：：全全全全面面面面的的的的にににに推進推進推進推進するするするする。。。。補補補補助助助助金金金金としてとしてとしてとして、、、、２２２２次補次補次補次補
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正正正正予算予算予算予算１７１７１７１７．．．．５５５５億億億億円円円円計上計上計上計上、、、、来来来来年年年年度度度度予算予算予算予算案案案案８８８８９９９９．．．．８８８８億億億億円円円円をををを計上計上計上計上しているしているしているしている    ３３３３．．．．    エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業    ①①①①    既既既既承承承承認認認認：：：：全国全国全国全国でででで１４１４１４１４地地地地域域域域をををを承承承承認認認認、、、、２４２４２４２４リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル施設施設施設施設がががが整備整備整備整備されたされたされたされた    ②②②②    平平平平成成成成１４１４１４１４年年年年度度度度予算予算予算予算案案案案    ・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル施設施設施設施設へのへのへのへの補補補補助助助助金金金金    ８８８８００００．．．．８８８８億億億億円円円円    補補補補助助助助率率率率：：：：本本本本邦邦邦邦初初初初のののの最先最先最先最先端端端端先導先導先導先導的技術的技術的技術的技術・・・・１１１１／／／／２２２２，，，，先導先導先導先導的的的的プロジェクト・プロジェクト・プロジェクト・プロジェクト・１１１１／／／／３３３３                    ・・・・計画策計画策計画策計画策定定定定・・・・展示会等展示会等展示会等展示会等ののののソソソソフトフトフトフト事事事事業業業業へのへのへのへの補補補補助助助助金金金金    ００００．．．．８８８８億億億億円円円円                    補補補補助助助助率率率率・・・・１１１１／／／／２２２２    （（（（２２２２））））    環境調和型環境調和型環境調和型環境調和型のののの経済経済経済経済システムのシステムのシステムのシステムの構築構築構築構築＝＝＝＝産業産業産業産業のののの環境化環境化環境化環境化    １１１１．．．．    方方方方向性向性向性向性        経済活動経済活動経済活動経済活動のののの中中中中にににに、、、、環境環境環境環境へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮をををを進進進進めていめていめていめていくくくくことのことのことのことの必必必必要要要要性性性性があるがあるがあるがある。。。。ひひひひとつはとつはとつはとつは環境環境環境環境調調調調        和型経和型経和型経和型経営営営営管管管管理理理理のののの実施実施実施実施、、、、ひひひひとつはとつはとつはとつは環境調和型環境調和型環境調和型環境調和型製製製製品品品品・サー・サー・サー・サービビビビスのスのスのスの普及普及普及普及であるであるであるである    ２２２２．．．．    環境環境環境環境管管管管理手法理手法理手法理手法・・・・ツツツツールールールール    ①①①①    ＩＳＩＳＩＳＩＳＯＯＯＯ・・・・ＪＪＪＪＩＳＩＳＩＳＩＳ等等等等によるによるによるによる規規規規格格格格化化化化：：：：エエエエココココセセセセメメメメントントントント等等等等がこのがこのがこのがこの例例例例であであであであろろろろうううう    ②②②②    ガガガガイイイイドドドドラインのラインのラインのラインの策策策策定定定定：：：：環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮型型型型のののの精神精神精神精神とかとかとかとか環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮型型型型のののの生生生生産活動等産活動等産活動等産活動等にににに対対対対してもしてもしてもしても、、、、１１１１つのつのつのつの評価評価評価評価方法方法方法方法がががが必必必必要要要要ではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考えられるえられるえられるえられる    ③③③③    企企企企業業業業のののの自自自自主主主主的取的取的取的取りりりり組組組組みのみのみのみの支援支援支援支援    
    ３３３３－－－－３３３３    パートパートパートパート３３３３：：：：パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションッションッションッション（（（（要要要要旨旨旨旨記記記記述述述述；；；；詳細詳細詳細詳細はははは議議議議事録事録事録事録にににに記記記記載載載載））））    ３３３３－－－－３３３３－－－－１１１１：：：：ココココーデーデーデーディィィィネーター・ネーター・ネーター・ネーター・岩手県岩手県岩手県岩手県菅菅菅菅野課野課野課野課長補長補長補長補佐佐佐佐へへへへ質質質質問問問問        ①①①①    つつつつくろくろくろくろうとしているうとしているうとしているうとしている条条条条例例例例ののののポポポポイントをもうイントをもうイントをもうイントをもう一一一一度説度説度説度説明明明明してしてしてしてくだくだくだくださいさいさいさい。。。。    ②②②②    岩手県岩手県岩手県岩手県菅菅菅菅野課野課野課野課長長長長補補補補佐佐佐佐        ・・・・青青青青森森森森県県県県とととと岩手県岩手県岩手県岩手県のののの県県県県境境境境にににに全国全国全国全国最最最最大規模大規模大規模大規模のののの不法投不法投不法投不法投棄棄棄棄がががが起起起起きてしきてしきてしきてしままままったったったった。。。。このこのこのこの処処処処理理理理とととと再再再再発発発発            防止防止防止防止でででで、、、、国国国国ががががややややられているられているられているられている方方方方向向向向とととと同同同同じだろじだろじだろじだろうとおもうがうとおもうがうとおもうがうとおもうが、、、、そそそそれをれをれをれを地地地地方方方方でもでもでもでも試試試試してみてしてみてしてみてしてみて        もいいのではないかとのもいいのではないかとのもいいのではないかとのもいいのではないかとの思思思思いがあるいがあるいがあるいがある。。。。    ・・・・原原原原状状状状回回回回復復復復のののの補補補補償償償償はははは非非非非常常常常にににに難難難難しいしいしいしい問問問問題題題題でありでありでありであり、、、、最終最終最終最終的的的的にはにはにはにはだだだだれがれがれがれがそそそそのののの費費費費用用用用をををを負負負負担担担担するかするかするかするか        というというというという議議議議論論論論にににに戻戻戻戻るるるる。。。。不法投不法投不法投不法投棄棄棄棄がががが発発発発生生生生したしたしたした県県県県とととと産廃発産廃発産廃発産廃発生生生生元元元元のののの県同県同県同県同士士士士のののの押押押押しししし付付付付けけけけ合合合合いではいではいではいでは        ななななくくくく、、、、原原原原状状状状回回回回復復復復のののの仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが必必必必要要要要であるであるであるである。。。。    ・・・・岩手県岩手県岩手県岩手県だだだだけでけでけでけでややややえるえるえるえる仕仕仕仕組組組組みはみはみはみは限限限限定定定定的的的的かもしれないがかもしれないがかもしれないがかもしれないが、、、、問問問問題題題題がががが発発発発生生生生したときしたときしたときしたとき、、、、税金税金税金税金だだだだけけけけ        ででででややややるるるる仕仕仕仕組組組組みではなみではなみではなみではなくくくく、、、、例例例例ええええばばばば産廃産廃産廃産廃事事事事業業業業者者者者がががが許許許許可可可可をををを受受受受けるけるけるける際際際際にににに、、、、保保保保証証証証金金金金等等等等をををを積積積積むむむむ制度制度制度制度        はははは考考考考えられないかえられないかえられないかえられないか。。。。産廃処産廃処産廃処産廃処理理理理はははは、、、、排出排出排出排出事事事事業業業業者者者者ががががややややっているものもっているものもっているものもっているものも多多多多くくくく、、、、産廃産廃産廃産廃事事事事業業業業者者者者のののの        保保保保証証証証金金金金とはとはとはとは別別別別にににに、、、、県県県県独独独独自自自自でででで国国国国ががががややややっているようなっているようなっているようなっているような基基基基金金金金制度制度制度制度のようなものがのようなものがのようなものがのようなものが考考考考えられなえられなえられなえられな        いいいいだろだろだろだろうかうかうかうか。。。。    ・・・・国国国国でもでもでもでも制度制度制度制度的的的的にににに排出排出排出排出者責任者責任者責任者責任をををを強化強化強化強化しておりしておりしておりしており良良良良くくくくなっているがなっているがなっているがなっているが、、、、県県県県としてもとしてもとしてもとしても優良優良優良優良なななな産廃産廃産廃産廃        業業業業者者者者をパートナーとしてをパートナーとしてをパートナーとしてをパートナーとして育育育育成成成成するシステムをするシステムをするシステムをするシステムを条条条条例例例例としてとしてとしてとして踏踏踏踏みみみみ出出出出すすすす必必必必要要要要があるがあるがあるがある。。。。    ・・・・廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを減減減減らしリサイクルにらしリサイクルにらしリサイクルにらしリサイクルに回回回回すシステムについてすシステムについてすシステムについてすシステムについて、、、、経済的経済的経済的経済的手法手法手法手法、、、、特特特特にににに税税税税制制制制ををををビビビビルトルトルトルト        インするインするインするインする必必必必要要要要があるがあるがあるがある。。。。事事事事業業業業者者者者からからからから、、、、岩手岩手岩手岩手・・・・秋秋秋秋田田田田・・・・青青青青森森森森でででで先先先先行行行行してこのようなしてこのようなしてこのようなしてこのような制度制度制度制度をとをとをとをと        ったったったった時時時時のデのデのデのデメメメメリットをリットをリットをリットを考考考考えてえてえてえてほほほほしいというしいというしいというしいという意見意見意見意見もあるもあるもあるもある。。。。たたたただだだだ、、、、県県県県としてはとしてはとしてはとしては、、、、産業上産業上産業上産業上にににに        抑抑抑抑制制制制的的的的にににに働働働働くくくく税税税税制制制制はははは考考考考えていないえていないえていないえていない。。。。        県県県県でできるのはでできるのはでできるのはでできるのは限限限限界界界界があるかもしれないががあるかもしれないががあるかもしれないががあるかもしれないが、、、、地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体のののの強強強強みはみはみはみは、、、、万万万万一一一一失敗失敗失敗失敗してもしてもしてもしても、、、、    
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    国国国国にににに比比比比べてべてべてべて影影影影響響響響がががが部部部部分的分的分的分的にとにとにとにとどまどまどまどまるからるからるからるから、、、、モモモモデルのようなものをデルのようなものをデルのようなものをデルのようなものを、、、、できることをできることをできることをできることを、、、、とととと        にかにかにかにかくくくくややややってみたいとってみたいとってみたいとってみたいと考考考考えているえているえているえている。。。。    ③③③③ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター：：：：環境環境環境環境省省省省江江江江口口口口課課課課長長長長へへへへ本本本本件件件件にににに関関関関するするするする考考考考ええええ方方方方のののの説説説説明明明明をををを要要要要請請請請    ④④④④環境環境環境環境省省省省江江江江口口口口課課課課長長長長            おおおお気気気気持持持持ちちちちはよはよはよはよくくくくわかるわかるわかるわかる。。。。このこのこのこの問問問問題題題題についてについてについてについて、、、、わかりわかりわかりわかりややややすすすすくくくく構構構構造造造造的的的的なななな説説説説明明明明をするとをするとをするとをすると、、、、産産産産業廃棄物業廃棄物業廃棄物業廃棄物ははははままままさにさにさにさに経済活動経済活動経済活動経済活動にににに伴伴伴伴うううう結果結果結果結果であるであるであるである。。。。今今今今のののの制度制度制度制度としてはとしてはとしてはとしては、、、、民民民民民民民民のののの世界世界世界世界のことのことのことのことなのでなのでなのでなので全国全国全国全国をををを勝勝勝勝手手手手にににに移移移移動動動動するというするというするというするという整理整理整理整理になっているになっているになっているになっている。。。。そそそそうするとうするとうするとうすると、、、、今今今今、、、、首首首首都都都都圏圏圏圏でででで産産産産業廃棄物業廃棄物業廃棄物業廃棄物のののの処分処分処分処分場場場場がががが少少少少ななななくくくくなりなりなりなり、、、、処処処処理費理費理費理費がががが高高高高くくくくなるなるなるなる。。。。するとするとするとすると、、、、首首首首都都都都圏圏圏圏でででで出出出出たたたたごごごごみはみはみはみは、、、、ココココストのストのストのストの安安安安いいいい東北東北東北東北、、、、中国中国中国中国、、、、北北北北陸陸陸陸地地地地方方方方ままままでででで流流流流れるれるれるれる。。。。東京東京東京東京でトンでトンでトンでトン当当当当たりたりたりたり５５５５万円万円万円万円のののの処処処処理費理費理費理費がががが東北東北東北東北でででで１１１１万円万円万円万円ならならならなら、、、、輸送輸送輸送輸送費費費費をををを加加加加味味味味してもしてもしてもしてもそそそそのののの方方方方がががが安安安安いいいい。。。。このためこのためこのためこのため、、、、ごごごごみみみみ問問問問題題題題はははは、、、、産廃産廃産廃産廃についてはについてはについてはについては都都都都市対地市対地市対地市対地方方方方のののの対立対立対立対立になっているになっているになっているになっている。。。。これがこれがこれがこれが適適適適正正正正にににに処処処処理理理理されるならされるならされるならされるならまだまだまだまだしもしもしもしも、、、、不法投不法投不法投不法投棄棄棄棄されされされされ、、、、しかもしかもしかもしかもそそそそのののの処処処処理費理費理費理費用用用用をををを地地地地方方方方のののの税金税金税金税金でででで賄賄賄賄うのはおうのはおうのはおうのはおかしいではないかといかしいではないかといかしいではないかといかしいではないかというのがうのがうのがうのが岩手県岩手県岩手県岩手県のののの原点原点原点原点であであであであろろろろうううう。。。。            これをこれをこれをこれをどどどどうううう考考考考えるべきかえるべきかえるべきかえるべきか。。。。環境環境環境環境省省省省でもでもでもでも懇懇懇懇談談談談会会会会をつをつをつをつくくくくりりりり、、、、専専専専門門門門家家家家やややや各界各界各界各界のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いていていていているがいるがいるがいるが、、、、岩手県岩手県岩手県岩手県のののの他他他他にもにもにもにも三三三三重重重重県県県県ではではではでは産廃産廃産廃産廃税税税税をををを既既既既にににに実現実現実現実現しているしているしているしている。。。。たたたただだだだ、、、、岩手県岩手県岩手県岩手県のののの考考考考ええええはははは、、、、今今今今述述述述べたべたべたべた産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方とととと反反反反対対対対のののの考考考考ええええ方方方方にににに立立立立っているとっているとっているとっていると言言言言えるのではえるのではえるのではえるのではないかないかないかないか。。。。このこのこのこの問問問問題題題題はははは、、、、極極極極端端端端にににに言言言言うとうとうとうと、、、、経済活動経済活動経済活動経済活動はオールジャパンではオールジャパンではオールジャパンではオールジャパンで考考考考えるかえるかえるかえるか、、、、県県県県やややや広広広広域域域域圏圏圏圏等等等等のののの地地地地域域域域単単単単位位位位でででで考考考考えるかということにつながってえるかということにつながってえるかということにつながってえるかということにつながってくくくくるるるる。。。。仮仮仮仮にににに東北東北東北東北３３３３県県県県がブロックがブロックがブロックがブロック化化化化するとするとするとすると、、、、そそそそれはれはれはれは他他他他にににに波波波波及及及及するするするする。。。。他他他他もももも同同同同様様様様にブロックにブロックにブロックにブロック化化化化をををを始始始始めるとめるとめるとめると、、、、今度今度今度今度はははは首首首首都都都都圏圏圏圏にににに帰帰帰帰ってってってってくくくくるるるる。。。。首首首首都都都都圏圏圏圏でででで出出出出たたたたごごごごみはみはみはみは首首首首都都都都圏圏圏圏でででで処処処処理理理理しなけれしなけれしなけれしなければばばばならなならなならなならなくくくくなってなってなってなってくくくくるるるる。。。。ではではではでは、、、、場場場場所所所所のののの問問問問題題題題そそそそのののの他他他他のののの問問問問題題題題をををを含含含含めてめてめてめて現実現実現実現実ににににそそそそれができるのかということになるれができるのかということになるれができるのかということになるれができるのかということになる。。。。このこのこのこの問問問問題題題題のののの基基基基本本本本ははははそそそそこにあるこにあるこにあるこにある。。。。経済活動経済活動経済活動経済活動はははは、、、、グローグローグローグローババババルにルにルにルに動動動動いているしいているしいているしいているし、、、、国国国国内内内内ではではではでは県県県県境境境境もももも何何何何もないもないもないもない。。。。そそそそのののの結果結果結果結果のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物もももも、、、、現現現現在在在在はははは同同同同様様様様にににに動動動動いているいているいているいている。。。。都都都都市市市市部部部部のののの経済活動経済活動経済活動経済活動によってによってによってによって出出出出たたたた廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のしわのしわのしわのしわ寄寄寄寄せせせせがががが地地地地方方方方にににに行行行行っていることをっていることをっていることをっていることを我我我我々々々々ははははどどどどうううう考考考考えるべきかというえるべきかというえるべきかというえるべきかという問問問問題題題題がががが基基基基本本本本あることをあることをあることをあることを述述述述べておきたいべておきたいべておきたいべておきたい。。。。    ⑤⑤⑤⑤ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター            国国国国はははは国国国国としてのとしてのとしてのとしての全体的全体的全体的全体的なななな制度制度制度制度づづづづくくくくりのりのりのりの再再再再検討検討検討検討をををを行行行行いいいい、、、、一一一一方方方方、、、、千葉千葉千葉千葉県県県県やややや岩手県岩手県岩手県岩手県ではではではでは待待待待っっっっ            ていられないというていられないというていられないというていられないという気気気気持持持持ちちちちだだだだとおもうとおもうとおもうとおもう。。。。両両両両々々々々相相相相ままままっていいっていいっていいっていい方方方方向向向向にににに動動動動いていけいていけいていけいていけばばばばいいといいといいといいと            思思思思うううう。。。。    ３３３３－－－－３３３３－－－－２２２２：：：：ココココーデーデーデーディィィィーネーター・ーネーター・ーネーター・ーネーター・立立立立川町川町川町川町清清清清野野野野町町町町長長長長へへへへ質質質質問問問問    ①①①①    木木木木質質質質ババババイオのイオのイオのイオの計画計画計画計画をををを説説説説明明明明くだくだくだくださいさいさいさい。。。。    ②②②②    立立立立川町川町川町川町清清清清野野野野町町町町長長長長    間間間間伐材伐材伐材伐材、、、、雑雑雑雑木木木木林林林林、、、、製製製製材材材材所所所所のののの廃廃廃廃材材材材からからからからペレペレペレペレットをつットをつットをつットをつくくくくりりりり、、、、炭炭炭炭化化化化炉炉炉炉でででで蒸蒸蒸蒸すすすす。。。。炭炭炭炭化化化化炉炉炉炉のののの熱熱熱熱源源源源をををを、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者のののの健健健健康康康康センターのミニセンターのミニセンターのミニセンターのミニ温温温温水水水水プールにプールにプールにプールに利用利用利用利用してリしてリしてリしてリハビハビハビハビリできるようにしたいリできるようにしたいリできるようにしたいリできるようにしたい。。。。    ままままたたたた、、、、炭炭炭炭化化化化炉炉炉炉からからからから出出出出るリグニンはるリグニンはるリグニンはるリグニンは、、、、タータータータービビビビンをンをンをンを回回回回すことができるすことができるすことができるすことができる。。。。三三三三重大学重大学重大学重大学のののの清清清清水水水水先先先先生生生生がががが効率効率効率効率のののの良良良良いいいい方法方法方法方法をををを研究研究研究研究しておりしておりしておりしており、、、、アアアアドバドバドバドバイスをいたイスをいたイスをいたイスをいただだだだきながらきながらきながらきながら研究研究研究研究してしてしてして実施実施実施実施にむにむにむにむけけけけたいたいたいたい。。。。    このこのこのこの事事事事業業業業はははは、、、、町町町町とととと民民民民間間間間がががが一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって行行行行うううう。。。。そそそそれをれをれをれを里里里里山山山山保保保保全全全全とととと結結結結びびびび付付付付けたいとけたいとけたいとけたいと思思思思ってってってっているいるいるいる。。。。里里里里山山山山保保保保全全全全だだだだけはけはけはけは、、、、関係関係関係関係省庁省庁省庁省庁のののの補補補補助事助事助事助事業業業業をなをなをなをなくくくくさずさずさずさず、、、、むしむしむしむしろろろろ枠枠枠枠のののの拡拡拡拡大大大大をおをおをおをお願願願願いしいしいしいしたいたいたいたい。。。。    
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３３３３－－－－３３３３－－－－３３３３：：：：フロアからフロアからフロアからフロアから質質質質問問問問・・・・コメコメコメコメントントントント        ①①①①廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物不不不不適適適適正正正正処処処処理理理理        ・・・・富士富士富士富士電電電電機機機機赤赤赤赤松松松松部部部部長長長長            岩手県岩手県岩手県岩手県菅菅菅菅野課野課野課野課長補長補長補長補佐佐佐佐からからからから不不不不適適適適正正正正処処処処理理理理のののの説説説説明明明明があったがあったがあったがあった。。。。不不不不適適適適正正正正処処処処理理理理のののの元元元元はははは、、、、今今今今ののののママママニフニフニフニフ            ェストェストェストェスト制度制度制度制度がががが十十十十分分分分にににに生生生生きていないのではないかときていないのではないかときていないのではないかときていないのではないかと考考考考えているえているえているえている。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ががががどどどどうううう流流流流れていれていれていれてい            るのかをるのかをるのかをるのかを情情情情報報報報としてとらえるとしてとらえるとしてとらえるとしてとらえる仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが必必必必要要要要だだだだとととと考考考考えているえているえているえている。。。。環境環境環境環境省省省省のののの考考考考ええええ方方方方をおしえをおしえをおしえをおしえ            ててててほほほほしいしいしいしい。。。。        ・・・・環境環境環境環境省省省省江江江江口口口口課課課課長長長長            おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃるとおりであるるとおりであるるとおりであるるとおりである。。。。これについてこれについてこれについてこれについて２２２２つつつつ答答答答えがあるえがあるえがあるえがある。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、今今今今検討検討検討検討しているしているしているしている自自自自            動動動動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ではではではでは、、、、電電電電子子子子ママママニニニニュュュュフェストをフェストをフェストをフェストを制度制度制度制度的的的的ににににビビビビルトインしようということルトインしようということルトインしようということルトインしようということ            であるであるであるである。。。。もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは、、、、一一一一般般般般産廃産廃産廃産廃にもにもにもにも電電電電子子子子ママママニニニニュュュュフェストフェストフェストフェスト制度制度制度制度があるということであるがあるということであるがあるということであるがあるということである            がががが、、、、利用利用利用利用がががが進進進進ままままないないないない。。。。余余余余りにりにりにりに物物物物のののの流流流流れがれがれがれが透透透透明明明明にみえてしにみえてしにみえてしにみえてしままままうためうためうためうため嫌嫌嫌嫌がるがるがるがる向向向向きがあるのきがあるのきがあるのきがあるの            ではないかではないかではないかではないか。。。。携携携携帯帯帯帯端末端末端末端末からからからから入入入入力力力力できるようにするできるようにするできるようにするできるようにする等等等等、、、、利用利用利用利用ししししややややすすすすくくくく改善改善改善改善しているがしているがしているがしているが、、、、            今今今今のとこのとこのとこのところろろろ１０００１０００１０００１０００件件件件程度程度程度程度でいでいでいでいくくくくらおらおらおらお願願願願いしてもなかなかいしてもなかなかいしてもなかなかいしてもなかなか進進進進ままままないないないない。。。。企企企企業業業業もももも割割割割りりりり切切切切っっっっ            てもうてもうてもうてもう少少少少しししし協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。    ②②②②ＧＧＧＧＳＡＳＡＳＡＳＡのののの啓啓啓啓発活動発活動発活動発活動    ・・・・三三三三菱菱菱菱化学化学化学化学小小小小山部山部山部山部長長長長        ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ活動活動活動活動をしながらをしながらをしながらをしながら意識意識意識意識のののの高高高高揚揚揚揚がががが非非非非常常常常にににに重要重要重要重要であるとであるとであるとであると思思思思うううう。。。。今今今今、、、、一連一連一連一連のののの活動活動活動活動をををを行行行行っっっっ        てきててきててきててきて啓啓啓啓発発発発面面面面ではかなりではかなりではかなりではかなり進進進進んんんんでいるとでいるとでいるとでいると思思思思うがうがうがうが、、、、具具具具体体体体例例例例をををを紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        ・・・・ＧＧＧＧＳＡＳＡＳＡＳＡ岡岡岡岡田田田田常常常常任理事任理事任理事任理事    ５５５５年年年年前前前前（Ｇ（Ｇ（Ｇ（ＧＳＡＳＡＳＡＳＡ立立立立ちちちち上上上上げげげげのののの２２２２．．．．５５５５年年年年前前前前））））からからからから地球環境地球環境地球環境地球環境テニスフォーラムをテニスフォーラムをテニスフォーラムをテニスフォーラムを始始始始めためためためた。。。。テテテテニスをニスをニスをニスを通通通通してしてしてして地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題をををを考考考考えようとえようとえようとえようと東京東京東京東京にににに住住住住むむむむ外交外交外交外交官官官官をネットワークのをネットワークのをネットワークのをネットワークのココココアにアにアにアに据据据据ええええ、、、、大大大大使使使使館館館館員員員員、、、、プロ・アプロ・アプロ・アプロ・アママママのテニスプのテニスプのテニスプのテニスプレレレレーーーーヤヤヤヤーをーをーをーを集集集集めめめめ、、、、年年年年にににに１１１１回回回回みみみみどどどどりのりのりのりの日日日日をををを中中中中心心心心にににに２２２２日日日日間間間間のトーナのトーナのトーナのトーナメメメメントをントをントをントを行行行行っているっているっているっている。。。。    そそそそのののの頃頃頃頃、、、、日日日日本本本本のテニスのテニスのテニスのテニス関係関係関係関係者者者者にはにはにはには環境環境環境環境問問問問題題題題についてについてについてについて意識意識意識意識はなかったはなかったはなかったはなかった。。。。当当当当時時時時、、、、ススススポポポポーーーーツツツツでででで環境環境環境環境のことをのことをのことをのことを考考考考えていたえていたえていたえていた唯唯唯唯一一一一のののの機関機関機関機関ははははＩＩＩＩＯＯＯＯＣＣＣＣであったであったであったであった。。。。ＩＩＩＩＯＯＯＯＣＣＣＣのののの中中中中にににに、、、、ススススポポポポーーーーツツツツとととと環境環境環境環境委委委委員員員員会会会会がありがありがありがあり、、、、啓啓啓啓蒙蒙蒙蒙活動活動活動活動およびオリンおよびオリンおよびオリンおよびオリンピピピピックックックックゲゲゲゲームのームのームのームの環境化環境化環境化環境化にににに努努努努めていためていためていためていた。。。。このこのこのこのようなようなようなような状況状況状況状況下下下下でででで、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ団団団団体体体体へへへへ意識啓意識啓意識啓意識啓発発発発をはたらきかけたをはたらきかけたをはたらきかけたをはたらきかけた。。。。トーナトーナトーナトーナメメメメントのントのントのントの最最最最中中中中ににににトークをしたりトークをしたりトークをしたりトークをしたり有有有有名選手名選手名選手名選手にににに話話話話をしてもらったりしておりをしてもらったりしておりをしてもらったりしておりをしてもらったりしており、、、、そそそそのののの結果結果結果結果、、、、今今今今ややややテニステニステニステニス界全界全界全界全体体体体がががが環境環境環境環境にににに対対対対するするするする意識意識意識意識がががが非非非非常常常常にににに高高高高くくくくなっているなっているなっているなっている。。。。        テニスでテニスでテニスでテニスで１１１１つつつつ問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。日日日日本本本本だだだだけのテニスけのテニスけのテニスけのテニスココココートのートのートのートの砂砂砂砂入入入入りりりり人人人人工工工工芝芝芝芝であるであるであるである。。。。これはこれはこれはこれは、、、、雨雨雨雨ががががややややむとむとむとむと直直直直ぐぐぐぐにテニスができるためにテニスができるためにテニスができるためにテニスができるため、、、、一一一一見見見見経済効率経済効率経済効率経済効率がががが良良良良いがいがいがいが耐耐耐耐用年用年用年用年数数数数７７７７－－－－８８８８年年年年をををを過過過過ぎぎぎぎるとるとるとると捨捨捨捨てようがなてようがなてようがなてようがなくくくく、、、、社会社会社会社会問問問問題題題題となっているとなっているとなっているとなっている。。。。昔昔昔昔ははははハハハハーーーードコドコドコドコートートートートだだだだったったったった。。。。私私私私たたたたちちちちはははは誤誤誤誤りりりりりりりりだだだだといっているがといっているがといっているがといっているが、、、、このこのこのこの解決解決解決解決にはにはにはには産業界産業界産業界産業界、、、、自治体自治体自治体自治体（（（（多多多多くくくくのテニスのテニスのテニスのテニスココココートをートをートをートを所有所有所有所有しているしているしているしている）、ＮＰＯ）、ＮＰＯ）、ＮＰＯ）、ＮＰＯがががが協力協力協力協力をしてをしてをしてをして同同同同じじじじ目標目標目標目標にににに向向向向かってかってかってかって進進進進んんんんでいかなけれでいかなけれでいかなけれでいかなければばばばならないならないならないならない。。。。    ③③③③    フフフファァァァクタークタークタークター１０１０１０１０    ・・・・北北北北海海海海道道道道大学大学大学大学三浦教三浦教三浦教三浦教授授授授        加加加加藤藤藤藤代表代表代表代表のおのおのおのお話話話話のののの中中中中でででで京都京都京都京都議議議議定書定書定書定書のののの目標目標目標目標がでてきたがでてきたがでてきたがでてきた。。。。前前前前にシにシにシにシュュュュミット・ブミット・ブミット・ブミット・ブレレレレークのークのークのークの講講講講演演演演をををを聞聞聞聞いたときいたときいたときいたとき、、、、2050205020502050年年年年にフにフにフにファァァァクタークタークタークター１０１０１０１０をををを実現実現実現実現するするするする話話話話をされたをされたをされたをされた。。。。現現現現在在在在のののの目標目標目標目標はははは 2050205020502050年年年年にフにフにフにファァァァククククターターターター幾幾幾幾つになるのかつになるのかつになるのかつになるのか。。。。1990199019901990年年年年からからからから 2010201020102010年年年年にかけてにかけてにかけてにかけて、、、、英英英英国国国国はははは 20202020％％％％削減削減削減削減してしてしてして
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いるいるいるいる。。。。10101010年年年年間間間間でででで 20%20%20%20%づつづつづつづつ削減削減削減削減していってもしていってもしていってもしていっても、、、、フフフファァァァクタークタークタークター１０１０１０１０はははは実現実現実現実現できないのではなできないのではなできないのではなできないのではないかいかいかいか。。。。京都京都京都京都議議議議定書定書定書定書はははは、、、、どどどどのようなのようなのようなのような到到到到達達達達点点点点をををを設設設設定定定定してしてしてして現現現現在在在在のののの削減削減削減削減目標目標目標目標をををを決決決決めているのかめているのかめているのかめているのか。。。。    ・・・・加加加加藤藤藤藤代表代表代表代表        ＩＩＩＩＰＰＰＰＣＣＣＣＣＣＣＣがががが十数十数十数十数年活動年活動年活動年活動をををを続続続続けけけけ、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化のののの進行進行進行進行をとめるためにはをとめるためにはをとめるためにはをとめるためには 60% 60% 60% 60% －－－－    80%80%80%80%以上以上以上以上現現現現状状状状からからからから削減削減削減削減しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないならないならないならない。。。。第第第第１１１１段階段階段階段階としてとしてとしてとして、、、、先先先先進国進国進国進国だだだだけでけでけでけで、、、、1990199019901990年年年年レベレベレベレベルかルかルかルからららら 2010201020102010年年年年ままままでのでのでのでの２０２０２０２０年年年年かけてかけてかけてかけて５５５５％％％％削減削減削減削減することとしているすることとしているすることとしているすることとしている。。。。フフフファァァァクタークタークタークター１０１０１０１０、、、、フフフファァァァククククターターターター５５５５等等等等いいいいろろろろいいいいろろろろなななな話話話話ががががあるがあるがあるがあるが、、、、まだまだまだまだ現実現実現実現実のののの課題課題課題課題としてはなっていないのがとしてはなっていないのがとしてはなっていないのがとしてはなっていないのが現現現現状状状状であであであであるるるる。。。。    ④④④④    エエエエコマコマコマコマニニニニュュュュフフフファァァァククククチチチチャリングャリングャリングャリング補補補補足足足足説説説説明明明明    ・・・・太平洋太平洋太平洋太平洋セセセセメメメメントントントント谷谷谷谷口専口専口専口専務務務務取取取取締締締締役役役役        エエエエココココフフフファァァァククククチチチチュュュュアリングアリングアリングアリングカカカカンパニーにンパニーにンパニーにンパニーにふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい企企企企業業業業のクライテリアとしてのクライテリアとしてのクライテリアとしてのクライテリアとして、、、、エクスエクスエクスエクスターナル・エターナル・エターナル・エターナル・エココココノノノノミック・ミック・ミック・ミック・ベベベベネフネフネフネフィィィィット・エット・エット・エット・エババババリリリリュュュュエーションエーションエーションエーション（（（（ＥＥＥＥＥＥＥＥＢＢＢＢＥＥＥＥ））））をつをつをつをつくろくろくろくろうとうとうとうと思思思思っているっているっているっている。。。。結結結結局局局局、、、、産業活動産業活動産業活動産業活動によりによりによりにより社会的社会的社会的社会的費費費費用用用用がががが非非非非常常常常にににに増増増増大大大大しししし、、、、経済活動経済活動経済活動経済活動からからからから外外外外されているのでされているのでされているのでされているので、、、、企企企企業活動業活動業活動業活動によりによりによりによりどどどどれれれれだだだだけけけけ削減削減削減削減したかによりしたかによりしたかによりしたかにより、、、、ＥＥＥＥＥＥＥＥＢＢＢＢＥＥＥＥをををを円円円円でででで表示表示表示表示すすすするるるる。。。。当社当社当社当社としてとしてとしてとして年年年年間間間間どどどどれれれれだだだだけけけけ社会的社会的社会的社会的費費費費用用用用をををを削減削減削減削減しているかしているかしているかしているか、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２    のののの削減削減削減削減、、、、最終最終最終最終処分処分処分処分場場場場のののの延命延命延命延命、、、、天天天天然然然然資源資源資源資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇をををを防防防防ぐぐぐぐ等等等等をををを数量数量数量数量化化化化してしてしてして試試試試算算算算するとするとするとすると 538538538538 億億億億円円円円になるになるになるになる。。。。セセセセメメメメントントントント産業全体産業全体産業全体産業全体ならならならならばばばば何何何何千千千千億億億億円円円円になるとになるとになるとになると思思思思うがうがうがうが、、、、セセセセメメメメントントントント産業産業産業産業だだだだけのけのけのけのひひひひとりよがりでとりよがりでとりよがりでとりよがりで普普普普遍遍遍遍性性性性がなけれがなけれがなけれがなければばばば余余余余りりりり意意意意味味味味がないのでがないのでがないのでがないので、、、、これをあらゆるこれをあらゆるこれをあらゆるこれをあらゆる製造製造製造製造業業業業にににに普普普普遍遍遍遍化化化化しようとしようとしようとしようと、、、、現現現現在在在在、、、、一一一一橋橋橋橋大学大学大学大学大学大学大学大学院院院院のののの国際国際国際国際企企企企業業業業戦略戦略戦略戦略研究所研究所研究所研究所のののの竹竹竹竹内内内内教教教教授授授授がががが標標標標準準準準化化化化のためにのためにのためにのために取取取取りりりり上上上上げげげげようとしてようとしてようとしてようとしているいるいるいる。。。。たたたただだだだ、、、、普普普普遍遍遍遍化化化化するとするとするとすると同同同同時時時時にににに、、、、オーオーオーオーソソソソライズしなけれライズしなけれライズしなけれライズしなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。朝朝朝朝日日日日監監監監査法査法査法査法人人人人ががががぜひぜひぜひぜひこれをこれをこれをこれを監監監監査項目査項目査項目査項目にににに入入入入れたいとれたいとれたいとれたいと、、、、私私私私どどどどもともともともと大学大学大学大学院院院院のののの学学学学生生生生がががが一一一一緒緒緒緒になりになりになりになり、、、、８８８８業業業業種種種種８８８８社社社社ででででＥＥＥＥＥＥＥＥＢＢＢＢＥＥＥＥのののの標標標標準準準準をつをつをつをつくろくろくろくろうとうとうとうと考考考考えているえているえているえている。。。。世界世界世界世界からがからがからがからがっっっっぽぽぽぽりりりり稼稼稼稼ぎぎぎぎ、、、、エエエエココココフフフファァァァククククチチチチュュュュアリングアリングアリングアリングカカカカンパニーにンパニーにンパニーにンパニーにふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい企企企企業業業業がががが社会的社会的社会的社会的にににに存存存存在意在意在意在意義義義義があるとがあるとがあるとがあると世界世界世界世界にににに情情情情報報報報発発発発信信信信しようとしようとしようとしようと思思思思うううう。。。。    ⑤⑤⑤⑤    山山山山形形形形県県県県立立立立川町川町川町川町ののののＣＣＣＣＯＯＯＯ2222削減削減削減削減目標目標目標目標    ・・・・阿阿阿阿部部部部係係係係長長長長        風風風風力発力発力発力発電電電電でででで 18.4%,18.4%,18.4%,18.4%,    町町町町民民民民・・・・事事事事業所業所業所業所・・・・学学学学校校校校等等等等でででで 4%4%4%4%；；；；合計合計合計合計 22.4%22.4%22.4%22.4%のののの削減削減削減削減目標目標目標目標をたてたをたてたをたてたをたてた。。。。少少少少しずつしずつしずつしずつ増増増増加加加加するするするするCO2CO2CO2CO2排出分排出分排出分排出分9.7%9.7%9.7%9.7%をををを差差差差しししし引引引引きききき、、、、2005200520052005年年年年メドメドメドメドにににに国国国国のののの基基基基準準準準をををを上上上上回回回回るるるる12.7%12.7%12.7%12.7%のののの削減削減削減削減をををを目指目指目指目指しているしているしているしている。。。。        風風風風力発力発力発力発電電電電はははは順順順順調調調調にににに推推推推移移移移しているがしているがしているがしているが、、、、省省省省エネがエネがエネがエネが各各各各家家家家庭庭庭庭・・・・町町町町民民民民のののの中中中中ででででどどどどのようにのようにのようにのように実現実現実現実現してしてしてしていいいいくくくくかがかがかがかが課題課題課題課題であるであるであるである。。。。    ・・・・加加加加藤藤藤藤代表代表代表代表        すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい話話話話であるであるであるである。。。。日日日日本全体本全体本全体本全体ではではではでは 6%6%6%6%カカカカットにットにットにットに苦苦苦苦ししししんんんんでいるがでいるがでいるがでいるが、、、、既既既既にににに 2005200520052005 年年年年のののの段階段階段階段階でででで 12.7%12.7%12.7%12.7%カカカカットはもっとットはもっとットはもっとットはもっと知知知知られてよいられてよいられてよいられてよい。。。。    ⑥⑥⑥⑥    人人人人間間間間的的的的豊豊豊豊かさのかさのかさのかさの公平公平公平公平性性性性    ・・・・富士富士富士富士電電電電機機機機赤赤赤赤松松松松部部部部長長長長        グローグローグローグローババババルにルにルにルに言言言言ええええばばばば、、、、先先先先進国進国進国進国がかなりのエネルがかなりのエネルがかなりのエネルがかなりのエネルギギギギーをーをーをーを消消消消費費費費しししし、、、、途途途途上国上国上国上国はははは消消消消費費費費せせせせずにずにずにずに豊豊豊豊かでないかでないかでないかでない生生生生活活活活をしているをしているをしているをしている状況状況状況状況にあるにあるにあるにある。。。。グローグローグローグローババババルにルにルにルに見見見見てててて豊豊豊豊かさのかさのかさのかさの公平公平公平公平性性性性をこれからをこれからをこれからをこれから進進進進めていめていめていめていくくくくときときときとき、、、、示示示示唆唆唆唆があれがあれがあれがあればばばばおしえていたおしえていたおしえていたおしえていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。    ・・・・加加加加藤藤藤藤代表代表代表代表    
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    ななななぜぜぜぜ日米日米日米日米ででででややややったかというとったかというとったかというとったかというと、、、、日日日日本本本本とアとアとアとアメメメメリリリリカカカカをををを足足足足したしたしたしただだだだけでけでけでけでＧＮＰＧＮＰＧＮＰＧＮＰのののの 40404040％％％％になるになるになるになる。。。。日日日日本本本本もアもアもアもアメメメメリリリリカカカカもももも、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも残残残残念念念念ながらながらながらながら大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消消消消費費費費のののの典典典典型的型的型的型的なななな 20202020世世世世紀紀紀紀型型型型文文文文明明明明のののの一一一一種種種種のののの成成成成果果果果であるであるであるである。ＧＮＰ。ＧＮＰ。ＧＮＰ。ＧＮＰのののの約約約約 40404040％％％％ということはということはということはということは、、、、非非非非常常常常にににに大大大大ざざざざっっっっぱぱぱぱなななな言言言言いいいい方方方方をするをするをするをするとととと、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境にににに約約約約 40404040％％％％インパクトをインパクトをインパクトをインパクトを与与与与えているえているえているえている国国国国としてとしてとしてとして、、、、ままままずずずず私私私私たたたたちちちち日米日米日米日米がががが変変変変わるこわるこわるこわることがとがとがとが非非非非常常常常にににに重要重要重要重要であるであるであるである。。。。私私私私たたたたちちちちがががが変変変変わることによりわることによりわることによりわることにより、、、、今後今後今後今後経済経済経済経済がががが発展発展発展発展していしていしていしていくくくく国国国国々々々々ににににとっていいとっていいとっていいとっていいモモモモデルになりデルになりデルになりデルになり、、、、そそそそれらをれらをれらをれらを通通通通じじじじてててて間間間間接的接的接的接的にににに一一一一種種種種のののの公平公平公平公平性性性性をををを確確確確保保保保できれできれできれできればばばばいいいいいいいいというのがというのがというのがというのが１１１１つであるつであるつであるつである。。。。            もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカ社会社会社会社会ではフェアネスではフェアネスではフェアネスではフェアネス（（（（公平公平公平公平））））がががが非非非非常常常常にににに大大大大事事事事であるであるであるである。。。。単単単単にににに先先先先進国進国進国進国対対対対途途途途上国上国上国上国だだだだけでなけでなけでなけでなくくくく、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカのののの社会社会社会社会のののの中中中中でエクイテでエクイテでエクイテでエクイティィィィーーーー、、、、フェアであることがフェアであることがフェアであることがフェアであることが非非非非常常常常にににに重要重要重要重要であるであるであるである。。。。日米日米日米日米 12121212人人人人ののののチチチチームのームのームのームの中中中中でででで、、、、私私私私たたたたちちちち日日日日本人本人本人本人はははは循環社会循環社会循環社会循環社会はははは経済経済経済経済とととと環境環境環境環境とととと人人人人間間間間社会社会社会社会ののののババババランスがランスがランスがランスが大大大大事事事事だだだだとととと強調強調強調強調するがするがするがするが、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカのののの研究研究研究研究者者者者ははははババババランスをよランスをよランスをよランスをよくくくく理解理解理解理解ししししたたたた上上上上でででで、、、、フェアネスとフェアネスとフェアネスとフェアネスと公平公平公平公平ささささ、、、、先先先先進国対進国対進国対進国対途途途途上国上国上国上国のののの公平公平公平公平さのさのさのさの問問問問題題題題だだだだけでなけでなけでなけでなくくくく、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカのののの社会社会社会社会、、、、先先先先進国進国進国進国のののの中中中中でのでのでのでの公平公平公平公平ささささ、、、、機会機会機会機会のののの問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。日日日日本人本人本人本人はフェアネスはフェアネスはフェアネスはフェアネスややややオオオオポポポポチチチチュュュュニテニテニテニティィィィーはーはーはーは余余余余りりりり強調強調強調強調しないとしないとしないとしないと思思思思うがうがうがうが、、、、そそそそれがれがれがれが非非非非常常常常にににに強調強調強調強調されるされるされるされる。。。。あとあとあとあと二二二二、、、、三三三三カカカカ月月月月でででで成成成成果果果果物物物物をををを公公公公表表表表するのでするのでするのでするので見見見見ていたていたていたていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思うがうがうがうが、、、、循環社会循環社会循環社会循環社会をつをつをつをつくくくくるためにはるためにはるためにはるためには、、、、あるあるあるある１１１１つのことつのことつのことつのことだだだだけをけをけをけをややややれれれればばばばいいのではないいのではないいのではないいのではなくくくく、、、、たたたたくくくくささささんんんんのことをのことをのことをのことをややややらならならならなくくくくてはいけないてはいけないてはいけないてはいけない。。。。たたたたくくくくささささんんんんのことをのことをのことをのことをややややってってってって、、、、結結結結局局局局、、、、最後最後最後最後ははははババババランスのとれたランスのとれたランスのとれたランスのとれた社会社会社会社会をつをつをつをつくくくくるしかないるしかないるしかないるしかない。。。。どどどどれれれれかかかか１１１１つスイッつスイッつスイッつスイッチチチチをををを押押押押したらしたらしたらしたら循環循環循環循環になるのではなになるのではなになるのではなになるのではなくくくく、、、、みみみみんんんんながながながながややややらならならならなくくくくてはてはてはてはだだだだめでありめでありめでありめであり、、、、そそそそれをれをれをれを絵絵絵絵にしてにしてにしてにして循環循環循環循環曼陀羅曼陀羅曼陀羅曼陀羅図図図図をつをつをつをつくくくくったったったった。。。。            いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、公平公平公平公平さはさはさはさは非非非非常常常常にににに大大大大事事事事なななな観観観観念念念念であるであるであるである。。。。私私私私たたたたちちちち日日日日本本本本のののの社会社会社会社会でもでもでもでも、、、、平平平平均均均均的的的的なななな社会社会社会社会であるとよであるとよであるとよであるとよくくくく言言言言われるしわれるしわれるしわれるし、、、、私私私私ももももそそそそうううう思思思思うがうがうがうが、、、、かなりいかなりいかなりいかなりいろろろろんんんんなななな問問問問題題題題がががが出出出出てきていてきていてきていてきているとるとるとると思思思思うううう。。。。日日日日本本本本のののの社会社会社会社会のののの中中中中でもでもでもでも公平公平公平公平さはさはさはさは今後今後今後今後、、、、重要重要重要重要になるとになるとになるとになると思思思思うしうしうしうし、、、、途途途途上国上国上国上国とのとのとのとの関係関係関係関係もももも非非非非常常常常にににに重要重要重要重要だだだだとととと思思思思うううう。。。。    ３３３３－－－－３３３３－－－－４４４４：：：：ままままとめとめとめとめ        ・・・・ココココーデーデーデーディィィィネーター・ネーター・ネーター・ネーター・加加加加藤藤藤藤代表代表代表代表                国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミのゼロエミのゼロエミのゼロエミッションのプロジェクトがッションのプロジェクトがッションのプロジェクトがッションのプロジェクトが約約約約８８８８年年年年たたたたちちちち、、、、そそそそのののの間間間間いいいいろろろろいいいいろろろろなことをなことをなことをなことをややややってこられたってこられたってこられたってこられた。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学としてはゼロエミッションフォーラムをつとしてはゼロエミッションフォーラムをつとしてはゼロエミッションフォーラムをつとしてはゼロエミッションフォーラムをつくくくくられられられられ、、、、山山山山路路路路ささささんんんんをををを会会会会長長長長にににに、、、、谷谷谷谷口口口口ささささんんんん、、、、荏荏荏荏原原原原製製製製作作作作所所所所のののの藤藤藤藤村村村村ささささんんんん、、、、日日日日経経経経からからからから千葉千葉千葉千葉商商商商科大学科大学科大学科大学にににに移移移移られたられたられたられた三三三三橋橋橋橋ささささんんんん等等等等がががが一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命推進推進推進推進されてきたされてきたされてきたされてきた。。。。そそそそのののの一環一環一環一環でででで国連大学高等研究所国連大学高等研究所国連大学高等研究所国連大学高等研究所のののの坂坂坂坂本本本本ささささんんんんとととと鵜鵜鵜鵜浦浦浦浦ささささんんんんがががが特特特特にににに自治体自治体自治体自治体にににに着目着目着目着目しししし、、、、自治体自治体自治体自治体のののの方方方方々々々々のののの参加参加参加参加をををを中中中中心心心心にこれにこれにこれにこれままままでででで研究会研究会研究会研究会をををを６６６６回回回回行行行行ってきたってきたってきたってきた。。。。そそそそのののの間間間間、、、、本本本本日日日日ごごごご出出出出席席席席のののの岩手県岩手県岩手県岩手県やややや立立立立川町川町川町川町だだだだけでなけでなけでなけでなくくくく、、、、北九州北九州北九州北九州市等市等市等市等いいいいろろろろいいいいろろろろななななとことことこところろろろからのからのからのからの発表発表発表発表がありがありがありがあり、、、、そそそそれらをれらをれらをれらを受受受受けてゼロエミッションのけてゼロエミッションのけてゼロエミッションのけてゼロエミッションのココココンセプトとンセプトとンセプトとンセプトと実際実際実際実際をををを随随随随分分分分勉勉勉勉強強強強してきたとしてきたとしてきたとしてきたと思思思思うううう。。。。本本本本日日日日はははは今今今今年年年年度度度度のののの最終回最終回最終回最終回となりとなりとなりとなり、、、、皆皆皆皆様様様様おおおお聞聞聞聞きのとおりのきのとおりのきのとおりのきのとおりの内内内内容容容容ののののデデデディィィィススススカカカカッションができたッションができたッションができたッションができた。。。。            そそそそしてしてしてして、、、、パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションッションッションッション自体自体自体自体はははは２２２２時時時時間間間間とととと短短短短いいいい時時時時間間間間ではあったがではあったがではあったがではあったが、、、、活活活活字字字字にににに起起起起ここここしてみるとかなりおもししてみるとかなりおもししてみるとかなりおもししてみるとかなりおもしろろろろいいいい話話話話がたがたがたがたくくくくささささんんんん出出出出てきているとてきているとてきているとてきていると思思思思うううう。。。。エエエエコマコマコマコマニニニニュュュュフフフファァァァククククチチチチャリングャリングャリングャリング、、、、エエエエココココフラッグフラッグフラッグフラッグ等等等等すすすすばばばばらしいアイデアがあったらしいアイデアがあったらしいアイデアがあったらしいアイデアがあった。。。。自治体自治体自治体自治体としてもいとしてもいとしてもいとしてもいろろろろいいいいろろろろ挑挑挑挑戦戦戦戦しししし、、、、町町町町はははは町町町町でででで町町町町長長長長ささささんんんんをををを筆筆筆筆頭頭頭頭にににに頑頑頑頑張張張張られられられられ、、、、ももももちちちちろろろろんんんん国国国国のののの環境環境環境環境省省省省、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省ももももそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ大大大大変変変変なななな努力努力努力努力をされていることをおをされていることをおをされていることをおをされていることをお聞聞聞聞きいたきいたきいたきいただだだだけたとけたとけたとけたと思思思思うううう。。。。つたないつたないつたないつたない司司司司会会会会でででで大大大大変変変変恐恐恐恐縮縮縮縮でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、ここここれをれをれをれをままままたたたた１１１１つのつのつのつの参参参参考考考考にににに、、、、さらにさらにさらにさらに日日日日本本本本のののの社会社会社会社会がゼロエミッショがゼロエミッショがゼロエミッショがゼロエミッショ



 51

ンンンン、、、、循環社会循環社会循環社会循環社会にににに進進進進んんんんでいけれでいけれでいけれでいければばばばとととと思思思思うううう。。。。            冒冒冒冒頭頭頭頭にににに山山山山路路路路ささささんんんんからからからから、、、、一体一体一体一体日日日日本本本本でででで誇誇誇誇れるものでれるものでれるものでれるもので何何何何がががが残残残残っていっていっていっていくくくくのかのかのかのか。。。。例例例例ええええばばばば中国等中国等中国等中国等ととととのののの競争競争競争競争のののの中中中中でででで負負負負けていったとしてもけていったとしてもけていったとしてもけていったとしても、、、、残残残残るものはるものはるものはるものは何何何何なのかなのかなのかなのか。。。。残残残残るものはるものはるものはるものは技術技術技術技術、、、、制度制度制度制度にににに裏裏裏裏打打打打ちちちちされたされたされたされた循環社会循環社会循環社会循環社会、、、、そそそそしてしてしてして安安安安全全全全でででで持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をつをつをつをつくくくくっていっていっていっていくくくく。。。。しかもしかもしかもしかも文文文文化的化的化的化的、、、、美美美美意識意識意識意識からからからから見見見見てもリッてもリッてもリッてもリッチチチチなななな社会社会社会社会をつをつをつをつくくくくっていっていっていっていくくくくことはことはことはことは大大大大変変変変すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい日日日日本本本本のののの世界世界世界世界にににに対対対対するするするする貢献貢献貢献貢献だだだだとととと思思思思うううう。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学がイニシアがイニシアがイニシアがイニシアチチチチブをとられたブをとられたブをとられたブをとられた努力努力努力努力ががががまままますすすすまままますすすす実実実実をををを結結結結ぶぶぶぶことことことことをををを私私私私もももも期待期待期待期待しながらしながらしながらしながら、、、、私私私私自自自自身身身身ももももメメメメンンンンババババーのーのーのーの１１１１人人人人としてとしてとしてとして頑頑頑頑張張張張っていきたいっていきたいっていきたいっていきたい。。。。            皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ごごごご参加参加参加参加、、、、ごごごご協力協力協力協力ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいいいいまままましたしたしたした。。。。パネリストのパネリストのパネリストのパネリストの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいいいいまままましたしたしたした。。。。    
    

    

    

４４４４    議事録議事録議事録議事録    ４４４４－－－－１１１１    研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠ・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル推進推進推進推進    第第第第１１１１回回回回ワークショップワークショップワークショップワークショップ議議議議事録事録事録事録        
国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム        

研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠ    リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進    

第第第第１１１１回回回回ワークショップワークショップワークショップワークショップ        日日日日                時時時時：：：：２００１２００１２００１２００１年年年年９９９９月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（金金金金））））        １３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～    場場場場                所所所所：：：：国連大学高等研究所国連大学高等研究所国連大学高等研究所国連大学高等研究所        １１１１階階階階セミナールームセミナールームセミナールームセミナールーム    発発発発    表表表表    者者者者：：：：①①①①環境環境環境環境省省省省大大大大臣臣臣臣官官官官房房房房廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル対策対策対策対策部部部部                                                                企企企企画課画課画課画課リサイリサイリサイリサイクルクルクルクル推進推進推進推進室室室室    室長室長室長室長                        長長長長門門門門    利明利明利明利明    氏氏氏氏    ②②②②徳島県県徳島県県徳島県県徳島県県民環境民環境民環境民環境部部部部環境環境環境環境局局局局                                                                循環型社会推進課循環型社会推進課循環型社会推進課循環型社会推進課    係係係係長長長長                                                    西條西條西條西條    和和和和芳芳芳芳    氏氏氏氏    ③③③③山山山山形形形形県県県県立立立立川町川町川町川町環境環境環境環境保健保健保健保健課課課課                                                                環境環境環境環境衛衛衛衛生生生生係係係係    係係係係長長長長                                                                            阿阿阿阿部部部部金彦金彦金彦金彦    氏氏氏氏            司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））：：：：挨拶挨拶挨拶挨拶                本本本本日日日日はははは北北北北はははは北北北北海海海海道道道道からからからから南南南南はははは九州九州九州九州、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄ままままでででで各各各各方方方方面面面面からおいでからおいでからおいでからおいで頂頂頂頂ききききまままましてしてしてして誠誠誠誠にありがとうにありがとうにありがとうにありがとうごごごござざざざいいいいまままましたしたしたした。。。。始始始始めるめるめるめる前前前前にこのワークショップのにこのワークショップのにこのワークショップのにこのワークショップの設立経設立経設立経設立経緯緯緯緯をををを申申申申しししし上上上上げまげまげまげますすすす。。。。御御御御承承承承知知知知のとおのとおのとおのとおりりりり国連大学国連大学国連大学国連大学はゼロエミッションをスターはゼロエミッションをスターはゼロエミッションをスターはゼロエミッションをスタートトトト致致致致ししししまままましたのはしたのはしたのはしたのは、、、、９４９４９４９４年年年年４４４４月月月月ででででごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。ちちちちょょょょううううどどどど 7777 年年年年 6666 ヶヶヶヶ月月月月前前前前ででででごごごござざざざいいいいまままましたしたしたした。。。。そそそそのののの後後後後、、、、日日日日本国本国本国本国内内内内でででで中中中中央央央央官官官官庁庁庁庁、、、、自治体自治体自治体自治体、、、、産業界産業界産業界産業界、、、、学学学学界界界界のののの皆皆皆皆様様様様のののの絶絶絶絶大大大大なるなるなるなるごごごご支援支援支援支援のののの下下下下、、、、日日日日本全国本全国本全国本全国でででで普及普及普及普及してしてしてして参参参参りりりりまままましたしたしたした。。。。昨昨昨昨年年年年のののの 5555 月月月月にこのにこのにこのにこの活動活動活動活動
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をををを更更更更にににに積極化積極化積極化積極化していしていしていしていくくくくためにためにためにために国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミッションをのゼロエミッションをのゼロエミッションをのゼロエミッションをごごごご支援支援支援支援頂頂頂頂くくくく機関機関機関機関としてとしてとしてとして、、、、ゼロゼロゼロゼロエミッションフォーラムがエミッションフォーラムがエミッションフォーラムがエミッションフォーラムが設立設立設立設立されされされされまままましたしたしたした。。。。御御御御参加参加参加参加頂頂頂頂いているいているいているいている方方方方々々々々ははははメメメメンンンンババババーとしてこーとしてこーとしてこーとしてこちちちちらにらにらにらに集集集集ままままってってってって頂頂頂頂いておりいておりいておりいておりまままますがすがすがすが、、、、日日日日頃頃頃頃ののののごごごご支援支援支援支援、、、、厚厚厚厚くくくく御御御御礼申礼申礼申礼申しししし上上上上げまげまげまげますすすす。。。。    国連大学高等研究所国連大学高等研究所国連大学高等研究所国連大学高等研究所はゼロエミッションフォーラムのはゼロエミッションフォーラムのはゼロエミッションフォーラムのはゼロエミッションフォーラムの中中中中でででで特特特特にににに自治体自治体自治体自治体のののの方方方方々々々々とのとのとのとの関係関係関係関係をををを中中中中心心心心としてとしてとしてとして、、、、どどどどのようなのようなのようなのような形形形形でででで活動活動活動活動をををを進進進進めていめていめていめていくくくくかということをかということをかということをかということを検討検討検討検討してしてしてしてままままいりいりいりいりまままましたしたしたした。。。。特特特特にににに自治体自治体自治体自治体のののの皆皆皆皆様様様様とととと進進進進めめめめ方方方方についてのについてのについてのについての方法方法方法方法をををを検討検討検討検討してしてしてして参参参参りりりりまままましたしたしたした。。。。数数数数ヶヶヶヶ月月月月にににに渡渡渡渡りりりり、、、、自治体自治体自治体自治体のののの皆皆皆皆様様様様とととと何何何何をしていをしていをしていをしていくくくくべきかということでべきかということでべきかということでべきかということで数数数数回回回回にににに渡渡渡渡りアンりアンりアンりアンケケケケートをートをートをートを取取取取ららららせせせせていたていたていたていただだだだききききまままましたしたしたした。。。。そそそそのののの結果結果結果結果、、、、皆皆皆皆様様様様方方方方ののののごごごご要要要要望望望望はははは、「、「、「、「リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進」」」」およびおよびおよびおよび「「「「環境学環境学環境学環境学習習習習とととと市民市民市民市民意識意識意識意識のののの改改改改革革革革」」」」    とととということになりいうことになりいうことになりいうことになりまままましたしたしたした。。。。そそそそれをれをれをれを踏踏踏踏ままままええええまままましてしてしてして、、、、私私私私どどどどもはもはもはもは 2222 つのつのつのつの研究会研究会研究会研究会をををを設立設立設立設立するするするする事事事事とととと致致致致ししししまままましたしたしたした。。。。本本本本日日日日はははは研究会研究会研究会研究会１１１１のののの「「「「リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進」」」」ででででごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。来来来来月月月月はははは研究会研究会研究会研究会２２２２「「「「環境学環境学環境学環境学習習習習とととと市民市民市民市民意識意識意識意識のののの改改改改革革革革」」」」というテーというテーというテーというテーママママのワークショップをこののワークショップをこののワークショップをこののワークショップをこの場場場場所所所所でででで開催開催開催開催ささささせせせせてててて頂頂頂頂ききききまままますすすす。。。。各各各各研究会研究会研究会研究会をををを４４４４回回回回、、、、通通通通ししししまままましてしてしてして来来来来年年年年３３３３月月月月ままままでででで８８８８回回回回をををを予予予予定定定定しておりしておりしておりしておりまままますすすす。。。。            本本本本日日日日、、、、講講講講師師師師としておとしておとしておとしてお見見見見ええええ頂頂頂頂ききききまままましたのはしたのはしたのはしたのは、、、、環境環境環境環境省省省省大大大大臣臣臣臣官官官官房房房房廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル対策対策対策対策部部部部のののの長長長長門門門門リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進室長様室長様室長様室長様、、、、そそそそれからゼロエミッションのれからゼロエミッションのれからゼロエミッションのれからゼロエミッションのメメメメンンンンババババーでいらっしーでいらっしーでいらっしーでいらっしゃゃゃゃいいいいまままますすすす徳徳徳徳島県島県島県島県循環型社会推進課循環型社会推進課循環型社会推進課循環型社会推進課のののの西条西条西条西条係係係係長様長様長様長様、、、、そそそそれかられかられかられから山山山山形形形形県県県県立立立立川町川町川町川町環境環境環境環境保健保健保健保健課課課課のののの阿阿阿阿部部部部係係係係長様長様長様長様からからからから事例事例事例事例のののの御御御御発表発表発表発表をををを頂頂頂頂くくくく事事事事になっておりになっておりになっておりになっておりまままますすすす。。。。今後今後今後今後ともこのともこのともこのともこの研究会研究会研究会研究会はははは中中中中央央央央官官官官庁庁庁庁やややや専専専専門門門門のののの先生方先生方先生方先生方のののの基基基基調調調調講演講演講演講演、、、、自治体自治体自治体自治体のののの皆皆皆皆様様様様方方方方のののの事例事例事例事例発表及発表及発表及発表及びびびびそそそそれられられられら踏踏踏踏ままままえてリイクルえてリイクルえてリイクルえてリイクル推進推進推進推進をををを図図図図るためるためるためるためにににに今今今今後後後後のののの課題課題課題課題をををを皆皆皆皆様様様様でででで御御御御討議討議討議討議頂頂頂頂きたいときたいときたいときたいと思思思思っておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。    ままままたたたた可能可能可能可能であれであれであれであればばばば、、、、来来来来年年年年３３３３月月月月にににに２２２２つのつのつのつの研究会研究会研究会研究会終終終終了了了了後後後後、、、、一一一一つのつのつのつの総合総合総合総合シナリオをシナリオをシナリオをシナリオを作作作作成成成成できないできないできないできないかとかとかとかと考考考考えておりえておりえておりえておりまままますすすす。。。。これにこれにこれにこれに関関関関してもしてもしてもしても、、、、是是是是非非非非ごごごご支援支援支援支援、、、、ごごごご協力協力協力協力をををを頂頂頂頂きたいときたいときたいときたいと思思思思っておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。    そそそそれではれではれではれでは    長長長長門門門門    リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進室長様室長様室長様室長様よりよりよりよりごごごご講演講演講演講演をををを賜賜賜賜りたいとりたいとりたいとりたいと存存存存じまじまじまじますすすす。。。。長長長長門門門門様様様様はリサイはリサイはリサイはリサイクルにクルにクルにクルに関関関関するするするする法制度法制度法制度法制度、、、、政策形成政策形成政策形成政策形成、、、、今後今後今後今後のののの進進進進めめめめ方方方方等等等等、、、、国国国国のののの中中中中心心心心的的的的なななな重要重要重要重要なおなおなおなお役目役目役目役目をををを担担担担っていっていっていっていらっしらっしらっしらっしゃゃゃゃいいいいまままますすすす。。。。そそそそれではおれではおれではおれではお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしまままますすすす。。。。        長長長長門門門門    室長室長室長室長            長長長長門門門門ででででごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。本本本本日日日日はこのようなはこのようなはこのようなはこのような場場場場にてにてにてにて皆皆皆皆様様様様におにおにおにお会会会会いできたのをいできたのをいできたのをいできたのを大大大大変変変変嬉嬉嬉嬉ししししくくくく思思思思ってってってっておりおりおりおりまままますすすす。。。。これからこれからこれからこれから１１１１時時時時間間間間ほほほほどどどど、、、、我我我我がががが国国国国がががが目指目指目指目指すすすす最最最最近近近近のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会についてについてについてについて法制度法制度法制度法制度をををを中中中中心心心心ににににごごごご説説説説明明明明ささささせせせせてててて頂頂頂頂ききききまままますすすす。。。。            昨昨昨昨年年年年のののの５５５５月以降月以降月以降月以降、、、、循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のためののためののためののための法制度法制度法制度法制度におきにおきにおきにおきまままましてしてしてして、、、、６６６６つのつのつのつの法法法法がががが新新新新たにたにたにたに改改改改定定定定されされされされ動動動動きききき出出出出しておりしておりしておりしておりまままますすすす。。。。そそそそれにれにれにれに加加加加えてえてえてえて従従従従前前前前からからからからごごごござざざざいいいいまままますすすす、「、「、「、「容器容器容器容器リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法」「」「」「」「家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法」」」」をををを含含含含めためためためた８８８８つのつのつのつの法法法法体体体体系系系系がここにきてがここにきてがここにきてがここにきて整備整備整備整備されされされされ、、、、循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のためののためののためののための法法法法基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備ができができができができまままましたしたしたした。。。。そそそそういったういったういったういった中中中中ででででそそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの法法法法律律律律がががが今今今今現現現現在在在在、、、、動動動動きききき出出出出しししし、、、、どどどどういったういったういったういった状況状況状況状況にあるかにあるかにあるかにあるか、、、、そそそそのののの結果結果結果結果としてとしてとしてとしてそそそそこからこからこからこから、、、、今後今後今後今後循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会作作作作りをりをりをりを考考考考ええええていていていていくくくく上上上上でででで、、、、どどどどのよのよのよのようなうなうなうな課題課題課題課題がががが浮浮浮浮かびかびかびかび上上上上がってがってがってがってくくくくるかるかるかるか、、、、そそそそういったことをういったことをういったことをういったことを最最最最初初初初ににににごごごご報告報告報告報告ささささせせせせてててて頂頂頂頂いたいたいたいた後後後後にににに意見意見意見意見交交交交換換換換ささささせせせせてててて頂頂頂頂きたいときたいときたいときたいと存存存存じまじまじまじますすすす。「。「。「。「循環型循環型循環型循環型基基基基本推進本推進本推進本推進法法法法」」」」をををを初初初初めとしてめとしてめとしてめとして８８８８つのつのつのつの方方方方ががががごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。昨昨昨昨年年年年のののの 5555 月以降月以降月以降月以降、、、、国会国会国会国会でででで「「「「循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進基基基基本本本本法法法法」」」」がががが循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成におけるにおけるにおけるにおける憲法憲法憲法憲法ののののようなものようなものようなものようなもの、、、、理念理念理念理念のののの考考考考ええええ方方方方をををを示示示示したものとしてしたものとしてしたものとしてしたものとして成立成立成立成立いたしいたしいたしいたしまままましたしたしたした。。。。そそそそれにれにれにれに引引引引きききき続続続続ききききまままましてしてしてして、、、、廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理法理法理法理法のののの改改改改正正正正がががが行行行行なわれなわれなわれなわれまままましたしたしたした。「。「。「。「資源有効利用促進資源有効利用促進資源有効利用促進資源有効利用促進法法法法」」」」これはこれはこれはこれは従来従来従来従来「「「「再生再生再生再生資源利用資源利用資源利用資源利用促進促進促進促進法法法法」」」」というというというという名名名名前前前前でででで事事事事業業業業者者者者のののの方方方方にリサイクルのためのにリサイクルのためのにリサイクルのためのにリサイクルのための自自自自主主主主的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みをおみをおみをおみをお願願願願いするいするいするいする、、、、促促促促してしてしてしていいいいくくくくというというというという動動動動きであったものをきであったものをきであったものをきであったものを、、、、リサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクルに「「「「ReduceReduceReduceReduce（（（（ﾘﾘﾘﾘﾃﾞｭｰｽﾃﾞｭｰｽﾃﾞｭｰｽﾃﾞｭｰｽ）」）」）」）」とととと「「「「ReuseReuseReuseReuse（（（（ﾘﾘﾘﾘﾕｰﾕｰﾕｰﾕｰ
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ｽｽｽｽ）」）」）」）」をををを加加加加えたえたえたえた、、、、３３３３RRRRにににに対対対対象象象象をををを広広広広げまげまげまげましてしてしてして、、、、自自自自主主主主的取的取的取的取りりりり組組組組みをみをみをみを促進促進促進促進していしていしていしていくくくくためのためのためのための公公公公的的的的枠枠枠枠組組組組みみみみとしてとしてとしてとして、、、、改改改改正正正正、「、「、「、「法法法法」」」」というというというという名名名名にににに改改改改められてめられてめられてめられて指指指指示示示示されたものでされたものでされたものでされたものでごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。このこのこのこの 3333つにつにつにつに続続続続ききききまままましてしてしてして、、、、個別個別個別個別のものにのものにのものにのものに着目着目着目着目したリサイクルしたリサイクルしたリサイクルしたリサイクル法法法法としてとしてとしてとして「「「「建建建建設設設設リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法」」」」とととと「「「「食品食品食品食品リサイリサイリサイリサイクルクルクルクル法法法法」」」」ができができができができまままましたしたしたした。。。。そそそそれにれにれにれに従来従来従来従来ありありありありまままましたしたしたした、、、、個別個別個別個別のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル法法法法がががが４４４４つつつつ。「。「。「。「資源有効利資源有効利資源有効利資源有効利用促進用促進用促進用促進法法法法」」」」のののの中中中中にもにもにもにも３３３３RRRRのののの１１１１分野分野分野分野としてリサイクルがありとしてリサイクルがありとしてリサイクルがありとしてリサイクルがありまままましてしてしてして、、、、ととととくくくくにににに今今今今年年年年のののの４４４４月月月月からはからはからはからは事務事務事務事務所所所所からからからから出出出出るるるる事事事事業業業業系系系系のパのパのパのパソソソソココココンンンン。。。。充充充充電式電式電式電式のののの小小小小型型型型電電電電池池池池についてについてについてについて、「、「、「、「資源有効利用促進資源有効利用促進資源有効利用促進資源有効利用促進法法法法」」」」ののののもともともともと、、、、リサイクルもリサイクルもリサイクルもリサイクルも始始始始ままままっているっているっているっている。。。。６６６６つめにつめにつめにつめに制定制定制定制定したのがしたのがしたのがしたのが、「、「、「、「グリーングリーングリーングリーン購入購入購入購入法法法法」」」」ができたができたができたができた。。。。これはこれはこれはこれは他他他他のののの７７７７つのつのつのつの法法法法にににに基基基基づいてリサイクルがづいてリサイクルがづいてリサイクルがづいてリサイクルが進進進進んんんんでいでいでいでいくくくく中中中中でででで、、、、実際実際実際実際にににに出出出出来来来来上上上上がったがったがったがった再再再再製製製製品品品品をををを積極的積極的積極的積極的にににに使使使使用用用用していこうとするものしていこうとするものしていこうとするものしていこうとするもの。。。。廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理法理法理法理法やややや個別個別個別個別リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法はははは、、、、ゴゴゴゴミとしてミとしてミとしてミとして出出出出てきたものをうてきたものをうてきたものをうてきたものをうまくまくまくまく活用活用活用活用していこうというしていこうというしていこうというしていこうという法法法法規規規規だだだだがががが、、、、活用活用活用活用したしたしたした結果結果結果結果、、、、資源資源資源資源からからからから製製製製品品品品になになになになったものをったものをったものをったものを受受受受けけけけ皿皿皿皿としてとしてとしてとして利用利用利用利用していこうとするしていこうとするしていこうとするしていこうとする、、、、言言言言いいいい換換換換えれえれえれえればばばばリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会といといといというううう玩玩玩玩具具具具のののの電電電電池池池池のののの部部部部分分分分をををを整理整理整理整理していしていしていしていくくくくたたたためのめのめのめの法法法法規規規規とととと言言言言ええええまままますすすす。。。。内内内内容容容容ははははごごごご存存存存知知知知のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、国国国国内内内内地地地地方公共方公共方公共方公共団団団団体等体等体等体等がががが積極的積極的積極的積極的にリサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクル品品品品をををを調調調調達達達達、、、、利用利用利用利用するするするする事事事事でででで国民国民国民国民にもにもにもにも循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに資資資資すすすするようなるようなるようなるような物物物物品品品品のののの利用利用利用利用をををを促促促促していこうとするものですしていこうとするものですしていこうとするものですしていこうとするものです。。。。    次次次次にににに、、、、個別個別個別個別のののの法法法法についてのについてのについてのについての制度制度制度制度面面面面のののの特特特特色色色色をををを紹介紹介紹介紹介しながらしながらしながらしながら、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの課題課題課題課題についてについてについてについて私私私私なりなりなりなりのののの理解理解理解理解をををを説説説説明明明明ししししまままますすすす。「。「。「。「循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成基基基基本本本本法法法法」」」」はこれからのはこれからのはこれからのはこれからの新新新新しいしいしいしい世世世世紀紀紀紀におけるにおけるにおけるにおける社会社会社会社会のののの有有有有りりりり様様様様としてとしてとしてとして、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会というというというという概概概概念念念念をををを初初初初めてめてめてめて法法法法的的的的にににに位位位位置置置置付付付付けけけけ、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会作作作作りをりをりをりを推推推推しししし進進進進めめめめていていていていくくくくためのためのためのための理念理念理念理念をををを唱唱唱唱ったったったった、、、、憲法憲法憲法憲法のようなものですのようなものですのようなものですのようなものです。。。。このこのこのこの法法法法律律律律のののの特特特特色色色色はははは６６６６つつつつごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。このこのこのこの中中中中でででで特特特特にににに「「「「処処処処理理理理のののの優優優優先順位先順位先順位先順位」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉がありがありがありがありまままますがすがすがすが、、、、物物物物質質質質がががが世世世世のののの中中中中にににに出出出出てててて、、、、利用利用利用利用さささされれれれ、、、、処処処処理理理理されていされていされていされていくくくくというのがというのがというのがというのが従従従従前前前前のののの流流流流れでしたがれでしたがれでしたがれでしたが、、、、そそそそうしたうしたうしたうした物物物物のののの流流流流れのれのれのれの中中中中でででで、、、、優優優優先順位先順位先順位先順位をををを初初初初めてめてめてめて法法法法律律律律のののの中中中中にににに書書書書きききき込込込込んんんんだだだだものですものですものですものです。。。。具具具具体的体的体的体的にはリデにはリデにはリデにはリデュュュュースからースからースからースから始始始始ままままりりりり、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし使使使使うリユースうリユースうリユースうリユース、、、、原原原原材材材材料料料料としてとしてとしてとして活用活用活用活用していしていしていしていくくくくリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、更更更更にはにはにはには熱熱熱熱回収回収回収回収のサーのサーのサーのサーママママルリサイクルルリサイクルルリサイクルルリサイクルというというというという流流流流れでれでれでれで、、、、資源化資源化資源化資源化するするするする努力努力努力努力をするをするをするをする上上上上でででで、、、、且且且且つつつつ、、、、処処処処理理理理のののの難難難難しいしいしいしい廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物についてはについてはについてはについては適適適適正正正正なななな処分処分処分処分にににに従従従従ってってってって処分処分処分処分をしていをしていをしていをしていくくくく。。。。といったようなといったようなといったようなといったような優優優優先順位先順位先順位先順位がががが示示示示されたのがされたのがされたのがされたのが特特特特色色色色ですですですです。。。。もうもうもうもう１１１１つのつのつのつの点点点点はははは「「「「関係関係関係関係者間者間者間者間のののの役割役割役割役割分担分担分担分担のののの明明明明確確確確化化化化」」」」でででで、、、、従来従来従来従来からからからから産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物においてはにおいてはにおいてはにおいては P.P.PP.P.PP.P.PP.P.P によによによによるるるる処処処処理理理理とととと自治体自治体自治体自治体によるによるによるによる処処処処理理理理というというというという２２２２つのつのつのつの責任責任責任責任体体体体制制制制がありがありがありがありまままましたしたしたした。「。「。「。「拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責任者責任者責任者責任」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉がありがありがありがあり、、、、OECDOECDOECDOECD のののの定定定定義義義義によりによりによりによりまままますとすとすとすと「「「「消消消消費者費者費者費者よりよりよりより後後後後のののの段階段階段階段階ににににままままでででで生生生生産産産産者者者者のののの物物物物理理理理的的的的又又又又はははは経経経経済的済的済的済的責任責任責任責任をををを拡拡拡拡大大大大するするするする」」」」となっておりとなっておりとなっておりとなっておりまままますすすす。。。。従来従来従来従来、、、、生生生生産産産産者者者者はははは製製製製品品品品をををを製造製造製造製造してしてしてして、、、、売売売売却却却却、、、、消消消消費費費費のののの段階段階段階段階にににに入入入入ったったったった以降以降以降以降はははは、、、、基基基基本的本的本的本的にはにはにはにはそそそそのののの後後後後のののの流流流流れにれにれにれに対対対対してしてしてして責任責任責任責任をををを負負負負うということはありうということはありうということはありうということはありませませませませんんんんでしたでしたでしたでした。。。。しかししかししかししかし、、、、そそそそれをれをれをれを消消消消費費費費のののの段階段階段階段階からからからから更更更更ににににそそそそのののの先先先先のののの段階段階段階段階、、、、最終最終最終最終的的的的なななな廃棄廃棄廃棄廃棄のののの段階段階段階段階ににににままままでででで拡拡拡拡大大大大してしてしてして責任責任責任責任をををを取取取取ってってってって頂頂頂頂くくくくようにおようにおようにおようにお願願願願いしていこうといういしていこうといういしていこうといういしていこうという考考考考ええええ方方方方がががが先先先先のののの「「「「拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責任者責任者責任者責任」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉ですですですです。「。「。「。「拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責任者責任者責任者責任」」」」というとというとというとというと、、、、費費費費用的用的用的用的なななな事事事事をををを真真真真っっっっ先先先先にににに考考考考えがえがえがえがちちちちですがですがですがですが、、、、物物物物理理理理的的的的、、、、経済的経済的経済的経済的責任責任責任責任、、、、素材素材素材素材選選選選択択択択のののの面面面面というというというという分野分野分野分野もももも含含含含めためためためた受受受受けけけけ止止止止めめめめ方方方方をされつつありをされつつありをされつつありをされつつありまままますすすす。。。。そそそそれをれをれをれを取取取取りりりり込込込込んんんんだだだだ条条条条文文文文がががが循環型循環型循環型循環型基基基基本本本本法法法法にありにありにありにありまままますすすす。。。。今後今後今後今後このこのこのこの基基基基本本本本法法法法がががが果果果果たすたすたすたす役割役割役割役割ですがですがですがですが、、、、循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会のののの理念理念理念理念をををを示示示示すとともにすとともにすとともにすとともに、、、、政政政政府府府府がががが循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進基基基基本計画本計画本計画本計画をををを定定定定めるめるめるめる事事事事がががが義義義義務務務務づづづづけられていけられていけられていけられていまままますすすす。。。。平平平平成成成成 14141414 年年年年のののの 4444 月月月月 1111 日日日日ままままでにでにでにでに中中中中央央央央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会においてにおいてにおいてにおいて意見意見意見意見をををを頂頂頂頂いたいたいたいた上上上上でででで、、、、14141414年年年年 10101010月月月月 1111日日日日ままままでにでにでにでに計画計画計画計画をををを政政政政府府府府としてとしてとしてとして閣閣閣閣議議議議決定決定決定決定するということがするということがするということがするということが法法法法律律律律上上上上はははは明記明記明記明記されていされていされていされていまままますすすす。。。。たたたただだだだ、、、、これはこのこれはこのこれはこのこれはこの期間期間期間期間内内内内にににに早早早早くくくくややややるということでるということでるということでるということで、、、、私私私私どどどどもとしてはもとしてはもとしてはもとしては半半半半年年年年ほほほほどどどど前倒前倒前倒前倒ししししししししながらながらながらながら計画策計画策計画策計画策定定定定出出出出来来来来るようなるようなるようなるような取取取取りりりり組組組組みをしていきたいとみをしていきたいとみをしていきたいとみをしていきたいと思思思思っておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。このこのこのこの基基基基本計画本計画本計画本計画ががががリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの一一一一つのつのつのつの目標目標目標目標をををを示示示示すようなすようなすようなすような実施実施実施実施プログラムとしてプログラムとしてプログラムとしてプログラムとして機能機能機能機能をををを果果果果たしていたしていたしていたしていくくくくことがことがことがことが今今今今
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後考後考後考後考えられるのではないかとえられるのではないかとえられるのではないかとえられるのではないかと思思思思いいいいまままますすすす。。。。以上以上以上以上がががが基基基基本本本本法法法法関係関係関係関係ののののごごごご紹介紹介紹介紹介ですですですです。。。。    廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理法理法理法理法はははは昭昭昭昭和和和和４０４０４０４０年代年代年代年代のののの後後後後半半半半にににに制定制定制定制定されされされされ、、、、平平平平成成成成３３３３年年年年、、、、９９９９年年年年、、、、１２１２１２１２年年年年とととと続続続続けてけてけてけて３３３３度度度度大大大大きなきなきなきな法法法法改改改改正正正正がががが行行行行われわれわれわれ、、、、これらのこれらのこれらのこれらの仕仕仕仕上上上上げげげげがががが１２１２１２１２年年年年度度度度のののの改改改改正正正正でもありでもありでもありでもありまままましたしたしたした。。。。特特特特にににに取取取取りりりり上上上上げげげげるるるるべきことはべきことはべきことはべきことは、、、、排出排出排出排出事事事事業業業業者責任者責任者責任者責任のののの徹徹徹徹底底底底ととととそそそそのためののためののためののための規規規規制制制制ですですですです。。。。従従従従前前前前のののの廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理理理理のののの問問問問題題題題はははは、、、、責任責任責任責任をををを全全全全うしないうしないうしないうしない者者者者がががが制制制制裁裁裁裁をををを受受受受けないといったようなけないといったようなけないといったようなけないといったような規規規規制制制制としてとしてとしてとして完完完完結結結結していないしていないしていないしていない部部部部分分分分があがあがあがあったとったとったとったと思思思思われわれわれわれまままますすすす。。。。廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理理理理をををを排出排出排出排出事事事事業業業業者者者者がががが必必必必ずしもずしもずしもずしも適適適適正正正正なななな処処処処理理理理ココココストをストをストをストを負負負負担担担担してしてしてして、、、、適適適適正正正正なななな処処処処理理理理業業業業者者者者にににに頼頼頼頼ままままななななくくくくともともともとも処分処分処分処分されてきたされてきたされてきたされてきた。。。。よってよってよってよって１２１２１２１２年年年年のののの改改改改正正正正はかなりはかなりはかなりはかなり踏踏踏踏みみみみ込込込込んんんんでおでおでおでおりりりり、、、、例例例例ええええばばばば適適適適正正正正なななな処処処処理理理理ココココストでないストでないストでないストでない場場場場合合合合はははは瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵のあるものとしてのあるものとしてのあるものとしてのあるものとして、、、、原原原原状状状状回回回回復復復復をををを排出排出排出排出事事事事業業業業者者者者ままままでさかのでさかのでさかのでさかのぼぼぼぼってってってって適適適適用用用用できるようなできるようなできるようなできるような規規規規定定定定のののの整備整備整備整備等等等等がされがされがされがされ、、、、廃棄物規廃棄物規廃棄物規廃棄物規制制制制のののの強化強化強化強化適性適性適性適性のためののためののためののための枠枠枠枠組組組組みがみがみがみが作作作作られてきられてきられてきられてきまままましたしたしたした。。。。    このこのこのこの廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理法理法理法理法のののの改改改改正正正正をををを受受受受けてけてけてけて、、、、今後今後今後今後のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの減量減量減量減量化化化化、、、、適適適適正正正正順位順位順位順位にににに係係係係るるるる政策政策政策政策をををを進進進進めてめてめてめていいいいくくくく上上上上でのでのでのでの基基基基本本本本方針方針方針方針、、、、ままままたこれをたこれをたこれをたこれを受受受受けてけてけてけて、、、、各各各各都都都都道道道道府県府県府県府県毎毎毎毎にににに方方方方向向向向づけをづけをづけをづけを行行行行っていっていっていっていくくくくわけわけわけわけだだだだがががが、、、、基基基基本本本本方針方針方針方針とととと言言言言うものがうものがうものがうものが年年年年度度度度当初当初当初当初にににに示示示示されされされされ、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの減量減量減量減量化化化化目標目標目標目標というものがうたわれたというものがうたわれたというものがうたわれたというものがうたわれた訳訳訳訳ですですですです。。。。    ここからはリサイクルについてここからはリサイクルについてここからはリサイクルについてここからはリサイクルについてごごごご紹介紹介紹介紹介ししししまままますすすす。「。「。「。「容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法」」」」についてはについてはについてはについては家家家家庭庭庭庭ゴゴゴゴミのミのミのミの中中中中でででで容器包装容器包装容器包装容器包装にににに起起起起因因因因するするするするゴゴゴゴミとミとミとミと言言言言うのはうのはうのはうのは非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな割割割割合合合合をををを占占占占めていめていめていめていまままますすすす。。。。重重重重量量量量でででで２２２２～～～～３３３３割割割割、、、、量量量量でででで５５５５～～～～６６６６割割割割をををを占占占占めめめめまままますすすす。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処分処分処分処分場場場場のののの確確確確保保保保がががが難難難難ししししくくくくなっていなっていなっていなっていくくくく中中中中でででで、、、、平平平平成成成成にににに入入入入ってってってって以以以以来来来来、、、、ゴゴゴゴミのミのミのミの減量減量減量減量化化化化ということがということがということがということが廃棄物業廃棄物業廃棄物業廃棄物業者者者者のののの間間間間でででで課題課題課題課題としてとしてとしてとして、、、、よりよりよりより顕顕顕顕著著著著になになになになっっっっててててままままいりいりいりいりまままましたしたしたした。。。。そそそそういったういったういったういった中中中中でででで平平平平成成成成７７７７年年年年にこのにこのにこのにこの法法法法律律律律ができたわけですがができたわけですがができたわけですがができたわけですが、、、、家家家家庭庭庭庭ゴゴゴゴミのミのミのミの中中中中でででで大大大大きなシェアをきなシェアをきなシェアをきなシェアを占占占占めるめるめるめる容器包装容器包装容器包装容器包装についてこれをについてこれをについてこれをについてこれをゴゴゴゴミとしてミとしてミとしてミとして処分処分処分処分するするするするだだだだけではなけではなけではなけではなくくくく、、、、ななななんんんんとかとかとかとか資源資源資源資源としてとしてとしてとして活用活用活用活用していしていしていしていくくくく、、、、同同同同時時時時にににに、、、、一一一一定定定定ののののゴゴゴゴミとしてミとしてミとしてミとして出出出出すにあたってもすにあたってもすにあたってもすにあたっても費費費費用用用用負負負負担担担担をををを考考考考慮慮慮慮するということでするということでするということでするということで、、、、減量減量減量減量化化化化のののの動機動機動機動機付付付付けをけをけをけを行行行行なっていなっていなっていなっていくくくくということでこのということでこのということでこのということでこの法法法法がががが制定制定制定制定されされされされまままましたしたしたした。。。。従来従来従来従来はははは一一一一般般般般ののののゴゴゴゴミとミとミとミと言言言言うううう事事事事でででで市市市市町町町町村村村村がががが税金税金税金税金でででで対処対処対処対処してきしてきしてきしてきまままましたしたしたした。。。。しかししかししかししかし消消消消費者費者費者費者、、、、市市市市町町町町村村村村、、、、自治体自治体自治体自治体のののの役割役割役割役割といったといったといったといった３３３３者者者者がががが役割役割役割役割分担分担分担分担をしてをしてをしてをして、、、、包装包装包装包装ゴゴゴゴミをミをミをミを単単単単なるなるなるなるゴゴゴゴミとしてミとしてミとしてミとして処分処分処分処分すすすするのではなるのではなるのではなるのではなくくくく、、、、資源資源資源資源としてとしてとしてとして活用活用活用活用ししししていていていていくくくくためのためのためのための仕仕仕仕組組組組みみみみ造造造造りがりがりがりが行行行行われわれわれわれまままましたしたしたした。。。。平平平平成成成成 7777 年年年年にににに法法法法律律律律がががが出出出出来来来来まままましてしてしてして、、、、最最最最初初初初にににに施行施行施行施行されたされたされたされた９９９９年年年年４４４４月月月月のののの段階段階段階段階ではではではではガガガガラスラスラスラスビビビビンンンン、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル、、、、ススススチチチチールールールール、、、、アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶、、、、紙紙紙紙パックでスタートしパックでスタートしパックでスタートしパックでスタートしまままましたしたしたした。。。。昨昨昨昨年年年年のののの４４４４月月月月からこれにプラスからこれにプラスからこれにプラスからこれにプラスチチチチックックックック製製製製、、、、紙製紙製紙製紙製のののの容器包装容器包装容器包装容器包装、、、、ダンダンダンダンボボボボールがールがールがールが加加加加わりわりわりわり、、、、法法法法律律律律としてとしてとしてとして完完完完全施行全施行全施行全施行されるにされるにされるにされるに至至至至っておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。更更更更にはにはにはには対対対対象象象象事事事事業業業業者者者者においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、昨昨昨昨年年年年のののの４４４４月以降月以降月以降月以降はははは中中中中小小小小企企企企業業業業ににににままままでででで適応状況適応状況適応状況適応状況をををを広広広広げげげげていていていていまままますすすす。。。。各各各各家家家家庭庭庭庭はははは物物物物のののの類型類型類型類型毎毎毎毎にににに容器包装容器包装容器包装容器包装物物物物をををを分分分分別別別別してしてしてして出出出出してしてしてして頂頂頂頂くくくく。。。。そそそそれをれをれをれを市市市市町町町町村村村村がががが分分分分別別別別してしてしてして収集収集収集収集ししししてててて頂頂頂頂きききき、、、、リサイクルをするリサイクルをするリサイクルをするリサイクルをする業業業業者者者者にににに引引引引きききき渡渡渡渡すにあたってのすにあたってのすにあたってのすにあたっての若若若若干干干干のののの圧圧圧圧縮縮縮縮等等等等のののの前前前前処処処処理理理理をしてをしてをしてをして頂頂頂頂きききき、、、、事事事事業業業業者者者者にににに引引引引きききき渡渡渡渡してしてしてして頂頂頂頂くくくく。。。。基基基基本的本的本的本的にはにはにはには事事事事業業業業者者者者がリサイクルするがリサイクルするがリサイクルするがリサイクルする事事事事がががが義義義義務務務務づけられておりづけられておりづけられておりづけられておりまままますがすがすがすが、、、、これにはこれにはこれにはこれには 3333 本本本本のののの流流流流れがありれがありれがありれがありまままますすすす。。。。特特特特定事定事定事定事業業業業者者者者というのがというのがというのがというのが容器容器容器容器をををを作作作作るるるる事事事事業業業業者者者者、、、、そそそそしてしてしてして容器包装容器包装容器包装容器包装をををを利用利用利用利用してしてしてして商商商商品品品品をををを売売売売っているっているっているっている事事事事業業業業者者者者、、、、といったといったといったといった人人人人たたたたちちちちがリサイクルがリサイクルがリサイクルがリサイクル事事事事業業業業者者者者をををを探探探探すすすすなりなりなりなり自分自分自分自分でプラントをでプラントをでプラントをでプラントを作作作作ってリサイクルするのがってリサイクルするのがってリサイクルするのがってリサイクルするのが原則原則原則原則ですがですがですがですが、、、、個個個個々々々々のののの事事事事業業業業ががががそそそそういったこういったこういったこういったことをするのはとをするのはとをするのはとをするのは大大大大変変変変非非非非効率効率効率効率なためなためなためなため、、、、現現現現在在在在行行行行われているのはわれているのはわれているのはわれているのは、、、、指定法指定法指定法指定法人人人人方法方法方法方法ですですですです。。。。これはリサこれはリサこれはリサこれはリサイクルをしたいイクルをしたいイクルをしたいイクルをしたい事事事事業業業業者者者者がリサイクルがリサイクルがリサイクルがリサイクル事事事事業業業業者者者者をををを指定法指定法指定法指定法人人人人にににに斡旋斡旋斡旋斡旋してもらいしてもらいしてもらいしてもらい、、、、実際実際実際実際のリサイクのリサイクのリサイクのリサイクルルルル事事事事業業業業はははは再再再再商商商商品品品品化化化化事事事事業業業業者者者者がががが行行行行ないないないない、、、、かかったかかったかかったかかった費費費費用用用用をををを指定法指定法指定法指定法人人人人からからからから請求請求請求請求されたされたされたされたそそそそのののの費費費費用用用用をををを負負負負担担担担するするするする事事事事によってによってによってによって、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの義義義義務務務務をををを果果果果たしたたしたたしたたした事事事事にしようというにしようというにしようというにしようという制度制度制度制度ですですですです。。。。このこのこのこの制度制度制度制度にににについてはもうついてはもうついてはもうついてはもう１１１１つつつつ仕仕仕仕組組組組みみみみ、、、、自自自自主回収主回収主回収主回収ルートというのがルートというのがルートというのがルートというのがごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。ビビビビールールールール瓶瓶瓶瓶やややや一一一一升升升升瓶瓶瓶瓶にににに係係係係
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るリターナブルのるリターナブルのるリターナブルのるリターナブルの方法方法方法方法ですですですです。。。。こういうものはこういうものはこういうものはこういうものは家家家家庭庭庭庭とととと特特特特定事定事定事定事業業業業者者者者のののの間間間間でででで、、、、独独独独自自自自にににに回収回収回収回収ルートルートルートルートをををを作作作作るためるためるためるため、、、、ゴゴゴゴミとしてミとしてミとしてミとして出出出出てきてきてきてきませませませませんんんん。。。。リターナブルリターナブルリターナブルリターナブル容器容器容器容器をををを利用利用利用利用しているしているしているしている業業業業者者者者においてはにおいてはにおいてはにおいてはリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの義義義義務務務務、、、、特特特特にリサイクルのにリサイクルのにリサイクルのにリサイクルの費費費費用用用用負負負負担担担担をををを算算算算定定定定するするするする時時時時のののの対対対対象象象象廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物からからからから、、、、リターナリターナリターナリターナブルのブルのブルのブルの容器容器容器容器分分分分はははは除除除除くくくくようなようなようなような方法方法方法方法をををを選選選選択択択択できるようできるようできるようできるようなななな制度制度制度制度としてとしてとしてとして自自自自主回収主回収主回収主回収ルートとルートとルートとルートと言言言言うのがうのがうのがうのが設設設設けられておりけられておりけられておりけられておりまままますすすす。「。「。「。「容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法」」」」というのはというのはというのはというのは市市市市町町町町村村村村がががが家家家家庭庭庭庭からのからのからのからのゴゴゴゴミをミをミをミを処処処処理理理理していしていしていしていくくくくとととと言言言言うううう行政行政行政行政のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして、、、、こういったこういったこういったこういった法制度法制度法制度法制度をををを作作作作ったということもありったということもありったということもありったということもあり、、、、どどどどのののの時時時時点点点点からからからからどどどどういうういうういうういう容器包装容器包装容器包装容器包装についてについてについてについて、、、、このこのこのこの「「「「容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法」」」」をををを適適適適用用用用していしていしていしていくくくくのかとのかとのかとのかというのはいうのはいうのはいうのはそそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの市市市市町町町町村村村村にににに任任任任せせせせてありてありてありてありまままますすすす。。。。統統統統計計計計をををを見見見見るるるる限限限限りはりはりはりは、、、、かなりかなりかなりかなり制度制度制度制度はははは浸浸浸浸透透透透してしてしてしているといるといるといると思思思思われわれわれわれまままますすすす。。。。    １２１２１２１２年年年年度度度度からからからから中中中中小小小小企企企企業業業業ににににままままでででで対対対対象象象象をををを広広広広げまげまげまげましたがしたがしたがしたが、、、、そそそそのことによってのことによってのことによってのことによって１１１１１１１１年年年年度度度度ままままでのでのでのでの参加参加参加参加企企企企業業業業５５５５００００００００社社社社でででで推推推推移移移移してきしてきしてきしてきまままましたがしたがしたがしたが、、、、１２１２１２１２年年年年度度度度にはにはにはには５５５５万万万万９９９９千千千千弱弱弱弱のののの企企企企業業業業がががが参加参加参加参加というようにというようにというようにというように、、、、一一一一気気気気にににに拡拡拡拡大大大大してきておりしてきておりしてきておりしてきておりまままますすすす。。。。これにこれにこれにこれに伴伴伴伴ないないないない、、、、事事事事業業業業者者者者がリサイクルがリサイクルがリサイクルがリサイクル費費費費用用用用としてとしてとしてとして負負負負担担担担していしていしていしているるるる費費費費用用用用もももも９９９９年年年年度度度度のののの制度制度制度制度施行当初施行当初施行当初施行当初はははは１７１７１７１７億億億億円円円円でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、１２１２１２１２年年年年度度度度はははは１７２１７２１７２１７２億億億億円円円円、、、、予算予算予算予算ベベベベースースースースですがですがですがですが、、、、１３１３１３１３年年年年度度度度はははは４４４４５５５５３３３３億億億億円円円円のののの費費費費用用用用をををを払払払払いいいい込込込込んんんんでもらっていでもらっていでもらっていでもらっていまままますすすす。。。。事事事事業業業業者負者負者負者負担担担担のののの本本本本格格格格化化化化はははは１０１０１０１０年年年年度度度度以降以降以降以降にににに一一一一気気気気にににに延延延延びておりびておりびておりびておりまままますすすす。。。。このことがこのことがこのことがこのことが「「「「容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法」」」」がががが、、、、なるなるなるなるべべべべくくくく物物物物をををを資源資源資源資源としてとしてとしてとして有効有効有効有効にににに活用活用活用活用していこうということとしていこうということとしていこうということとしていこうということと、、、、ゴゴゴゴミのミのミのミの発発発発生生生生自体自体自体自体をををを抑抑抑抑制制制制していこしていこしていこしていこうといううといううといううという法目法目法目法目的的的的をををを持持持持っておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。こういったこういったこういったこういった観観観観点点点点でででで、、、、ようようようようややややくくくく本本本本来来来来のののの法法法法のののの意意意意図図図図したしたしたした事事事事がががが発発発発揮揮揮揮しししし始始始始めておりめておりめておりめておりまままますすすす。。。。企企企企業業業業側側側側はこうしたはこうしたはこうしたはこうした企企企企業業業業のののの費費費費用用用用負負負負担担担担におけるにおけるにおけるにおける急急急急激激激激なななな伸伸伸伸びについてびについてびについてびについて衝衝衝衝撃撃撃撃をををを受受受受けておりけておりけておりけておりまままますすすす。。。。同同同同じじじじ容器容器容器容器をををを作作作作るるるる場場場場合合合合でもでもでもでも、、、、なるべなるべなるべなるべくくくく少少少少ないないないない負負負負荷荷荷荷でででで作作作作れるようなれるようなれるようなれるような取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが始始始始ままままっていたりっていたりっていたりっていたり、、、、小小小小分分分分けけけけ包装包装包装包装のののの減減減減少少少少化等化等化等化等、、、、かなりかなりかなりかなり顕顕顕顕著著著著にににに表表表表れておりれておりれておりれておりまままますすすす。。。。しかししかししかししかし平平平平成成成成９９９９年年年年度度度度以降以降以降以降、、、、回収回収回収回収量量量量もももも増増増増えているがえているがえているがえているが、、、、生生生生産産産産量量量量もももも増増増増えてしえてしえてしえてしままままっているということからっているということからっているということからっているということから「「「「容容容容器包装器包装器包装器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法」」」」はははは発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制ののののメカメカメカメカニズムがないのではないかというニズムがないのではないかというニズムがないのではないかというニズムがないのではないかという指指指指摘摘摘摘をををを頂頂頂頂いていいていいていいていたたたた時時時時もありもありもありもありまままましたしたしたした。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら平平平平成成成成１２１２１２１２年年年年度度度度はははは回収回収回収回収量量量量とととと生生生生産産産産量量量量のののの差差差差がががが初初初初めてめてめてめて減減減減少少少少にににに転転転転じじじじまままましたしたしたした。。。。これがこれがこれがこれが定着定着定着定着するようであれするようであれするようであれするようであればばばば、、、、一一一一つのつのつのつの効効効効果果果果としてあとしてあとしてあとしてあげげげげるるるる事事事事がががが出出出出来来来来るのではないかるのではないかるのではないかるのではないかとととと思思思思っておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。全体的全体的全体的全体的にににに「「「「容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法」」」」にににに関関関関してしてしてして言言言言ええええばばばば、、、、本本本本格格格格施行施行施行施行されされされされ、、、、費費費費用用用用負負負負担担担担がががが事事事事業業業業者者者者にかかりにかかりにかかりにかかりだだだだしししし、、、、そそそそのことがのことがのことがのことが事事事事業業業業者者者者にににに対対対対してしてしてして廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制をををを働働働働きかけきかけきかけきかけているとているとているとていると評価評価評価評価してしてしてして良良良良いのではないかといのではないかといのではないかといのではないかと思思思思いいいいまままますすすす。。。。たたたただだだだ、「、「、「、「容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法」」」」にににに関関関関してしてしてしてはははは、、、、いいいいくくくくつかつかつかつか課題課題課題課題があるとがあるとがあるとがあると受受受受けけけけ止止止止めておりめておりめておりめておりまままますすすす。。。。一一一一つにはつにはつにはつには３３３３者者者者でのでのでのでの役割役割役割役割分担分担分担分担においてですにおいてですにおいてですにおいてですがががが、「、「、「、「拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責任者責任者責任者責任」」」」のののの考考考考ええええ方方方方をををを徹徹徹徹底底底底ささささせせせせていこうとすれていこうとすれていこうとすれていこうとすればばばば、、、、分分分分別回収別回収別回収別回収するするするする部部部部分分分分もももも企企企企業業業業ににににおおおお願願願願いしてもいいのではないかといういしてもいいのではないかといういしてもいいのではないかといういしてもいいのではないかという声声声声がががが市市市市町町町町村村村村のののの行政関係行政関係行政関係行政関係者者者者のののの方方方方々々々々かかかからはらはらはらは頂頂頂頂いておりいておりいておりいておりまままましたしたしたした。。。。例例例例ええええばばばばフランスではフランスではフランスではフランスでは企企企企業業業業がががが市市市市町町町町村村村村にににに費費費費用用用用をををを負負負負担担担担しておりしておりしておりしており、、、、ドドドドイイイイツツツツではではではでは民民民民間企間企間企間企業自体業自体業自体業自体がががが回収事回収事回収事回収事業業業業をををを行行行行なっているというなっているというなっているというなっているという事例事例事例事例がありがありがありがありまままますすすす。。。。こういったことからもこういったことからもこういったことからもこういったことからも今後今後今後今後はははは３３３３者者者者のののの役役役役割割割割のののの中中中中でででで、、、、特特特特にににに費費費費用用用用負負負負担担担担についてについてについてについて分分分分別回収別回収別回収別回収のののの部部部部分分分分におけるにおけるにおけるにおける市市市市町町町町村村村村負負負負担担担担のののの位位位位置置置置づけづけづけづけ、、、、更更更更にはにはにはには小小小小規模規模規模規模のののの事事事事業業業業者者者者についてはについてはについてはについては現現現現在在在在市市市市町町町町村村村村にににに費費費費用用用用のののの負負負負担担担担をおをおをおをお願願願願いしているがいしているがいしているがいしているが、、、、そそそそういったものういったものういったものういったもののありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて今後今後今後今後    検討検討検討検討していしていしていしていくくくく必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると思思思思われわれわれわれまままますすすす。。。。ままままたたたた、、、、企企企企業業業業においてはにおいてはにおいてはにおいては費費費費用用用用負負負負担担担担感感感感がががが増増増増しておりしておりしておりしておりまままますすすす。。。。よってよってよってよって今後今後今後今後ははははババババランスランスランスランス感感感感覚覚覚覚がががが重要重要重要重要とととと思思思思われわれわれわれまままますすすす。。。。そそそそういったういったういったういった中中中中でででで回収回収回収回収のののの費費費費用用用用負負負負担担担担のののの話話話話をしていをしていをしていをしていくくくくとととと市市市市町町町町村村村村負負負負担担担担のののの実実実実態態態態をををを明明明明確確確確にしていにしていにしていにしていくくくく必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると感感感感じじじじておりておりておりており、、、、我我我我々々々々としとしとしとしまままましてもしてもしてもしてもそそそそのようなデータをのようなデータをのようなデータをのようなデータを収集収集収集収集するするするする事事事事でででで個個個個々々々々のののの議議議議論論論論をををを進進進進めていこうとめていこうとめていこうとめていこうと思思思思っておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。ままままたたたた、、、、現現現現状状状状においてはにおいてはにおいてはにおいては費費費費用用用用負負負負担担担担をされていないをされていないをされていないをされていない企企企企業業業業もありもありもありもあり、、、、真真真真面面面面目目目目にににに負負負負担担担担をされているをされているをされているをされている企企企企業業業業にとってはにとってはにとってはにとっては大大大大変変変変不不不不利利利利益益益益なななな話話話話であるためであるためであるためであるため、、、、そそそそういったとこういったとこういったとこういったところろろろもももも今後今後今後今後本本本本格格格格
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的的的的にしていかなけれにしていかなけれにしていかなけれにしていかなければばばばならないとこならないとこならないとこならないところだろだろだろだとととと感感感感じじじじているているているている。。。。３３３３点目点目点目点目はははは、「、「、「、「容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法」」」」ではではではでは、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの手法手法手法手法をををを定定定定めておりめておりめておりめておりまままますがすがすがすが、、、、そそそそのののの際際際際、、、、端端端端的的的的にににに議議議議論論論論がががが別別別別れるのはプラれるのはプラれるのはプラれるのはプラススススチチチチックでックでックでックで、、、、処分処分処分処分におけるにおけるにおけるにおける細細細細分化分化分化分化、、、、熱熱熱熱回収回収回収回収といったといったといったといった、、、、トータルなトータルなトータルなトータルな環境環境環境環境へのへのへのへの影影影影響響響響とととと言言言言うううう事事事事をををを今後今後今後今後はははは考考考考えていかなけれえていかなけれえていかなけれえていかなければばばばならないとならないとならないとならないと感感感感じじじじておりておりておりておりまままますすすす。。。。ここここここここ数数数数年年年年はリサイクルをはリサイクルをはリサイクルをはリサイクルを一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命ややややろろろろうといううといううといううという考考考考ええええ方方方方だだだだったがったがったがったが、、、、今後今後今後今後はははは取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの質質質質についてについてについてについて評価評価評価評価しししし、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの手法手法手法手法のののの優優優優先順位先順位先順位先順位についてについてについてについて考考考考えていえていえていえていくくくく必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると思思思思われわれわれわれまままますすすす。。。。    今後今後今後今後のリサイクルをのリサイクルをのリサイクルをのリサイクルを考考考考えていえていえていえていくくくく中中中中でででで、、、、もうもうもうもう 1111 つのつのつのつの論点論点論点論点としてとしてとしてとして「「「「家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法」」」」はははは重要重要重要重要とととと思思思思われわれわれわれまままますすすす。。。。これもこれもこれもこれも拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責任者責任者責任者責任のののの考考考考ええええ方方方方をををを導導導導入入入入しししし、、、、市市市市町町町町村村村村がががが処処処処理理理理にににに困難困難困難困難をををを感感感感じじじじていていていていたたたた４４４４品目品目品目品目ををををゴゴゴゴミとしてミとしてミとしてミとして処分処分処分処分するするするするだだだだけではなけではなけではなけではなくくくく、、、、資源資源資源資源としてとしてとしてとして活用活用活用活用していこうというしていこうというしていこうというしていこうという仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを作作作作りりりりまままましたしたしたした。「。「。「。「容器包装容器包装容器包装容器包装リサリサリサリサイクルイクルイクルイクル法法法法」」」」とととと異異異異なるのはなるのはなるのはなるのは回収回収回収回収ルートについてはルートについてはルートについてはルートについては基基基基本的本的本的本的にににに小売小売小売小売業業業業者者者者におにおにおにお願願願願いするといういするといういするといういするという部部部部分分分分ですですですです。。。。家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法がががが提提提提起起起起したしたしたした問問問問題題題題はははは、、、、どどどどのののの時時時時点点点点ででででそそそそのリのリのリのリサイクルサイクルサイクルサイクル費費費費用用用用をををを負負負負担担担担するかというするかというするかというするかという点点点点ですですですです。「。「。「。「拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責任者責任者責任者責任」」」」のののの例例例例はははは必必必必ずしもずしもずしもずしも費費費費用用用用負負負負担担担担をををを    メメメメーーーーカカカカーにーにーにーに求求求求めめめめろろろろとととと言言言言うものではありうものではありうものではありうものではありませませませませんんんんがががが、、、、メメメメーーーーカカカカーのーのーのーの責任責任責任責任でリサイクルのでリサイクルのでリサイクルのでリサイクルの流流流流れをれをれをれを構構構構築築築築していしていしていしていくくくくというというというという中中中中にはにはにはには、、、、そそそそれにれにれにれに係係係係るるるる費費費費用用用用をををを負負負負担担担担してしてしてして頂頂頂頂くくくくことことことことだだだだとととと、、、、当当当当然多然多然多然多くくくくのののの方方方方がががが期待期待期待期待されされされされまままますすすす。。。。家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ではリサイクルのではリサイクルのではリサイクルのではリサイクルの費費費費用用用用をををを個個個個々々々々のののの物物物物をををを捨捨捨捨てるてるてるてる時時時時にににに負負負負担担担担頂頂頂頂くくくくようようようようになっておりになっておりになっておりになっておりまままますすすす。。。。このことがこのことがこのことがこのことが費費費費用用用用負負負負担担担担をををを嫌嫌嫌嫌ってってってって不法投不法投不法投不法投棄棄棄棄ををををするするするする人人人人をををを増増増増ややややすのではないかすのではないかすのではないかすのではないかというというというという議議議議論論論論がががが指指指指摘摘摘摘されておりされておりされておりされておりまままますすすす。。。。むしむしむしむしろろろろこういったこういったこういったこういった耐耐耐耐久消久消久消久消費費費費材材材材的的的的なななな物物物物（（（（購入購入購入購入地地地地点点点点からからからから実実実実際際際際にリサイクルするにリサイクルするにリサイクルするにリサイクルする時時時時点点点点ままままでででで時時時時間間間間がかなりかかるものがかなりかかるものがかなりかかるものがかなりかかるもの））））についてはについてはについてはについては、、、、あらかあらかあらかあらかじじじじめリサイクめリサイクめリサイクめリサイクルルルル費費費費用用用用をとるべきではないかというをとるべきではないかというをとるべきではないかというをとるべきではないかという議議議議論論論論がががが、、、、このこのこのこの制度制度制度制度をををを作作作作るるるる時時時時からからからからごごごござざざざいいいいまままましたしたしたした。。。。結結結結局局局局、、、、当当当当時時時時既既既既にににに販売販売販売販売されているものにされているものにされているものにされているものに関関関関してしてしてして改改改改めてめてめてめて価価価価格格格格にににに乗乗乗乗じじじじてとるということはてとるということはてとるということはてとるということは非非非非常常常常にににに難難難難しいしいしいしい、、、、これからこれからこれからこれから売売売売っていっていっていっていくくくくものにものにものにものに関関関関してのしてのしてのしての費費費費用計上用計上用計上用計上ではではではでは、、、、負負負負担担担担のののの公平感公平感公平感公平感等等等等からなかなかからなかなかからなかなかからなかなか理解理解理解理解をををを得得得得られないのではないかというられないのではないかというられないのではないかというられないのではないかという事事事事がががが考考考考えられえられえられえられまままましたしたしたした。。。。    家電家電家電家電リサイクルにおいてはリサイクルにおいてはリサイクルにおいてはリサイクルにおいては、、、、１０１０１０１０年年年年先先先先のののの費費費費用用用用をををを見見見見こすことはこすことはこすことはこすことは難難難難しいしいしいしい。。。。あらかあらかあらかあらかじじじじめとったリめとったリめとったリめとったリサイクルサイクルサイクルサイクル費費費費用用用用をををを企企企企業業業業がががが倒倒倒倒産産産産したしたしたした際等際等際等際等ににににどどどどうするかといったようないうするかといったようないうするかといったようないうするかといったようないくくくくつかのつかのつかのつかの課題課題課題課題があったがあったがあったがあったためためためため、、、、家電家電家電家電についてはについてはについてはについては排出排出排出排出時時時時とととと同同同同時時時時にににに費費費費用用用用のののの負負負負担担担担をををを求求求求めたのですめたのですめたのですめたのです。。。。今後今後今後今後のリサイクルをのリサイクルをのリサイクルをのリサイクルを進進進進めていめていめていめていくくくく上上上上でででで、、、、そそそそのののの費費費費用用用用負負負負担担担担ををををどどどどうしていうしていうしていうしていくくくくのかがのかがのかがのかが課題課題課題課題でありでありでありであり、、、、今後今後今後今後のののの制度制度制度制度設計設計設計設計やややや取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに関関関関してしてしてして見直見直見直見直していしていしていしていくくくく中中中中でででで、、、、そそそそのののの点点点点についてについてについてについて、、、、国民国民国民国民のののの関係関係関係関係者者者者のののの合合合合意意意意をををを得得得得ていていていていくくくくかがかがかがかが重大重大重大重大でありでありでありでありまままますすすす。。。。            食品食品食品食品とととと建建建建設設設設リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法はははは、、、、排出排出排出排出者者者者自自自自身身身身にににに責任責任責任責任をををを持持持持ってってってって頂頂頂頂きたいというきたいというきたいというきたいという法法法法律律律律であるといであるといであるといであるというううう意意意意味味味味でででで「「「「容器包装容器包装容器包装容器包装」」」」及及及及びびびび「「「「家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル」」」」とはとはとはとは異異異異なっなっなっなっておりておりておりておりまままますすすす。「。「。「。「食品食品食品食品リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法」」」」はははは事事事事業業業業者者者者がががが自自自自主主主主的的的的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ事事事事をををを想想想想定定定定しておりしておりしておりしておりまままますすすす。。。。事事事事業業業業者者者者とリサイクルとリサイクルとリサイクルとリサイクル事事事事業業業業者者者者ととととそそそそのののの利利利利用用用用者者者者というというというという３３３３者者者者がががが連連連連携携携携してリサイクルしていしてリサイクルしていしてリサイクルしていしてリサイクルしていくくくくというというというという計画計画計画計画作作作作りりりり、、、、そそそそれをれをれをれを認定認定認定認定していしていしていしていくくくく仕仕仕仕組組組組みがみがみがみがごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。これはこれはこれはこれは単単単単にリサイクルしたにリサイクルしたにリサイクルしたにリサイクルしただだだだけではけではけではけでは出出出出口口口口のののの部部部部分分分分がががが止止止止ままままってしってしってしってしままままってはってはってはっては、、、、あるあるあるあるゴゴゴゴミをミをミをミを別別別別ののののゴゴゴゴミにミにミにミに姿姿姿姿をををを変変変変えさえさえさえさせせせせたたたただだだだけであってけであってけであってけであって、、、、そそそそれはれはれはれは有有有有意意意意義義義義なリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクル、、、、循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会ではありではありではありではありませませませませんんんんのでのでのでので、、、、３３３３者者者者がががが連連連連携携携携したしたしたした仕仕仕仕組組組組みというものがみというものがみというものがみというものが支援支援支援支援されてきておりされてきておりされてきておりされてきておりまままますすすす。。。。「「「「建建建建設設設設リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法」」」」ですがですがですがですが、、、、産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの２２２２割割割割、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて最終最終最終最終処分物処分物処分物処分物のののの４４４４割割割割はははは建建建建設設設設系系系系のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ですですですです。。。。更更更更にはにはにはには不法投不法投不法投不法投棄棄棄棄のののの 7777 割割割割はははは建建建建設設設設系系系系のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ですですですです。。。。これをこれをこれをこれを廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして不不不不適適適適正正正正なななな処処処処理理理理のものとしてのものとしてのものとしてのものとして取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいくくくく事事事事はははは非非非非常常常常にににに大大大大事事事事とととと感感感感じじじじておりておりておりておりまままますすすす。。。。食品食品食品食品とととと建建建建設設設設 2222 つのリつのリつのリつのリサイクルはサイクルはサイクルはサイクルは、、、、事事事事業業業業者者者者のののの取取取取りりりり組組組組みはもみはもみはもみはもちちちちろろろろんんんんのことのことのことのこと、、、、そそそそのののの対対対対面面面面にいるにいるにいるにいる一一一一般般般般のののの方方方方のののの意識意識意識意識、、、、認識認識認識認識のののの度度度度合合合合いもいもいもいも大大大大変変変変重要重要重要重要であるとであるとであるとであると思思思思われわれわれわれまままますすすす。。。。    
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        「「「「資源資源資源資源のののの有効有効有効有効なななな利用利用利用利用のののの促進促進促進促進にににに関関関関するするするする法法法法律律律律」」」」ががががごごごござざざざいいいいまままましてしてしてして、、、、これにはこれにはこれにはこれには７７７７つのつのつのつの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみがごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。業業業業種種種種をををを指定指定指定指定してしてしてして頂頂頂頂ききききまままましてしてしてして取取取取りりりり組組組組んんんんでででで頂頂頂頂くくくく仕仕仕仕組組組組みみみみ、、、、製製製製品品品品をををを指定指定指定指定してしてしてして頂頂頂頂いていていていて取取取取りりりり組組組組んんんんでででで頂頂頂頂くくくく仕仕仕仕組組組組みみみみ、、、、不不不不要物要物要物要物をををを指定指定指定指定してしてしてして取取取取りりりり組組組組みをおみをおみをおみをお願願願願いするいするいするいする仕仕仕仕組組組組みですみですみですみです。。。。４４４４つめはつめはつめはつめは経済経済経済経済省省省省とととと環境環境環境環境省省省省がががが一一一一致致致致しているとこしているとこしているとこしているところろろろでありでありでありでありまままますがすがすがすが、、、、リサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルを進進進進めるめるめるめる製製製製品品品品のののの指定指定指定指定のののの部部部部分分分分ででででごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。２２２２次電次電次電次電池池池池やややや事事事事業用業用業用業用パパパパソソソソココココンなンなンなンなどどどどががががそそそそれですれですれですれです。。。。            廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの規規規規制制制制にににに関関関関してはしてはしてはしては各自治体各自治体各自治体各自治体においてもにおいてもにおいてもにおいても取取取取りりりり組組組組んんんんでででで頂頂頂頂いているとこいているとこいているとこいているところろろろですがですがですがですが、、、、１１１１つつつつのののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物においてもにおいてもにおいてもにおいてもそそそそのののの中中中中でででで使使使使用用用用できるできるできるできる部部部部分分分分、、、、使使使使用用用用できないできないできないできない部部部部分分分分がががが混混混混在在在在しているのがしているのがしているのがしているのが現現現現状状状状ですですですです。。。。そそそそのことがのことがのことがのことが規規規規制制制制をかけるをかけるをかけるをかける上上上上でででで、、、、業業業業者者者者側側側側のののの口口口口実実実実にににに使使使使われわれわれわれ「「「「これはこれはこれはこれは商商商商品品品品でででで流流流流れているのれているのれているのれているのでででで規規規規制制制制はははは関係関係関係関係ないないないない」」」」となっているとなっているとなっているとなっているケケケケースがースがースがースが若若若若干干干干出出出出始始始始めていめていめていめていまままますすすす。。。。今今今今ままままでででで廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの概概概概念念念念をををを売売売売れるかれるかれるかれるか売売売売れないかでれないかでれないかでれないかで判判判判断断断断されてきたされてきたされてきたされてきた部部部部分分分分があるががあるががあるががあるが、、、、そそそそうではないとこうではないとこうではないとこうではないところろろろでででで考考考考えていえていえていえていくくくくことことことことがががが必必必必要要要要かとかとかとかと感感感感じじじじておりておりておりておりまままますすすす。。。。            最後最後最後最後にににに「「「「エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業」」」」ですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれは経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省とととと環境環境環境環境省省省省でででで過過過過去去去去５５５５年年年年間間間間行行行行なってなってなってなってままままいりいりいりいりまままましたしたしたした。。。。事事事事業業業業はははは 9999 年年年年度度度度～～～～13131313 年年年年度度度度のののの次元次元次元次元のののの事事事事業業業業でででで、、、、かなりのかなりのかなりのかなりの箇箇箇箇所所所所数数数数このこのこのこの事事事事業業業業におけるにおけるにおけるにおける地地地地域指定域指定域指定域指定をををを目指目指目指目指してしてしてして、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会整備整備整備整備におけるあるにおけるあるにおけるあるにおけるある意意意意味味味味でのでのでのでの地地地地域域域域振興振興振興振興をををを図図図図ってってってってままままいりいりいりいりまままましたしたしたした。。。。１４１４１４１４年年年年度度度度予算予算予算予算要要要要求求求求にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、補補補補助助助助メメメメニニニニュュュューのーのーのーの衣衣衣衣更更更更えをしていえをしていえをしていえをしていくくくく予予予予定定定定ですですですです。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備につきにつきにつきにつきまままましてしてしてして環境環境環境環境省省省省としてもとしてもとしてもとしても具具具具体的体的体的体的なななな支援支援支援支援をしていをしていをしていをしていくくくく事事事事をををを考考考考えておりえておりえておりえておりまままますすすす。。。。        司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））            国国国国のリサイクルにのリサイクルにのリサイクルにのリサイクルに関関関関するするするする総総総総合政策合政策合政策合政策とリサイクルのとリサイクルのとリサイクルのとリサイクルの現現現現状状状状についてについてについてについて大大大大変詳変詳変詳変詳しいしいしいしいごごごご説説説説明明明明をいたをいたをいたをいただだだだきききき有有有有りりりり難難難難ううううごごごござざざざいいいいまままましたしたしたした。。。。ごごごご質質質質問問問問ややややごごごご意見意見意見意見はははは、、、、自治体自治体自治体自治体のののの講講講講師師師師のおのおのおのお話話話話がががが終終終終わってからわってからわってからわってから総合総合総合総合的的的的にさにさにさにさせせせせていたていたていたていただだだだきたいとおもいきたいとおもいきたいとおもいきたいとおもいまままますすすす。。。。    そそそそれでれでれでれで次次次次にににに徳島県徳島県徳島県徳島県循環型社会推進課循環型社会推進課循環型社会推進課循環型社会推進課のののの西條西條西條西條係係係係長長長長ににににごごごご講演講演講演講演をおをおをおをお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしまままますすすす。。。。        西條西條西條西條    係係係係長長長長            徳島徳島徳島徳島のののの現現現現状状状状をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、今後今後今後今後どどどどのようにのようにのようにのように取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいくくくくかをかをかをかをごごごご説説説説明明明明ささささせせせせてててて頂頂頂頂ききききまままますすすす。。。。    徳島県徳島県徳島県徳島県のののの中中中中央央央央にににに吉吉吉吉野野野野川川川川がががが流流流流れておりれておりれておりれておりまままましてしてしてして、、、、両両両両側側側側にににに平平平平野野野野部部部部がががが開開開開けておりけておりけておりけており、、、、あとはあとはあとはあとは山山山山とととと海海海海にににに囲囲囲囲ままままれたれたれたれた地地地地域域域域ですですですです。。。。県県県県土土土土のののの面面面面積積積積とととと致致致致ししししまままましてはしてはしてはしては４４４４万万万万１１１１千千千千㎡㎡㎡㎡強強強強でででで、、、、行政行政行政行政区区区区画画画画はははは４４４４市市市市４６４６４６４６ｶｶｶｶ町町町町村村村村というというというという５５５５００００のののの市市市市町町町町村村村村でででで構成構成構成構成されておりされておりされておりされておりまままますすすす。。。。人人人人口口口口はははは８８８８２２２２万万万万４４４４千千千千人人人人ですですですです。。。。四四四四国国国国のののの中中中中でもでもでもでも東東東東西西西西をををを結結結結ぶぶぶぶ窓窓窓窓口口口口、、、、ままままたたたた、、、、関関関関西西西西とのとのとのとの通通通通路口路口路口路口になになになになろろろろうかというとこうかというとこうかというとこうかというところろろろでででで、、、、今後今後今後今後大大大大きなきなきなきな役割役割役割役割がががが出出出出ててててくくくくるのではないかなとるのではないかなとるのではないかなとるのではないかなと思思思思っているとこっているとこっているとこっているところろろろですですですです。。。。こういったこういったこういったこういった背景背景背景背景におきにおきにおきにおきまままましてしてしてして、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県のののの中中中中ででででもももも消消消消費費費費社会社会社会社会がががが生生生生みみみみ出出出出ししししまままましたしたしたした様様様様々々々々なななな環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷といったものがといったものがといったものがといったものが大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題となっておりとなっておりとなっておりとなっておりまままますすすす。。。。２２２２点目点目点目点目とととと致致致致ししししまままましてしてしてして、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの現現現現況況況況にににに関関関関しておしておしておしてお話話話話いたしいたしいたしいたしまままますすすす。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発発発発生生生生はははは年年年年々々々々増増増増えておりえておりえておりえており、、、、一人当一人当一人当一人当たりのたりのたりのたりの排出排出排出排出量量量量もももも全国全国全国全国平平平平均均均均ではではではでは低低低低いとこいとこいとこいところろろろにありにありにありにありまままますがすがすがすが、、、、伸伸伸伸びびびび率率率率はかなはかなはかなはかなりりりり大大大大きなものがありきなものがありきなものがありきなものがありまままますすすす。。。。このこのこのこの中中中中でででで、、、、家家家家庭庭庭庭ごごごごみについてはかなりみについてはかなりみについてはかなりみについてはかなり抑抑抑抑制制制制されてきているのでされてきているのでされてきているのでされてきているのではとはとはとはと思思思思われわれわれわれまままますすすす。。。。たたたただだだだしししし、、、、事事事事業業業業系系系系一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは増増増増加加加加してきてししてきてししてきてししてきてしままままっておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。ここではここではここではここでは私私私私どどどどもがもがもがもが取取取取りりりり組組組組んんんんでおりでおりでおりでおりまままますすすす「「「「容器容器容器容器リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法」」」」についておについておについておについてお話話話話ささささせせせせてててて頂頂頂頂ききききまままますすすす。。。。これにこれにこれにこれに関関関関ししししまままましてはしてはしてはしては市市市市町町町町村村村村ごごごごとのとのとのとの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが行行行行なわれているとこなわれているとこなわれているとこなわれているところろろろですがですがですがですが、、、、年年年年々々々々参加参加参加参加するするするする市市市市町町町町村村村村、、、、収集収集収集収集量量量量もももも増増増増ええええ、、、、県県県県民民民民にににに対対対対してもしてもしてもしても浸浸浸浸透透透透してきているのではないかとしてきているのではないかとしてきているのではないかとしてきているのではないかと感感感感じじじじておりておりておりておりまままますすすす。。。。しかししかししかししかしながらながらながらながら、、、、このこのこのこの法法法法律律律律のののの中中中中にもにもにもにも課題課題課題課題があるとがあるとがあるとがあると思思思思われわれわれわれまままますすすす。。。。そそそそれはれはれはれは物物物物によってはによってはによってはによっては取取取取りりりり組組組組むむむむ市市市市町町町町村村村村がががが少少少少ないないないない、、、、ままままたたたた、、、、市市市市町町町町村村村村がががが掲掲掲掲げげげげるるるる計画計画計画計画収集収集収集収集量量量量とととと実際実際実際実際のののの収集収集収集収集量量量量にににに差差差差がありがありがありがありまままますすすす。。。。ままままたたたた、、、、産業産業産業産業
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廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、特特特特にににに家家家家畜畜畜畜のののの糞糞糞糞尿尿尿尿がががが非非非非常常常常にににに多多多多いというとこいというとこいというとこいというところろろろにににに私私私私どどどどものものものもの特特特特色色色色がありがありがありがありまままますすすす。。。。徳島県徳島県徳島県徳島県におけるこれにおけるこれにおけるこれにおけるこれままままでのリサイクルでのリサイクルでのリサイクルでのリサイクル推進推進推進推進にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの状況状況状況状況、、、、ままままたたたた、、、、今後今後今後今後のののの課題課題課題課題をををを先先先先ほほほほどどどどのののの現現現現状状状状をををを踏踏踏踏ままままえてえてえてえて述述述述べさべさべさべさせせせせてててて頂頂頂頂きたいときたいときたいときたいと存存存存じまじまじまじますすすす。。。。これこれこれこれままままでででで特特特特にににに、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物といといといというものにうものにうものにうものに関関関関してしてしてして見見見見てててて頂頂頂頂ききききまままますとすとすとすと、、、、県県県県のののの中中中中におきにおきにおきにおきまままましてはしてはしてはしては基基基基本的本的本的本的なななな取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの指針指針指針指針とととと致致致致ししししまままましてしてしてして、、、、平平平平成成成成７７７７年年年年度度度度にににに「「「「徳島県徳島県徳島県徳島県ゴゴゴゴミミミミ減量減量減量減量化化化化再生再生再生再生利用促進計画利用促進計画利用促進計画利用促進計画」」」」をををを策策策策定定定定しししし、、、、取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めてめてめてめてきたわけですがきたわけですがきたわけですがきたわけですが、、、、このこのこのこの中中中中にはにはにはには３３３３ＲＲＲＲのののの視視視視点点点点はははは入入入入っておりっておりっておりっておりませませませませんんんんでしたでしたでしたでした。。。。こういったとここういったとここういったとここういったところろろろかかかからららら平平平平成成成成１２１２１２１２年年年年度度度度にはにはにはには一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの方方方方向性向性向性向性をををを示示示示すものとしてすものとしてすものとしてすものとして「「「「クリーンクリーンクリーンクリーン徳島徳島徳島徳島ゴゴゴゴミミミミ減量減量減量減量化化化化プラプラプラプランンンン」」」」とととと言言言言ったものをったものをったものをったものを策策策策定定定定いたしいたしいたしいたしまままましたしたしたした。。。。このこのこのこの中中中中にににに「「「「循環型循環型循環型循環型」」」」といったといったといったといった視視視視点点点点、「、「、「、「３３３３RRRR」」」」といっといっといっといったたたた視視視視点点点点をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んんんんでででで循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの方方方方向性向性向性向性をををを定定定定めたものとしてめたものとしてめたものとしてめたものとして作作作作りりりり替替替替えたとこえたとこえたとこえたところろろろですですですです。。。。ままままたたたた、、、、今今今今年年年年度度度度策策策策定定定定予予予予定定定定のののの県県県県のののの廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理理理理検討検討検討検討のののの中中中中にもにもにもにも反反反反映映映映ささささせせせせていこうとていこうとていこうとていこうと考考考考えていえていえていえていまままますすすす。。。。更更更更にはにはにはには市市市市町町町町村村村村にににに対対対対するするするする支援支援支援支援をををを進進進進めていめていめていめていくくくく中中中中でででで、、、、住住住住民民民民とのとのとのとの合合合合意意意意形成形成形成形成にににに係係係係るるるる支援支援支援支援もももも併併併併せせせせてててて行行行行なっていなっていなっていなっているとこるとこるとこるところろろろですですですです。。。。ハハハハーーーードドドド面面面面等等等等にににに係係係係るるるる整備整備整備整備におきにおきにおきにおきまままましてもしてもしてもしても助助助助成成成成をしていこうとしておりをしていこうとしておりをしていこうとしておりをしていこうとしておりまままますしすしすしすし、、、、中中中中でもでもでもでも廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理理理理施設等施設等施設等施設等をををを建建建建設設設設するするするする際際際際にににに住住住住民民民民とのとのとのとの合合合合意意意意形成形成形成形成をををを得得得得るるるる上上上上でででで、、、、施設施設施設施設ををををどどどどのようなのようなのようなのような位位位位置置置置づけにするかということもづけにするかということもづけにするかということもづけにするかということも重要重要重要重要であるためであるためであるためであるため、、、、そそそそれをれをれをれを造造造造るるるる際際際際にににに周周周周辺辺辺辺対策等対策等対策等対策等もももも併併併併せせせせてててて検討検討検討検討するというするというするというするという場場場場合合合合においてはにおいてはにおいてはにおいては市市市市町町町町村村村村にににに対対対対してしてしてして計画策計画策計画策計画策定定定定にににに関関関関するするするする新新新新たなたなたなたな助助助助成成成成制度制度制度制度をををを設設設設けけけけまままましたしたしたした。。。。ままままたたたた、、、、そそそそういったういったういったういった事事事事業業業業をするをするをするをする際際際際にににに地地地地域域域域のののの人人人人々々々々へのアへのアへのアへのアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーー支援支援支援支援制度制度制度制度もももも助助助助成成成成制度制度制度制度のののの中中中中にににに設設設設けけけけまままましたしたしたした。。。。ままままたたたた、「、「、「、「ととととくくくくししししまままま環境環境環境環境県県県県民会議民会議民会議民会議」」」」というものがというものがというものがというものがごごごござざざざいいいいまままますがすがすがすが、、、、このつながりをこのつながりをこのつながりをこのつながりを十十十十分分分分にににに活用活用活用活用しながらしながらしながらしながら住住住住民民民民とのとのとのとの啓啓啓啓発発発発、、、、ままままたたたた、、、、ココココンセンサスのンセンサスのンセンサスのンセンサスの形成形成形成形成にににに努努努努めながらめながらめながらめながら、、、、行政行政行政行政のののの推進推進推進推進をををを行行行行なっているとこなっているとこなっているとこなっているところろろろですですですです。。。。このこのこのこの会会会会儀儀儀儀はははは「「「「人人人人とととと自自自自然然然然がががが共生共生共生共生するするするする住住住住みみみみややややすいとすいとすいとすいとくくくくししししまままま県県県県」」」」をををを実現実現実現実現するためにするためにするためにするために、、、、県県県県民民民民、、、、事事事事業業業業者者者者、、、、行政行政行政行政ががががそそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの役割役割役割役割のののの下下下下でででで環境環境環境環境負負負負荷低荷低荷低荷低減減減減のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをしていしていしていしていくくくくということをということをということをということを目目目目的的的的としてとしてとしてとして、、、、県県県県、、、、市市市市町町町町村村村村、、、、事事事事業業業業者者者者団団団団体体体体、、、、住住住住民民民民団団団団体等体等体等体等１０６１０６１０６１０６のののの団団団団体体体体でででで構成構成構成構成されておりされておりされておりされており、、、、これらがこれらがこれらがこれらが連連連連携携携携しながらしながらしながらしながら事事事事業業業業をををを展開展開展開展開するとするとするとすると言言言言うううう事事事事をしておりをしておりをしておりをしておりまままますすすす。。。。このこのこのこの会会会会儀儀儀儀をををを通通通通じまじまじまじましてしてしてして、、、、御御御御提提提提案案案案をををを頂頂頂頂いたりいたりいたりいたり、、、、県県県県民会民会民会民会儀儀儀儀としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき事事事事をををを話話話話しししし合合合合いいいい、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの組織組織組織組織にフにフにフにフィィィィーーーードバドバドバドバックしてックしてックしてックして頂頂頂頂きききき、、、、啓啓啓啓発活動発活動発活動発活動、、、、実実実実践践践践活動活動活動活動をををを行行行行なうということをしているなうということをしているなうということをしているなうということをしているとことことこところろろろででででごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。ままままたこのたこのたこのたこの会議会議会議会議におきにおきにおきにおきまままましてはしてはしてはしては、、、、できるできるできるできるだだだだけわかりけわかりけわかりけわかりややややすすすすくくくく伝伝伝伝えてえてえてえて行行行行ここここうとうとうとうと言言言言うううう事事事事をををを主主主主眼眼眼眼においてにおいてにおいてにおいて活活活活動動動動をををを行行行行なっておりなっておりなっておりなっておりまままますすすす。。。。そそそそのののの一環一環一環一環としとしとしとしまままましてしてしてして、、、、グリーングリーングリーングリーン＆＆＆＆ググググリーンフェアーといったようなものをリーンフェアーといったようなものをリーンフェアーといったようなものをリーンフェアーといったようなものを開催開催開催開催しししし、、、、県県県県民民民民にににに対対対対してしてしてして環境環境環境環境にににに対対対対するするするする広報啓広報啓広報啓広報啓発発発発をををを行行行行ななななうといったことをしておりうといったことをしておりうといったことをしておりうといったことをしておりまままますすすす。。。。ままままたたたた１０１０１０１０月月月月にはにはにはにはママママイイイイババババックックックックキキキキャンャンャンャンペペペペーンというものをーンというものをーンというものをーンというものを始始始始めるためめるためめるためめるため、、、、モモモモニターニターニターニター制度制度制度制度等等等等をををを取取取取りりりり入入入入れながられながられながられながら多多多多くくくくのののの方方方方ににににママママイイイイババババックとックとックとックと言言言言うものをうものをうものをうものを通通通通してしてしてして、、、、ゴゴゴゴミのミのミのミの減量減量減量減量化化化化、、、、不不不不要要要要なものをなものをなものをなものを家家家家庭庭庭庭にににに持持持持ちちちち込込込込ままままないとないとないとないと言言言言ったったったった事事事事ななななどどどどをををを啓啓啓啓発発発発しようとしておりしようとしておりしようとしておりしようとしておりまままますすすす。。。。このようにできるこのようにできるこのようにできるこのようにできるだだだだけけけけ、、、、わかりわかりわかりわかりややややすいすいすいすい形形形形でででで、、、、県県県県民民民民とのとのとのとの接接接接触触触触、、、、意識意識意識意識のののの改改改改革革革革、、、、合合合合意意意意形成形成形成形成をををを進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考えておりえておりえておりえておりまままますすすす。。。。ままままたたたた、、、、エエエエココココショップショップショップショップ整備事整備事整備事整備事業業業業をををを行行行行っておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。事事事事業業業業者者者者とととと消消消消費者費者費者費者のののの接接接接点点点点としてとしてとしてとして小売小売小売小売業業業業者者者者のののの役割役割役割役割はははは大大大大きいときいときいときいと考考考考えておりえておりえておりえておりまままますすすす。。。。そそそそのののの中中中中でででで、、、、小売小売小売小売店店店店がががが様様様様々々々々なななな取取取取りりりり組組組組みをすることによってみをすることによってみをすることによってみをすることによって、、、、住住住住民自民自民自民自身身身身もももも変変変変わってわってわってわってくくくくるしるしるしるし、、、、ままままたたたた事事事事業業業業者者者者のののの方方方方々々々々もももも変変変変わってわってわってわってくくくくるのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと言言言言うねらいのうねらいのうねらいのうねらいの下下下下、、、、このこのこのこの制度制度制度制度をををを進進進進めているめているめているめている次次次次第第第第ですですですです。。。。環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい取取取取りりりり組組組組みをしているみをしているみをしているみをしている店店店店舗舗舗舗、、、、事事事事業所業所業所業所にににに対対対対してはエしてはエしてはエしてはエココココショップとしてショップとしてショップとしてショップとして認定認定認定認定しししし、、、、住住住住民民民民のののの方方方方々々々々にににに対対対対するするするする啓啓啓啓発発発発、、、、ままままたはたはたはたは自自自自らのリサイクルといったらのリサイクルといったらのリサイクルといったらのリサイクルといった取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行なってなってなってなって頂頂頂頂こうとこうとこうとこうと考考考考えておりえておりえておりえておりまままますすすす。。。。住住住住民民民民のののの方方方方においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、買買買買いいいい物物物物をするをするをするをする段階段階段階段階でででで気気気気をををを付付付付けていこうというけていこうというけていこうというけていこうという意識意識意識意識をををを持持持持ってってってって頂頂頂頂くくくく事事事事をををを期待期待期待期待しておりしておりしておりしておりまままますしすしすしすし、、、、事事事事業業業業者者者者のののの方方方方においてはにおいてはにおいてはにおいては住住住住民民民民のののの反反反反応応応応をダイをダイをダイをダイレレレレクトにクトにクトにクトに受受受受けけけけ取取取取ってってってって頂頂頂頂きたいというようなきたいというようなきたいというようなきたいというような目目目目的的的的でででで進進進進めているめているめているめている事事事事業業業業ですですですです。。。。ままままたたたた、、、、様様様様々々々々なななな取取取取りりりり組組組組みをされているとみをされているとみをされているとみをされていると
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こここころろろろについてはについてはについてはについては県県県県民会民会民会民会儀儀儀儀においてもにおいてもにおいてもにおいても表表表表彰彰彰彰制度制度制度制度もももも作作作作っておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。さらにさらにさらにさらに環境環境環境環境教教教教育育育育についてについてについてについてはははは、、、、情情情情報報報報のののの提提提提供供供供、、、、啓啓啓啓発発発発をおこないをおこないをおこないをおこない、、、、子子子子どどどどもエもエもエもエココココクラブといったクラブといったクラブといったクラブといった取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの中中中中でででで、、、、子子子子どどどどもともともともとふふふふれあいながられあいながられあいながられあいながら環境環境環境環境教教教教育育育育をををを進進進進めていこうといっためていこうといっためていこうといっためていこうといった啓啓啓啓発活動発活動発活動発活動をををを行行行行っておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。昨昨昨昨年年年年度度度度よりよりよりより国連大学国連大学国連大学国連大学とととと連連連連携携携携をとりながらゼロエミッションというをとりながらゼロエミッションというをとりながらゼロエミッションというをとりながらゼロエミッションという考考考考ええええ方方方方をををを取取取取りりりり込込込込みながらみながらみながらみながら、、、、県県県県のののの柱柱柱柱ににににしてしてしてして進進進進めてめてめてめてままままいりいりいりいりまままましたしたしたした。。。。                    平平平平成成成成１２１２１２１２年年年年度度度度私私私私どどどどものものものもの部部部部はははは環境環境環境環境部部部部とととと申申申申しておりしておりしておりしておりまままましたがしたがしたがしたが、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学よりよりよりより坂坂坂坂本本本本先生先生先生先生をおをおをおをお迎迎迎迎えしえしえしえし、、、、部部部部のトップセミナーとしてのトップセミナーとしてのトップセミナーとしてのトップセミナーとして課課課課長補長補長補長補佐佐佐佐以上以上以上以上のののの幹幹幹幹部部部部職員職員職員職員にににに対対対対ししししまままましてしてしてして研研研研修修修修会会会会をををを開催開催開催開催しししし、、、、ゼロエミッションといったゼロエミッションといったゼロエミッションといったゼロエミッションといった考考考考ええええ方方方方にににに対対対対するするするする啓啓啓啓発発発発をををを行行行行なわなわなわなわせせせせてててて頂頂頂頂ききききまままましたしたしたした。。。。            ままままたたたた、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向けたけたけたけた組織組織組織組織整備整備整備整備といったことでといったことでといったことでといったことで、、、、昨昨昨昨年年年年度度度度私私私私どどどどもはもはもはもは県県県県のののの中中中中でででで環境環境環境環境整備整備整備整備課課課課とととと申申申申ししししまままましてしてしてして、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを扱扱扱扱っているっているっているっている部部部部署署署署ででででごごごござざざざいいいいまままましたがしたがしたがしたが、「、「、「、「循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進チチチチームームームーム」」」」をををを設設設設置置置置いたしいたしいたしいたしまままましたしたしたした。。。。このこのこのこのチチチチームのームのームのームの特特特特色色色色とととと致致致致ししししまままましてはしてはしてはしては、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの部部部部局局局局担当担当担当担当者者者者だだだだけではなけではなけではなけではなくくくく、、、、土土土土木部木部木部木部局局局局のののの担当担当担当担当者者者者、、、、農農農農林林林林部部部部局局局局のののの担当担当担当担当者者者者等等等等、、、、ささささままままざざざざままままなななな部部部部署署署署のののの担当担当担当担当もももも併併併併任任任任でででで入入入入ってってってって頂頂頂頂きききき、、、、循循循循環型社会推進環型社会推進環型社会推進環型社会推進にににに向向向向けたけたけたけた検討検討検討検討をををを進進進進めてきたとこめてきたとこめてきたとこめてきたところろろろですですですです。。。。今今今今年年年年度度度度からはからはからはからは、、、、さらにさらにさらにさらに組織組織組織組織がががが強化強化強化強化さささされれれれまままましてしてしてして、、、、環境環境環境環境局局局局といったといったといったといった部部部部局局局局がががが設立設立設立設立されされされされ、、、、そそそそのののの中中中中にににに循環型社会推進課循環型社会推進課循環型社会推進課循環型社会推進課がががが設設設設置置置置されされされされまままましたしたしたした。。。。            今後今後今後今後のののの課題課題課題課題としとしとしとしまままましてはしてはしてはしては、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、ままままたたたた、、、、適適適適正正正正なななな処処処処理理理理をををを進進進進めていめていめていめていくくくくためにためにためにために、、、、住住住住民民民民ととととのののの合合合合意意意意がががが課題課題課題課題となっているとことなっているとことなっているとことなっているところろろろですですですです。。。。ままままたたたた、、、、法法法法的的的的なななな課題課題課題課題といたしといたしといたしといたしまままましてしてしてして、、、、国国国国においてもにおいてもにおいてもにおいても現現現現在在在在検討検討検討検討されておりされておりされておりされておりまままますがすがすがすが、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの定定定定義義義義、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの区区区区分分分分ななななどどどどもももも現現現現状状状状ではではではでは分分分分かりにかりにかりにかりにくくくくくくくくななななっていることがっていることがっていることがっていることが挙挙挙挙げげげげられられられられまままますすすす。「。「。「。「容器容器容器容器リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法」」」」につきにつきにつきにつきまままましてもしてもしてもしても、、、、かなりかなりかなりかなり成成成成果果果果をををを上上上上げげげげててててききききまままましたがしたがしたがしたが、、、、自治体自治体自治体自治体のののの負負負負担担担担がががが大大大大ききききくくくく、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ市市市市町町町町村村村村においてにおいてにおいてにおいて取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに温温温温度度度度差差差差ががががごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。そそそそういったとこういったとこういったとこういったところろろろををををどどどどのようにしていのようにしていのようにしていのようにしていくくくくかもかもかもかも今後今後今後今後のののの課題課題課題課題としてとしてとしてとして考考考考えられるとこえられるとこえられるとこえられるところろろろでででですすすす。。。。ままままたたたた、、、、事事事事業業業業系系系系一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物もかなりもかなりもかなりもかなり増増増増加加加加しておりしておりしておりしておりまままましてしてしてして、、、、こういったとここういったとここういったとここういったところろろろににににどどどどのようのようのようのようにににに対対対対応応応応していしていしていしていくくくくかということもかということもかということもかということも課題課題課題課題ののののひひひひとつですとつですとつですとつです。。。。資源化資源化資源化資源化ルートルートルートルート、、、、適適適適正正正正なななな処処処処理理理理ルートルートルートルート等等等等をををを明明明明確確確確にしていにしていにしていにしていくくくくのもわれわれのもわれわれのもわれわれのもわれわれ行政行政行政行政のののの大大大大きなきなきなきな責務責務責務責務とととと考考考考えておりえておりえておりえておりまままますすすす。。。。ままままたたたた、、、、事事事事業業業業者者者者のみならのみならのみならのみならずずずず、、、、消消消消費者費者費者費者、、、、県県県県民市民民市民民市民民市民のののの立立立立場場場場でのでのでのでの排出排出排出排出責任責任責任責任といったものもといったものもといったものもといったものも明明明明確確確確にしていにしていにしていにしていくくくく必必必必要要要要があるのでがあるのでがあるのでがあるのではないかはないかはないかはないか、、、、経経経経費負費負費負費負担担担担といっといっといっといったたたた面面面面からもからもからもからも明明明明確確確確にしていにしていにしていにしていくくくく必必必必要要要要があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと感感感感じじじじておておておておりりりり、、、、排出排出排出排出者者者者としてのとしてのとしてのとしての自自自自己責任己責任己責任己責任もももも徹徹徹徹底底底底していしていしていしていくくくく事事事事ももももややややはりはりはりはり必必必必要要要要とととと思思思思われわれわれわれまままますすすす。。。。ままままたたたた、、、、消消消消費者費者費者費者のののの責任責任責任責任といったものをといったものをといったものをといったものを啓啓啓啓発発発発していしていしていしていくくくく必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると思思思思っておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。ルールルールルールルール、、、、ルートルートルートルート、、、、仕仕仕仕組組組組みみみみ作作作作りりりり等等等等もももも、、、、経済構経済構経済構経済構造造造造がががが伴伴伴伴わないとわないとわないとわないと進進進進ままままないというとこないというとこないというとこないというところろろろもももも感感感感じじじじているとこているとこているとこているところろろろででででごごごござざざざいいいいまままますのですのですのですので、、、、そそそそういったういったういったういった事事事事からもからもからもからも消消消消費者費者費者費者のののの意識意識意識意識をををを高高高高めるといっためるといっためるといっためるといった事事事事ではではではでは経済的経済的経済的経済的なななな負負負負担担担担というもというもというもというものものものものも考考考考えていえていえていえていくくくく必必必必要要要要があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと思思思思っておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。しかししかししかししかし、、、、消消消消費者責任費者責任費者責任費者責任というこというこというこということでとでとでとで何何何何もかももかももかももかも負負負負担担担担ささささせせせせるのかということになってしるのかということになってしるのかということになってしるのかということになってしままままいいいいまままますがすがすがすが、、、、行政行政行政行政としとしとしとしまままましてはしてはしてはしては弱弱弱弱者者者者にににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、配慮配慮配慮配慮もももも必必必必要要要要になってになってになってになってくくくくるのかなとるのかなとるのかなとるのかなと感感感感じじじじておりておりておりておりまままますすすす。。。。ままままたたたた徳島県徳島県徳島県徳島県のののの中中中中でもでもでもでも大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題ですがですがですがですが、、、、適切適切適切適切なななな資源処資源処資源処資源処理理理理施設施設施設施設がががが不不不不足足足足しているとしているとしているとしていると感感感感じじじじておりておりておりており、、、、これもこれもこれもこれも大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題ののののひひひひとつですとつですとつですとつです。。。。ままままたたたた、、、、事事事事業業業業者間者間者間者間でもでもでもでも情情情情報報報報交交交交換換換換をうをうをうをうまくまくまくまく使使使使うことによってうことによってうことによってうことによって物物物物のののの適切適切適切適切なななな利用利用利用利用方方方方法法法法がががが見見見見つかるつかるつかるつかる場場場場合合合合がががが多多多多いといといといと思思思思われるがわれるがわれるがわれるが、、、、そそそそのののの部部部部分分分分もももも上上上上手手手手くくくくいっていないといっていないといっていないといっていないと思思思思われるためわれるためわれるためわれるため、、、、そそそそこのこのこのこの整備整備整備整備もももも必必必必要要要要かとかとかとかと思思思思われわれわれわれまままますすすす。。。。            容器容器容器容器リサイクルについてはかなりのリサイクルについてはかなりのリサイクルについてはかなりのリサイクルについてはかなりの部部部部分分分分でででで効効効効果果果果をあをあをあをあげげげげておりておりておりておりまままますがすがすがすが、、、、市市市市町町町町村村村村のののの負負負負担担担担がががが大大大大きいとこきいとこきいとこきいところろろろでネックになっておりでネックになっておりでネックになっておりでネックになっておりまままますすすす。。。。そそそそういったういったういったういった費費費費用用用用負負負負担担担担のののの面面面面からからからから、、、、ままままたたたた、、、、拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者者者者責任責任責任責任といったとこといったとこといったとこといったところろろろでででで、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの事事事事業業業業者者者者のののの方方方方々々々々のののの責任責任責任責任をををを大大大大ききききくくくくすべきではないかとすべきではないかとすべきではないかとすべきではないかと思思思思っっっっておりておりておりておりまままますすすす    
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        最後最後最後最後になりになりになりになりまままますがすがすがすが、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県のゼロエミッションへののゼロエミッションへののゼロエミッションへののゼロエミッションへの取取取取りりりり組組組組みというみというみというみという事事事事でででで、、、、今今今今年年年年度度度度はははは「「「「廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ゼロゼロゼロゼロ社会社会社会社会作作作作りりりり推進推進推進推進事事事事業業業業」」」」といったものをといったものをといったものをといったものを制定制定制定制定いたしいたしいたしいたしまままましてしてしてして、、、、事事事事業展開業展開業展開業展開をををを行行行行なっておりなっておりなっておりなっておりまままますすすす。。。。８８８８月月月月８８８８日日日日にはにはにはには徳島県徳島県徳島県徳島県のののの中中中中にににに「「「「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション推進検討推進検討推進検討推進検討委委委委員員員員会会会会」」」」をををを設設設設置置置置いたしいたしいたしいたしままままししししたたたた。。。。事事事事業業業業者者者者、、、、住住住住民民民民のののの方方方方々々々々にもにもにもにも参加参加参加参加頂頂頂頂ききききまままましてしてしてして、、、、議議議議論論論論をををを頂戴頂戴頂戴頂戴いたしいたしいたしいたしまままましたしたしたした。。。。ままままたたたた９９９９月月月月２０２０２０２０日日日日にはにはにはには、、、、ゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッションに係係係係るるるる御御御御教教教教授授授授をををを頂頂頂頂くくくくということでということでということでということで、、、、東京東京東京東京におきにおきにおきにおきまままましてしてしてして「「「「徳島徳島徳島徳島エエエエココココタタタタウウウウンンンン東京東京東京東京懇懇懇懇話会話会話会話会」」」」をををを開催開催開催開催ささささせせせせてててて頂頂頂頂くくくく予予予予定定定定になっておりになっておりになっておりになっておりまままますすすす。。。。本本本本格格格格的的的的にはにはにはには今今今今年年年年度度度度よりよりよりより、、、、ゼゼゼゼロエミッションロエミッションロエミッションロエミッション推進推進推進推進ということでということでということでということで取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを始始始始めたとこめたとこめたとこめたところろろろですですですです。。。。このようにこのようにこのようにこのように色色色色々々々々なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを通通通通してしてしてして、、、、県県県県民民民民のののの方方方方々々々々、、、、事事事事業業業業者者者者のののの方方方方々々々々等等等等へのへのへのへの更更更更なるなるなるなる情情情情報報報報発発発発信信信信をををを行行行行なっていきたいとなっていきたいとなっていきたいとなっていきたいと思思思思っっっっておりておりておりておりまままますすすす。。。。            ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいいいいまままましたしたしたした。。。。        司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））    有有有有りりりり難難難難ううううごごごござざざざいいいいまままましたしたしたした。。。。引引引引きききき続続続続ききききまままましてしてしてして、、、、山山山山形形形形県県県県立立立立川町川町川町川町のののの阿阿阿阿部部部部環境環境環境環境衛衛衛衛生生生生係係係係長長長長からからからからごごごご講演講演講演講演ををををおおおお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしまままますすすす。。。。        阿阿阿阿部部部部    係係係係長長長長            私私私私どどどどものものものもの町町町町ではではではでは昭昭昭昭和和和和６３６３６３６３年年年年ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから生生生生ゴゴゴゴミをたいミをたいミをたいミをたい肥肥肥肥化化化化するするするする施設施設施設施設をををを作作作作りりりり、、、、たいたいたいたい肥肥肥肥生生生生産産産産をををを行行行行ったったったったりりりり、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電にににに関関関関ししししまままましてはしてはしてはしては全国全国全国全国にににに先先先先駆駆駆駆けておりけておりけておりけており、、、、現現現現在在在在ではではではでは風風風風力発力発力発力発電電電電ののののメメメメッッッッカカカカとととと言言言言われるわれるわれるわれるままままでになっておりでになっておりでになっておりでになっておりまままますがすがすがすが、「、「、「、「これらのこれらのこれらのこれらの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを是是是是非非非非ここでここでここでここで」」」」というおというおというおというお話話話話をををを頂頂頂頂ききききままままししししたのでたのでたのでたので、、、、そそそそれとれとれとれと関連関連関連関連してしてしてして最最最最近近近近進進進進めておりめておりめておりめておりまままますすすす、、、、環境環境環境環境ままままちちちちづづづづくくくくりについてのりについてのりについてのりについての考考考考ええええ方方方方ををををごごごご紹介紹介紹介紹介ささささせせせせてててて頂頂頂頂きたいときたいときたいときたいと存存存存じまじまじまじますすすす。。。。            わたしはわたしはわたしはわたしは今今今今のののの部部部部署署署署にににに来来来来るるるる前前前前はははは１０１０１０１０年年年年ほほほほどどどど、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電のののの導導導導入入入入をををを担当担当担当担当いたしておりいたしておりいたしておりいたしておりまままましてしてしてして、、、、ちちちちょょょょううううどどどどひひひひとととと区区区区切切切切りついたとこりついたとこりついたとこりついたところろろろでででで、、、、今度今度今度今度はははは環境環境環境環境のののの係係係係りをりをりをりを作作作作るのでるのでるのでるのでそそそそこにこにこにこに行行行行ってってってって計画計画計画計画をたをたをたをたてなさいということでてなさいということでてなさいということでてなさいということで、、、、環境環境環境環境にににに係係係係るるるる基基基基本構想本構想本構想本構想というものをというものをというものをというものを作作作作らさらさらさらさせせせせてててて頂頂頂頂ききききまままましたしたしたした。。。。環境環境環境環境条条条条例例例例やややや環環環環境境境境基基基基本計画本計画本計画本計画はははは、、、、役役役役所所所所がつがつがつがつくくくくってってってって町町町町民民民民にににに「「「「これをこれをこれをこれをややややりなさいりなさいりなさいりなさい」」」」というのがこれというのがこれというのがこれというのがこれままままでででで多多多多かったようにかったようにかったようにかったように感感感感じまじまじまじますがすがすがすが、、、、そそそそういうういうういうういう形形形形ではなではなではなではなくくくく、、、、1111年年年年間間間間余余余余裕裕裕裕をををを頂頂頂頂ききききまままましてしてしてして、、、、ワークショップワークショップワークショップワークショップをををを行行行行なったりなったりなったりなったり、、、、シンシンシンシンポポポポジジジジウウウウムをムをムをムを行行行行なったりというなったりというなったりというなったりという事事事事でででで町町町町民民民民のののの皆皆皆皆ささささんんんんとととと意見意見意見意見交交交交換換換換をををを持持持持ちちちちながながながながらららら環境環境環境環境にににに係係係係るるるる基基基基本構想本構想本構想本構想をつをつをつをつくくくくららららせせせせてててて頂頂頂頂ききききまままましたのでしたのでしたのでしたので、、、、そそそそのののの辺辺辺辺もももも含含含含めてめてめてめて説説説説明明明明ささささせせせせてててて頂頂頂頂ききききまままますすすす。。。。            ままままずずずず、、、、立立立立川町川町川町川町のののの概概概概況況況況ですがですがですがですが、、、、山山山山形形形形県県県県のののの北北北北西西西西部部部部、「、「、「、「庄庄庄庄内内内内平平平平野野野野」」」」というというというという大大大大きいきいきいきい平平平平野野野野のののの東東東東南南南南部部部部にににに位位位位置置置置しておりしておりしておりしておりまままましてしてしてして、、、、日日日日本本本本海海海海側側側側からはからはからはからは３０３０３０３０kmkmkmkm ほほほほどどどど中中中中にににに入入入入ったとこったとこったとこったところろろろにににに位位位位置置置置ししししまままますすすす。。。。中中中中山間山間山間山間地地地地域域域域とととと平平平平野野野野部部部部とととと両方両方両方両方持持持持っていっていっていっているといったるといったるといったるといった土土土土地地地地ででででごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。主主主主要産業要産業要産業要産業はははは良質米良質米良質米良質米のののの        「「「「庄庄庄庄内米内米内米内米」」」」ということでおということでおということでおということでお米米米米がががが主主主主となっておりとなっておりとなっておりとなっておりまままますすすす。。。。人人人人口口口口はははは７２４４７２４４７２４４７２４４名名名名、、、、世世世世帯帯帯帯数数数数はははは１１１１８８８８００００００００世世世世帯帯帯帯ほほほほどどどどですですですです。。。。土土土土地利用地利用地利用地利用はははは、、、、田田田田畑畑畑畑、、、、宅宅宅宅地地地地、、、、残残残残りのりのりのりの８８８８００００％％％％ほほほほどどどどはははは山山山山林林林林というというというという地地地地域域域域ですですですです。。。。            環境環境環境環境にににに関関関関するするするする基基基基本本本本方針方針方針方針はははは、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電とゼロエミッションをとゼロエミッションをとゼロエミッションをとゼロエミッションを組組組組みみみみ合合合合わわわわせせせせたたたた事事事事業業業業をををを進進進進めめめめ、、、、小小小小さなさなさなさな地地地地域域域域社会社会社会社会からからからから地球環境課題地球環境課題地球環境課題地球環境課題へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦をしていこうというをしていこうというをしていこうというをしていこうという考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。    もともともともともともともともと風風風風力発力発力発力発電電電電もたいもたいもたいもたい肥肥肥肥生生生生産産産産センターもセンターもセンターもセンターも循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを意識意識意識意識してしてしてして造造造造ったものではったものではったものではったものではごごごござざざざいいいいませませませませんんんん。。。。風風風風力発力発力発力発電電電電にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、町町町町おこしおこしおこしおこし的発想的発想的発想的発想からからからから始始始始ままままりりりりまままましたしたしたした。。。。生生生生ごごごごみリサイクみリサイクみリサイクみリサイクルのたいルのたいルのたいルのたい肥肥肥肥生生生生産産産産センターセンターセンターセンターにつきにつきにつきにつきまままましてもしてもしてもしても農農農農業業業業振興振興振興振興のののの観観観観点点点点からでしてからでしてからでしてからでして、、、、土壌土壌土壌土壌改改改改良良良良をしていかなけれをしていかなけれをしていかなけれをしていかなければばばば土土土土のののの力力力力はははは落落落落ちちちちてててていいいいくくくくというというというという農農農農林林林林サイサイサイサイドドドドのののの立立立立場場場場でのでのでのでの発想発想発想発想からからからから始始始始ままままりりりりまままましたしたしたした。。。。これらのこれらのこれらのこれらの２２２２つのつのつのつの事事事事業業業業はははは担当課担当課担当課担当課がががが別別別別でででで、、、、ばばばばららららばばばばらにらにらにらに事事事事業業業業をををを進進進進めてきたわけですがめてきたわけですがめてきたわけですがめてきたわけですが、、、、そそそそれらのれらのれらのれらの事事事事業業業業をををを整備整備整備整備してしてしてして今後今後今後今後のののの環境環境環境環境ままままちちちち
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づづづづくくくくりをりをりをりをどどどどのようにのようにのようにのように考考考考えていえていえていえていくくくくのかというのかというのかというのかという事事事事でででで、、、、基基基基本構想本構想本構想本構想をををを作作作作りりりりままままししししょょょょうといううといううといううという話話話話になりになりになりになりまままましたしたしたした。。。。構想構想構想構想をををを作作作作りりりり上上上上げげげげたのがたのがたのがたのが、、、、平平平平成成成成１２１２１２１２年年年年度度度度ですですですです。。。。資資資資料料料料ににににごごごござざざざいいいいまままますすすす環境環境環境環境樹樹樹樹につきにつきにつきにつきままままししししてはてはてはては、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション構想構想構想構想にににに携携携携わっていらっしわっていらっしわっていらっしわっていらっしゃゃゃゃいいいいまままますすすす千葉千葉千葉千葉商商商商科大学科大学科大学科大学三橋先生三橋先生三橋先生三橋先生のものをのものをのものをのものを参参参参考考考考にににに、、、、立立立立川町川町川町川町版版版版をををを作作作作成成成成ししししまままましたしたしたした。。。。ここにはここにはここにはここには４４４４つのつのつのつの大大大大きなきなきなきな柱柱柱柱ががががごごごござざざざいいいいまままますがすがすがすが、、、、１１１１つめはつめはつめはつめは自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの導導導導入入入入ということでということでということでということで、、、、すでにすでにすでにすでに風風風風力発力発力発力発電電電電のののの導導導導入入入入がががが進進進進んんんんでおりでおりでおりでおりまままますがすがすがすが、、、、そそそそのののの他他他他のののの自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギギギギーについてもーについてもーについてもーについても考考考考えていきえていきえていきえていきままままししししょょょょうううう、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ地地地地域域域域密密密密着着着着型型型型のののの発発発発電電電電所所所所というというというという事事事事をををを考考考考えておりえておりえておりえておりまままますすすす。。。。２２２２つめはつめはつめはつめは自自自自然然然然とのとのとのとの共生共生共生共生というというというという観観観観点点点点ですがですがですがですが、、、、もともともともともともともともと立立立立川町川町川町川町はははは自自自自然然然然がががが豊豊豊豊富富富富ですしですしですしですし、、、、町町町町をををを流流流流れるれるれるれる立立立立谷谷谷谷沢沢沢沢川川川川もももも１０１０１０１０数数数数年年年年来県来県来県来県内内内内河河河河川川川川のののの水質水質水質水質トップをトップをトップをトップを維維維維持持持持しておりしておりしておりしており、「、「、「、「清清清清流流流流のののの町町町町」」」」ともともともとも言言言言われておりわれておりわれておりわれておりまままますすすす。。。。このこのこのこの他他他他にもにもにもにも自自自自然然然然とのとのとのとの共生共生共生共生をはかっていこうということでをはかっていこうということでをはかっていこうということでをはかっていこうということで色色色色々々々々なななな「「「「守守守守るるるる会会会会」」」」ががががごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。３３３３点目点目点目点目としてとしてとしてとしてゼロエミッションということでゼロエミッションということでゼロエミッションということでゼロエミッションということで、、、、たいたいたいたい肥肥肥肥生生生生産産産産セセセセンターンターンターンター中中中中心心心心としたとしたとしたとした農農農農業業業業振興振興振興振興とととと、、、、資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会をををを各各各各企企企企業業業業、、、、町町町町民民民民のののの中中中中にもにもにもにも広広広広めていこうといめていこうといめていこうといめていこうというものでうものでうものでうものでごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。４４４４つめはつめはつめはつめは環境環境環境環境ままままちちちちづづづづくくくくりということでりということでりということでりということで、、、、各各各各種種種種事事事事業業業業をををを行行行行なっておりなっておりなっておりなっておりまままますすすす。。。。これらこれらこれらこれら４４４４つのつのつのつの考考考考ええええ方方方方をををを基基基基にににに、、、、各各各各個別個別個別個別のののの町町町町づづづづくくくくりプロジェクトをりプロジェクトをりプロジェクトをりプロジェクトを推進中推進中推進中推進中というのがというのがというのがというのが現現現現状状状状ですですですです。。。。このこのこのこの基基基基本的本的本的本的なななな計画計画計画計画のののの具具具具体的体的体的体的内内内内容容容容についてについてについてについて、、、、数数数数値値値値目標目標目標目標をををを立立立立てておりてておりてておりてておりまままますすすす。。。。生生生生活廃活廃活廃活廃水水水水処処処処理理理理施設施設施設施設のののの整備整備整備整備率率率率はははは、、、、まだまだまだまだ現現現現状状状状５５５５７７７７％％％％程度程度程度程度しかしかしかしか行行行行われておりわれておりわれておりわれておりませませませませんんんん。。。。最最最最近近近近進進進進められておりめられておりめられておりめられておりまままますすすす、、、、公共下公共下公共下公共下水水水水道道道道事事事事業業業業、、、、農農農農業業業業集集集集落落落落排排排排水水水水事事事事業業業業、、、、そそそそれでれでれでれでカバカバカバカバーできないーできないーできないーできない部部部部分分分分についてについてについてについてはははは個個個個人人人人住住住住宅宅宅宅のののの合合合合併併併併処処処処理理理理浄浄浄浄化化化化槽槽槽槽設設設設置補置補置補置補助事助事助事助事業業業業ということでということでということでということで、、、、各各各各家家家家庭庭庭庭においてにおいてにおいてにおいて浄浄浄浄化処化処化処化処理理理理設設設設備備備備をををを設設設設置置置置してしてしてして頂頂頂頂くくくくというというというという事事事事でででで水質保水質保水質保水質保全全全全をををを目標目標目標目標としていとしていとしていとしていまままますすすす。。。。現現現現段階段階段階段階ではではではでは８８８８６６６６％％％％をををを目標目標目標目標としておりとしておりとしておりとしておりまままますがすがすがすが、、、、ここでここでここでここで目標目標目標目標としておりとしておりとしておりとしておりまままますのはすのはすのはすのは、、、、平平平平成成成成１７１７１７１７年年年年をををを目標目標目標目標としたとしたとしたとした数数数数値値値値とととと見見見見てててて頂頂頂頂きたいときたいときたいときたいと存存存存じまじまじまじますすすす。。。。２２２２点目点目点目点目ががががごごごごみのリサイクルみのリサイクルみのリサイクルみのリサイクル率率率率ということでということでということでということで現現現現在在在在比比比比率率率率はははは５５５５２２２２％％％％でででで、、、、そそそそれをれをれをれを６０６０６０６０％％％％にしていきにしていきにしていきにしていきままままししししょょょょうといううといううといううという考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。立立立立川町川町川町川町でなでなでなでなぜぜぜぜこれこれこれこれだだだだけのけのけのけの数数数数値値値値がががが出出出出るのかというるのかというるのかというるのかという事事事事ですがですがですがですが、、、、生生生生ゴゴゴゴミについてはミについてはミについてはミについては一一一一般家般家般家般家庭庭庭庭ののののごごごごみみみみ全全全全量量量量たいたいたいたい肥肥肥肥センターにセンターにセンターにセンターに運運運運びびびびまままますすすす。。。。商商商商店店店店とととと一一一一部部部部スーパースーパースーパースーパー等等等等にににについてもついてもついてもついても自分自分自分自分たたたたちちちちでででで搬搬搬搬入入入入してしてしてしてくだくだくだくだされされされさればばばば受受受受けけけけ入入入入れれれれまままますすすす。。。。但但但但しししし、、、、特特特特殊殊殊殊なななな食品食品食品食品等等等等についてはについてはについてはについては協協協協議議議議のののの上上上上判判判判断断断断ささささせせせせてててて頂頂頂頂くくくくというというというという形形形形式式式式をををを取取取取っておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。一一一一般家般家般家般家庭庭庭庭においてはにおいてはにおいてはにおいては週週週週２２２２回回回回、、、、収集運収集運収集運収集運搬搬搬搬いういういういう形形形形をををを取取取取っておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。最最最最近特近特近特近特にににに力力力力をををを入入入入れているのがれているのがれているのがれているのが、、、、古紙古紙古紙古紙類類類類ででででごごごござざざざいいいいまままましてしてしてして、、、、集集集集団団団団回収回収回収回収でででで新新新新聞聞聞聞雑雑雑雑誌誌誌誌、、、、包装包装包装包装紙紙紙紙、、、、紙紙紙紙袋袋袋袋、、、、おおおお菓菓菓菓子子子子のののの箱箱箱箱等等等等についてもについてもについてもについても収集収集収集収集をををを進進進進めようというめようというめようというめようという事事事事でででで、、、、集集集集団団団団回収回収回収回収のののの他他他他にににに、、、、ゴゴゴゴミミミミ集集集集積所積所積所積所でででで月月月月１１１１回収集回収集回収集回収集をするといったようなをするといったようなをするといったようなをするといったような事事事事もももも、、、、現現現現在考在考在考在考えておりえておりえておりえておりまままますすすす。。。。このようなこのようなこのようなこのような種種種種々々々々のののの施策施策施策施策のののの推進推進推進推進のののの結果結果結果結果、、、、６０６０６０６０％％％％にににに持持持持っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと考考考考えておりえておりえておりえておりまままますすすす。。。。３３３３点目点目点目点目はははは新新新新エネエネエネエネ電電電電力力力力のののの比比比比率率率率でででで、、、、現現現現在在在在風風風風力発力発力発力発電電電電がががが９９９９基基基基ありありありありまままますがすがすがすが、、、、町町町町でででで使使使使うううう全全全全電電電電力力力力量量量量約約約約２２００２２００２２００２２００万万万万kWhkWhkWhkWhのののの３０３０３０３０％％％％をををを風風風風力発力発力発力発電電電電でででで賄賄賄賄っておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。そそそそれをれをれをれを、、、、第第第第２２２２期期期期計画計画計画計画のののの推進推進推進推進によりによりによりにより、、、、４２４２４２４２．．．．５５５５％％％％ままままであであであであげまげまげまげまししししょょょょうといううといううといううという事事事事をををを考考考考えておりえておりえておりえておりまままますすすす。。。。これもこれもこれもこれもややややはりはりはりはり、、、、完完完完全自立全自立全自立全自立ですというですというですというですという訳訳訳訳ではではではではごごごござざざざいいいいませませませませんんんんがががが、、、、年年年年間間間間のののの総発総発総発総発電量電量電量電量をををを１００１００１００１００％％％％ままままでででで持持持持っていきたいというのがっていきたいというのがっていきたいというのがっていきたいというのが最終目標最終目標最終目標最終目標ですですですです。。。。そそそそれにれにれにれに付随付随付随付随ししししまままましてしてしてして、、、、二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素のののの削減削減削減削減ででででごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。これにつきこれにつきこれにつきこれにつきまままましてはしてはしてはしては、、、、立立立立川町川町川町川町としとしとしとしまままましてはしてはしてはしては１９９０１９９０１９９０１９９０年年年年レベレベレベレベルからルからルからルから１２１２１２１２．．．．７７７７％％％％をををを削減削減削減削減いたしいたしいたしいたしまままますというすというすというすという目標目標目標目標をををを作作作作っておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。このこのこのこの４４４４つについてはつについてはつについてはつについては具具具具体的体的体的体的数数数数字字字字をををを達達達達成成成成しようというしようというしようというしようという取取取取りりりり組組組組みでみでみでみで、、、、計画計画計画計画をたてておりをたてておりをたてておりをたてておりまままますすすす。。。。            ゼロエミッションとのゼロエミッションとのゼロエミッションとのゼロエミッションとの関係関係関係関係ですがですがですがですが、、、、田田田田舎舎舎舎のののの町町町町ででででごごごござざざざいいいいまままますからすからすからすから、、、、事事事事業業業業としてとしてとしてとしてややややりりりりややややすいすいすいすい事事事事もありもありもありもありまままますしすしすしすし、、、、逆逆逆逆ににににややややりにりにりにりにくくくくいいいい事事事事もありもありもありもありまままますすすす。。。。そそそそういったういったういったういった特特特特色色色色をををを生生生生かしたかしたかしたかした取取取取りりりり組組組組みみみみ方方方方ををををしていきしていきしていきしていきままままししししょょょょうといううといううといううという考考考考ええええ方方方方ででででごごごござざざざいいいいまままましてしてしてして、、、、そそそそのののの柱柱柱柱になるのはになるのはになるのはになるのは、、、、地地地地域域域域資源循環資源循環資源循環資源循環システシステシステシステムでムでムでムで、、、、町町町町からでるからでるからでるからでる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をゼロにをゼロにをゼロにをゼロに近近近近づけるというづけるというづけるというづけるという事事事事ですですですです。。。。二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素をゼロにをゼロにをゼロにをゼロに近近近近づけるとづけるとづけるとづけるということもいうこともいうこともいうことも目標目標目標目標にするというにするというにするというにするという意意意意味味味味でもでもでもでも、、、、自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの利用利用利用利用とととと地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化対策化対策化対策化対策というというというという事事事事
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をををを考考考考えておりえておりえておりえておりまままますしすしすしすし、、、、町町町町民民民民レベレベレベレベルでルでルでルで、、、、家家家家庭庭庭庭のののの中中中中でででで、、、、環境環境環境環境にににに与与与与えるえるえるえる負負負負荷荷荷荷をできるをできるをできるをできるだだだだけけけけ少少少少ななななくくくくしていきしていきしていきしていきままままししししょょょょうといううといううといううという考考考考ええええ方方方方からからからから、、、、環境環境環境環境ままままちちちちづづづづくくくくりについてもりについてもりについてもりについても一一一一緒緒緒緒にににに進進進進めていってめていってめていってめていって、、、、町町町町民民民民のののの参加参加参加参加をををを得得得得ながらながらながらながら、、、、このこのこのこの３３３３つのつのつのつの柱柱柱柱でゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションを考考考考えておりえておりえておりえておりまままますすすす。。。。        循環循環循環循環システムについてはシステムについてはシステムについてはシステムについては、、、、後後後後ほほほほどどどど説説説説明明明明いたしいたしいたしいたしまままますすすす、、、、生生生生ゴゴゴゴミのたいミのたいミのたいミのたい肥肥肥肥化化化化のののの推進推進推進推進、、、、そそそそれにリれにリれにリれにリサイクルサイクルサイクルサイクル活動活動活動活動のののの推進推進推進推進といったことでといったことでといったことでといったことで、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げまげまげまげましたしたしたした古紙古紙古紙古紙回収回収回収回収のののの立立立立川川川川システムといシステムといシステムといシステムというものをうものをうものをうものを検討検討検討検討しておりしておりしておりしておりまままますすすす。。。。ままままたたたた、、、、ババババイオデイオデイオデイオディィィィーゼルーゼルーゼルーゼル燃料燃料燃料燃料のののの利用検討利用検討利用検討利用検討やややや、、、、山山山山林林林林がががが多多多多いのでいのでいのでいので間間間間伐材伐材伐材伐材におけるにおけるにおけるにおける木木木木質質質質ババババイオイオイオイオママママスススス関係関係関係関係のののの利用検討等利用検討等利用検討等利用検討等もももも今後今後今後今後行行行行なっていきたいとなっていきたいとなっていきたいとなっていきたいと思思思思っておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。    一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処処処処理理理理についてですがについてですがについてですがについてですが、、、、ゴゴゴゴミのミのミのミの全体全体全体全体のののの量量量量はははは７７７７千千千千人人人人くくくくららららいのいのいのいの町町町町ですのでですのでですのでですので、、、、そそそそうううう多多多多くくくくはありはありはありはありませませませませんんんんがががが、、、、ははははややややりりりり少少少少しづつしづつしづつしづつ量量量量はははは増増増増えているというのがえているというのがえているというのがえているというのが実実実実情情情情ですですですです。。。。ゴゴゴゴミのミのミのミの処処処処理理理理のののの仕仕仕仕方方方方についてはについてはについてはについては、、、、１１１１市市市市６６６６町町町町でででで広域広域広域広域のののの処処処処理理理理をしておりをしておりをしておりをしておりまままますすすす。。。。燃燃燃燃ややややすすすすゴゴゴゴミについてはミについてはミについてはミについては、、、、ガガガガスススス化化化化溶溶溶溶融融融融炉炉炉炉ということでということでということでということで一一一一部部部部発発発発電電電電用用用用ガガガガスタースタースタースタービビビビンがンがンがンが入入入入ったものですがったものですがったものですがったものですが、、、、ゴゴゴゴミミミミ処処処処理理理理施設施設施設施設をををを造造造造っておっておっておっておりりりりまままましてしてしてして、、、、来来来来年年年年のののの１１１１月月月月からからからから試試試試運転運転運転運転にににに入入入入るというるというるというるという予予予予定定定定になっておりになっておりになっておりになっておりまままますすすす。。。。生生生生ゴゴゴゴミについてはミについてはミについてはミについては全全全全量量量量たいたいたいたい肥肥肥肥センターにおいてセンターにおいてセンターにおいてセンターにおいて処処処処理理理理をををを致致致致しておりしておりしておりしておりまままますすすす。。。。    次次次次にたいにたいにたいにたい肥肥肥肥生生生生産産産産センターについてセンターについてセンターについてセンターについてごごごご説説説説明明明明いたしいたしいたしいたしまままますすすす。。。。敷敷敷敷地地地地面面面面積積積積がががが５５５５３７６３７６３７６３７６㎡㎡㎡㎡ごごごござざざざいいいいまままましてしてしてして、、、、高速高速高速高速たいたいたいたい肥肥肥肥化化化化方方方方式式式式でででで、、、、約約約約１１１１ヶヶヶヶ月月月月でさらさらでさらさらでさらさらでさらさらとしたとしたとしたとした、、、、たいたいたいたい肥肥肥肥になるになるになるになる工工工工程程程程ですですですです。。。。処処処処理理理理能力能力能力能力、、、、製製製製造造造造能力能力能力能力もももも資資資資料料料料にににに示示示示したとおりですがしたとおりですがしたとおりですがしたとおりですが、、、、昨昨昨昨年年年年増増増増強強強強工工工工事事事事をしたのでをしたのでをしたのでをしたので、、、、年年年年間間間間１３００１３００１３００１３００トンのトンのトンのトンの生生生生産産産産をををを行行行行いいいいまままますすすす。。。。竣竣竣竣工工工工はははは昭昭昭昭和和和和６３６３６３６３年年年年３３３３月月月月でででで現現現現在在在在にいたるにいたるにいたるにいたるままままでででで順順順順調調調調にににに稼稼稼稼動動動動しておりしておりしておりしておりまままますすすす。。。。建建建建設設設設費費費費につきにつきにつきにつきまままましてはしてはしてはしては施設施設施設施設のののの建建建建設設設設でででで３３３３億億億億９９９９千千千千２００２００２００２００万円万円万円万円少少少少々々々々ということでということでということでということで、、、、ううううちちちち２２２２分分分分のののの１１１１はははは農農農農林林林林水水水水産産産産省省省省からのからのからのからの補補補補助助助助がでがでがでがでまままましたがしたがしたがしたが、、、、これはこれはこれはこれは田田田田んぼんぼんぼんぼのののの土壌土壌土壌土壌のののの改善改善改善改善ということがということがということがということが前前前前提提提提ににににごごごござざざざいいいいまままましたのでしたのでしたのでしたので、、、、補補補補助助助助をいたをいたをいたをいただくだくだくだくことができことができことができことができまままましたしたしたした。。。。収収収収支支支支決決決決算算算算はははは施設施設施設施設のののの維維維維持持持持管管管管理理理理がががが町負町負町負町負担担担担でででで約約約約８８８８００００００００万円万円万円万円程程程程、、、、あとはあとはあとはあとは運営運営運営運営についてはについてはについてはについては農農農農協協協協をををを中中中中心心心心としたとしたとしたとした運営運営運営運営協議会協議会協議会協議会にににに委委委委託託託託していしていしていしていまままますがすがすがすが、、、、たたたたいいいい肥肥肥肥のののの売売売売上上上上がががが約約約約１１００１１００１１００１１００万円万円万円万円、、、、トンあたりトンあたりトンあたりトンあたり 1111 万万万万 1111 千千千千円円円円のののの価価価価格格格格ですですですです。。。。そそそそのののの他町他町他町他町からのからのからのからの助助助助成成成成金金金金がががが７００７００７００７００万円万円万円万円ほほほほどどどど入入入入りりりりまままましてしてしてして、、、、全全全全部部部部でででで１１１１８８８８００００００００万円万円万円万円のののの予算予算予算予算になっておりになっておりになっておりになっておりまままますのですのですのですので、、、、助助助助成成成成金金金金でなでなでなでなんんんんとかとかとかとか運営運営運営運営しているといったしているといったしているといったしているといった状況状況状況状況ですですですです。。。。ままままたたたた、、、、トンあたりトンあたりトンあたりトンあたり１１１１万万万万１１１１千千千千円円円円となるとなかなとなるとなかなとなるとなかなとなるとなかなかかかか農家農家農家農家でたいでたいでたいでたい肥肥肥肥にににに使使使使うのはうのはうのはうのは難難難難しいようでしてしいようでしてしいようでしてしいようでして、、、、1111トントントントン５５５５千千千千４００４００４００４００円円円円ほほほほどどどどをををを購入購入購入購入助助助助成成成成金金金金としてとしてとしてとして当当当当てていてていてていてていまままますすすす。。。。大体大体大体大体７００７００７００７００万円万円万円万円ほほほほどどどどのののの赤字赤字赤字赤字になるのでになるのでになるのでになるので、、、、そそそそれでれでれでれで町町町町としてはとしてはとしてはとしては運営助運営助運営助運営助成成成成していしていしていしているといったるといったるといったるといった状況状況状況状況ですですですです。。。。公益公益公益公益性性性性とかとかとかとか、、、、経済経済経済経済性性性性のののの考考考考ええええ方方方方からするとからするとからするとからすると若若若若干干干干問問問問題題題題があるのではないがあるのではないがあるのではないがあるのではないかとかとかとかと感感感感じじじじておりておりておりておりまままますすすす。。。。    最後最後最後最後になりになりになりになりまままますがすがすがすが、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電のののの現現現現状状状状ということでということでということでということでごごごご説説説説明明明明いたしいたしいたしいたしまままますすすす。。。。現現現現在在在在立立立立川町川町川町川町にはにはにはには、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカ製製製製、、、、デンデンデンデンママママークークークーク製製製製あわあわあわあわせせせせてててて９９９９基基基基のののの風風風風力発力発力発力発電電電電機機機機がががが立立立立っておりっておりっておりっており、、、、出力出力出力出力はははは合計合計合計合計３３３３５５５５００００００００ｋｋｋｋWWWW、、、、年年年年間間間間発発発発電量電量電量電量はははは６６６６５５５５７７７７万万万万ｋｋｋｋWWWWｈｈｈｈ、、、、町町町町全体全体全体全体でででで使使使使用用用用するするするする電電電電力力力力のののの３０３０３０３０％％％％前前前前後後後後、、、、一一一一般家般家般家般家庭庭庭庭分分分分ではではではでは１０１０１０１０００００％％％％をををを達達達達成成成成しておりしておりしておりしておりまままますすすす。。。。アアアアメメメメリリリリカカカカ製製製製のののの３３３３台台台台についてはについてはについてはについては町町町町起起起起こしこしこしこし的的的的なななな発想発想発想発想からはからはからはからはじじじじめたもめたもめたもめたものでのでのでのでごごごござざざざいいいいまままましてしてしてして町運営町運営町運営町運営をしておりをしておりをしておりをしておりまままますしすしすしすし、、、、残残残残りのものについてはりのものについてはりのものについてはりのものについては第三第三第三第三セクターセクターセクターセクター方方方方式式式式といといといということでうことでうことでうことで民民民民間間間間のののの方方方方々々々々とととと共同事共同事共同事共同事業業業業でででで運営運営運営運営をををを致致致致しておりしておりしておりしておりまままますすすす。。。。１３１３１３１３年年年年度度度度にににに建建建建設設設設予予予予定定定定のののの１１１１５５５５００００００００ｋｋｋｋWWWWにつきにつきにつきにつきまままましてはしてはしてはしては、、、、町直営町直営町直営町直営ででででややややるるるる予予予予定定定定になっておりになっておりになっておりになっておりまままますすすす。。。。ひひひひとついえるのはとついえるのはとついえるのはとついえるのは、、、、技術的技術的技術的技術的なななな進進進進歩歩歩歩とととと風風風風力発力発力発力発電電電電のののの大型化大型化大型化大型化によってによってによってによって、、、、事事事事業的業的業的業的にににに採採採採算算算算をををを取取取取れるようなれるようなれるようなれるような状況状況状況状況にににに近近近近づいてきているとづいてきているとづいてきているとづいてきているということですいうことですいうことですいうことです。。。。ｋｋｋｋWhWhWhWh あたりのあたりのあたりのあたりの発発発発電電電電ココココストについてはストについてはストについてはストについては、、、、補補補補助助助助金金金金もももも含含含含めてですがめてですがめてですがめてですが、、、、１０１０１０１０円円円円程度程度程度程度になってきておりになってきておりになってきておりになってきておりまままますすすす。。。。補補補補助助助助金金金金がながながながなくくくくてもてもてもても１２１２１２１２～～～～１３１３１３１３円円円円ほほほほどどどどになるのではないかとになるのではないかとになるのではないかとになるのではないかと思思思思われわれわれわれまままますすすす。。。。ほほほほかのかのかのかの新新新新エネルエネルエネルエネルギギギギーとーとーとーと比比比比べるとべるとべるとべると風風風風力発力発力発力発電電電電についてはについてはについてはについては事事事事業業業業性性性性がががが高高高高くくくくなってきているのなってきているのなってきているのなってきているの
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ではないかとではないかとではないかとではないかと感感感感じじじじておりておりておりておりまままますすすす。。。。立立立立川町川町川町川町のののの考考考考ええええ方方方方としとしとしとしまままましてはしてはしてはしては、、、、地地地地域域域域のののの資源資源資源資源はははは地地地地域域域域でででで使使使使いいいいままままししししょょょょうということですのでうということですのでうということですのでうということですので、、、、町主町主町主町主体体体体のののの形形形形をとりながらをとりながらをとりながらをとりながら今後今後今後今後もももも続続続続けていきたいとけていきたいとけていきたいとけていきたいと思思思思っておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。    以上以上以上以上、、、、立立立立川町川町川町川町のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと現現現現状状状状をををを説説説説明明明明ささささせせせせていたていたていたていただだだだききききまままましたがしたがしたがしたが、、、、ここでここでここでここで何何何何点点点点かかかか課題課題課題課題ををををままままととととめておめておめておめてお話話話話しさしさしさしさせせせせていたていたていたていただだだだききききまままますすすす。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル全体全体全体全体のののの意意意意味味味味からからからから考考考考えるとえるとえるとえるとゴゴゴゴミのミのミのミの全体全体全体全体量量量量がががが減減減減ららららないとリサイクルしてもないとリサイクルしてもないとリサイクルしてもないとリサイクルしても意意意意味味味味がないがないがないがない。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率がががが増増増増えていえていえていえていくだくだくだくだけではけではけではけではゴゴゴゴミミミミ全体全体全体全体のののの量量量量がががが減減減減らないらないらないらない限限限限りりりりそそそそのののの意意意意味味味味はははは薄薄薄薄れていれていれていれていくくくくのではないかとのではないかとのではないかとのではないかと感感感感じじじじておりておりておりておりまままますすすす。。。。逆逆逆逆にににに量量量量的的的的ににににままままととととままままららららないとリサイクルするないとリサイクルするないとリサイクルするないとリサイクルする施設等施設等施設等施設等ののののココココストがストがストがストが下下下下がっていかないということでがっていかないということでがっていかないということでがっていかないということで、、、、小小小小さなさなさなさな町町町町等等等等におにおにおにおいてはいてはいてはいては生生生生ゴゴゴゴミミミミ以以以以外外外外のののの他他他他ののののゴゴゴゴミについてミについてミについてミについて単独単独単独単独でででで処処処処理理理理するのがするのがするのがするのが大大大大変変変変であるというのがであるというのがであるというのがであるというのが現現現現状状状状でででですすすす。。。。ままままたたたた、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進をしているをしているをしているをしている中中中中でででで、「、「、「、「新新新新焼焼焼焼却却却却施設施設施設施設ができができができができまままますすすす。。。。そそそそこではプラスこではプラスこではプラスこではプラスチチチチックックックック等等等等もももも焼焼焼焼却却却却ししししまままますすすす。」。」。」。」というダイオというダイオというダイオというダイオキキキキシンシンシンシン問問問問題等題等題等題等のののの矛盾矛盾矛盾矛盾もももも抱抱抱抱えておりえておりえておりえておりまままますすすす。。。。ままままたたたた、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いについてもいについてもいについてもいについても市市市市町町町町村村村村間間間間でででで連連連連携携携携がががが取取取取れていないれていないれていないれていない状況状況状況状況があるといったようがあるといったようがあるといったようがあるといったようなななな、、、、様様様様々々々々なななな問問問問題題題題がががが顕顕顕顕在在在在しているとしているとしているとしていると感感感感じじじじておりておりておりておりまままますすすす。。。。ままままたたたた、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル原原原原料料料料のののの価価価価格格格格のののの安安安安定定定定とととといったことがなかなかできないいったことがなかなかできないいったことがなかなかできないいったことがなかなかできない部部部部分分分分にもにもにもにも、、、、リサイクルがなかなかリサイクルがなかなかリサイクルがなかなかリサイクルがなかなか進進進進ままままないないないない原原原原因因因因のののの１１１１つがあつがあつがあつがあるのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと感感感感じじじじておりておりておりておりまままますすすす。。。。ままままたたたた、、、、資源循環資源循環資源循環資源循環ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを進進進進めるためのめるためのめるためのめるための技術技術技術技術開発開発開発開発やややや、、、、モモモモデルデルデルデル事事事事業等業等業等業等、、、、更更更更なるなるなるなる国国国国へのへのへのへの支援支援支援支援をおをおをおをお願願願願いしたいとこいしたいとこいしたいとこいしたいところろろろででででごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。        司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））    大大大大変変変変有有有有りりりり難難難難ううううごごごござざざざいいいいまままましたしたしたした。。。。        ＜＜＜＜補補補補足足足足説説説説明明明明＞＞＞＞        西條西條西條西條    係係係係長長長長        課題課題課題課題のののの中中中中でででで、、、、情情情情報報報報ををををどどどどのようにのようにのようにのように企企企企業業業業のののの方方方方にににに出出出出していこうかということでしていこうかということでしていこうかということでしていこうかということで、、、、今今今今年年年年度事度事度事度事業業業業のののの中中中中でででで「「「「情情情情報報報報交交交交換換換換システムシステムシステムシステム」」」」ということもということもということもということも立立立立ちちちち上上上上げげげげていこうとしておりていこうとしておりていこうとしておりていこうとしておりまままますすすす。。。。ままままたたたた、、、、エエエエココココタタタタウウウウンについてですがンについてですがンについてですがンについてですが、、、、これについてはこれについてはこれについてはこれについては検討検討検討検討をはをはをはをはじじじじめたとこめたとこめたとこめたところろろろですですですです。。。。地地地地域域域域といかにといかにといかにといかに密密密密着着着着してしてしてしていこうかいこうかいこうかいこうか、、、、地地地地域域域域のののの合合合合意意意意形成形成形成形成ををををどどどどのようにしていこうかというとこのようにしていこうかというとこのようにしていこうかというとこのようにしていこうかというところろろろでででで、、、、推進検討推進検討推進検討推進検討委委委委員員員員会会会会とととというものをいうものをいうものをいうものを市市市市町町町町村村村村、、、、NGONGONGONGO、、、、事事事事業業業業者者者者団団団団体体体体、、、、住住住住民民民民団団団団体等体等体等体等１０６１０６１０６１０６のののの団団団団体体体体でででで構成構成構成構成さささされるれるれるれる「「「「ととととくくくくししししまままま環環環環境境境境県県県県民会議民会議民会議民会議」」」」のののの中中中中にににに設設設設けけけけまままましてしてしてして、、、、情情情情報報報報をををを提提提提供供供供しながらしながらしながらしながら合合合合意意意意形成形成形成形成をををを図図図図っていこうっていこうっていこうっていこう、、、、色色色色々々々々ななななごごごご意見意見意見意見をををを頂戴頂戴頂戴頂戴しながらエしながらエしながらエしながらエココココタタタタウウウウンンンン、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの計画計画計画計画のののの中中中中にににに取取取取りりりり込込込込んんんんでいこうというでいこうというでいこうというでいこうということでことでことでことで取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めているめているめているめている次次次次第第第第ででででごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。        司司司司会会会会((((坂坂坂坂本本本本））））    そそそそれではこれかられではこれかられではこれかられではこれから討議討議討議討議・・・・意見意見意見意見交交交交換換換換にはいりにはいりにはいりにはいりまままますすすす。。。。発言発言発言発言をされるをされるをされるをされる方方方方はははは恐恐恐恐縮縮縮縮ですがですがですがですが、、、、初初初初めにおめにおめにおめにお名名名名前前前前をおをおをおをお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしまままますすすす。。。。        ＜＜＜＜質質質質疑疑疑疑応答応答応答応答＞＞＞＞    １１１１：：：：岩手県岩手県岩手県岩手県    平平平平井井井井主任主査主任主査主任主査主任主査・・・・・・・・・・・・循環型循環型循環型循環型基基基基本計画策本計画策本計画策本計画策定定定定のののの義義義義務務務務をををを、、、、県県県県市市市市町町町町村村村村にもにもにもにも求求求求めていめていめていめていくくくくののののかかかか。。。。ままままたたたた、、、、家家家家庭庭庭庭のパのパのパのパソソソソココココンもンもンもンも来来来来年年年年あたりからあたりからあたりからあたりから回収回収回収回収システムにシステムにシステムにシステムに乗乗乗乗るとるとるとると聞聞聞聞いているいているいているいているががががどどどどのようのようのようのようになるのかになるのかになるのかになるのか。。。。        長長長長門門門門室長室長室長室長・・・・パ・・・・パ・・・・パ・・・・パソソソソココココンはンはンはンは従来事従来事従来事従来事業所業所業所業所からからからから出出出出るものはプラスるものはプラスるものはプラスるものはプラスチチチチックとックとックとックと金金金金属属属属とがとがとがとが混混混混在在在在するするするする
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ということでということでということでということで、、、、排出排出排出排出時時時時におにおにおにお金金金金をとをとをとをとろろろろうとうとうとうと、、、、メメメメーーーーカカカカーはーはーはーは考考考考えているえているえているえている。。。。家家家家庭庭庭庭からのものについからのものについからのものについからのものについてはてはてはてはまだまだまだまだ検討中検討中検討中検討中。。。。家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法をををを適適適適用用用用するとするとするとすると不法投不法投不法投不法投機機機機がががが出出出出るるるる可能可能可能可能性性性性があるがあるがあるがある。。。。販売価販売価販売価販売価格格格格のののの中中中中にリサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクル費費費費用用用用をををを含含含含めようということをめようということをめようということをめようということを、、、、メメメメーーーーカカカカーとーとーとーと市市市市町町町町村村村村とととと役役役役所所所所でででで検討検討検討検討しているしているしているしている。。。。メメメメーーーーカカカカーーーー側側側側はははは排出排出排出排出時時時時にしてにしてにしてにして欲欲欲欲しいといっているしいといっているしいといっているしいといっている。。。。現現現現在在在在はははは綱綱綱綱引引引引きのきのきのきの状状状状態態態態ですですですです。。。。循環型循環型循環型循環型基基基基本本本本法法法法はははは国国国国ののののほほほほうがこういうものをうがこういうものをうがこういうものをうがこういうものを作作作作れれれればばばば、、、、自治体自治体自治体自治体のみならずのみならずのみならずのみならず関係関係関係関係者者者者がががが取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを考考考考えていえていえていえていくくくくこここことにとにとにとになるとなるとなるとなると思思思思うううう。。。。        ２２２２：：：：上上上上越越越越市市市市    佐藤佐藤佐藤佐藤氏氏氏氏・・・・・・・・・・・・自動自動自動自動車車車車リサイクルについてリサイクルについてリサイクルについてリサイクルについて、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のののの審審審審議会議会議会議会のののの中中中中でででで、、、、当初当初当初当初オオオオートートートートババババイのリサイクルについてもイのリサイクルについてもイのリサイクルについてもイのリサイクルについても含含含含めてめてめてめて検討検討検討検討というというというという話話話話をををを聞聞聞聞いたいたいたいた。。。。今今今今現現現現在在在在はははは落落落落ちちちちていうようていうようていうようていうようだだだだがががが、、、、そそそそのののの経経経経緯緯緯緯とととと、、、、環境環境環境環境省省省省ではではではではそそそそのののの点点点点についてについてについてについてどどどどのようにのようにのようにのように考考考考えているのかえているのかえているのかえているのか。。。。        長長長長門門門門室長室長室長室長・・・・・・・・・・・・・・・・現現現現在在在在はははは４４４４輪輪輪輪をををを基基基基本本本本にしようとしているにしようとしているにしようとしているにしようとしている。。。。２２２２輪輪輪輪はははは東東東東南南南南アジアにアジアにアジアにアジアにほほほほととととんんんんどどどどがががが輸輸輸輸出出出出されているされているされているされている。。。。輸輸輸輸出出出出のものにのものにのものにのものに対対対対するするするする対対対対応応応応がされてないがされてないがされてないがされてない。。。。循環型循環型循環型循環型はははは国国国国内内内内についてのについてのについてのについての法整備法整備法整備法整備ががががメメメメインとなっているインとなっているインとなっているインとなっている。。。。今回今回今回今回はははは自動自動自動自動車車車車リサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルをメメメメインとしてインとしてインとしてインとして立立立立ちちちち上上上上げげげげようとしているようとしているようとしているようとしている。。。。２２２２輪輪輪輪においてはにおいてはにおいてはにおいては輸輸輸輸出出出出のののの数数数数値値値値とととと対対対対応応応応しつつしつつしつつしつつ今後今後今後今後、、、、検討検討検討検討されるされるされるされる予予予予定定定定。。。。        ３３３３：：：：司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））・・・・・・・・環境環境環境環境文文文文明明明明２１２１２１２１のののの加加加加藤藤藤藤先生先生先生先生、、、、何何何何かかかかごごごご意見意見意見意見いたいたいたいただだだだけけけけまままますでしすでしすでしすでしょょょょうかうかうかうか。。。。    ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ環境環境環境環境文文文文明明明明２１２１２１２１    加加加加藤藤藤藤代表代表代表代表・・・・・・・・・・・・・・・・大大大大変変変変いいいいいいいい講演講演講演講演をしてをしてをしてをして頂頂頂頂いたいたいたいた。。。。資資資資料料料料もももも充充充充実実実実しているしているしているしている。。。。２２２２点点点点ほほほほどコメどコメどコメどコメントントントント申申申申しししし上上上上げげげげるるるる。。。。１１１１点目点目点目点目はははは循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会基基基基本本本本法法法法はははは、、、、法法法法律律律律上上上上ののののココココンセプトをもうンセプトをもうンセプトをもうンセプトをもうけているがけているがけているがけているが、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会はははは、、、、物物物物質質質質循環循環循環循環だだだだけにけにけにけに限限限限ったったったった話話話話ではなではなではなではなくくくく、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー等等等等もももも入入入入ってってってってくくくくるるるる。。。。循環型循環型循環型循環型におけるにおけるにおけるにおけるココココンセプトをンセプトをンセプトをンセプトを専専専専門門門門家家家家のののの間間間間ではではではではそろそろそろそろえていったえていったえていったえていった方方方方がいいのではないかとがいいのではないかとがいいのではないかとがいいのではないかと思思思思うううう。。。。わたわたわたわたくくくくしししし個個個個人人人人としてはとしてはとしてはとしては循環社会循環社会循環社会循環社会というというというという言言言言葉葉葉葉をををを使使使使っているがっているがっているがっているが、、、、時時時時間間間間はかはかはかはかかるとかるとかるとかると思思思思うがうがうがうが意識意識意識意識的的的的にににに言言言言葉葉葉葉をををを定定定定義義義義しないとしないとしないとしないと議議議議論論論論がががが集約集約集約集約されないのではないかされないのではないかされないのではないかされないのではないか。。。。２２２２点目点目点目点目、、、、立立立立川町川町川町川町のののの話話話話でででで嬉嬉嬉嬉しかったのがしかったのがしかったのがしかったのが、、、、たいたいたいたい肥肥肥肥がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか使使使使ってもらえないというってもらえないというってもらえないというってもらえないという現現現現状状状状のののの中中中中、、、、立立立立川町川町川町川町ではではではでは農家農家農家農家のののの方方方方々々々々がががが競競競競ってってってって使使使使おうとしているとこおうとしているとこおうとしているとこおうとしているところろろろがすがすがすがすばばばばらしいらしいらしいらしい。。。。あえてあえてあえてあえて一言一言一言一言申申申申しししし上上上上げげげげるとるとるとると、、、、よよよよくくくく言言言言われるわれるわれるわれるのがのがのがのが窒窒窒窒素過素過素過素過多多多多になってしになってしになってしになってしままままわないかというとことがわないかというとことがわないかというとことがわないかというとことが気気気気になるになるになるになる。。。。江江江江戸戸戸戸時時時時代代代代のようにのようにのようにのように自分自分自分自分のののの土土土土地地地地でででで使使使使ったものをったものをったものをったものを自分自分自分自分のとこのとこのとこのところろろろでたいでたいでたいでたい肥肥肥肥にするといったにするといったにするといったにするといった、、、、文文文文字字字字通通通通りのりのりのりの地地地地域域域域循環循環循環循環になれになれになれになればばばばよよよよいのいのいのいのだだだだがががが、、、、米米米米はははは大大大大阪阪阪阪へへへへ行行行行ったりしてったりしてったりしてったりして、、、、家家家家畜畜畜畜のえさはのえさはのえさはのえさは外外外外部部部部からのものからのものからのものからのもの、、、、といったことをといったことをといったことをといったことを考考考考ええええるとるとるとると窒窒窒窒素素素素のののの蓄蓄蓄蓄積積積積をををを考考考考えたえたえたえた時時時時にににに、、、、問問問問題題題題になるかとになるかとになるかとになるかと思思思思っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、個個個個人的人的人的人的にににに先先先先ほほほほどどどど阿阿阿阿部部部部ささささんんんんにににに質質質質問問問問したとこしたとこしたとこしたところろろろ、、、、今今今今のとこのとこのとこのところろろろはははは大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫というというというという意見意見意見意見をををを頂頂頂頂いたがいたがいたがいたが、、、、そそそそのののの点点点点にににに関関関関してはしてはしてはしては長長長長期期期期的的的的にににに見見見見ていていていていくくくく必必必必要要要要があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。        ４４４４：：：：司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））・・・・・・・・北北北北海海海海道道道道大学大学大学大学三浦先生三浦先生三浦先生三浦先生ににににごごごご意見意見意見意見をおをおをおをお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしまままますすすす。。。。        北北北北海海海海道道道道大学大学大学大学    三浦教三浦教三浦教三浦教授授授授・・・・・・・・私私私私がががが今考今考今考今考えるとこえるとこえるとこえるところろろろ、、、、立立立立川町川町川町川町でもあったようなでもあったようなでもあったようなでもあったような、、、、基基基基本構想本構想本構想本構想のののの中中中中のもともとののもともとののもともとののもともとの数数数数値値値値目標目標目標目標というのはというのはというのはというのはどどどどういうものをういうものをういうものをういうものを基基基基本本本本としてとしてとしてとして出出出出してきたのかしてきたのかしてきたのかしてきたのか。。。。ききききちちちちっとしっとしっとしっとしたたたた根根根根拠無拠無拠無拠無しにはきめられないのではしにはきめられないのではしにはきめられないのではしにはきめられないのでは。。。。我我我我々々々々のののの函館函館函館函館でもでもでもでも議議議議論論論論となっているとことなっているとことなっているとことなっているところだろだろだろだがががが。。。。        阿阿阿阿部部部部係係係係長長長長・・・・・・・・・・・・・・・・計計計計算算算算方方方方式式式式というものがというものがというものがというものが出出出出ているがているがているがているが、、、、このこのこのこの構想構想構想構想をををを作作作作るにあたってアるにあたってアるにあたってアるにあたってアドバドバドバドバイイイイザザザザーとしてーとしてーとしてーとして東北芸東北芸東北芸東北芸術術術術工工工工科大学科大学科大学科大学のののの三浦三浦三浦三浦秀秀秀秀一一一一先生先生先生先生からからからからごごごご指導指導指導指導をいたをいたをいたをいただだだだききききまままましたしたしたした。。。。このこのこのこの先生先生先生先生はははは山山山山形形形形県県県県のののの地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化対策化対策化対策化対策というというというという冊冊冊冊子子子子をををを作作作作ったったったった方方方方でででで、、、、各市各市各市各市町町町町村村村村からのからのからのからの二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素のののの排出排出排出排出のののの現現現現状状状状とととと将来将来将来将来予予予予測測測測数数数数値値値値をををを出出出出していたしていたしていたしていただだだだきききき、、、、そそそそれにあわれにあわれにあわれにあわせせせせ立立立立川町川町川町川町ではではではでは今後今後今後今後のののの増増増増加加加加のののの可能可能可能可能性性性性をををを計計計計算算算算ししししたたたた。。。。風風風風力発力発力発力発電電電電のののの数数数数値値値値についてはについてはについてはについては、、、、電電電電気気気気事事事事業連合会業連合会業連合会業連合会がががが出出出出しているしているしているしている化化化化石燃料石燃料石燃料石燃料とのとのとのとの比較数比較数比較数比較数字字字字があがあがあがあ
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るるるる。。。。そそそそれをれをれをれをｋｋｋｋWhWhWhWh あたりであたりであたりであたりで単単単単純純純純にににに掛掛掛掛けたけたけたけた数数数数字字字字。。。。省省省省エネエネエネエネやややや他他他他のののの活動活動活動活動でででで４４４４％％％％というというというという数数数数値値値値があがっがあがっがあがっがあがっているがているがているがているが、、、、これはこれはこれはこれは県県県県のののの目標目標目標目標がががが８８８８％％％％削減削減削減削減ということということということということになっておりになっておりになっておりになっており、、、、これがなかなかこれがなかなかこれがなかなかこれがなかなか難難難難しいとしいとしいとしいといういういういう委委委委員員員員会会会会のののの意見意見意見意見があったためにがあったためにがあったためにがあったために半半半半分分分分のののの４４４４％％％％にしているといったにしているといったにしているといったにしているといった状況状況状況状況ですですですです。。。。        ５５５５：：：：司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））・・・・・・・・産業界産業界産業界産業界のののの方方方方からもからもからもからもコメコメコメコメントをいたントをいたントをいたントをいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。長長長長門門門門室長室長室長室長のののの話話話話のののの中中中中でもでもでもでも、、、、建建建建築廃築廃築廃築廃材材材材のののの話話話話はこれからはこれからはこれからはこれから大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題となってとなってとなってとなってくくくくるとるとるとると思思思思われるがわれるがわれるがわれるが、、、、大大大大林林林林組組組組のののの方方方方ににににごごごご意見意見意見意見をををを頂頂頂頂けれけれけれければばばばとととと思思思思うううう。。。。    大大大大林林林林組組組組    ・・ゼロエミッションの・・ゼロエミッションの・・ゼロエミッションの・・ゼロエミッションの推進推進推進推進ということでということでということでということで、、、、全国全国全国全国１７１７１７１７現現現現場場場場でででで活動活動活動活動をををを行行行行っているっているっているっている。。。。問問問問題題題題となっているのはゼロエミッションをしたとなっているのはゼロエミッションをしたとなっているのはゼロエミッションをしたとなっているのはゼロエミッションをしたほほほほうがうがうがうが廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理費理費理費理費用用用用がががが地地地地域域域域によってはによってはによってはによっては高高高高価価価価になってしになってしになってしになってしままままうということうということうということうということ。。。。最終最終最終最終処分処分処分処分をしたをしたをしたをしたほほほほうがうがうがうがガガガガスススス化化化化溶溶溶溶融融融融炉炉炉炉をするをするをするをするよりもよりもよりもよりも安安安安くくくく済済済済むむむむ。。。。民民民民間企間企間企間企業業業業としてはとしてはとしてはとしては利利利利益益益益をををを出出出出さなけれさなけれさなけれさなければばばばいけないということでいけないということでいけないということでいけないということで、、、、そそそそのあたりののあたりののあたりののあたりの矛盾矛盾矛盾矛盾でででで悩悩悩悩んんんんででででいるいるいるいる。。。。今今今今はリサイクルしたものをはリサイクルしたものをはリサイクルしたものをはリサイクルしたものを、、、、建材建材建材建材にににに使使使使ってってってって循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを進進進進めていこうとめていこうとめていこうとめていこうと考考考考えているえているえているえている。。。。            １１１１つつつつ質質質質問問問問があるががあるががあるががあるが、、、、立立立立川町川町川町川町においてにおいてにおいてにおいて、、、、二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素のののの削減削減削減削減についてについてについてについて４４４４％％％％削減削減削減削減とととと書書書書かれていかれていかれていかれているがるがるがるが、、、、一一一一般般般般のののの生生生生活活活活レベレベレベレベルのルのルのルの数数数数値値値値をををを出出出出すのはすのはすのはすのは大大大大変変変変ではないかではないかではないかではないか。。。。    阿阿阿阿部部部部係係係係長長長長・・・・・・・・・・・・・・・・県県県県がががが出出出出しているしているしているしている省省省省エネエネエネエネ行動等行動等行動等行動等のパーセンテージをのパーセンテージをのパーセンテージをのパーセンテージを積積積積みみみみ上上上上げげげげているているているている８８８８％％％％をををを単単単単純純純純にににに到到到到達達達達がががが難難難難しいということでしいということでしいということでしいということで半半半半分分分分にしてにしてにしてにして４４４４％％％％というというというという数数数数値値値値をををを出出出出しているしているしているしている。。。。    司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））・・・・・・・・建建建建設廃設廃設廃設廃材材材材のののの問問問問題題題題についてはについてはについてはについては長長長長門門門門室長室長室長室長どどどどのようにおのようにおのようにおのようにお考考考考えですかえですかえですかえですか。。。。    長長長長門門門門室長室長室長室長・・・・・・・・・・・・・・・・見見見見かけのかけのかけのかけのココココストストストスト、、、、どどどどここここままままでをでをでをでを全体全体全体全体ののののココココストとしてストとしてストとしてストとして社会社会社会社会でででで受受受受けけけけ止止止止めるかとめるかとめるかとめるかといったことについてはいったことについてはいったことについてはいったことについては考考考考ええええ方方方方ががががまだまだまだまだはっきりできていないはっきりできていないはっきりできていないはっきりできていない。。。。循環型循環型循環型循環型というというというという言言言言葉葉葉葉ががががどどどどここここままままででででををををココココストとしてストとしてストとしてストとして取取取取りりりり上上上上げげげげるかというのもるかというのもるかというのもるかというのも、、、、これからこれからこれからこれから議議議議論論論論していしていしていしていくくくくとことことこところろろろ。。。。今今今今ままままでのでのでのでの数数数数年年年年はははははリサイクルをすることにはリサイクルをすることにはリサイクルをすることにはリサイクルをすることに重重重重点点点点がおかれていたががおかれていたががおかれていたががおかれていたが、、、、今後今後今後今後はははは手法手法手法手法のののの優優優優劣劣劣劣のののの比較比較比較比較をしなけれをしなけれをしなけれをしなければばばばならなならなならなならなくくくくなるなるなるなる。。。。最終最終最終最終処分処分処分処分ののののココココストはストはストはストは今後今後今後今後あがっていあがっていあがっていあがっていくくくくとととと思思思思われるしわれるしわれるしわれるし、、、、国民国民国民国民のののの埋埋埋埋めめめめ立立立立てにてにてにてに対対対対するするするする視視視視線線線線もももも厳厳厳厳ししししくくくくなっていなっていなっていなっていくくくくとととと思思思思うううう。。。。リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの時時時時のエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーーーー消消消消費費費費もももも考考考考えていえていえていえていくくくく必必必必要要要要ががががあるあるあるある。。。。トータルのトータルのトータルのトータルの考考考考ええええ方方方方をををを指定指定指定指定していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばならないならないならないならない。。。。結論結論結論結論はははは若若若若干干干干時時時時間間間間がかかるとがかかるとがかかるとがかかると思思思思われるわれるわれるわれる。。。。        ６６６６：：：：司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））・・・・・・・・西條西條西條西條ささささんんんんにににに質質質質問問問問ししししまままますすすす。。。。国民国民国民国民のののの合合合合意意意意形成形成形成形成がががが今後今後今後今後はははは大大大大変変変変必必必必要要要要だだだだとととと思思思思うううう。。。。そそそそうしたうしたうしたうした中中中中でででで、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県がががが積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる合合合合意意意意形成形成形成形成においてにおいてにおいてにおいて、、、、ややややりりりりややややすいすいすいすい点点点点、、、、問問問問題題題題点点点点ははははどどどどのようなことですかのようなことですかのようなことですかのようなことですか。。。。    西條西條西條西條係係係係長長長長・・・・・・・・・・・・・・・・従来従来従来従来はははは行政行政行政行政がががが作作作作ったものをったものをったものをったものを国民国民国民国民がががが取取取取りりりり組組組組んんんんできたができたができたができたが、、、、ううううまくまくまくまく行行行行かないかないかないかない。。。。市市市市町町町町村村村村、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯやややや、、、、住住住住民民民民がががが含含含含ままままれたれたれたれた県県県県民会議民会議民会議民会議においてにおいてにおいてにおいて、、、、検討検討検討検討のののの段階段階段階段階からからからから県県県県民民民民のののの方方方方々々々々のののの合合合合意意意意をををを得得得得たたたた上上上上でででで推進推進推進推進、、、、発進発進発進発進していしていしていしていくくくくことがことがことがことが必必必必要要要要。。。。        ７７７７：：：：司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））・・・・・・・・三三三三重重重重県県県県はははは初初初初めてめてめてめて廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にかかるにかかるにかかるにかかる税税税税制制制制をををを県県県県条条条条例例例例でででで決決決決められたがめられたがめられたがめられたがそそそそのあたのあたのあたのあたりのりのりのりの説説説説明明明明、、、、そそそそれにれにれにれに対対対対するするするする県県県県民民民民のののの認識認識認識認識、、、、同意同意同意同意等等等等おおおお聞聞聞聞かかかかせせせせ願願願願いたいいたいいたいいたい。。。。    三三三三重重重重県県県県    久久久久里里里里室長補室長補室長補室長補佐佐佐佐・・・・    ・・・・担当担当担当担当ではないのでではないのでではないのでではないので、、、、特段特段特段特段コメコメコメコメントできかねるがントできかねるがントできかねるがントできかねるが、、、、条条条条例例例例としてあとしてあとしてあとしてあげげげげるるるる前前前前からからからから、、、、何何何何度度度度もももも県県県県とととと事事事事業業業業者者者者、、、、県県県県民民民民のののの意見意見意見意見をををを踏踏踏踏ままままえたえたえたえた上上上上でででで、、、、合合合合意意意意形成形成形成形成をををを図図図図っていったとっていったとっていったとっていったといういういういう経経経経緯緯緯緯をををを踏踏踏踏んんんんだだだだ。。。。    司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））・・・・・・・・・・・・・・・・首首首首都都都都圏圏圏圏でででで家家家家庭庭庭庭廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物についてについてについてについて税税税税制制制制をかけようというをかけようというをかけようというをかけようという動動動動きがあるようきがあるようきがあるようきがあるようだだだだがががが、、、、国国国国としてはとしてはとしてはとしてはどどどどのようにおのようにおのようにおのようにお考考考考えですかえですかえですかえですか。。。。    



 66

長長長長門門門門室長室長室長室長・・・・・・・・・・・・・・・・三三三三重重重重県県県県のののの産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物税税税税とととと違違違違ってってってって、、、、家家家家庭庭庭庭からからからから出出出出るるるる一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物についてはについてはについてはについては、、、、ごごごごみのみのみのみの有有有有料料料料化化化化というというというという言言言言葉葉葉葉でよでよでよでよくくくく言言言言われているわれているわれているわれている。。。。もともともともともともともともと今今今今のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの考考考考ええええ方方方方としてはとしてはとしてはとしては指定指定指定指定されたされたされたされた十数種十数種十数種十数種類類類類についてはについてはについてはについては産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物ということでということでということでということで、、、、排出排出排出排出事事事事業業業業者者者者、、、、ゴゴゴゴミをミをミをミを出出出出したしたしたした人人人人がががが費費費費用用用用負負負負担担担担をしてをしてをしてをして処処処処理理理理をするをするをするをする。。。。そそそそれれれれ以以以以外外外外のものについてはのものについてはのものについてはのものについては家家家家庭庭庭庭からからからから出出出出るものるものるものるもの等等等等についてはについてはについてはについては排出排出排出排出者者者者にににに費費費費用用用用負負負負担担担担をををを求求求求めるというよりはめるというよりはめるというよりはめるというよりは、、、、市市市市町町町町村村村村がががが処処処処理理理理しようということでしようということでしようということでしようということで、、、、２２２２つのつのつのつの処処処処理基理基理基理基準準準準がががができているとできているとできているとできていると思思思思われるわれるわれるわれる。。。。しかししかししかししかし今後今後今後今後のののの方方方方向向向向としてはとしてはとしてはとしてはゴゴゴゴミのミのミのミの有用化有用化有用化有用化はははは課題課題課題課題としてとしてとしてとして出出出出ててててくくくくるとるとるとると思思思思われるわれるわれるわれる。。。。ゴゴゴゴミゼロをミゼロをミゼロをミゼロを推進推進推進推進していしていしていしていくくくく手法手法手法手法としてとしてとしてとして最終最終最終最終的的的的にににに有用化有用化有用化有用化にににに踏踏踏踏みみみみ切切切切るかはるかはるかはるかは市市市市町町町町村村村村のののの判判判判断断断断となるとなるとなるとなる。。。。ゴゴゴゴミのミのミのミの有有有有料料料料化化化化をををを進進進進めていこうというのめていこうというのめていこうというのめていこうというのがわたがわたがわたがわたくくくくしのしのしのしの部部部部署署署署でのでのでのでの流流流流れになりつつあれになりつつあれになりつつあれになりつつあるのはるのはるのはるのは事事事事実実実実であるであるであるである。。。。        ８８８８：：：：司司司司会会会会    （（（（坂坂坂坂本本本本））））・・リ・・リ・・リ・・リココココーはーはーはーは日日日日本経済本経済本経済本経済新新新新聞聞聞聞のののの中中中中でもでもでもでも、、、、環境経環境経環境経環境経営営営営のナンのナンのナンのナンババババーーーー１１１１としてとしてとしてとして取取取取りりりり上上上上げげげげられているがられているがられているがられているが、、、、全体全体全体全体のののの考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて説説説説明明明明頂頂頂頂けれけれけれければばばば有有有有難難難難いいいい。。。。    リリリリココココーーーー        立立立立川川川川参参参参与与与与・・・・・・・・・・・・・・・・大大大大ままままかにかにかにかに申申申申しししし上上上上げげげげるとるとるとると、、、、会社経会社経会社経会社経営営営営のののの中中中中でででで２１２１２１２１世世世世紀紀紀紀にににに勝勝勝勝ちちちち残残残残るるるる企企企企業業業業としてとしてとしてとして環境経環境経環境経環境経営営営営をををを非非非非常常常常にににに重要重要重要重要視視視視しているしているしているしている。。。。具具具具体的体的体的体的にはにはにはにはＩＳＩＳＩＳＩＳＯＯＯＯ１４０００１４０００１４０００１４０００をををを国国国国内内内内、、、、海外海外海外海外ののののすべてのすべてのすべてのすべての工工工工場場場場でとっているでとっているでとっているでとっている。。。。各各各各事事事事業所業所業所業所ではではではでは「「「「ごごごごみゼロみゼロみゼロみゼロ」」」」ををををモモモモットーとしてットーとしてットーとしてットーとして取取取取りりりり組組組組みをしてみをしてみをしてみをしているのがいるのがいるのがいるのが現現現現状状状状。。。。環境環境環境環境にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、かなりかなりかなりかなり積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるとでいるとでいるとでいると申申申申しししし上上上上げげげげててててよいかとよいかとよいかとよいかと思思思思うううう。。。。    ９９９９：：：：長長長長門門門門室長室長室長室長・・・・・・・・・・・・・・・・廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの定定定定義義義義のののの問問問問題題題題でででで、、、、環境環境環境環境省省省省でもでもでもでも議議議議論論論論をはをはをはをはじじじじめたとこめたとこめたとこめたところだろだろだろだがががが、、、、先先先先ほほほほどどどどのののの処処処処理責任理責任理責任理責任にににに基基基基づいてづいてづいてづいて、、、、産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを２２２２分分分分したしたしたした形形形形でででで制度制度制度制度はははは出出出出来来来来上上上上がったがったがったがったがががが、、、、必必必必ずしもずしもずしもずしも市市市市町町町町村村村村のののの責任責任責任責任とはとはとはとは言言言言いいいい難難難難いとこいとこいとこいところろろろでででで、、、、今今今今のののの制度制度制度制度をををを適適適適用用用用するとするとするとすると一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物となとなとなとなってしってしってしってしままままうものがうものがうものがうものが出出出出始始始始めてきているめてきているめてきているめてきている。。。。そそそそういったとこういったとこういったとこういったところろろろでででで生生生生産産産産者責任者責任者責任者責任においてにおいてにおいてにおいて整理整理整理整理していしていしていしていくくくく必必必必要要要要があるべきがあるべきがあるべきがあるべき。。。。ままままたたたた、、、、リサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクルに関連関連関連関連するものはするものはするものはするものは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの世界世界世界世界からはからはからはからは除除除除いていていていてほほほほしいしいしいしいというというというという話話話話があるががあるががあるががあるが、、、、個個個個人的人的人的人的にはいったにはいったにはいったにはいったんんんん誰誰誰誰かがかがかがかが不不不不要要要要としたものはとしたものはとしたものはとしたものは、、、、そそそそのものがのものがのものがのものが後後後後でででで商商商商品品品品ととととしてしてしてして流流流流通通通通するものするものするものするものであってもであってもであってもであっても、、、、一一一一応応応応廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして大大大大きなきなきなきな網網網網をををを掛掛掛掛けたけたけたけた上上上上でででで、、、、規規規規制制制制のののの内内内内容容容容にににに濃濃濃濃淡淡淡淡をつけるべきとをつけるべきとをつけるべきとをつけるべきと考考考考えているえているえているえている。。。。そそそそうしないとリサイクルのうしないとリサイクルのうしないとリサイクルのうしないとリサイクルの名名名名をををを借借借借りたりたりたりた不正不正不正不正処処処処理理理理があったりがあったりがあったりがあったりするとするとするとすると聞聞聞聞いているいているいているいている。。。。                                                    西條西條西條西條係係係係長長長長・・・・・・・・・・・・・・・・徳島県徳島県徳島県徳島県でもでもでもでも物物物物によってはリサイクルをによってはリサイクルをによってはリサイクルをによってはリサイクルを進進進進めるためめるためめるためめるため法法法法のののの規規規規制制制制をををを緩緩緩緩和和和和すべきすべきすべきすべきといったといったといったといった議議議議論論論論をしていをしていをしていをしていまままますがすがすがすが、、、、環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの高高高高いものといものといものといものと低低低低いものにいものにいものにいものに分分分分けるけるけるける必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると感感感感じじじじているているているている。。。。環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷といったものにといったものにといったものにといったものに視視視視点点点点をあわをあわをあわをあわせせせせてててて規規規規制制制制をををを考考考考えていえていえていえていくくくくべきとべきとべきとべきと思思思思うううう。。。。適適適適正正正正処処処処理理理理をををを進進進進めるといっためるといっためるといっためるといった中中中中でででで、、、、何何何何でもかでもかでもかでもかんんんんでもでもでもでも緩緩緩緩和和和和といったものではといったものではといったものではといったものでは物物物物事事事事はははは進進進進んんんんでいかないでいかないでいかないでいかない。。。。        司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））：：：：閉閉閉閉会会会会    ３３３３名名名名のののの講講講講師師師師のののの先生方先生方先生方先生方のののの素素素素晴晴晴晴らしいらしいらしいらしいごごごご講演講演講演講演、、、、ままままたたたた、、、、フロアーのフロアーのフロアーのフロアーの皆皆皆皆様様様様のののの活発活発活発活発なななな意見意見意見意見交交交交換換換換、、、、大大大大変変変変有有有有難難難難ううううごごごござざざざいいいいまままましたしたしたした。。。。これでこれでこれでこれで研究会研究会研究会研究会リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進第第第第１１１１回回回回ワークショップをワークショップをワークショップをワークショップを閉閉閉閉会会会会ささささせせせせていていていていたたたただだだだききききまままますすすす。。。。                文責文責文責文責                国連大学高等研究所国連大学高等研究所国連大学高等研究所国連大学高等研究所                    坂坂坂坂本本本本    憲憲憲憲一一一一            萬木萬木萬木萬木    慶子慶子慶子慶子        
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                                                        ４４４４－－－－２２２２    研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠ・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル推進推進推進推進    第第第第２２２２回回回回ワークショップワークショップワークショップワークショップ議議議議事録事録事録事録        
国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム        

研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進    

第第第第２２２２回回回回ワークショップワークショップワークショップワークショップ        日日日日        時時時時：：：：２００１２００１２００１２００１年年年年１１１１１１１１月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（金金金金））））        １３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～                            場場場場        所所所所：：：：国連大学高等研究所国連大学高等研究所国連大学高等研究所国連大学高等研究所        １１１１階階階階セミナールームセミナールームセミナールームセミナールーム    発表発表発表発表者者者者：：：：①①①①大大大大阪阪阪阪大学大学大学大学大学大学大学大学院教院教院教院教授授授授                                                                盛岡盛岡盛岡盛岡    通通通通    氏氏氏氏                    ②②②②三三三三重重重重県県県県環境環境環境環境部部部部廃棄物対策課廃棄物対策課廃棄物対策課廃棄物対策課主主主主幹幹幹幹                    尾崎尾崎尾崎尾崎重重重重徳徳徳徳    氏氏氏氏                    ③③③③東京都板橋区東京都板橋区東京都板橋区東京都板橋区資源循環資源循環資源循環資源循環部主事部主事部主事部主事                            倉倉倉倉持持持持    進進進進    氏氏氏氏                                            司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））            皆皆皆皆様様様様、、、、大大大大変変変変おおおお忙忙忙忙しいとこしいとこしいとこしいところろろろをおいでいたをおいでいたをおいでいたをおいでいただだだだききききまままましてしてしてして、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいいいいまままましたしたしたした。。。。国連大国連大国連大国連大学学学学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進、、、、２２２２回目回目回目回目のワークショップをのワークショップをのワークショップをのワークショップを開催開催開催開催ささささせせせせていたていたていたていただだだだききききまままますすすす。。。。        皆皆皆皆様様様様にににに差差差差しししし上上上上げまげまげまげましたしたしたしたごごごご案案案案内内内内にににに記記記記載載載載してしてしてしておりおりおりおりまままますがすがすがすが、、、、今回今回今回今回からからからから地球地球地球地球・・・・人人人人間間間間環境環境環境環境フォーラフォーラフォーラフォーラムがこのムがこのムがこのムがこの研究会推進研究会推進研究会推進研究会推進にににに当当当当たりたりたりたりまままましてしてしてして協協協協賛賛賛賛してしてしてしてごごごご支援支援支援支援をいたをいたをいたをいただくだくだくだくことになりことになりことになりことになりまままましたしたしたした。。。。        本本本本日日日日はははは、、、、講講講講師師師師のののの先生先生先生先生としてとしてとしてとして、、、、大大大大阪阪阪阪大学大学大学大学大学大学大学大学院院院院のののの盛岡盛岡盛岡盛岡通教通教通教通教授授授授、、、、三三三三重重重重県県県県環境環境環境環境部部部部廃棄物対策課廃棄物対策課廃棄物対策課廃棄物対策課尾崎尾崎尾崎尾崎重重重重徳主徳主徳主徳主幹幹幹幹、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区のののの資源循環資源循環資源循環資源循環部部部部のののの倉倉倉倉持進持進持進持進主事主事主事主事をおをおをおをお迎迎迎迎ええええ前前前前しておりしておりしておりしておりまままますすすす。。。。議題議題議題議題はははは、、、、このこのこのこの議議議議事事事事次次次次第第第第にににに沿沿沿沿ってってってって進進進進めさめさめさめさせせせせていたていたていたていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いいいいまままますがすがすがすが、、、、皆皆皆皆様様様様、、、、最後最後最後最後のデのデのデのディィィィススススカカカカッションッションッションッション
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をををを含含含含めめめめまままましてしてしてして、、、、終終終終わりわりわりわりままままででででどどどどううううぞぞぞぞごごごご参加参加参加参加くだくだくだくださいさいさいさいまままますようによすようによすようによすようによろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしまままますすすす。。。。        そそそそれではれではれではれでは、、、、盛岡盛岡盛岡盛岡先生先生先生先生、、、、おおおお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしまままますすすす。。。。        盛岡盛岡盛岡盛岡教教教教授授授授            ごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだききききまままましたしたしたした盛岡盛岡盛岡盛岡ですですですです。。。。ききききょょょょうはうはうはうは「「「「リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの技術技術技術技術とととと経済経済経済経済性性性性」」」」というテーというテーというテーというテーママママをいたをいたをいたをいただだだだいたわけですがいたわけですがいたわけですがいたわけですが、、、、尋尋尋尋ねられたときにねられたときにねられたときにねられたときに、、、、そそそそれでれでれでれで結結結結構構構構ですというようにですというようにですというようにですというように答答答答えたえたえたえたんんんんですですですですがががが、、、、そそそそれにれにれにれにふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい特特特特ににににレレレレジジジジュュュュメメメメをつをつをつをつくくくくったわけではなったわけではなったわけではなったわけではなくくくくてててて、、、、昨昨昨昨今今今今、、、、私私私私がががが取取取取りりりり組組組組んんんんでおでおでおでおりりりりまままますすすす問問問問題題題題をををを、、、、幾幾幾幾つかリつかリつかリつかリポポポポートをートをートをートを書書書書いているもののいているもののいているもののいているものの中中中中からからからから若若若若干干干干そそそそれをれをれをれを拾拾拾拾ってきたというのってきたというのってきたというのってきたというのがががが実際実際実際実際ですですですです。。。。        おおおお手手手手元元元元にににに関係資関係資関係資関係資料料料料をををを配配配配付付付付ささささせせせせていたていたていたていただだだだいておりいておりいておりいておりまままますけれすけれすけれすけれどどどどもももも、、、、テーテーテーテーママママはははは循環循環循環循環複複複複合体合体合体合体といといといというううう形形形形でででで表明表明表明表明しているしているしているしている研究研究研究研究についてのについてのについてのについての紹介紹介紹介紹介をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思っていっていっていっていまままますすすす。。。。ききききょょょょううううごごごご出出出出席席席席されておされておされておされておられるられるられるられる大大大大林林林林様様様様にもにもにもにも、、、、このプロジェクトこのプロジェクトこのプロジェクトこのプロジェクトについてはについてはについてはについては全全全全面面面面的的的的ななななごごごご支援支援支援支援をいたをいたをいたをいただだだだききききまままましたししたししたししたし、、、、国国国国連大学連大学連大学連大学のののの坂坂坂坂本本本本先生先生先生先生をををを初初初初めとするめとするめとするめとする各各各各先生方先生方先生方先生方にもおにもおにもおにもお世話世話世話世話になってになってになってになって５５５５年年年年間間間間のののの研究研究研究研究をををを進進進進めてきめてきめてきめてきままままししししたたたた。。。。研究成研究成研究成研究成果果果果そそそそのものをのものをのものをのものを間間間間もなもなもなもなくくくくＣＣＣＣＤＤＤＤ－－－－ＲＲＲＲＯＯＯＯＭＭＭＭのののの形形形形でででで皆皆皆皆様様様様方方方方にもにもにもにも配配配配付付付付できるできるできるできる形形形形になるとになるとになるとになると思思思思いいいいまままますしすしすしすし、、、、私私私私ののののホホホホームームームームペペペページからージからージからージから全全全全部部部部ダダダダウウウウンローンローンローンロードドドドできできできできまままますのですのですのですので、、、、ききききょょょょうううう配配配配ったプリントったプリントったプリントったプリントははははそそそそのうのうのうのうちちちちのののの全体全体全体全体ののののボボボボリリリリュュュュームからすれームからすれームからすれームからすればばばば 50505050分分分分のののの１１１１ぐぐぐぐらいですらいですらいですらいです。。。。非非非非常常常常にににに分分分分厚厚厚厚いいいい資資資資料料料料ができができができができ上上上上がっていがっていがっていがっていまままますのですのですのですので、、、、これはこれはこれはこれは概概概概説説説説というとこというとこというとこというところだろだろだろだけをけをけをけを紹介紹介紹介紹介することになるかとすることになるかとすることになるかとすることになるかと思思思思いいいいまままますすすす。。。。        ななななぜぜぜぜこのようなこのようなこのようなこのような循環循環循環循環複複複複合体合体合体合体というというというという概概概概念念念念をををを提提提提案案案案してしてしてして、、、、しかもしかもしかもしかも社会実社会実社会実社会実験験験験地地地地というというというという少少少少しししし変変変変わっわっわっわったたたた言言言言葉葉葉葉でででで研究研究研究研究をををを進進進進めたかめたかめたかめたか、、、、あるいはかかわったかということについてあるいはかかわったかということについてあるいはかかわったかということについてあるいはかかわったかということについて少少少少しししし最最最最初初初初におにおにおにお話話話話をしをしをしをしておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思いいいいまままますすすす。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学のののの方方方方ではゼロエミッションというではゼロエミッションというではゼロエミッションというではゼロエミッションという名名名名称称称称でででで調調調調査査査査研究研究研究研究、、、、あるあるあるあるいはいはいはいは社会社会社会社会とのかかわりをとのかかわりをとのかかわりをとのかかわりを進進進進めておられるわけですがめておられるわけですがめておられるわけですがめておられるわけですが、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの場場場場合合合合ももももそそそそうですうですうですうですがががが、、、、単独単独単独単独のののの主主主主体体体体がががが環境環境環境環境にににに関関関関するするするする配慮配慮配慮配慮をををを徹徹徹徹底底底底的的的的にににに貫貫貫貫くくくくということはということはということはということは我我我我々々々々のののの産業社会産業社会産業社会産業社会ではではではでは難難難難ししししいいいい。。。。資源資源資源資源ををををややややりとりしりとりしりとりしりとりし製製製製品品品品をををを利用利用利用利用してもらうしてもらうしてもらうしてもらう、、、、すなわすなわすなわすなわちちちち、、、、川川川川上上上上からからからから川下川下川下川下ままままですべてのですべてのですべてのですべての主主主主体体体体がががが協力協力協力協力をしをしをしをし合合合合ってゼロエミッションならゼロエミッションってゼロエミッションならゼロエミッションってゼロエミッションならゼロエミッションってゼロエミッションならゼロエミッション、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは循環型循環型循環型循環型をををを構築構築構築構築しないしないしないしないといけないといといけないといといけないといといけないということですうことですうことですうことです。。。。そそそそのののの際際際際にネットワークにネットワークにネットワークにネットワーク的的的的ににににそそそそれれれれぞぞぞぞれがれがれがれが機能機能機能機能をををを果果果果たしていってたしていってたしていってたしていって調和的調和的調和的調和的にににに発展発展発展発展していしていしていしていくくくくというタイプもあるとというタイプもあるとというタイプもあるとというタイプもあると私私私私はははは思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、かなりかなりかなりかなり意意意意図図図図的的的的にににに複複複複合形合形合形合形態態態態・・・・連連連連携携携携形形形形態態態態をををを考考考考ええええ、、、、そそそそれをれをれをれをモモモモデルとしてデルとしてデルとしてデルとして提提提提案案案案しししし、、、、そそそそののののモモモモデルがデルがデルがデルが日日日日本本本本のののの国国国国土土土土、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは世世世世界中界中界中界中にににに幾幾幾幾つもつもつもつも生生生生みみみみ出出出出されていされていされていされていくくくく姿姿姿姿をををを想想想想定定定定するのがさするのがさするのがさするのがさままままざざざざままままなななな困難困難困難困難をををを抱抱抱抱えたえたえたえた状状状状態態態態でのブでのブでのブでのブレレレレーーーークスルーにクスルーにクスルーにクスルーにふふふふさわしいのではないかとさわしいのではないかとさわしいのではないかとさわしいのではないかと思思思思ったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。        わわわわざざざざわわわわざざざざ社会実社会実社会実社会実験験験験とととと言言言言ったのはったのはったのはったのは、、、、そそそそういうういうういうういう試試試試みをするみをするみをするみをする際際際際にはにはにはには青青青青写写写写真真真真をををを描描描描いていていていて一一一一直直直直線線線線にににに進進進進んんんんでいでいでいでいくくくくわけにはわけにはわけにはわけには多多多多分分分分いかないいかないいかないいかないだろだろだろだろうううう。。。。だだだだからからからから、、、、多多多多分分分分失敗失敗失敗失敗もあるでしもあるでしもあるでしもあるでしょょょょうからうからうからうから、、、、そそそそのののの際際際際ににににはトライアルのはトライアルのはトライアルのはトライアルの教教教教訓訓訓訓をををを得得得得てててて、、、、ままままたたたた別別別別のとこのとこのとこのところろろろでででで試試試試みがスタートするといったようなみがスタートするといったようなみがスタートするといったようなみがスタートするといったような緩緩緩緩ややややかかかかなななな総総総総括括括括もももも含含含含めてめてめてめて可能可能可能可能なななな試試試試みとしてのみとしてのみとしてのみとしての社会実社会実社会実社会実験験験験というというというという呼呼呼呼びびびび方方方方をしたをしたをしたをした。。。。ですからですからですからですから、、、、オープンフオープンフオープンフオープンフォーラムォーラムォーラムォーラム的的的的にににに実実実実験験験験地地地地をををを眺眺眺眺めていためていためていためていただくだくだくだく機会機会機会機会もももも、、、、我我我我々々々々のプロジェクトののプロジェクトののプロジェクトののプロジェクトの推進推進推進推進のののの過過過過程程程程ではではではでは持持持持ちちちちまままましたししたししたししたし、、、、何何何何度度度度かかかか現地現地現地現地でのでのでのでの開催開催開催開催ということもということもということもということも繰繰繰繰りりりり返返返返してしてしてして行行行行ってきってきってきってきまままましたのでしたのでしたのでしたので、、、、初初初初期期期期ののののそそそそうううういういういういう目目目目的的的的はかなりはかなりはかなりはかなり達達達達成成成成できたのではないかとできたのではないかとできたのではないかとできたのではないかと個個個個人的人的人的人的にはにはにはには思思思思っていっていっていっていまままますすすす。。。。        ききききょょょょうのうのうのうの話話話話はははは約約約約１１１１時時時時間間間間ですのでですのでですのでですので、、、、イントロダクションをおイントロダクションをおイントロダクションをおイントロダクションをお話話話話しするということにならしするということにならしするということにならしするということにならざざざざるをるをるをるを得得得得ないのですがないのですがないのですがないのですが、、、、社会実社会実社会実社会実験験験験地地地地でのでのでのでの循環循環循環循環複複複複合合合合体体体体というのはというのはというのはというのは、、、、どどどどういうういうういうういう基基基基本的本的本的本的ななななココココンセプンセプンセプンセプトからトからトからトから成成成成りりりり立立立立っているのかというのをっているのかというのをっているのかというのをっているのかというのを最最最最初初初初におにおにおにお話話話話ししたししたししたしした後後後後、、、、３３３３つのつのつのつの概概概概念念念念をををを展開展開展開展開してしてしてして、、、、そそそそのののの３３３３つのつのつのつの概概概概念念念念にににに基基基基づづづづくそくそくそくそれれれれぞぞぞぞれのサイトれのサイトれのサイトれのサイト、、、、実実実実験験験験地地地地でのでのでのでの試試試試みをみをみをみをごくごくごくごく簡簡簡簡単単単単にににに紹介紹介紹介紹介してしてしてして、、、、そそそそれかられかられかられから
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実実実実験験験験地地地地とととと言言言言っていっていっていっていまままますからすからすからすから、、、、そそそそれをきれをきれをきれをきちちちちっとっとっとっと評価評価評価評価するするするする必必必必要要要要があるということがあるということがあるということがあるということ、、、、もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは、、、、完完完完結結結結的的的的でないのででないのででないのででないので、、、、次次次次にににに向向向向かってかってかってかってそそそそれをれをれをれを進進進進めていめていめていめていくくくくためのプロためのプロためのプロためのプロポポポポーーーーザザザザルをここでルをここでルをここでルをここで描描描描いておいておいておいておききききまままますすすす。。。。企企企企画研究画研究画研究画研究、、、、各各各各章章章章のののの結結結結びつきをおびつきをおびつきをおびつきをお話話話話ししたいとししたいとししたいとししたいと思思思思いいいいまままますすすす。。。。        産業産業産業産業主主主主体体体体にはにはにはには、、、、第第第第一一一一にににに製造製造製造製造業業業業をををを中中中中心心心心としたとしたとしたとした物物物物づづづづくくくくりのりのりのりの世界世界世界世界があるがあるがあるがある。。。。ままままたたたた、、、、自自自自然然然然のののの循環循環循環循環をををを目指目指目指目指しているしているしているしている農農農農のののの世界世界世界世界がありがありがありがあり、、、、これからのこれからのこれからのこれからの恵恵恵恵みをみをみをみを都都都都市市市市にににに住住住住むむむむ人人人人もももも含含含含めてめてめてめて幅幅幅幅広広広広くくくく利用利用利用利用していしていしていしているるるる。。。。だだだだからからからから、、、、有機物有機物有機物有機物のののの流流流流れのれのれのれの中中中中でででで循環循環循環循環とかゼロエミッションをとかゼロエミッションをとかゼロエミッションをとかゼロエミッションを達達達達成成成成していこうしていこうしていこうしていこう。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、私私私私たたたたちちちちがががが住住住住ままままいをしいをしいをしいをし、、、、活動活動活動活動をををを展開展開展開展開しているしているしているしている都都都都市市市市そそそそのものものものものものものものも大大大大変変変変巨巨巨巨大大大大なななな物物物物のストックでのストックでのストックでのストックで、、、、ここここのストックがのストックがのストックがのストックがややややがてがてがてがて廃棄廃棄廃棄廃棄をされたりをされたりをされたりをされたり、、、、資源化資源化資源化資源化されてされてされてされて素材素材素材素材になるになるになるになる。。。。建建建建設廃棄物設廃棄物設廃棄物設廃棄物になってからになってからになってからになってから対対対対応応応応するするするするだだだだけではなけではなけではなけではなくくくくてててて、、、、都都都都市市市市そそそそのものはのものはのものはのものは生生生生きききき物物物物であるというであるというであるというであるという見方見方見方見方でででで少少少少しロングしロングしロングしロングレレレレンジにンジにンジにンジにことをことをことをことを眺眺眺眺めてみたわけですめてみたわけですめてみたわけですめてみたわけです。。。。        提提提提案案案案、、、、試試試試行行行行、、、、技術課題技術課題技術課題技術課題のののの発発発発見見見見、、、、そそそそしてしてしてして技術開発技術開発技術開発技術開発へというへというへというへという方方方方向向向向はははは、、、、私私私私たたたたちちちちがががが助助助助成成成成をををを受受受受けたけたけたけた科学技術科学技術科学技術科学技術振興振興振興振興事事事事業業業業団団団団のののの戦略戦略戦略戦略的的的的基礎基礎基礎基礎研究研究研究研究というというというという立立立立場場場場からするとからするとからするとからすると、、、、このこのこのこの流流流流れはれはれはれは大大大大事事事事ですですですです。。。。同同同同時時時時にににに、、、、事事事事業業業業団団団団のののの側側側側からからからから助助助助成成成成をををを受受受受けたけたけたけた際際際際のののの基礎基礎基礎基礎研究研究研究研究、、、、基礎基礎基礎基礎というのはというのはというのはというのは従従従従前前前前のいわゆるのいわゆるのいわゆるのいわゆる科学技術科学技術科学技術科学技術のののの基礎基礎基礎基礎というよりはというよりはというよりはというよりは、、、、もうもうもうもう少少少少しししし社会的社会的社会的社会的ななななメメメメインフラッグをインフラッグをインフラッグをインフラッグを持持持持ったということですからったということですからったということですからったということですから、、、、そそそそのののの技術技術技術技術がががが生生生生かされるためのかされるためのかされるためのかされるための社会経済的社会経済的社会経済的社会経済的、、、、制度制度制度制度的課題的課題的課題的課題をををを明明明明確確確確にしてにしてにしてにして、、、、場場場場合合合合によってはによってはによってはによっては制度制度制度制度デデデデザザザザインについてのインについてのインについてのインについての提提提提案案案案をするとこをするとこをするとこをするところまろまろまろまでででで踏踏踏踏みみみみ込込込込みたいというのがみたいというのがみたいというのがみたいというのが最最最最初初初初のねらいですのねらいですのねらいですのねらいです。。。。社会社会社会社会実実実実験験験験地地地地ではではではでは、、、、企企企企画画画画、、、、試試試試行行行行、、、、評価評価評価評価をををを通通通通じじじじてててて産業社会産業社会産業社会産業社会のののの課題課題課題課題をををを明示明示明示明示するということでするということでするということでするということで、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの地地地地域域域域ごごごごとにとにとにとに何何何何らかのらかのらかのらかのココココンンンンソソソソーシアムをつーシアムをつーシアムをつーシアムをつくくくくってってってってメメメメンンンンババババーのーのーのーの間間間間でででで情情情情報報報報交交交交換換換換しながらしながらしながらしながら取取取取りりりり組組組組んんんんでいこうということですでいこうということですでいこうということですでいこうということです。。。。        ２２２２番番番番目目目目はははは、、、、私私私私たたたたちちちちだだだだけがけがけがけが言言言言っているわけではないっているわけではないっているわけではないっているわけではないんんんんですけれですけれですけれですけれどどどどもももも、、、、このこのこのこの研究研究研究研究においてはにおいてはにおいてはにおいては２２２２つのアプローつのアプローつのアプローつのアプローチチチチをををを系系系系統統統統的的的的にににに取取取取りりりり上上上上げげげげたいわけですたいわけですたいわけですたいわけです。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、物物物物のののの流流流流れのれのれのれの川川川川上上上上からからからから川下川下川下川下へへへへということでプロダクト・ということでプロダクト・ということでプロダクト・ということでプロダクト・チチチチェーン・アプローェーン・アプローェーン・アプローェーン・アプローチチチチ、、、、あるいはプロダクト・あるいはプロダクト・あるいはプロダクト・あるいはプロダクト・チチチチェーン・ェーン・ェーン・ェーン・ママママネネネネジジジジメメメメントをントをントをントを環境環境環境環境面面面面からからからから取取取取りりりり上上上上げげげげていていていていくくくく。。。。あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる組織組織組織組織、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる単単単単位位位位、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地地地地域域域域といといといというものをうものをうものをうものを掲掲掲掲げげげげたたたた場場場場合合合合にににに、、、、必必必必ずずずず物物物物がががが投投投投入入入入されてされてされてされて廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物なりなりなりなり製製製製品品品品がががが出出出出ていていていていくくくくというというというという代代代代謝謝謝謝ををををママママネネネネージするージするージするージする。。。。このこのこのこの２２２２つをつをつをつを常常常常にににに意意意意図図図図的的的的にににに問問問問いかけていきたいかけていきたいかけていきたいかけていきたいいいい。。。。        そそそそのののの際際際際にににに物物物物のののの見方見方見方見方ですけれですけれですけれですけれどどどどもももも、、、、技術技術技術技術とととと経済経済経済経済なりなりなりなり組織組織組織組織なりなりなりなり社会社会社会社会というというというという次元次元次元次元のことをのことをのことをのことを考考考考ええええてみたいわけですからてみたいわけですからてみたいわけですからてみたいわけですから、、、、そそそそのののの際際際際にここでにここでにここでにここで言言言言っているようにっているようにっているようにっているように、、、、ままままずずずず技術技術技術技術のののの考考考考ええええ方方方方としてとしてとしてとしてココココンンンンセプトセプトセプトセプト誘誘誘誘導導導導型型型型、、、、ゼロエミッションもゼロエミッションもゼロエミッションもゼロエミッションもそそそそううううだだだだとととと思思思思いいいいまままますがすがすがすが、、、、かかかかくくくくあるべしというとこあるべしというとこあるべしというとこあるべしというところろろろからからからからスタートしてスタートしてスタートしてスタートして、、、、そそそそれをれをれをれを支支支支えるえるえるえる技術体技術体技術体技術体系系系系はははは何何何何になるのかということをになるのかということをになるのかということをになるのかということを追追追追いかけていいかけていいかけていいかけていくくくくことでことでことでことで、、、、どどどどちちちちらかというとらかというとらかというとらかというと積積積積みみみみ上上上上げげげげ型型型型でないでないでないでないケケケケースもースもースもースも含含含含めてめてめてめて技術技術技術技術のデのデのデのデザザザザインではインではインではインでは考考考考えていきたいえていきたいえていきたいえていきたい。。。。そそそそのののの場場場場合合合合ののののココココンセプトのンセプトのンセプトのンセプトのベベベベースになるのはースになるのはースになるのはースになるのは、、、、最最最最近近近近でもよでもよでもよでもよくくくく言言言言われるようになったわれるようになったわれるようになったわれるようになった環境効率環境効率環境効率環境効率とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは資源資源資源資源生生生生産産産産性性性性といったようなといったようなといったようなといったような評価評価評価評価サイサイサイサイドドドドからのからのからのからの考考考考ええええ方方方方をエンジニアデをエンジニアデをエンジニアデをエンジニアデザザザザインインインインにににに反反反反映映映映していしていしていしていくくくく。。。。だだだだからからからから、、、、エンエンエンエンババババイロンイロンイロンイロンメメメメントというデントというデントというデントというデザザザザインをインをインをインを個個個個々々々々のののの製製製製品品品品はもはもはもはもちちちちろろろろんんんん、、、、そそそそのののの集集集集合体合体合体合体ままままでででで含含含含めてめてめてめて貫貫貫貫いていきたいいていきたいいていきたいいていきたい。。。。これをこれをこれをこれを地地地地域域域域でもでもでもでも日日日日本全体本全体本全体本全体でもでもでもでも生生生生かしていきたいかしていきたいかしていきたいかしていきたい。。。。        第第第第２２２２はははは、、、、そそそそういうういうういうういう技術技術技術技術はははは新新新新しいタイプのしいタイプのしいタイプのしいタイプの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のルールによってのルールによってのルールによってのルールによって生生生生かされていかされていかされていかされていくくくくよよよようなうなうなうな技術体技術体技術体技術体系系系系をををを目指目指目指目指しているということですからしているということですからしているということですからしているということですから、、、、現現現現在在在在のルールではなのルールではなのルールではなのルールではなくくくくてててて、、、、将来将来将来将来からからからから現現現現在在在在にににに照照照照らしらしらしらし合合合合わわわわせせせせたときにたときにたときにたときに出出出出ててててくくくくるるるる技術技術技術技術というものをというものをというものをというものを考考考考えていえていえていえていくくくく。。。。例例例例ええええばばばば工工工工業業業業製製製製品品品品をををを含含含含めめめめてリースということのてリースということのてリースということのてリースということの重要重要重要重要性性性性はははは、、、、このこのこのこの２２２２年年年年ばばばばかりかりかりかり随随随随分言分言分言分言われわれわれわれるようになりるようになりるようになりるようになりまままましたしたしたした。。。。リースリースリースリースににににふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい技術技術技術技術とはとはとはとは何何何何ぞやぞやぞやぞやというというというという逆逆逆逆のののの見方見方見方見方もももも多多多多分大分大分大分大事事事事だだだだということはということはということはということは、、、、このこのこのこの研究研究研究研究をスタをスタをスタをスタートするートするートするートする時時時時点点点点からからからから考考考考えていえていえていえていまままましたのでしたのでしたのでしたので、、、、ＬＬＬＬＣＣＣＣＡＡＡＡ的的的的考考考考ええええ方方方方がいわがいわがいわがいわばばばば製製製製品品品品のののの生生生生産産産産とかとかとかとか管管管管理理理理のののの情情情情
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報報報報インフラのインフラのインフラのインフラのベベベベースになるようにースになるようにースになるようにースになるように、、、、そそそそのようなのようなのようなのような見方見方見方見方をしようというのがをしようというのがをしようというのがをしようというのが技術技術技術技術システムのシステムのシステムのシステムの次次次次元元元元のののの非非非非常常常常にににに重要重要重要重要ななななポポポポイントですイントですイントですイントです。。。。ややややはりはりはりはり技術技術技術技術そそそそのものはのものはのものはのものは個別個別個別個別ではありではありではありではありませませませませんんんんのでのでのでので、、、、必必必必ずずずずビビビビジネスというジネスというジネスというジネスという分野分野分野分野ででででそそそそれをれをれをれを統統統統合合合合することをすることをすることをすることをややややらないといけらないといけらないといけらないといけませませませませんんんん。。。。私私私私たたたたちちちちのののの研究研究研究研究もももも、、、、ややややははははりりりり民民民民間間間間とのとのとのとの共同共同共同共同研究研究研究研究をををを行行行行ったということはったということはったということはったということは、、、、ままままさしさしさしさしくくくく大学大学大学大学だだだだけではけではけではけではどどどどうしてもうしてもうしてもうしても極極極極楽楽楽楽トントントントンボボボボになっになっになっになってしてしてしてしままままいいいいまままますからすからすからすから、、、、現現現現場場場場とととと遊遊遊遊離離離離してししてししてししてしままままうことになりうことになりうことになりうことになりまままますのですのですのですので、、、、努努努努めてめてめてめてそそそそういうこういうこういうこういうことをとをとをとを考考考考えるえるえるえる。。。。        ２２２２番番番番目目目目はははは、、、、経済経済経済経済システムのシステムのシステムのシステムの次元次元次元次元ということですということですということですということです。。。。これがきこれがきこれがきこれがきょょょょうのテーうのテーうのテーうのテーママママであるであるであるである経済経済経済経済性性性性とととと関係関係関係関係があることですががあることですががあることですががあることですが、、、、ままままずずずず第第第第１１１１はははは、、、、循環型循環型循環型循環型にににに持持持持っていったときにっていったときにっていったときにっていったときに、、、、当当当当然然然然当当当当該該該該主主主主体体体体というというというというのはのはのはのは、、、、今今今今でもでもでもでもそそそそうですがうですがうですがうですが、、、、要要要要らないらないらないらない費費費費用用用用はははは削減削減削減削減するするするする、、、、縮縮縮縮減減減減するということでするということでするということでするということでココココストミニストミニストミニストミニママママムのムのムのムの動機動機動機動機づけがづけがづけがづけが働働働働いているといているといているといていると思思思思ううううんんんんですですですです。。。。たたたただだだだ、、、、私私私私的的的的費費費費用用用用をををを最最最最小小小小化化化化しようとしたしようとしたしようとしたしようとした場場場場合合合合にににに、、、、ややややはりとりはりとりはりとりはりとり得得得得るべきるべきるべきるべき行動行動行動行動をかなりをかなりをかなりをかなり幅幅幅幅広広広広くくくく取取取取りりりり上上上上げげげげてててて、、、、そそそそれのれのれのれの比較比較比較比較をしながらをしながらをしながらをしながら私私私私的的的的費費費費用用用用におにおにおにおいてもミニいてもミニいてもミニいてもミニママママムにしていムにしていムにしていムにしていくくくくことをしていかないといけないことをしていかないといけないことをしていかないといけないことをしていかないといけない。。。。環境行動環境行動環境行動環境行動のオプションをのオプションをのオプションをのオプションを幾幾幾幾つつつつもももも提提提提案案案案することがなけれすることがなけれすることがなけれすることがなければばばば、、、、従来従来従来従来型型型型のののの部部部部分分分分でいかにでいかにでいかにでいかにココココストダストダストダストダウウウウンをンをンをンを図図図図ってもってもってもっても、、、、そそそそれはれはれはれは限限限限界界界界があるということですがあるということですがあるということですがあるということです。。。。第第第第２２２２はははは、、、、自治体自治体自治体自治体とのとのとのとの関係関係関係関係もももも非非非非常常常常にににに強強強強いわけですけれいわけですけれいわけですけれいわけですけれどどどどもももも、、、、現現現現在在在在ののののごごごごみのみのみのみの処処処処理理理理、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの場場場場合合合合はははは市市市市町町町町村村村村のののの事事事事業業業業といいといいといいといいまままますかすかすかすか、、、、直直直直接的接的接的接的なななな関関関関与与与与がががが非非非非常常常常にににに強強強強いいいいのでのでのでので、、、、ささささままままざざざざままままのののの面面面面でででで非非非非効率効率効率効率になっているとになっているとになっているとになっていると指指指指摘摘摘摘をされることがをされることがをされることがをされることが多多多多いわけですいわけですいわけですいわけです。。。。特特特特にににに事事事事業業業業系系系系一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの場場場場合合合合はははは、、、、税金税金税金税金でででで負負負負担担担担をしているにしてもをしているにしてもをしているにしてもをしているにしても、、、、ほほほほととととんんんんどどどど無無無無償償償償でででで回収回収回収回収してきたしてきたしてきたしてきた家家家家庭庭庭庭のののの一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とのとのとのとの関係関係関係関係もありもありもありもありまままますしすしすしすし、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる中中中中小小小小企企企企業対策業対策業対策業対策とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろんんんんなななな面面面面でででで事事事事業業業業系系系系一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ料金料金料金料金はははは非非非非常常常常にににに安安安安いいいい料金料金料金料金でででで設設設設定定定定をされていをされていをされていをされていまままますすすす。。。。        そそそそうしうしうしうしまままますとすとすとすと、、、、一一一一番番番番わかりわかりわかりわかりややややすいのはすいのはすいのはすいのは農工農工農工農工連連連連携携携携のののの有機物有機物有機物有機物のののの流流流流れでありれでありれでありれでありまままますがすがすがすが、、、、有機物有機物有機物有機物をををを排出源排出源排出源排出源でででで分分分分別別別別したしたしたした上上上上でででで、、、、しかもしかもしかもしかもそそそそれをれをれをれを資源資源資源資源リサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクルに持持持持っていっていっていっていくくくくことをことをことをことを考考考考えたときにはえたときにはえたときにはえたときには、、、、政政政政府部門府部門府部門府部門がががが無無無無償償償償にににに近近近近いいいい形形形形でででで、、、、あるいはトンあるいはトンあるいはトンあるいはトン当当当当たりたりたりたり 5000500050005000円円円円とかとかとかとか、、、、そそそそんんんんななななレベレベレベレベルでルでルでルで引引引引きききき受受受受けてけてけてけて展開展開展開展開しているというのはしているというのはしているというのはしているというのは明明明明らかにらかにらかにらかに市市市市場場場場をゆがめているをゆがめているをゆがめているをゆがめている。。。。このゆがめているのをこのゆがめているのをこのゆがめているのをこのゆがめているのを直直直直さないとさないとさないとさないといけないということをいけないということをいけないということをいけないということを私私私私たたたたちちちちはははは研究研究研究研究のスタートからのスタートからのスタートからのスタートから思思思思っていっていっていっていまままましたがしたがしたがしたが、、、、このこのこのこの５５５５年年年年ほほほほどどどどのののの変変変変化化化化はははは、、、、そそそそういうういうういうういう方方方方向向向向がががが明明明明らかになったらかになったらかになったらかになった上上上上でででで、、、、もうもうもうもう第第第第４４４４ココココーナーをーナーをーナーをーナーを曲曲曲曲がりかかっているがりかかっているがりかかっているがりかかっている、、、、こここここでしなけれこでしなけれこでしなけれこでしなければばばばどどどどうにもならないというとこうにもならないというとこうにもならないというとこうにもならないというところまろまろまろまでででで来来来来ているようにているようにているようにているように思思思思っていっていっていっていまままますすすす。。。。第第第第３３３３はははは、、、、そそそそうはいってもうはいってもうはいってもうはいっても、、、、公公公公的的的的セクターがきセクターがきセクターがきセクターがきちちちちっとっとっとっと公平公平公平公平なななな市市市市場場場場のののの設計設計設計設計にににに関関関関与与与与しながらしながらしながらしながら、、、、しかもしかもしかもしかも個個個個々々々々のののの私私私私的的的的セクターはセクターはセクターはセクターは、、、、自分自分自分自分のののの組織組織組織組織としてはとしてはとしてはとしては私私私私的的的的費費費費用用用用をををを最少最少最少最少にというにというにというにという運営運営運営運営をををを心心心心がけたとしてもがけたとしてもがけたとしてもがけたとしても、、、、そそそそれでれでれでれで市市市市場場場場がががが環境環境環境環境問問問問題題題題をををを解決解決解決解決するかというとするかというとするかというとするかというと、、、、そそそそうではないうではないうではないうではない。。。。地球環境地球環境地球環境地球環境にににに対対対対するするするする二酸二酸二酸二酸化化化化炭炭炭炭素素素素排出排出排出排出ななななんんんんかもかもかもかも含含含含めてめてめてめて、、、、まだまだまだまだ社会的社会的社会的社会的費費費費用用用用はははは未払未払未払未払いであるいであるいであるいである。。。。ですからですからですからですから、、、、これをフルこれをフルこれをフルこれをフルココココストでストでストでストではかっていかないといけないはかっていかないといけないはかっていかないといけないはかっていかないといけない。。。。多多多多分分分分３３３３段階段階段階段階ぐぐぐぐらいあらいあらいあらいあるるるる。。。。私私私私的的的的費費費費用用用用のののの当当当当該該該該主主主主体体体体のミニのミニのミニのミニママママムムムム、、、、公公公公的的的的なセクターがいわゆるなセクターがいわゆるなセクターがいわゆるなセクターがいわゆる税金税金税金税金でででで負負負負担担担担しているしているしているしている部部部部分分分分もももも含含含含めてトータルめてトータルめてトータルめてトータルココココストでストでストでストで見見見見るるるる。。。。トートートートータルタルタルタルココココストとフルストとフルストとフルストとフルココココストストストスト、、、、実際実際実際実際にはにはにはには一一一一緒緒緒緒なのでしなのでしなのでしなのでしょょょょうけれうけれうけれうけれどどどどもももも、、、、社会的社会的社会的社会的費費費費用用用用をををを含含含含めたフルめたフルめたフルめたフルココココストというストというストというストという概概概概念念念念、、、、このこのこのこの３３３３つのつのつのつの概概概概念念念念でででで整理整理整理整理していしていしていしていくくくく必必必必要要要要があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。        循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを構築構築構築構築していこうとするとしていこうとするとしていこうとするとしていこうとすると、、、、当当当当然然然然そそそそれによってれによってれによってれによって運営運営運営運営されていされていされていされていくくくく便便便便益益益益のののの支支支支払払払払いいいいををををだだだだれかがするということをつれかがするということをつれかがするということをつれかがするということをつくくくくりりりり出出出出していかないとしていかないとしていかないとしていかないと輪輪輪輪がががが回回回回らないらないらないらない。。。。先先先先ほほほほどどどどのののの循環循環循環循環のののの有機有機有機有機物物物物のののの例例例例でいいでいいでいいでいいまままますとすとすとすと、、、、有機物有機物有機物有機物をををを循環循環循環循環ささささせせせせようとすれようとすれようとすれようとすればばばば、、、、最終最終最終最終製製製製品品品品ををををだだだだれがれがれがれが使使使使うかうかうかうか、、、、価価価価値値値値をををを感感感感じじじじてててて使使使使うかということをうかということをうかということをうかということを生生生生みみみみ出出出出していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。        ３３３３番番番番目目目目はオーはオーはオーはオーガガガガニゼーショナルとニゼーショナルとニゼーショナルとニゼーショナルと呼呼呼呼んんんんでいるでいるでいるでいるんんんんですがですがですがですが、、、、オーオーオーオーガガガガニゼーショナルといったニゼーショナルといったニゼーショナルといったニゼーショナルといったららららどどどどういうことかですがういうことかですがういうことかですがういうことかですが、、、、本本本本音音音音でででで言言言言いいいいまままますとすとすとすと、、、、このこのこのこの概概概概念念念念はははは初初初初めはめはめはめは極極極極めてめてめてめて抽抽抽抽象象象象的的的的にににに考考考考ええええまままましししし
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たたたた。。。。でもでもでもでも、、、、５５５５年年年年間間間間ややややってみたらってみたらってみたらってみたら、、、、いいいいやややや、、、、これここれここれここれこそそそそがががが大大大大事事事事だだだだということがということがということがということがだだだだんんんんだだだだんんんんわかってわかってわかってわかってきたきたきたきた。。。。すなわすなわすなわすなわちちちち、、、、民民民民間企間企間企間企業業業業といってもといってもといってもといっても１１１１つつつつ１１１１つのつのつのつの企企企企業業業業はははは企企企企業業業業文文文文化化化化がががが違違違違いいいいまままますすすす。。。。すなわすなわすなわすなわちちちち、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの組織組織組織組織というのはというのはというのはというのは、、、、目標目標目標目標をををを掲掲掲掲げげげげたときにたときにたときにたときに、、、、そそそそれをれをれをれを達達達達成成成成していしていしていしていくくくくためのためのためのための手手手手だだだだてててて、、、、手手手手順順順順がみがみがみがみんんんんなななな違違違違ううううんんんんですねですねですねですね。。。。ですからですからですからですから、、、、ココココンンンンソソソソーシアムをーシアムをーシアムをーシアムを組組組組んんんんでででで一一一一緒緒緒緒ににににややややりりりりままままししししょょょょうといっうといっうといっうといってててて合合合合意意意意ができたかというとができたかというとができたかというとができたかというと、、、、現現現現場場場場のののの方方方方がががが必必必必ずしもずしもずしもずしも動動動動かないということがさかないということがさかないということがさかないということがさんざんんざんんざんんざんありありありありままままししししたたたた。。。。そそそそれはれはれはれは実実実実験験験験ののののレベレベレベレベルでもルでもルでもルでもそそそそうですからうですからうですからうですから、、、、循環循環循環循環複複複複合体合体合体合体のののの本本本本番番番番というというというという表現表現表現表現はおかしいはおかしいはおかしいはおかしいんんんんでででですがすがすがすが、、、、ちちちちままままたではエたではエたではエたではエココココタタタタウウウウンとかンとかンとかンとか、、、、エエエエココココインダストリアルパークとかインダストリアルパークとかインダストリアルパークとかインダストリアルパークとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは環境環境環境環境共生共生共生共生のののの地地地地域域域域づづづづくくくくりということをりということをりということをりということを考考考考えたえたえたえた場場場場合合合合にににに、、、、関係関係関係関係するするするする組織組織組織組織ががががどどどどのようにのようにのようにのように目目目目的的的的をみずからのをみずからのをみずからのをみずからの組組組組織織織織のののの内内内内部部部部にににに貫貫貫貫いていきながらいていきながらいていきながらいていきながら、、、、各各各各メメメメンンンンババババーがーがーがーが行動行動行動行動できるようにできるようにできるようにできるように手順手順手順手順をををを用用用用意意意意するかはすするかはすするかはすするかはすごくごくごくごく大大大大事事事事ですですですです。。。。        だだだだけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これにこれにこれにこれに向向向向かってかってかってかって一一一一定定定定ののののガガガガイイイイドドドドラインがラインがラインがラインが我我我我々々々々のののの成成成成果果果果からできるかというとからできるかというとからできるかというとからできるかというと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなかそそそそうではないうではないうではないうではない。。。。今今今今のとこのとこのとこのところろろろ、、、、経経経経験験験験的的的的にしかわかりにしかわかりにしかわかりにしかわかりませませませませんんんん。。。。このこのこのこの部部部部分分分分についてはについてはについてはについては、、、、ややややはりはりはりはり私私私私たたたたちちちち工工工工学学学学のののの人人人人間間間間ではなではなではなではなくくくくてててて、、、、経経経経営営営営学学学学のののの人人人人たたたたちちちちがアプローがアプローがアプローがアプローチチチチをしていをしていをしていをしていくくくく必必必必要要要要があるがあるがあるがあるとととと思思思思いいいいまままますすすす。。。。ちちちちなみになみになみになみに、、、、先先先先月月月月のののの終終終終わりからわりからわりからわりから今今今今月月月月のののの初初初初めにかけてオランダでめにかけてオランダでめにかけてオランダでめにかけてオランダで開開開開かれたインダかれたインダかれたインダかれたインダストリーエストリーエストリーエストリーエココココロジーというロジーというロジーというロジーという世界世界世界世界のののの研究研究研究研究者者者者のののの集集集集ままままりをりをりをりを見見見見まままますとすとすとすと、、、、経経経経営営営営学学学学のののの人人人人たたたたちちちち、、、、労労労労働経済働経済働経済働経済からからからから入入入入ったったったった人人人人、、、、地地地地域域域域経済経済経済経済からからからから入入入入ったったったった人人人人、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる組織組織組織組織論論論論からからからから入入入入ったったったった人人人人、、、、いいいいろろろろんんんんなななな人人人人たたたたちちちちががががエエエエココココロジロジロジロジカカカカルなルなルなルな経経経経営営営営をををを物物物物質質質質的的的的レベレベレベレベルでルでルでルで確確確確実実実実なパフォーなパフォーなパフォーなパフォーママママンスをンスをンスをンスを起起起起こしながらこしながらこしながらこしながら進進進進めていめていめていめていくくくく手手手手だだだだてをてをてをてを非非非非常常常常にににに研究研究研究研究なさっておるなさっておるなさっておるなさっておる。。。。ククククララララウウウウトックトックトックトック大学大学大学大学とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろんんんんなとこなとこなとこなところろろろがありがありがありがありまままますがすがすがすが、、、、そそそそういうのをういうのをういうのをういうのを見見見見ているとているとているとていると、、、、ややややはりはりはりはり我我我我々々々々のこののこののこののこの研究研究研究研究のののの次元次元次元次元のののの設設設設定定定定はははは間間間間違違違違っていなかったっていなかったっていなかったっていなかった。。。。どどどどううううややややってってってってココココンンンンソソソソーシアムをーシアムをーシアムをーシアムを組組組組むかはすむかはすむかはすむかはすごくごくごくごく大大大大事事事事なことなことなことなことだだだだというのがわかったというのがわかったというのがわかったというのがわかったんんんんですがですがですがですが、、、、どどどどういうういうういうういうふふふふうにうにうにうに組組組組んんんんだだだだらいいかということをらいいかということをらいいかということをらいいかということを我我我我々々々々がががが今今今今明明明明らかにらかにらかにらかに示示示示すことすことすことすことままままではいっていないではいっていないではいっていないではいっていないのがのがのがのが実実実実態態態態ですですですです。。。。        社会社会社会社会システムのシステムのシステムのシステムの次元次元次元次元とととと言言言言っていっていっていっていまままますがすがすがすが、、、、これはこれはこれはこれは比較比較比較比較的的的的わかりわかりわかりわかりややややすいとこすいとこすいとこすいところろろろですですですです。。。。このこのこのこの間間間間、、、、拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責任者責任者責任者責任というのがというのがというのがというのが当当当当然然然然のようにのようにのようにのように語語語語られるようになりられるようになりられるようになりられるようになりまままましたししたししたししたし、、、、物物物物ののののややややりとりをしりとりをしりとりをしりとりをしまままますすすす、、、、資源資源資源資源をををを融融融融通通通通ししししまままますといったすといったすといったすといった場場場場合合合合はははは、、、、相手相手相手相手にににに渡渡渡渡したものにしたものにしたものにしたものに対対対対してみずからのしてみずからのしてみずからのしてみずからの責任責任責任責任をををを持持持持つというつというつというつという自自自自律律律律型型型型のののの思思思思考考考考形形形形態態態態、、、、契契契契約約約約形形形形態態態態をををを持持持持たないといけないということですたないといけないということですたないといけないということですたないといけないということです。。。。このこのこのこの点点点点、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを循環循環循環循環するというするというするというするという観観観観点点点点にににに立立立立ったときにったときにったときにったときに、、、、一一一一定定定定のののの量量量量をををを集集集集めようとするとめようとするとめようとするとめようとすると、、、、かなりかなりかなりかなり質質質質のののの違違違違うものをうものをうものをうものを一一一一番番番番質質質質のののの低低低低いとこいとこいとこいところろろろににににそろそろそろそろえてシステムができえてシステムができえてシステムができえてシステムができ上上上上がってしがってしがってしがってしままままうううう可能可能可能可能性性性性がしがしがしがしばばばばししししばばばばありありありありまままますすすす。。。。そそそそのののの際際際際にににに本当本当本当本当であれであれであれであればばばば質質質質のののの高高高高いいいいレベレベレベレベルにルにルにルに資源資源資源資源をををを標標標標準準準準化化化化してしてしてして、、、、そそそそしてしてしてしてそそそそれにれにれにれに向向向向かかかかってってってって排出排出排出排出者者者者側側側側はははは技術技術技術技術というというというという言言言言葉葉葉葉ににににふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい配慮配慮配慮配慮をしていをしていをしていをしていくくくくことによってことによってことによってことによって、、、、いわいわいわいわばばばば質質質質のののの低低低低いダいダいダいダウウウウンリサイクルではなンリサイクルではなンリサイクルではなンリサイクルではなくくくくてててて、、、、よりよりよりより高高高高いいいいレベレベレベレベルのルのルのルの水水水水平平平平型型型型のリサイクルにのリサイクルにのリサイクルにのリサイクルに持持持持っていっていっていっていくくくくべべべべききききだだだだとととと思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、そそそそのことをするためにはのことをするためにはのことをするためにはのことをするためには製製製製品品品品連連連連鎖鎖鎖鎖上上上上のシェアリングをのシェアリングをのシェアリングをのシェアリングをややややっていかないっていかないっていかないっていかないといけないといけないといけないといけない。。。。        このこのこのこの間間間間にににに導導導導入入入入するするするする技術技術技術技術というのはというのはというのはというのは、、、、結結結結構構構構レベレベレベレベルのルのルのルの高高高高いいいい技術技術技術技術がががが入入入入ってきってきってきってきまままましたしたしたした。。。。例例例例ええええばばばば昨昨昨昨今今今今、、、、ガガガガスススス化化化化溶溶溶溶融融融融炉炉炉炉ななななんんんんてよてよてよてよくくくくちちちちままままたでたでたでたで言言言言われるわけですがわれるわけですがわれるわけですがわれるわけですが、、、、ガガガガスススス化化化化溶溶溶溶融融融融炉炉炉炉にもいにもいにもいにもいろろろろんんんんなタなタなタなタイプがあるイプがあるイプがあるイプがある。。。。すなわすなわすなわすなわちちちち、、、、高高高高純純純純度度度度のいわゆるのいわゆるのいわゆるのいわゆる燃料燃料燃料燃料ガガガガスではなスではなスではなスではなくくくくてててて、、、、化学化学化学化学原原原原料料料料にしようとしにしようとしにしようとしにしようとしまままますとすとすとすと、、、、入入入入りりりり口口口口でででで取取取取りりりり上上上上げげげげるべきるべきるべきるべき副副副副産物産物産物産物についてはについてはについてはについては、、、、セパセパセパセパレレレレーションをきっーションをきっーションをきっーションをきっちちちちりりりりややややらないとらないとらないとらないといけないといういけないといういけないといういけないという話話話話になってはいになってはいになってはいになってはいまままますすすす。。。。        ２２２２番番番番目目目目のののの社会社会社会社会システムのシステムのシステムのシステムの機能機能機能機能というというというという点点点点でいいでいいでいいでいいまままますとすとすとすと、、、、まだまだまだまだ世世世世のののの中中中中にににに登登登登場場場場していないしていないしていないしていない循環循環循環循環型型型型のののの逆逆逆逆工工工工場場場場とかリとかリとかリとかリババババースロジステックスースロジステックスースロジステックスースロジステックス、、、、リリリリババババースロジステックスについてはースロジステックスについてはースロジステックスについてはースロジステックスについては静静静静脈脈脈脈物物物物流流流流とととと
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言言言言ってしってしってしってしままままうとうとうとうと、、、、現実現実現実現実のののの姿姿姿姿もももも静静静静脈脈脈脈物物物物流流流流ではないかとではないかとではないかとではないかと言言言言われるわれるわれるわれるんんんんですがですがですがですが、、、、静静静静脈脈脈脈とととと動動動動脈脈脈脈がががが一体一体一体一体化化化化したようなというしたようなというしたようなというしたようなという意意意意味味味味でででで、、、、そそそそういうものができういうものができういうものができういうものができ上上上上がっているかというとがっているかというとがっているかというとがっているかというと、、、、まだまだそまだまだそまだまだそまだまだそううううではありではありではありではありませませませませんんんん。。。。我我我我々々々々のののの社会社会社会社会ではではではでは、、、、寿命寿命寿命寿命をををを長長長長くくくくするというするというするというするというココココンセプトからいいンセプトからいいンセプトからいいンセプトからいいまままますとすとすとすと、、、、アアアアップグップグップグップグレレレレーーーードドドドサーサーサーサービビビビスはもっとスはもっとスはもっとスはもっと進進進進んんんんでいでいでいでいくくくくべきでしべきでしべきでしべきでしょょょょうがうがうがうが、、、、パパパパソソソソココココンンンン１１１１つとってもつとってもつとってもつとっても、、、、アッアッアッアップグプグプグプグレレレレーーーードドドドサーサーサーサービビビビスというよりはスというよりはスというよりはスというよりは３３３３年年年年でででで買買買買いかえということになってしいかえということになってしいかえということになってしいかえということになってしままままうううう。。。。        だだだだからからからから、、、、余余余余りにもりにもりにもりにも技技技技術術術術のテンのテンのテンのテンポポポポがががが速速速速過過過過ぎぎぎぎるというるというるというるという見方見方見方見方もあるかもしれもあるかもしれもあるかもしれもあるかもしれませませませませんんんん。。。。しかししかししかししかし、、、、用用用用途途途途にににに応応応応じじじじてててて必必必必要要要要なななな機機機機材材材材をををを必必必必要要要要なななな人人人人がががが使使使使ったあとはったあとはったあとはったあとは別別別別なななな人人人人がががが使使使使いこないこないこないこなせせせせるようなるようなるようなるようなレレレレンタルンタルンタルンタル方方方方式式式式とかリースとかリースとかリースとかリース方方方方式式式式というというというという形形形形でででで、、、、社会的社会的社会的社会的なななな機能機能機能機能をををを果果果果たしていたしていたしていたしていくくくくべきであるべきであるべきであるべきである。。。。ここここんんんんななななココココンセンセンセンセプトをプトをプトをプトを考考考考えたえたえたえた。。。。ももももちちちちろろろろんんんん、、、、最後最後最後最後のののの社会社会社会社会システムデシステムデシステムデシステムデザザザザインというインというインというインという点点点点ではではではでは、、、、製製製製品品品品連連連連鎖鎖鎖鎖ははははどどどどんんんんなななな遠遠遠遠いとこいとこいとこいところろろろにあってもよにあってもよにあってもよにあってもよろろろろしいしいしいしい。。。。代代代代謝謝謝謝についてもについてもについてもについても、、、、そそそそれをれをれをれを受受受受けけけけ取取取取るるるる主主主主体体体体はははは別別別別のとこのとこのとこのところろろろにあにあにあにあってもいいですというよりはってもいいですというよりはってもいいですというよりはってもいいですというよりは、、、、できるできるできるできる限限限限りりりり近近近近接接接接でででで相互相互相互相互のののの力合力合力合力合わわわわせせせせができができができができそそそそうなうなうなうな距離距離距離距離とかとかとかとか空空空空間間間間とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはそそそそれをれをれをれを一体化一体化一体化一体化したしたしたした空空空空間間間間計画計画計画計画をすることがをすることがをすることがをすることが大大大大事事事事だろだろだろだろうとうとうとうと考考考考えたということえたということえたということえたということですですですです。。。。        具具具具体的体的体的体的なななな話話話話というのはというのはというのはというのは３３３３つつつつ設設設設定定定定ししししまままましたがしたがしたがしたが、、、、産業産業産業産業工工工工場場場場、、、、農工農工農工農工連連連連携携携携、、、、都都都都市市市市更更更更新新新新というとこというとこというとこというところろろろでででで見見見見たたたた場場場場合合合合にににに、、、、最最最最初初初初からからからからポポポポンプにしようとンプにしようとンプにしようとンプにしようと思思思思ったわけではありったわけではありったわけではありったわけではありませませませませんんんん。。。。ポポポポンプがンプがンプがンプが出出出出てきてきてきてきたのはたのはたのはたのは５５５５年年年年間間間間のののの計画計画計画計画のののの研究研究研究研究のののの２２２２年年年年目目目目ぐぐぐぐらいですのでらいですのでらいですのでらいですので、、、、ポポポポンプのンプのンプのンプの話話話話がががが最最最最初初初初からあったわけでからあったわけでからあったわけでからあったわけではないはないはないはない。。。。たたたただだだだ、、、、工工工工業業業業製製製製品品品品をできれをできれをできれをできればばばばリユースしたいリユースしたいリユースしたいリユースしたい、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはそそそそのののの製製製製品品品品のリースをのリースをのリースをのリースを手手手手がけがけがけがけていきたいというていきたいというていきたいというていきたいという点点点点をををを考考考考えるえるえるえる。。。。工工工工場場場場をををを取取取取りりりり上上上上げげげげたときのたときのたときのたときの代代代代謝謝謝謝物物物物としてはとしてはとしてはとしては、、、、ややややはりはりはりはり熱熱熱熱であるであるであるであるとかとかとかとか電電電電気気気気といったようなといったようなといったようなといったような普普普普遍遍遍遍的的的的なエネルなエネルなエネルなエネルギギギギーをーをーをーを代代代代謝謝謝謝のののの対対対対象象象象にしたということでにしたということでにしたということでにしたということで、、、、結果結果結果結果的的的的ににににははははガガガガスススス化化化化溶溶溶溶融融融融炉炉炉炉をををを非非非非常常常常にににに重重重重視視視視したしたしたした論理論理論理論理構成構成構成構成になっていになっていになっていになっていまままますすすす。。。。別別別別ににににガガガガスススス化化化化溶溶溶溶融融融融炉炉炉炉でなでなでなでなくくくくてもてもてもても、、、、例例例例ええええばばばば発発発発酵酵酵酵技術技術技術技術ででででメメメメタンであるとかタンであるとかタンであるとかタンであるとか、、、、そそそそういうものにういうものにういうものにういうものに注注注注目目目目してもしてもしてもしてもそそそそれはれはれはれは構構構構わないわないわないわない。。。。        農工農工農工農工連連連連携携携携のののの中中中中でででで、、、、かなりかなりかなりかなり地地地地場場場場産産産産のののの野野野野菜菜菜菜であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、そそそそのののの中中中中でもでもでもでも軟軟軟軟弱弱弱弱物物物物とかとかとかとか季節季節季節季節物物物物をををを考考考考ええええてててて、、、、安安安安心心心心、、、、安安安安全全全全のののの農農農農作作作作物物物物をををを提提提提供供供供するするするする中中中中でででで資源循環資源循環資源循環資源循環をトータルなをトータルなをトータルなをトータルな製製製製品品品品連連連連鎖鎖鎖鎖のののの中中中中でででで出出出出していしていしていしていくくくく、、、、こういうアプローこういうアプローこういうアプローこういうアプローチチチチ。。。。同同同同時時時時にににに、、、、そそそそのののの流流流流れがれがれがれが農村農村農村農村からからからから都都都都市市市市、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの段階段階段階段階ごごごごとにとにとにとに必必必必ずずずずババババイイイイオオオオママママスのスのスのスの塊塊塊塊がががが流流流流れてきれてきれてきれてきまままますすすす。。。。そそそそのののの流流流流れていれていれていれていくくくく途途途途中中中中でででで、、、、できれできれできれできればばばば代代代代謝謝謝謝効率効率効率効率をををを高高高高めていめていめていめていくくくく。。。。いいいいわわわわばばばば廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にならないようにしにならないようにしにならないようにしにならないようにしていていていていくくくくんんんんだだだだ、、、、ここここんんんんなななな流流流流れでれでれでれで事事事事をとらえるをとらえるをとらえるをとらえる。。。。        都都都都市市市市更更更更新新新新のののの場場場場合合合合もももも、、、、当当当当然然然然ですがですがですがですが、、、、材材材材料料料料からからからから見見見見れれれればばばばセセセセメメメメントとントとントとントと鉄鉄鉄鉄とととと木木木木材材材材等等等等々々々々がががが一一一一番番番番大大大大きなきなきなきなボボボボリリリリュュュュームになりームになりームになりームになりまままますすすす。。。。ですからですからですからですから、、、、そそそそういうものはういうものはういうものはういうものは製製製製品品品品連連連連鎖鎖鎖鎖でででで取取取取りりりり上上上上げまげまげまげまししししょょょょうううう。。。。都都都都市市市市そそそそのものはのものはのものはのものは、、、、目目目目のののの前前前前ででででそそそそんんんんなになになになに目目目目立立立立ってってってって変変変変わっていわっていわっていわっていくくくくわけではなわけではなわけではなわけではなくくくくてててて、、、、東京東京東京東京のあるのあるのあるのある部部部部分分分分ななななんんんんかはかはかはかは次次次次々々々々とととと更更更更新新新新がなされていがなされていがなされていがなされていまままますけれすけれすけれすけれどどどどもももも、、、、都都都都市市市市更更更更新新新新がががが次次次次々々々々とととと続続続続いていいていいていいていくくくくというよりはというよりはというよりはというよりは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり鳥鳥鳥鳥のののの目目目目でででで少少少少しししし遠遠遠遠目目目目にににに眺眺眺眺めたらめたらめたらめたら、、、、あるあるあるある時時時時間間間間がたつとがたつとがたつとがたつと都都都都市市市市のののの姿姿姿姿はははは変変変変わっていったよねわっていったよねわっていったよねわっていったよね、、、、そそそそののののぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの目目目目でででで見見見見ながらながらながらながら、、、、そそそそれでゼロエミッションがれでゼロエミッションがれでゼロエミッションがれでゼロエミッションが実際実際実際実際ににににどどどどんんんんななななふふふふうにうにうにうに進進進進んんんんでいるかでいるかでいるかでいるかをををを見見見見たいたいたいたい。。。。        もうもうもうもう少少少少しししし詳詳詳詳ししししくくくくおおおお話話話話をしていきをしていきをしていきをしていきまままますがすがすがすが、、、、ポポポポンプをンプをンプをンプを取取取取りりりり上上上上げげげげたときたときたときたとき、、、、これがこれがこれがこれが実際実際実際実際にパートにパートにパートにパートナーであるナーであるナーであるナーである荏荏荏荏原原原原製製製製作作作作所所所所のののの藤沢藤沢藤沢藤沢工工工工場場場場ででででポポポポンプをンプをンプをンプを解解解解体体体体したときのしたときのしたときのしたときの写写写写真真真真のののの一一一一部部部部でしてでしてでしてでして、、、、ももももちちちちろろろろんんんん初初初初めはめはめはめは手手手手放放放放しでしでしでしで始始始始めるということですめるということですめるということですめるということです。。。。ポポポポンプのンプのンプのンプの台台台台数数数数ももももごくごくごくごくわずかでスタートしてわずかでスタートしてわずかでスタートしてわずかでスタートして、、、、そそそそれれれれをををを広広広広げげげげていていていていくくくく。。。。最最最最初初初初はははは、、、、当当当当然然然然デデデデザザザザインインインイン、、、、エンエンエンエンババババイロンイロンイロンイロンメメメメントというとこントというとこントというとこントというところまろまろまろまでいかずにでいかずにでいかずにでいかずに、、、、分分分分解解解解、、、、解解解解体体体体性性性性をををを取取取取りりりり上上上上げげげげてててて研究研究研究研究をしていをしていをしていをしていくくくくわけですけれわけですけれわけですけれわけですけれどどどどもももも、、、、ビビビビジネスジネスジネスジネスモモモモデルとしてはデルとしてはデルとしてはデルとしてはメメメメンテナンスンテナンスンテナンスンテナンス重重重重視視視視型型型型にににに持持持持っていっていっていっていくくくくんんんんだだだだということですということですということですということです。。。。        しかししかししかししかし、、、、メメメメンテナンスンテナンスンテナンスンテナンス重重重重視視視視とはとはとはとは言言言言いいいいまままますけすけすけすけれれれれどどどどもももも、、、、ポポポポンプのンプのンプのンプの働働働働きききき方方方方としてはユーとしてはユーとしてはユーとしてはユーザザザザーはーはーはーは
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一体一体一体一体何何何何をををを求求求求めておってめておってめておってめておって、、、、これからこれからこれからこれから循環循環循環循環ささささせせせせるということをるということをるということをるということを言言言言ったったったった場場場場合合合合にににに、、、、そそそそのサーのサーのサーのサービビビビスにスにスにスに魅魅魅魅力力力力をををを感感感感じじじじてもらわないことにはてもらわないことにはてもらわないことにはてもらわないことには、、、、おおおお客客客客ささささんんんん不在不在不在不在でででで循環循環循環循環、、、、循環循環循環循環とわめいてもとわめいてもとわめいてもとわめいても仕方仕方仕方仕方がないがないがないがない。。。。ややややがてがてがてがてそそそそれはれはれはれは市市市市場場場場というというというという中中中中にににに需需需需要要要要をををを開発開発開発開発していしていしていしていくくくくんんんんだだだだ。。。。ままままたたたた、、、、メメメメーーーーカカカカーとユーーとユーーとユーーとユーザザザザーとのーとのーとのーとの間間間間のののの情情情情報報報報ココココミミミミュュュュニニニニケケケケーションをーションをーションをーションを活発活発活発活発にすることによってにすることによってにすることによってにすることによって、、、、情情情情報報報報をををを得得得得るるるる企企企企業業業業がががが栄栄栄栄えるといったえるといったえるといったえるといった方方方方向向向向ののののドドドドライライライライビビビビングングングングホホホホースになるということでースになるということでースになるということでースになるということで、、、、逆逆逆逆工工工工場場場場のののの提提提提案案案案をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、ほほほほかのかのかのかの製製製製品品品品にににについてもついてもついてもついても、、、、こういうこういうこういうこういう流流流流れでれでれでれで展開展開展開展開していしていしていしていくくくく。。。。        同同同同じじじじ藤沢藤沢藤沢藤沢工工工工場場場場でででで、、、、既既既既ににににそそそそのののの時時時時点点点点でででで建建建建設設設設をををを始始始始めることになっていめることになっていめることになっていめることになっていまままましたしたしたしたガガガガスススス化化化化溶溶溶溶融融融融炉炉炉炉をををを、、、、１１１１つのつのつのつの中核的中核的中核的中核的なななな産業産業産業産業工工工工場場場場がエネルがエネルがエネルがエネルギギギギーというものをーというものをーというものをーというものを取取取取りりりり上上上上げげげげたときのたときのたときのたときの普普普普遍遍遍遍的的的的にににに持持持持つつつつ可能可能可能可能性性性性があるがあるがあるがある未未未未来来来来型技術型技術型技術型技術としてとしてとしてとして考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。言言言言ううううままままでもないことでありでもないことでありでもないことでありでもないことでありまままますがすがすがすが、、、、ガガガガスススス化化化化溶溶溶溶融融融融炉炉炉炉自自自自身身身身はははは 1996199619961996年年年年ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのレベレベレベレベルでいいルでいいルでいいルでいいまままますとすとすとすと、、、、日日日日本国本国本国本国内内内内ではではではではまだまだまだまだ２２２２社社社社ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで考考考考えられていたえられていたえられていたえられていただだだだけですがけですがけですがけですが、、、、現現現現在在在在ですとですとですとですと約約約約 30303030社社社社弱弱弱弱ががががメメメメーーーーカカカカーとしてーとしてーとしてーとして技術技術技術技術をををを市市市市場場場場にににに対対対対してしてしてして提提提提供供供供するするするする。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろななななババババリエーションはあるけれリエーションはあるけれリエーションはあるけれリエーションはあるけれどどどどもももも、、、、展開展開展開展開しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。        このこのこのこの間間間間にににに随随随随分開発分開発分開発分開発されたとされたとされたとされたと思思思思いいいいまままますがすがすがすが、、、、ややややはりはりはりはり入入入入力力力力、、、、出力出力出力出力をををを含含含含めてめてめてめて、、、、どどどどのようにのようにのようにのように管管管管理理理理ををををしていけしていけしていけしていけばばばば技術技術技術技術としてのとしてのとしてのとしての安安安安定定定定性性性性、、、、経済的経済的経済的経済的なななな面面面面でででで見見見見たたたた効率効率効率効率性性性性がががが達達達達成成成成できるかというできるかというできるかというできるかという話話話話。。。。当当当当然然然然ながらながらながらながら何何何何億億億億円円円円かするかするかするかする技術技術技術技術をををを導導導導入入入入していしていしていしていくくくくということはということはということはということは、、、、社会的社会的社会的社会的にににに見見見見てててて例例例例ええええばばばば二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素排排排排出出出出抑抑抑抑制制制制、、、、周周周周辺辺辺辺のののの人人人人たたたたちちちちにににに熱熱熱熱とかとかとかとか電電電電気気気気とかというものがとかというものがとかというものがとかというものが提提提提供供供供できるといったようなできるといったようなできるといったようなできるといったような機能機能機能機能をををを見見見見ながらながらながらながら、、、、しかししかししかししかし、、、、そそそそののののココココストをストをストをストをだだだだれがれがれがれが分担分担分担分担していしていしていしていくくくくのかのかのかのか、、、、そそそそういうういうういうういう世界世界世界世界もももも当当当当然然然然考考考考えていえていえていえていくくくく。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、ごごごごみのみのみのみの焼焼焼焼却却却却施設施設施設施設とはとはとはとは違違違違うとはいえうとはいえうとはいえうとはいえ、、、、このこのこのこの姿姿姿姿をををを見見見見まままますとすとすとすと、、、、そそそそのののの隣隣隣隣にににに居居居居住住住住地地地地をををを選選選選ぶぶぶぶとととといういういういう人人人人はははは多多多多分分分分いないでしいないでしいないでしいないでしょょょょうからうからうからうから、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの住住住住とととと工工工工、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは消消消消費者費者費者費者とととと物物物物づづづづくくくくりとのりとのりとのりとの間間間間のののの結結結結びつきにびつきにびつきにびつきに関関関関するさするさするさするさままままざざざざままままなななな議議議議論論論論をををを巻巻巻巻きききき起起起起こしていこしていこしていこしていくくくく。。。。        このこのこのこの議議議議論論論論はははは、、、、ややややはりはりはりはり我我我我々々々々のののの都都都都市市市市はははは非非非非常常常常にきれいになりにきれいになりにきれいになりにきれいになりまままましたしたしたした。。。。物物物物づづづづくくくくりのりのりのりの場場場場というのはというのはというのはというのはどどどどんんんんどどどどんんんんななななくくくくなってしなってしなってしなってしままままったわけですがったわけですがったわけですがったわけですが、、、、そそそそれがいいとれがいいとれがいいとれがいいと言言言言うううう人人人人とととと、、、、いいいいやややや、、、、そそそそうではなうではなうではなうではなくくくくてててて、、、、裏裏裏裏方方方方でででで支支支支えるユーテえるユーテえるユーテえるユーティィィィリテリテリテリティィィィーのーのーのーの部部部部分分分分はもっとはもっとはもっとはもっと生生生生活活活活のののの中中中中にににに神神神神話的話的話的話的にににに入入入入りりりり込込込込んんんんできていいのできていいのできていいのできていいのではないかではないかではないかではないか。。。。どどどどちちちちらをとられるからをとられるからをとられるからをとられるか、、、、私私私私はわかりはわかりはわかりはわかりませませませませんんんん。。。。私私私私ははははどどどどちちちちらかというとらかというとらかというとらかというと後者後者後者後者のののの立立立立場場場場ですのでですのでですのでですので、、、、どどどどううううややややってってってって一体型一体型一体型一体型でででで地地地地域域域域づづづづくくくくりをりをりをりを図図図図るかがるかがるかがるかが大大大大事事事事だだだだとととと。。。。決決決決してしてしてしてポポポポンプンプンプンプだだだだけではなけではなけではなけではないのでいのでいのでいので、、、、ほほほほかのものについてもかのものについてもかのものについてもかのものについても取取取取りりりり上上上上げげげげていていていていくくくく。。。。        野野野野菜菜菜菜がここにがここにがここにがここに並並並並んんんんでいでいでいでいまままますがすがすがすが、、、、カカカカボボボボチチチチャであャであャであャであるとかトるとかトるとかトるとかトママママトというものをトというものをトというものをトというものを独独独独自自自自にににに供給供給供給供給できできできできるようなるようなるようなるような都都都都市市市市とととと農村農村農村農村とのとのとのとの関係関係関係関係。。。。ややややがてこれはがてこれはがてこれはがてこれはヘヘヘヘルシーとかルシーとかルシーとかルシーとか、、、、安安安安全全全全とかというとことかというとことかというとことかというところろろろにににに中中中中心心心心をををを持持持持っていっていっていっていくくくくわけですがわけですがわけですがわけですが、、、、そそそそののののココココンセプトにンセプトにンセプトにンセプトに合合合合うううう形形形形であれであれであれであればばばば、、、、ババババイオイオイオイオママママスをスをスをスを転換装転換装転換装転換装置置置置としとしとしとしてエネルてエネルてエネルてエネルギギギギーーーー化化化化したりしたりしたりしたり、、、、場場場場合合合合によってはによってはによってはによっては原原原原料料料料化化化化したりということができるのではないかしたりということができるのではないかしたりということができるのではないかしたりということができるのではないか。。。。このこのこのこの点点点点についてもについてもについてもについても、、、、代代代代謝謝謝謝をするをするをするをする場場場場所所所所をををを農村農村農村農村にににに近近近近いいいい部部部部分分分分のイのイのイのイメメメメージからージからージからージから、、、、ショッショッショッショッピピピピングセンングセンングセンングセンターであるとかターであるとかターであるとかターであるとか食品食品食品食品産業産業産業産業工工工工場場場場群群群群であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは生生生生ごごごごみというみというみというみという点点点点からいいからいいからいいからいいまままますとすとすとすと、、、、一一一一般般般般市民市民市民市民からからからから出出出出ててててくくくくるるるる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを含含含含めてめてめてめて地地地地域域域域でででで考考考考えるとかえるとかえるとかえるとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななモモモモデルをデルをデルをデルを空空空空間間間間的的的的ススススケケケケーーーールにルにルにルに応応応応じじじじてててて考考考考えていこうえていこうえていこうえていこう。。。。        ごごごごららららんんんんいたいたいたいただだだだききききまままますとすとすとすと、、、、ココココンクリートのンクリートのンクリートのンクリートの部部部部分分分分についてもについてもについてもについても、、、、出出出出てきたものをてきたものをてきたものをてきたものをどどどどううううややややってリってリってリってリサイクルするかということサイクルするかということサイクルするかということサイクルするかということだだだだけではなけではなけではなけではなくくくくてててて、、、、むしむしむしむしろそろそろそろそのののの建建建建物物物物をををを今後今後今後今後壊壊壊壊さないでリフさないでリフさないでリフさないでリフレレレレッシッシッシッシュュュュしていしていしていしていくくくく、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは建建建建物物物物のののの骨骨骨骨格部格部格部格部分分分分、、、、ススススケケケケルトンはルトンはルトンはルトンは今後今後今後今後ともともともとも活用活用活用活用しながらしながらしながらしながら、、、、いわゆるリいわゆるリいわゆるリいわゆるリテールのテールのテールのテールの部部部部分分分分だだだだけけけけ、、、、インフインフインフインフィィィィルのルのルのルの部部部部分分分分だだだだけけけけ更更更更新新新新していしていしていしていくくくくようなようなようなような建建建建てててて方方方方をををを考考考考えていえていえていえていくくくくというというというというのがのがのがのが１１１１つのつのつのつのポポポポイントですイントですイントですイントです。。。。        ここにここにここにここにちちちちょょょょっとわけのわからないことをっとわけのわからないことをっとわけのわからないことをっとわけのわからないことを書書書書いていいていいていいていまままますがすがすがすが、、、、何何何何をををを言言言言っているかというとっているかというとっているかというとっているかというと、、、、
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最終最終最終最終的的的的にににに土土土土のののの中中中中からからからから掘掘掘掘りりりり出出出出したものをしたものをしたものをしたものを埋埋埋埋立処分立処分立処分立処分というというというという形形形形でででで土土土土にににに返返返返すということはすということはすということはすということは別別別別にににに悪悪悪悪いいいいことでないということでないということでないということでないという人人人人とととと、、、、いいいいやややや、、、、そそそそれはれはれはれは場場場場所所所所によるによるによるによるんんんんだだだだ。。。。大大大大都都都都市市市市圏圏圏圏でわずかにでわずかにでわずかにでわずかに残残残残されたされたされたされた海海海海のののの水水水水面面面面をををを浅浅浅浅場場場場であるのにもかかわらずであるのにもかかわらずであるのにもかかわらずであるのにもかかわらず埋埋埋埋めめめめ立立立立てていてていてていてていくくくくというようなというようなというようなというような形形形形でででで使使使使われるというのはわれるというのはわれるというのはわれるというのは、、、、同同同同じじじじ土土土土からからからから、、、、岩岩岩岩石石石石からからからから、、、、地地地地底底底底からからからから掘掘掘掘りりりり出出出出ししししだだだだしてしてしてして、、、、そそそそれらをれらをれらをれらを地地地地底底底底にににに戻戻戻戻すというすというすというすという意意意意味味味味ではなではなではなではないいいいだろだろだろだろうううう。。。。評価評価評価評価はきはきはきはきちちちちっとっとっとっとややややらないとらないとらないとらないと、、、、このこのこのこの問問問問題題題題はははは非非非非常常常常ににににボボボボリリリリュュュュームがームがームがームが多多多多いものですからいものですからいものですからいものですから、、、、流流流流れがれがれがれが詰詰詰詰ままままってしってしってしってしままままうことになるうことになるうことになるうことになる。。。。このこのこのこの点点点点、、、、我我我我々々々々としてはとしてはとしてはとしては社会的社会的社会的社会的なななな評価評価評価評価ををををややややるるるる必必必必要要要要があるがあるがあるがあるというというというという考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。        たたたただだだだ、、、、これについてはこれについてはこれについてはこれについては、、、、我我我我々々々々のののの研究研究研究研究はははは５５５５年年年年間間間間ではではではではほほほほととととんんんんどどどどできできできできませませませませんんんんでしたでしたでしたでした。。。。すなわすなわすなわすなわちちちち、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな都都都都市市市市づづづづくくくくりというりというりというりという点点点点でいいでいいでいいでいいまままますとすとすとすと、、、、そそそそのののの材材材材料料料料をををを木木木木にににに変変変変えていえていえていえていくくくくというというというという提提提提案案案案、、、、大大大大変変変変魅魅魅魅力的力的力的力的なとこなとこなとこなところろろろにににに、、、、日日日日本的本的本的本的なななな木木木木のののの文文文文化化化化というというというという点点点点ではではではでは非非非非常常常常ににににポポポポイントですイントですイントですイントです。。。。そそそそれをれをれをれをババババランランランランスのスのスのスの問問問問題題題題だだだだけでけでけでけで議議議議論論論論していいのかしていいのかしていいのかしていいのか、、、、伊伊伊伊勢神勢神勢神勢神宮宮宮宮といったといったといったといった、、、、あるあるあるある期間期間期間期間でででで更更更更新新新新しているしているしているしている例例例例もあるもあるもあるもある。。。。しかししかししかししかし、、、、そそそそれれれれ自体自体自体自体ををををままままたたたた古古古古材材材材としてとしてとしてとして活用活用活用活用するようなするようなするようなするような文文文文化化化化がありがありがありがありまままますがすがすがすが、、、、そそそそういうういうういうういう特特特特殊殊殊殊モモモモデデデデルというルというルというルという表現表現表現表現はおかしいですがはおかしいですがはおかしいですがはおかしいですが、、、、あるとこあるとこあるとこあるところろろろにににに接接接接しているとこしているとこしているとこしているところろろろににににだだだだけをけをけをけを求求求求めてめてめてめて研究研究研究研究をしをしをしをしていっていいのかていっていいのかていっていいのかていっていいのか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは社会社会社会社会にににに対対対対してアしてアしてアしてアピピピピールしていいのかというールしていいのかというールしていいのかというールしていいのかという点点点点ではではではでは、、、、正直正直正直正直なとなとなとなとこここころろろろをををを申申申申しししし上上上上げまげまげまげますとすとすとすと戸惑戸惑戸惑戸惑いがいがいがいが最後最後最後最後ままままでででで残残残残りりりりまままましたしたしたした。。。。進進進進んんんんでいないわけですでいないわけですでいないわけですでいないわけです。。。。        むしむしむしむしろろろろ私私私私たたたたちちちちがががが力力力力をををを入入入入れたのはれたのはれたのはれたのは、、、、都都都都市自体市自体市自体市自体がががが全体全体全体全体としてとしてとしてとして今後今後今後今後のののの成成成成長長長長とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは都都都都市市市市のののの姿姿姿姿がががが変変変変容容容容していしていしていしていくくくくというというというというママママクロなクロなクロなクロな長長長長期期期期的的的的なななな過過過過程程程程でででで、、、、現現現現時時時時点点点点ででででどどどどのようなのようなのようなのような方方方方向向向向づけができづけができづけができづけができるのかるのかるのかるのか。。。。結論結論結論結論をををを言言言言ってしってしってしってしままままいいいいまままますとすとすとすと、、、、ちちちちままままたでよたでよたでよたでよくくくく言言言言われるわれるわれるわれるココココンパクトシテンパクトシテンパクトシテンパクトシティィィィーというーというーというーという概概概概念念念念ですですですです。。。。すなわすなわすなわすなわちちちち、、、、一一一一定定定定のののの密密密密度度度度にににに活動活動活動活動なりなりなりなり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは床床床床面面面面積積積積をををを集約集約集約集約することによってすることによってすることによってすることによって、、、、都都都都市市市市のののの中中中中にむしにむしにむしにむしろろろろオープンスオープンスオープンスオープンスペペペペースをースをースをースを確確確確保保保保していしていしていしていくくくくことをことをことをことを積極的積極的積極的積極的にににに展開展開展開展開していしていしていしていくくくく。。。。        これはこれはこれはこれは言言言言いかえるといかえるといかえるといかえると、、、、低低低低層層層層住住住住宅宅宅宅ははははごごごご遠遠遠遠慮慮慮慮いたいたいたいただくだくだくだく。。。。だだだだからからからから、、、、先先先先ほほほほどどどどのののの木木木木質質質質都都都都市市市市とととと概概概概念念念念がががが大分大分大分大分外外外外れてれてれてれてくくくくるるるるんんんんですねですねですねですね。。。。ですからですからですからですから、、、、東京東京東京東京でもでもでもでも残残残残っているっているっているっている２２２２階階階階建建建建ててててぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの低低低低層層層層住住住住宅宅宅宅をでをでをでをできるきるきるきるだだだだけパリとしたけパリとしたけパリとしたけパリとした都都都都市型市型市型市型にしていにしていにしていにしていくくくく方方方方がいいがいいがいいがいい。。。。そそそそのかわりオープンスのかわりオープンスのかわりオープンスのかわりオープンスペペペペースをースをースをースを確確確確保保保保すべすべすべすべきであるきであるきであるきである。。。。交交交交通手通手通手通手段段段段でいいでいいでいいでいいまままますとすとすとすと、、、、公共公共公共公共交交交交通手通手通手通手段段段段をををを充充充充実実実実ささささせせせせてててて、、、、車車車車のののの道道道道路路路路面面面面積積積積をこれをこれをこれをこれ以上以上以上以上ふふふふややややさないさないさないさない方法方法方法方法をとったをとったをとったをとった場場場場合合合合にににに、、、、ママママクロクロクロクロ的的的的にににに代代代代謝謝謝謝のののの結果結果結果結果としてのとしてのとしてのとしての廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、オオオオペレペレペレペレーションーションーションーションのののの結果結果結果結果としてのとしてのとしてのとしての二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素排出排出排出排出量量量量ががががどどどどのようにのようにのようにのように推推推推移移移移しているのかをしているのかをしているのかをしているのかを提提提提案案案案していしていしていしていくくくく。。。。        前段前段前段前段のののの話話話話がががが長長長長くくくくなってしなってしなってしなってしままままったのでったのでったのでったので、、、、あとあとあとあと事例事例事例事例のののの方方方方ははははざざざざっといきっといきっといきっといきまままますすすす。。。。ポポポポンプとンプとンプとンプと言言言言いいいいまままましたがしたがしたがしたが、、、、私私私私たたたたちちちちはははは産業機産業機産業機産業機械械械械のののの中中中中でいいでいいでいいでいいまままますとすとすとすと、、、、このこのこのこの赤赤赤赤いいいい部部部部分分分分がががが一一一一般般般般機機機機械械械械、、、、機機機機械械械械製製製製品品品品がががが幅幅幅幅広広広広くくくくあるあるあるある。。。。このこのこのこの中中中中ににににポポポポンプがンプがンプがンプが入入入入っているということでっているということでっているということでっているということでごごごご理解理解理解理解いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いいいいまままますすすす。。。。ブルブルブルブルーのーのーのーの部部部部分分分分はははは自動自動自動自動車車車車ですですですです。。。。        ですからですからですからですから、、、、当当当当然鉄然鉄然鉄然鉄というというというという産業社会産業社会産業社会産業社会、、、、ママママテリアルからテリアルからテリアルからテリアルから見見見見れれれればばばば 20202020世世世世紀紀紀紀のののの主役主役主役主役であったであったであったであった鉄鉄鉄鉄のののの部部部部分分分分、、、、車車車車とととと家電製家電製家電製家電製品品品品といったようなとこといったようなとこといったようなとこといったようなところろろろをををを含含含含めためためためた製製製製品品品品群群群群、、、、ここにはここにはここにはここには民民民民生生生生用用用用電電電電気気気気機機機機械械械械というというというという形形形形ででででカウカウカウカウントされていントされていントされていントされていまままますがすがすがすが、、、、そそそそれとれとれとれと一一一一般般般般機機機機械械械械。。。。一一一一般般般般機機機機械械械械というのもというのもというのもというのも結結結結構構構構ストックがストックがストックがストックが多多多多いいいいわけですわけですわけですわけです。。。。このストックがこのストックがこのストックがこのストックが、、、、いわいわいわいわばばばばスクラップというスクラップというスクラップというスクラップという形形形形でででで出出出出ててててくくくくるるるるんんんんですがですがですがですが、、、、スクラップスクラップスクラップスクラップををををどどどどうううう利用利用利用利用するかとするかとするかとするかといういういういう観観観観点点点点にににに立立立立ったったったった研究研究研究研究ではなではなではなではなくくくくてててて、、、、むしむしむしむしろろろろ鉄鉄鉄鉄をををを有効有効有効有効にににに長長長長くくくく利用利用利用利用するするするする。。。。そそそそしてしてしてして、、、、もしもしもしもし機能機能機能機能がががが劣劣劣劣化化化化したしたしたした場場場場合合合合にはにはにはには、、、、使使使使えるえるえるえる部部部部分分分分はリユースするはリユースするはリユースするはリユースする。。。。ママママテリアルリサイクテリアルリサイクテリアルリサイクテリアルリサイクルをするルをするルをするルをする、、、、そそそそんんんんなななな方方方方向向向向をををを検討検討検討検討していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。        たたたただだだだしししし、、、、先先先先ほほほほどどどどからからからから何何何何度度度度もももも言言言言っていることですがっていることですがっていることですがっていることですが、、、、私私私私たたたたちちちちはデはデはデはデママママテリアライゼーションテリアライゼーションテリアライゼーションテリアライゼーションというというというというふふふふうにうにうにうに、、、、脱脱脱脱物物物物質質質質化化化化をををを本当本当本当本当ににににややややっていきたいとしっていきたいとしっていきたいとしっていきたいとしまままますとすとすとすと、、、、ママママクロクロクロクロ経済的経済的経済的経済的にはにはにはには縦縦縦縦軸軸軸軸にににに最最最最終終終終需需需需要当要当要当要当たりのたりのたりのたりの製製製製品品品品連連連連鎖鎖鎖鎖でででで誘誘誘誘発発発発されたされたされたされた二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素排出排出排出排出量量量量をとっていをとっていをとっていをとっていまままますすすす。。。。ということはということはということはということは、、、、
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自動自動自動自動車車車車をををを販売販売販売販売ししししまままましたしたしたした、、、、製造製造製造製造ししししまままましたしたしたした、、、、後後後後ののののメメメメンテナンスももンテナンスももンテナンスももンテナンスももちちちちろろろろんんんんありありありありまままますということすということすということすということですねですねですねですね。。。。１１１１台台台台のののの自動自動自動自動車車車車がライフをがライフをがライフをがライフを終終終終了了了了するするするするままままでにでにでにでに、、、、すべてにかかわっているすべてにかかわっているすべてにかかわっているすべてにかかわっている産業活動産業活動産業活動産業活動のアのアのアのアウウウウトプットをトプットをトプットをトプットを最終最終最終最終需需需需要要要要としてトータルしとしてトータルしとしてトータルしとしてトータルしまままますすすす。。。。そそそそれにれにれにれに応応応応じじじじてててて発発発発生生生生するするするする二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素排出排出排出排出量量量量ををををとってとってとってとって、、、、ライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクルＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２にににに対対対対するライフサイクルでのするライフサイクルでのするライフサイクルでのするライフサイクルでの波波波波及及及及のあるのあるのあるのある活動活動活動活動をとってをとってをとってをとって割割割割りりりり算算算算をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろですですですです。。。。        そそそそうするとうするとうするとうすると、、、、原原原原単単単単位位位位そそそそのものがのものがのものがのものが下下下下がってきているがってきているがってきているがってきている。。。。当当当当然然然然、、、、だだだだんんんんだだだだんんんんとととと洗練洗練洗練洗練されてきていされてきていされてきていされてきているるるる。。。。だだだだけれけれけれけれどどどどもももも、、、、活動規模活動規模活動規模活動規模ががががふふふふえてえてえてえてままままいりいりいりいりまままますすすす。。。。掛掛掛掛けけけけ算算算算をしをしをしをしまままますとすとすとすと、、、、面面面面積積積積はむしはむしはむしはむしろふろふろふろふえてえてえてえているということですからいるということですからいるということですからいるということですから、、、、いわいわいわいわばばばば我我我我々々々々のののの社会社会社会社会のののの宿宿宿宿命命命命ですがですがですがですが、、、、環境効率環境効率環境効率環境効率をををを上上上上げげげげてもてもてもても地球地球地球地球にににに対対対対するプするプするプするプレレレレッシャッシャッシャッシャーはーはーはーは減減減減らないというのはらないというのはらないというのはらないというのは、、、、このこのこのこの図面図面図面図面でもでもでもでも非非非非常常常常にににに明明明明らかですらかですらかですらかです。。。。これはこれはこれはこれは 85858585年年年年かかかからららら 90909090年年年年、、、、90909090年年年年からからからから 95959595年年年年でこでこでこでこんんんんなななな傾傾傾傾向向向向ががががごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。これがこれがこれがこれが 95959595年年年年からからからから 2000200020002000年年年年、、、、2000200020002000年年年年かかかからららら 2010201020102010年年年年とととと相相相相変変変変わらずわらずわらずわらず同同同同じじじじ傾傾傾傾向向向向でありでありでありでありまままますとすとすとすと、、、、ややややはりはりはりはり地球地球地球地球にににに対対対対するプするプするプするプレレレレッシャーはッシャーはッシャーはッシャーは減減減減らならならならないいいい。。。。環境効率環境効率環境効率環境効率万万万万能能能能というわけにいかないというのはというわけにいかないというのはというわけにいかないというのはというわけにいかないというのは言言言言っておかないといけないっておかないといけないっておかないといけないっておかないといけない。。。。        ポポポポンプをンプをンプをンプを手手手手がけたときにがけたときにがけたときにがけたときに、、、、代代代代替替替替案案案案としてはとしてはとしてはとしてはそそそそんんんんなになになになに簡簡簡簡単単単単にににに多段多段多段多段渦巻渦巻渦巻渦巻型型型型鋳鋳鋳鋳鉄鉄鉄鉄からインからインからインからインババババーーーーターターターター式式式式ステンステンステンステンレレレレスとスとスとスと、、、、話話話話をををを短短短短絡絡絡絡するのはよするのはよするのはよするのはよくくくくないないないないんんんんですがですがですがですが、、、、わかりわかりわかりわかりややややすいすいすいすい図図図図式式式式でいいでいいでいいでいいまままますすすすととととそそそそうなうなうなうなんんんんですですですです。。。。このこのこのこの間間間間にににに幾幾幾幾つかつかつかつか代代代代替替替替案案案案がありがありがありがありまままますがすがすがすが、、、、インインインインババババーターのステンーターのステンーターのステンーターのステンレレレレスのスのスのスのケケケケーーーーシングでシングでシングでシングで行行行行ったったったった場場場場合合合合にはにはにはには、、、、資源資源資源資源投投投投入量入量入量入量もももも減減減減るしるしるしるし、、、、二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素排出排出排出排出量量量量もももも減減減減るるるる。。。。当当当当然然然然ながらながらながらながら、、、、価価価価格格格格がががが安安安安けれけれけれければばばば全全全全部部部部こっこっこっこっちちちちへへへへ来来来来るわけですがるわけですがるわけですがるわけですが、、、、残残残残念念念念ですけれですけれですけれですけれどどどどもももも、、、、ここここちちちちらのらのらのらの方方方方がががが価価価価格格格格がががが高高高高いいいい。。。。だだだだからからからから、、、、価価価価格格格格がががが高高高高いいいい分分分分だだだだけけけけ、、、、どどどどうするうするうするうするんんんんだだだだいといういといういといういという話話話話になりになりになりになりまままますすすす。。。。これがこれがこれがこれが社会的社会的社会的社会的費費費費用用用用とのとのとのとの関係関係関係関係とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはメメメメンテナンスをンテナンスをンテナンスをンテナンスを含含含含むリースというむリースというむリースというむリースという形形形形でででで持持持持っていっていっていっていくくくくことがおことがおことがおことがお客様客様客様客様ににににとってとってとってとって有利有利有利有利になれになれになれになればばばばですねですねですねですね。。。。        下下下下のののの図図図図をををを見見見見ていたていたていたていただだだだきたいきたいきたいきたいんんんんですがですがですがですが、、、、下下下下水水水水処処処処理場理場理場理場のののの実際実際実際実際のデータからのデータからのデータからのデータから拾拾拾拾ってきたってきたってきたってきた、、、、横横横横軸軸軸軸にライフサイクルでのにライフサイクルでのにライフサイクルでのにライフサイクルでの維維維維持持持持ココココストをストをストをストを書書書書いていていていていいいいまままますすすす。。。。維維維維持持持持ココココストをストをストをストを掛掛掛掛けれけれけれければばばば掛掛掛掛けるけるけるけるほほほほどどどど耐耐耐耐用用用用年年年年数数数数がががが延延延延びているというデータですびているというデータですびているというデータですびているというデータです。。。。耐耐耐耐用年用年用年用年数数数数がががが延延延延びることによってびることによってびることによってびることによって、、、、ユーユーユーユーザザザザーはーはーはーは確確確確実実実実にににに得得得得ししししまままますすすす。。。。ではではではでは、、、、メメメメーーーーカカカカーさーさーさーさんんんんははははどどどどうなうなうなうなんんんんですかということになりですかということになりですかということになりですかということになりまままますのですのですのですので、、、、メメメメーーーーカカカカーさーさーさーさんんんんははははメメメメンテナンスでおンテナンスでおンテナンスでおンテナンスでお仕事仕事仕事仕事をするならをするならをするならをするならばばばば絶絶絶絶対対対対損損損損をしないですがをしないですがをしないですがをしないですが、、、、メメメメンテナンスをンテナンスをンテナンスをンテナンスを別別別別のののの会社会社会社会社がががが行行行行ってしってしってしってしままままうとなりうとなりうとなりうとなりまままますとすとすとすと、、、、メメメメーーーーカカカカーさーさーさーさんんんんははははそそそそれでれでれでれで取取取取りりりり分分分分をををを失失失失うということですからうということですからうということですからうということですから、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる製造製造製造製造業業業業のサーのサーのサーのサービビビビスススス一体化一体化一体化一体化というのはというのはというのはというのはままままさしさしさしさしくくくくこのことこのことこのことこのことだだだだ。。。。サーサーサーサービビビビスススス部門部門部門部門をををを切切切切りりりり離離離離さないでさないでさないでさないで拡拡拡拡大大大大していけしていけしていけしていけばばばば、、、、製造製造製造製造業業業業はははは決決決決してしてしてして斜斜斜斜陽陽陽陽産業産業産業産業ではないということをこれではないということをこれではないということをこれではないということをこれはははは物物物物語語語語ってってってっているいるいるいる。。。。        一一一一方方方方、、、、ここここちちちちらはらはらはらは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる買買買買いかえいかえいかえいかえ制制制制ということでということでということでということで、、、、横横横横軸軸軸軸にににに専専専専用用用用工工工工具具具具をををを導導導導入入入入するとかするとかするとかするとか、、、、幾幾幾幾つかのデつかのデつかのデつかのデザザザザインインインイン、、、、解解解解体体体体性性性性をををを高高高高めるめるめるめる工夫工夫工夫工夫としてのとしてのとしてのとしての投投投投資資資資額額額額をををを横横横横にとってにとってにとってにとって、、、、縦縦縦縦軸軸軸軸にににに解解解解体体体体時時時時及及及及びびびび解解解解体体体体時時時時ががががそそそそうであるならうであるならうであるならうであるならばばばば生生生生産産産産時時時時のののの時時時時間間間間もももも短縮短縮短縮短縮できるということでできるということでできるということでできるということで、、、、そそそそのののの短縮短縮短縮短縮できるできるできるできる時時時時間間間間、、、、このこのこのこの時時時時間間間間はははは必必必必ずずずず労労労労働働働働ココココストなりストなりストなりストなり時時時時間間間間ココココストというストというストというストという形形形形でででで製製製製品品品品ココココストにかかわってストにかかわってストにかかわってストにかかわってままままいりいりいりいりまままますすすす。。。。ですからですからですからですから、、、、投投投投資資資資をををを行行行行ええええばばばば、、、、製製製製品品品品のののの価価価価格格格格をををを下下下下げげげげることができるることができるることができるることができる。。。。経済経済経済経済性性性性にもにもにもにも環境環境環境環境面面面面のののの配慮配慮配慮配慮ははははききききくくくくんんんんだだだだということをということをということをということを私私私私たたたたちちちちのプロセスでのプロセスでのプロセスでのプロセスで明明明明らかにしたらかにしたらかにしたらかにした。。。。今今今今、、、、赤赤赤赤いいいいババババックがックがックがックが出出出出まままましたがしたがしたがしたが、、、、このこのこのこの部部部部分分分分でででで代代代代謝謝謝謝をををを検討検討検討検討するということですするということですするということですするということです。。。。        ポポポポンプのンプのンプのンプの集集集集合体合体合体合体、、、、羽羽羽羽田田田田空空空空港港港港ののののビビビビッグッグッグッグババババーーーードドドドはははは 230230230230 台台台台ポポポポンプがンプがンプがンプが入入入入っていっていっていっていまままますすすす。。。。そそそそれをれをれをれを全全全全部部部部図面図面図面図面からからからから掘掘掘掘りりりり起起起起こしてこしてこしてこして、、、、物物物物のののの流流流流れをれをれをれを全全全全部部部部描描描描いたいたいたいた上上上上でででで、、、、更更更更新新新新のののの時時時時期期期期がががが来来来来たということでたということでたということでたということで現行現行現行現行ののののポポポポンプをンプをンプをンプを更更更更新新新新するタイプするタイプするタイプするタイプ。。。。ビビビビッグッグッグッグババババーーーードドドドはできてはできてはできてはできてそそそそんんんんなになになになに間間間間がないですからがないですからがないですからがないですから、、、、今今今今ののののまままままままま放放放放置置置置すれすれすれすればばばばいいいいいいいいんんんんですがですがですがですが、、、、ややややがてがてがてがてそそそそういうういうういうういう機能機能機能機能がががが劣劣劣劣化化化化したときにしたときにしたときにしたときに、、、、アップグアップグアップグアップグレレレレーーーードドドドをしてをしてをしてをして
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いいいいくくくく場場場場合合合合ということでということでということでということで、、、、これもライフサイクルでこれもライフサイクルでこれもライフサイクルでこれもライフサイクルで回回回回すすすす。。。。現行現行現行現行方方方方式式式式でいいでいいでいいでいいまままますとすとすとすと、、、、製製製製品品品品更更更更新新新新のときののときののときののときの費費費費用用用用はははは、、、、当当当当然然然然あるあるあるある時時時時期期期期がががが来来来来れれれればばばば更更更更新新新新するということでするということでするということでするということで価価価価格格格格はかかるしはかかるしはかかるしはかかるし、、、、使使使使用用用用エエエエネネネネルルルルギギギギーもーもーもーもまだまだまだまだ省省省省エネエネエネエネ型型型型ののののポポポポンプのンプのンプのンプの割割割割合合合合がががが少少少少ないということもありないということもありないということもありないということもありまままましてしてしてして、、、、ライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクルでででで見見見見てもてもてもても結結結結構構構構エネルエネルエネルエネルギギギギーをーをーをーを使使使使いいいい、、、、結果結果結果結果としてライフサイクルでとしてライフサイクルでとしてライフサイクルでとしてライフサイクルでココココストがストがストがストが高高高高いといういといういといういという構構構構造造造造にににになってなってなってなってくくくくるるるる。。。。そそそそれにれにれにれに対対対対してアップグしてアップグしてアップグしてアップグレレレレーーーードドドドのののの場場場場合合合合にはにはにはには、、、、明明明明らかにここにらかにここにらかにここにらかにここにメメメメンテナンスのンテナンスのンテナンスのンテナンスの費費費費用用用用がかかってがかかってがかかってがかかってくくくくるるるるんんんんですですですです。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは制制制制御御御御モモモモーターのーターのーターのーターの取取取取りかえというりかえというりかえというりかえという追追追追加的加的加的加的なななな費費費費用用用用がかかっがかかっがかかっがかかっててててくくくくるるるる。。。。そそそそれをれをれをれを考考考考えてもえてもえてもえてもココココストはストはストはストは安安安安くくくくなるなるなるなる。。。。私私私私的的的的にもにもにもにも必必必必ずずずず有利有利有利有利であるとであるとであるとであると。。。。        たたたただだだだ、、、、私私私私的的的的にににに有利有利有利有利であるということとであるということとであるということとであるということと実際実際実際実際ののののビビビビジネスジネスジネスジネス主主主主体体体体にとってこれがにとってこれがにとってこれがにとってこれが選選選選択択択択されるかされるかされるかされるかどどどどうかはうかはうかはうかは別別別別ですですですです。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、ライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクルでででで物物物物をををを考考考考えてもえてもえてもえても、、、、ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの世界世界世界世界ではではではでは３３３３年年年年でもとがでもとがでもとがでもとが取取取取れるかれるかれるかれるかどどどどうかということでうかということでうかということでうかということで自自自自信信信信をををを持持持持ちちちちまままますからすからすからすから、、、、短短短短期期期期的的的的なおなおなおなお金金金金のののの流流流流れのれのれのれの整理整理整理整理ををををしないとしないとしないとしないと、、、、ライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクル、、、、ライフサイクルとライフサイクルとライフサイクルとライフサイクルと言言言言っているっているっているっているだだだだけではけではけではけでは事事事事はははは動動動動かないかないかないかない。。。。    エエエエココココインダストリアルパークでインダストリアルパークでインダストリアルパークでインダストリアルパークで最終最終最終最終段階段階段階段階でででで問問問問題題題題があるものですからがあるものですからがあるものですからがあるものですから、、、、これはこれはこれはこれは現現現現在在在在もももも実現実現実現実現ががががなかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいしいしいしい局局局局面面面面がががが続続続続いているいているいているいているんんんんですがですがですがですが、、、、そそそそれなりのれなりのれなりのれなりのココココジェネジェネジェネジェネ型型型型、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはガガガガスススス化化化化溶溶溶溶融融融融炉炉炉炉をををを使使使使ったったったった電電電電気気気気とととと熱熱熱熱のののの供給供給供給供給にしていきにしていきにしていきにしていきまままますとすとすとすと、、、、約約約約 25252525％％％％のののの環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの減減減減少少少少になるになるになるになる。。。。ままままたたたた、、、、ここここのののの地地地地区区区区をををを中中中中心心心心にににに周周周周辺辺辺辺をずっとをずっとをずっとをずっと距離距離距離距離をををを広広広広げげげげていていていていくくくく、、、、圏圏圏圏域域域域をををを広広広広げげげげててててままままいりいりいりいりまままますとすとすとすと、、、、当当当当然然然然なななながらがらがらがらエネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの消消消消費費費費量量量量ががががふふふふええええまままますすすす。。。。一一一一方方方方、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発発発発生生生生量量量量ももももふふふふええええまままますすすす。。。。しかししかししかししかし、、、、中中中中央央央央線線線線からからからから見見見見ていたていたていたていただだだだけれけれけれければばばばわかりわかりわかりわかりまままますがすがすがすが、、、、このこのこのこの地地地地域域域域ではではではでは発発発発生生生生量量量量とととと需需需需要要要要量量量量をををを見見見見るとるとるとると、、、、需需需需要要要要量量量量のののの方方方方がががが大大大大きいというきいというきいというきいという構構構構造造造造はははは間間間間違違違違いないわけですいないわけですいないわけですいないわけです。。。。        ここここんんんんなななな構構構構造造造造でででで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな施策施策施策施策のののの検討検討検討検討をしをしをしをしまままましたしたしたした。。。。地地地地域割域割域割域割をしてをしてをしてをして、、、、どどどどここここままままでででで取取取取りりりり込込込込むかむかむかむか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはガガガガスススス化化化化溶溶溶溶融融融融炉炉炉炉だだだだけでいけでいけでいけでいくくくくのかのかのかのか、、、、未未未未来来来来型型型型のののの燃料電燃料電燃料電燃料電池池池池タイプをあわタイプをあわタイプをあわタイプをあわせせせせてててて導導導導入入入入するかとするかとするかとするかといったようないったようないったようないったような代代代代替替替替案案案案のもとにのもとにのもとにのもとに技術技術技術技術評価評価評価評価をしていをしていをしていをしていくくくくとととと、、、、当当当当然然然然そそそそれれれれぞぞぞぞれにれにれにれに二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素排出排出排出排出量量量量のののの面面面面からからからから有利有利有利有利なものなものなものなもの、、、、他方他方他方他方、、、、ややややはりはりはりはりココココストストストスト面面面面からからからから見見見見てててて大大大大変変変変不不不不利利利利なものがなものがなものがなものが出出出出てきてきてきてきまままますすすす。。。。我我我我々々々々ががががこういうこういうこういうこういう形形形形でででで提提提提案案案案しているしているしているしている逆逆逆逆工工工工場場場場とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはガガガガスススス化化化化溶溶溶溶融融融融炉炉炉炉をををを中核中核中核中核にしたエにしたエにしたエにしたエココココインダスインダスインダスインダストリアルパークというものをトリアルパークというものをトリアルパークというものをトリアルパークというものを世世世世のののの中中中中でででで実現実現実現実現ささささせせせせていったらていったらていったらていったら、、、、どどどどんんんんなななな経済的経済的経済的経済的なななな波波波波及及及及がががが起起起起こるこるこるこるのかということですのかということですのかということですのかということです。。。。        一一一一般般般般的的的的なというなというなというなという表現表現表現表現をするとをするとをするとをすると、、、、そそそそここここままままでででで一一一一般般般般化化化化できているかできているかできているかできているかどどどどうかわかりうかわかりうかわかりうかわかりませませませませんんんんがががが、、、、環環環環境境境境制約制約制約制約をををを含含含含ままままないないないない比較比較比較比較制約制約制約制約をするということでをするということでをするということでをするということでややややりりりりまままますとすとすとすと、、、、ややややはりはりはりはり逆逆逆逆工工工工場場場場とかとかとかとかメメメメンテナンンテナンンテナンンテナンスをスをスをスを入入入入れれれれれれれればばばば入入入入れるれるれるれるほほほほどどどど、、、、産業連産業連産業連産業連鎖鎖鎖鎖でででで生生生生産効産効産効産効果果果果がががが２２２２次次次次、、、、３３３３次次次次でででで生生生生ままままれてれてれてれてくくくくるるるる。。。。特特特特にににに一一一一般般般般機機機機械械械械とかとかとかとか電電電電気気気気機機機機械械械械とかとかとかとか、、、、あるいはサーあるいはサーあるいはサーあるいはサービビビビスススス部門部門部門部門というというというという形形形形でででで波波波波及連及連及連及連鎖鎖鎖鎖がががが起起起起こってこってこってこってくくくくるるるる。。。。だだだだかかかからららら、、、、環境環境環境環境をををを考考考考えたらえたらえたらえたら、、、、地地地地域域域域にはにはにはには必必必必ずいいずいいずいいずいい経済経済経済経済波波波波及効及効及効及効果果果果がががが生生生生ままままれてきれてきれてきれてきまままますよということをすよということをすよということをすよということをモモモモデルデルデルデルのののの上上上上でもでもでもでも検検検検証証証証をしていることになりをしていることになりをしていることになりをしていることになりまままますすすす。。。。        さてさてさてさて、、、、ききききょょょょううううごごごご出出出出席席席席のののの皆皆皆皆様様様様方方方方はははは、、、、多多多多分分分分そそそそういうういうういうういう機会機会機会機会ががががままままたたたた多多多多いわけですからいわけですからいわけですからいわけですから、、、、地地地地方方方方自治自治自治自治体体体体にとってはにとってはにとってはにとっては有機物有機物有機物有機物のののの中中中中でででで非非非非常常常常にににに関関関関心心心心がががが深深深深いいいい。。。。こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに食品食品食品食品工工工工場場場場、、、、流流流流通通通通業業業業というというというという流流流流れのれのれのれの中中中中でででで各各各各家家家家庭庭庭庭ままままでででで入入入入ってってってって、、、、現現現現在在在在はははは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを処処処処理理理理しているしているしているしている流流流流れをれをれをれを循環型循環型循環型循環型にしていにしていにしていにしていくくくくんんんんだだだだとととといういういういうココココンセプトでンセプトでンセプトでンセプトで展開展開展開展開したときにしたときにしたときにしたときに、、、、当当当当然然然然私私私私たたたたちちちちはエンはエンはエンはエンドドドド・オブ・パイプで・オブ・パイプで・オブ・パイプで・オブ・パイプで見見見見たたたたくくくくないないないない。。。。だだだだからからからから、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物になるになるになるになる前前前前のものをのものをのものをのものを見見見見たいたいたいたい。。。。だだだだったらったらったらったら、、、、そそそそれはれはれはれは何何何何だろだろだろだろうううう。。。。有機物有機物有機物有機物のののの場場場場合合合合だだだだったったったったらららら野野野野菜菜菜菜であるとかであるとかであるとかであるとか食品食品食品食品そそそそのものであるのものであるのものであるのものである。。。。そそそそういうういうういうういう食品食品食品食品がががが現現現現在在在在どどどどういうういうういうういう流流流流通通通通状況状況状況状況にあってにあってにあってにあって、、、、どどどどんんんんなななな問問問問題題題題をををを抱抱抱抱えていてえていてえていてえていて、、、、安安安安心心心心、、、、安安安安全全全全ということのニーズがということのニーズがということのニーズがということのニーズが寄寄寄寄ってってってってくくくくるるるる。。。。        しかししかししかししかし、、、、他方他方他方他方でエンでエンでエンでエンドドドド・オブ・パイプで・オブ・パイプで・オブ・パイプで・オブ・パイプで廃棄物発廃棄物発廃棄物発廃棄物発生生生生量量量量をををを削減削減削減削減しようとするしようとするしようとするしようとする個別事個別事個別事個別事業体業体業体業体のののの努力努力努力努力というのはというのはというのはというのは、、、、どどどどれれれれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの成成成成果果果果をををを生生生生んんんんでいるでいるでいるでいるんんんんだだだだといったようなことをといったようなことをといったようなことをといったようなことを調調調調べべべべまままますすすす。。。。そそそそ
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してしてしてして、、、、ゼネラルにいってゼネラルにいってゼネラルにいってゼネラルにいって約約約約２２２２％％％％からからからから８８８８％％％％ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの製製製製品品品品ロスがロスがロスがロスが生生生生ままままれていれていれていれていまままますねすねすねすね。。。。そそそそういうういうういうういうようなことをつかようなことをつかようなことをつかようなことをつかんんんんだだだだ上上上上でででで、、、、そそそそのののの対対対対象象象象とするとするとするとする野野野野菜菜菜菜なりなりなりなり、、、、ここではトここではトここではトここではトママママトとトとトとトと明明明明らかにらかにらかにらかに絞絞絞絞りりりり込込込込みみみみ過過過過ぎぎぎぎななななんんんんですがですがですがですが、、、、そそそそのののの場場場場合合合合にににに通通通通常常常常型型型型のののの製製製製品品品品とととと産産産産直直直直というというというという形形形形でででで展開展開展開展開したしたしたした場場場場合合合合、、、、そそそそれかられかられかられから環環環環境境境境面面面面とととと安安安安心心心心面面面面というかというかというかというか、、、、フーフーフーフードドドドシステムとしてのシステムとしてのシステムとしてのシステムとしての有機有機有機有機栽培栽培栽培栽培をををを考考考考えたえたえたえた場場場場合合合合、、、、堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化ののののそそそそれにれにれにれにかかるエネルかかるエネルかかるエネルかかるエネルギギギギーーーー、、、、二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素排出排出排出排出をををを考考考考えてもえてもえてもえても、、、、ここここちちちちらのらのらのらの方方方方がががが当当当当然然然然有利有利有利有利ななななんんんんですですですです。。。。あるいあるいあるいあるいはははは品品品品質質質質的的的的にもにもにもにも、、、、おいしいということがおいしいということがおいしいということがおいしいということが受受受受けとめられるようなけとめられるようなけとめられるようなけとめられるような品品品品質質質質になっていになっていになっていになっていまままますすすす。。。。        しかししかししかししかし、、、、ここではここではここではここでは堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化とととと考考考考ええええまままましたがしたがしたがしたが、、、、別別別別にににに堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化でなでなでなでなくくくくてもいいてもいいてもいいてもいいんんんんですがですがですがですが、、、、そそそそういういういういうあるうあるうあるうある種種種種のののの資源化施設資源化施設資源化施設資源化施設をををを導導導導入入入入ししししまままますとすとすとすと、、、、当当当当然然然然資源化施設資源化施設資源化施設資源化施設のののの初初初初期費期費期費期費用用用用でありとかでありとかでありとかでありとか、、、、維維維維持持持持費費費費でででであるとかあるとかあるとかあるとか、、、、既既既既にににに加加加加えたものをえたものをえたものをえたものを回収回収回収回収してしてしてしてくくくくるるるる費費費費用用用用がががが出出出出てきてきてきてきまままますすすす。。。。このこのこのこの人人人人件件件件費費費費とととというのはいうのはいうのはいうのは結結結結構構構構大大大大きいものがありきいものがありきいものがありきいものがありまままますのですのですのですので、、、、これをこれをこれをこれを全体全体全体全体トータルしてトータルしてトータルしてトータルしてややややりりりりまままますとすとすとすと、、、、ここでかかったここでかかったここでかかったここでかかった費費費費用用用用をををを製製製製品品品品にオンしてにオンしてにオンしてにオンして、、、、例例例例ええええばばばば農農農農協協協協センターにセンターにセンターにセンターに買買買買ってもらうわけにいかないってもらうわけにいかないってもらうわけにいかないってもらうわけにいかない。。。。これがこれがこれがこれが多多多多分分分分皆皆皆皆様様様様ののののごごごご存存存存じじじじのののの現実現実現実現実ですですですです。。。。        そそそそうしうしうしうしまままますとすとすとすと、、、、安安安安心心心心、、、、安安安安全全全全のののの野野野野菜菜菜菜、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは食品食品食品食品ということということということということだだだだったらったらったらったら、、、、消消消消費者費者費者費者側側側側にもにもにもにも今今今今ままままでのようにでのようにでのようにでのように安安安安いいいい値値値値段段段段でででで買買買買っていたっていたっていたっていただくだくだくだくのではなのではなのではなのではなくくくくてててて、、、、少少少少しししし資源循環資源循環資源循環資源循環がががが成立成立成立成立するするするする程度程度程度程度のののの価価価価格格格格でででで買買買買ってってってってくだくだくだくださいということをさいということをさいということをさいということを訴訴訴訴えたときにえたときにえたときにえたときに、、、、どどどどれれれれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの反反反反応応応応があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。これはこれはこれはこれは経経経経済済済済でいいでいいでいいでいいまままますとすとすとすと、、、、選選選選好好好好選考選考選考選考をををを明明明明らかにするらかにするらかにするらかにする手法手法手法手法ということでということでということでということで、、、、ココココンテンテンテンティィィィニニニニュュュュジェント・ジェント・ジェント・ジェント・ババババリエーション・リエーション・リエーション・リエーション・メメメメソソソソッッッッドドドドであるとかであるとかであるとかであるとか、、、、ＣＣＣＣＶＭＶＭＶＭＶＭとととと書書書書いてありいてありいてありいてありまままますがすがすがすが、、、、いいいいろろろろんんんんなななな方法方法方法方法があるがあるがあるがある。。。。        そそそそれではかりれではかりれではかりれではかりまままますとすとすとすと、、、、トトトトママママトトトト 100100100100 円円円円にににに対対対対してしてしてして、、、、有機有機有機有機のおいしいトのおいしいトのおいしいトのおいしいトママママトでトでトでトで、、、、誤誤誤誤解解解解をををを恐恐恐恐れずれずれずれずにににに言言言言ええええばばばば、、、、ごごごごみからみからみからみから大大大大量量量量につにつにつにつくくくくってってってって育育育育ててててまままましたよというしたよというしたよというしたよという場場場場合合合合だだだだったらったらったらったら、、、、100100100100 円円円円にににに対対対対してしてしてして約約約約26262626 円円円円高高高高いいいい段階段階段階段階でででで半半半半分分分分ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの人人人人がががが買買買買うといううといううといううという傾傾傾傾向向向向をををを示示示示しておりしておりしておりしておりまままますすすす。。。。しかししかししかししかし、、、、いいいいやややや、、、、そそそそれれれれはははは本当本当本当本当にににに買買買買うのではなうのではなうのではなうのではなくくくくてててて、、、、買買買買うとしたらといううとしたらといううとしたらといううとしたらという仮仮仮仮想上想上想上想上のののの評価評価評価評価でありでありでありでありまままますすすす。。。。そそそそれをれをれをれをココココープープープープこうべさこうべさこうべさこうべさんんんんにににに協力協力協力協力していたしていたしていたしていただだだだいていていていて、、、、店店店店頭頭頭頭でででで実際実際実際実際にににに並並並並べてべてべてべて販売販売販売販売実実実実験験験験ををををややややったったったった。。。。販売販売販売販売実実実実験験験験ををををややややりりりりまままますとすとすとすと、、、、そそそそれはれはれはれは実際実際実際実際にはにはにはには約約約約 17171717円円円円。。。。ということはということはということはということは 26262626円円円円高高高高いといっているのにいといっているのにいといっているのにいといっているのに、、、、17171717円円円円ぐぐぐぐららららいのいのいのいの高高高高さでようさでようさでようさでようややややくくくく半半半半分分分分買買買買ってってってってくくくくれるれるれるれる。。。。        ですからですからですからですから、、、、消消消消費者費者費者費者のののの行動行動行動行動というのはというのはというのはというのは、、、、二面二面二面二面的的的的なななな部部部部分分分分とととと乖乖乖乖離離離離があってがあってがあってがあって、、、、このこのこのこの場場場場合合合合ははははどどどどれれれれぐぐぐぐらいらいらいらい乖乖乖乖離離離離があるかというとこがあるかというとこがあるかというとこがあるかというところまろまろまろまでででで明明明明らかにしたというのがらかにしたというのがらかにしたというのがらかにしたというのがポポポポイントですのでイントですのでイントですのでイントですので、、、、これからこれからこれからこれから資源循環資源循環資源循環資源循環というのをというのをというのをというのを本当本当本当本当ににににややややっていこうとっていこうとっていこうとっていこうと思思思思ったらったらったらったら、、、、ママママーーーーケケケケテテテティィィィングをングをングをングを含含含含めてめてめてめて地地地地域域域域がががが綿綿綿綿密密密密ににににややややっていかないとっていかないとっていかないとっていかないと、、、、あるべきあるべきあるべきあるべき姿姿姿姿論論論論だだだだけではけではけではけでは、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは資源循環資源循環資源循環資源循環のののの製製製製品品品品をつをつをつをつくくくくれれれればばばばそそそそれでれでれでれでいいいいいいいいんんんんだだだだというのではというのではというのではというのでは立立立立ちちちち行行行行かないということもかないということもかないということもかないということも非非非非常常常常にににに明明明明確確確確になったになったになったになった。。。。        さてさてさてさて、、、、今今今今取取取取りりりり上上上上げげげげたのはたのはたのはたのは、、、、こここここにこにこにこにココココープこうべさープこうべさープこうべさープこうべさんんんんのののの食品食品食品食品工工工工場場場場ですですですです。。。。店店店店舗舗舗舗はははは 33333333カカカカ所所所所、、、、神神神神戸戸戸戸市市市市内内内内のののの東東東東半半半半分分分分にあってにあってにあってにあって、、、、そそそそれをれをれをれを三木三木三木三木市市市市にあるにあるにあるにある配配配配荷荷荷荷センターセンターセンターセンターままままでででで運運運運んんんんでいるというでいるというでいるというでいるという、、、、いわいわいわいわばばばば１１１１会社会社会社会社、、、、１１１１経済組織経済組織経済組織経済組織ののののビビビビジネスジネスジネスジネスモモモモデルデルデルデル。。。。これをこれをこれをこれを神神神神戸戸戸戸のののの東東東東のののの端端端端のののの埋埋埋埋立地立地立地立地にありにありにありにありまままますすすす食品食品食品食品ココココンンンンビビビビナートをナートをナートをナートを全体全体全体全体としてゼロエミッションとしてゼロエミッションとしてゼロエミッションとしてゼロエミッション化化化化していしていしていしていくくくくとことことこところろろろにににに適適適適用用用用したしたしたした場場場場合合合合、、、、どどどどうなるかうなるかうなるかうなるかということですということですということですということです。。。。        これはこれはこれはこれは現現現現在在在在ののののママママテリアルフローですテリアルフローですテリアルフローですテリアルフローです。。。。エネルエネルエネルエネルギギギギーとかーとかーとかーとか熱熱熱熱はははは共同共同共同共同化化化化されてされてされてされて供給供給供給供給されているされているされているされているんんんんですがですがですがですが、、、、排排排排水水水水はははは排排排排水水水水処処処処理理理理をするをするをするをするだだだだけけけけ、、、、あとはあとはあとはあとは乾燥乾燥乾燥乾燥してしてしてしてココココンクリートンクリートンクリートンクリート固化固化固化固化していることにしていることにしていることにしていることに対対対対してしてしてして、、、、むしむしむしむしろろろろこのこのこのこの地地地地域域域域でででで発発発発生生生生しているさしているさしているさしているさままままざざざざままままのののの食品食品食品食品、、、、サーサーサーサービビビビスをスをスをスを堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化、、、、そそそそれれれれ以以以以前前前前のののの飼飼飼飼料料料料化化化化、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー回収回収回収回収、、、、ババババイオイオイオイオママママスススス等等等等をををを含含含含めためためためた代代代代替替替替案案案案をををを上上上上げげげげてててて、、、、細細細細かいことはかいことはかいことはかいことは言言言言いいいいませませませませんんんんがががが、、、、当当当当然然然然資源循環型資源循環型資源循環型資源循環型であれであれであれであればばばば環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷はははは小小小小ささささくくくくなるなるなるなる。。。。だだだだけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ココココストはストはストはストは高高高高くくくくなるとなるとなるとなるということはいうことはいうことはいうことは当当当当然然然然ですですですです。。。。実実実実はこのはこのはこのはこの辺辺辺辺、、、、私私私私がががが見見見見たたたただだだだけでもけでもけでもけでも間間間間違違違違っているとこっているとこっているとこっているところろろろがありがありがありがありまままますのですのですのですので、、、、
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帰帰帰帰ってってってってままままたたたた修修修修正正正正をしておきをしておきをしておきをしておきまままますすすす。。。。        さてさてさてさて、、、、ゼロエミッションをするゼロエミッションをするゼロエミッションをするゼロエミッションをする場場場場所所所所はははは食品食品食品食品工工工工場場場場だだだだけでなけでなけでなけでなくくくくてててて、、、、私私私私たたたたちちちちはははは農農農農園園園園をををを１１１１つつつつ取取取取りりりり上上上上げげげげてててて、、、、土土土土づづづづくくくくりセンターとりセンターとりセンターとりセンターとそそそそのののの周周周周辺辺辺辺のののの農農農農園園園園をををを含含含含めてめてめてめて１１１１つのつのつのつのバウバウバウバウンダリーをとりンダリーをとりンダリーをとりンダリーをとりまままましてしてしてして、、、、そそそそこにこにこにこにどどどどんんんんなものがなものがなものがなものが入入入入ってってってって、、、、どどどどんんんんなななな情情情情報報報報がががが入入入入ってってってって、、、、どどどどんんんんなななな人人人人ががががややややってきてというってきてというってきてというってきてというババババランスランスランスランスをとってをとってをとってをとって、、、、全体全体全体全体としてこれがサステイナブルにならないことにはとしてこれがサステイナブルにならないことにはとしてこれがサステイナブルにならないことにはとしてこれがサステイナブルにならないことには、、、、経経経経営主営主営主営主体体体体がここにおがここにおがここにおがここにお金金金金をををを常常常常にににに入入入入れるれるれるれる、、、、人人人人をををを常常常常にににに送送送送りりりり込込込込んんんんでいるということはでいるということはでいるということはでいるということは維維維維持持持持できないできないできないできない。。。。現現現現状状状状ははははまだまだまだまだ維維維維持持持持できできできできないないないない状状状状態態態態ななななんんんんですがですがですがですが、、、、今今今今ここはここはここはここは 3100310031003100 万円万円万円万円しかしかしかしか出出出出荷荷荷荷していないしていないしていないしていない。。。。５５５５人人人人でででで 3100310031003100 万円万円万円万円ではではではでは元元元元もももも取取取取れないわけですのでれないわけですのでれないわけですのでれないわけですので、、、、このこのこのこの辺辺辺辺ののののババババランスがランスがランスがランスが当当当当然然然然ながらながらながらながら必必必必要要要要ですですですです。。。。        さてさてさてさて、、、、都都都都市市市市更更更更新新新新のののの部部部部分分分分ですがですがですがですが、、、、これもいこれもいこれもいこれもいろろろろんんんんなことをなことをなことをなことを書書書書いていいていいていいていまままますがすがすがすが、、、、もうもうもうもう時時時時間間間間がががが大分大分大分大分押押押押しておりしておりしておりしておりまままますのですのですのですので、、、、先先先先ほほほほどどどどちちちちょょょょっとっとっとっと説説説説明明明明したようなしたようなしたようなしたような理念理念理念理念にににに基基基基づいてづいてづいてづいて何何何何ををををややややっているのかっているのかっているのかっているのかとととということのいうことのいうことのいうことの具具具具体的体的体的体的にににに示示示示したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いいいいまままますすすす。。。。        このこのこのこのままままままままいきいきいきいきまままますとすとすとすと、、、、我我我我々々々々のののの社会社会社会社会はははは建建建建設廃棄物設廃棄物設廃棄物設廃棄物についてはについてはについてはについてはどどどどんんんんどどどどんんんん発発発発生生生生量量量量ががががふふふふえていきえていきえていきえていきまままましてしてしてして、、、、高高高高度度度度成成成成長長長長のののの時時時時代代代代につにつにつにつくくくくったったったったビビビビルルルル群群群群がががが解解解解体体体体されるされるされるされる 2020202020202020 年年年年からからからから 2030203020302030 年年年年ごろごろごろごろににににピピピピークークークークをををを迎迎迎迎えるえるえるえるだろだろだろだろうというわけですうというわけですうというわけですうというわけです。。。。そそそそのときにのときにのときにのときに、、、、建建建建てかえるときにてかえるときにてかえるときにてかえるときに工夫工夫工夫工夫しなさいというしなさいというしなさいというしなさいという考考考考ええええ方方方方もありもありもありもありまままますしすしすしすし、、、、実実実実はははは 2030203020302030年年年年ごろごろごろごろにににに講講講講じじじじることのできるることのできるることのできるることのできる施策施策施策施策とととと、、、、もうもうもうもう１１１１回回回回、、、、21212121世世世世紀紀紀紀のののの間間間間にににに何何何何らかのらかのらかのらかの施策施策施策施策をををを集集集集中的中的中的中的にににに講講講講じじじじていていていていくくくく。。。。ここではここではここではここでは何何何何をををを考考考考えたかということですえたかということですえたかということですえたかということです。。。。21212121 世世世世紀紀紀紀のののの中中中中盤盤盤盤以降以降以降以降にはにはにはには、、、、むしむしむしむしろろろろフフフフレレレレキキキキシブル・インフシブル・インフシブル・インフシブル・インフィィィィルというルというルというルという設計設計設計設計方法方法方法方法、、、、易易易易解解解解体体体体とととと言言言言っていっていっていっていまままますけすけすけすけれれれれどどどどもももも、、、、易易易易解解解解体体体体はいわゆるはいわゆるはいわゆるはいわゆる環境的大型設計環境的大型設計環境的大型設計環境的大型設計のののの方方方方にににに持持持持っていけるっていけるっていけるっていける。。。。現現現現在在在在、、、、ココココンクリートのリンクリートのリンクリートのリンクリートのリサイクルについてはサイクルについてはサイクルについてはサイクルについては、、、、そそそそれをもうれをもうれをもうれをもう１１１１度度度度モモモモルタルにルタルにルタルにルタルに戻戻戻戻すすすす、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは再生再生再生再生粗骨材粗骨材粗骨材粗骨材にににに戻戻戻戻すすすす。。。。後者後者後者後者のののの方方方方はははは何何何何とかなるとかなるとかなるとかなるんんんんですがですがですがですが、、、、モモモモルタルルタルルタルルタル部部部部分分分分ままままでででで戻戻戻戻すというのはすというのはすというのはすというのは一一一一部部部部のののの企企企企業業業業でででで実実実実験験験験的的的的ににににややややっっっっているているているている例例例例ですですですです。。。。        しかししかししかししかし、、、、21212121 世世世世紀紀紀紀のののの間間間間にはにはにはにはそそそそれをれをれをれを実現実現実現実現していかないとしていかないとしていかないとしていかないと、、、、ややややはりセはりセはりセはりセメメメメントのオリジナルといントのオリジナルといントのオリジナルといントのオリジナルというかうかうかうか、、、、もとにあるもとにあるもとにあるもとにある石石石石灰灰灰灰であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、ささささままままざざざざままままなものもなものもなものもなものも山山山山をををを削削削削ってとってってとってってとってってとってくくくくることをることをることをることを未未未未来来来来永永永永劫劫劫劫続続続続けるわけにいかないというけるわけにいかないというけるわけにいかないというけるわけにいかないという気気気気持持持持ちちちちですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、かなりロングかなりロングかなりロングかなりロングレレレレンジでンジでンジでンジで物物物物をををを考考考考えてえてえてえて技術開発技術開発技術開発技術開発ををををややややられているわけですられているわけですられているわけですられているわけです。。。。ここにここにここにここに書書書書いていいていいていいていまままますようにすようにすようにすように、、、、ままままずはずはずはずはママママテリアルリサイテリアルリサイテリアルリサイテリアルリサイクルでクルでクルでクルで現現現現状状状状のののの建建建建物物物物をををを適適適適用用用用してしてしてして、、、、2020202020202020年年年年ごろごろごろごろののののピピピピークについてークについてークについてークについて対対対対応応応応するするするする。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、2070207020702070年年年年からからからから 2080208020802080年年年年ごろごろごろごろのののの１１１１つのつのつのつの対対対対応応応応としてはとしてはとしてはとしては、、、、このこのこのこの間間間間からずっとからずっとからずっとからずっと手手手手がけていがけていがけていがけていくくくくんんんんですがですがですがですが、、、、フフフフレレレレキキキキシブル・インフシブル・インフシブル・インフシブル・インフィィィィルとルとルとルと長長長長寿命寿命寿命寿命化改化改化改化改修修修修ととととママママテリアルリサイクルのテリアルリサイクルのテリアルリサイクルのテリアルリサイクルの連連連連携携携携型型型型でででで頭頭頭頭をたたをたたをたたをたたくくくくというというというということをことをことをことをややややれれれればばばば、、、、建建建建設設設設リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法がががが明示明示明示明示しておりしておりしておりしておりまままますすすす新新新新築築築築ではなではなではなではなくくくくてててて解解解解体分体分体分体分についてもについてもについてもについても目目目目標標標標がががが達達達達成成成成できるできるできるできる。。。。今今今今のののの目標目標目標目標はははは、、、、新新新新築築築築によってによってによってによってぐぐぐぐっとっとっとっと水水水水増増増増しされていしされていしされていしされていまままますのですのですのですので、、、、解解解解体体体体群群群群につにつにつについてあいてあいてあいてあんんんんなななな目目目目標標標標はとてもはとてもはとてもはとても掲掲掲掲げげげげることはできることはできることはできることはできませませませませんんんんのでのでのでので、、、、そそそそのののの部部部部分分分分をををを含含含含めてめてめてめて手手手手がけていったがけていったがけていったがけていったらいいらいいらいいらいいだろだろだろだろうううう。。。。        そそそそうするとうするとうするとうすると、、、、二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素排出排出排出排出量量量量もももも埋埋埋埋めめめめ立立立立てにてにてにてに供供供供せせせせられるられるられるられる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの量量量量もももも、、、、どどどどちちちちらもらもらもらもそそそそういういういういうううう生生生生産産産産によってによってによってによって効率効率効率効率がががが上上上上がってがってがってがってくくくくるるるる。。。。効率効率効率効率がががが上上上上がってがってがってがってくくくくるということはるということはるということはるということは、、、、活動活動活動活動のののの方方方方ははははどどどどんんんんなななな活動活動活動活動をとったらいいかをとったらいいかをとったらいいかをとったらいいか。。。。環境効率環境効率環境効率環境効率のののの活動活動活動活動、、、、サーサーサーサービビビビスをスをスをスをどどどどんんんんななななふふふふうにとったらいいかうにとったらいいかうにとったらいいかうにとったらいいか迷迷迷迷っっっっているているているているんんんんですがですがですがですが、、、、都都都都市市市市更更更更新新新新のののの産業的産業的産業的産業的主主主主体体体体はははは建建建建設産業設産業設産業設産業であるであるであるである。。。。だだだだからからからから、、、、建建建建設産業設産業設産業設産業のののの生生生生産産産産額額額額、、、、生生生生産産産産額額額額というというというという表現表現表現表現がいいのかわかりがいいのかわかりがいいのかわかりがいいのかわかりませませませませんんんんがががが、、、、あるアクテあるアクテあるアクテあるアクティィィィビビビビテテテティィィィーというのをーというのをーというのをーというのを分分分分子子子子にとにとにとにとってってってって、、、、そそそそれをれをれをれを環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷でででで割割割割るとるとるとるといういういういう形形形形のののの効率効率効率効率をををを出出出出しているしているしているしている。。。。        もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは、、、、そそそそういうういうういうういう集集集集合体合体合体合体のののの空空空空間間間間ををををどどどどううううややややってってってってママママネージするかというのをネージするかというのをネージするかというのをネージするかというのをちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお話話話話ししししししししまままますすすす。。。。ココココンパクトンパクトンパクトンパクト化化化化していしていしていしていくくくく、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは集集集集中化中化中化中化していしていしていしていくくくくことのことのことのことのどどどどちちちちらがいいらがいいらがいいらがいいだろだろだろだろうううう



 79

かかかか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは分分分分散散散散してスプロールしていしてスプロールしていしてスプロールしていしてスプロールしていくくくくのとのとのとのとどどどどちちちちらがいいらがいいらがいいらがいいだろだろだろだろうかうかうかうか。。。。        こういうことをこういうことをこういうことをこういうことを考考考考えたえたえたえた理理理理由由由由はははは、、、、現行現行現行現行のののの地地地地域域域域冷冷冷冷暖暖暖暖房房房房ののののカカカカロリーロリーロリーロリーベベベベースのースのースのースの規模規模規模規模、、、、縦縦縦縦軸軸軸軸ににににＣＣＣＣＯＯＯＯＰＰＰＰということでということでということでということで投投投投入入入入されたエネルされたエネルされたエネルされたエネルギギギギーからーからーからーから生生生生みみみみ出出出出されたされたされたされた熱熱熱熱供給供給供給供給のののの電電電電気気気気等等等等をををを含含含含めてめてめてめて供給供給供給供給量量量量のののの比比比比率率率率をとっていをとっていをとっていをとっていまままますすすす。。。。そそそそうしうしうしうしまままますとすとすとすと、、、、ややややはりはりはりはり一一一一定定定定のののの規模規模規模規模があるがあるがあるがある方方方方がががが高高高高いいいいＣＣＣＣＯＰＯＰＯＰＯＰをををを生生生生みみみみ出出出出ししししているということをているということをているということをているということを、、、、ここにこここにこここにこここにこんんんんななななふふふふうなうなうなうな設設設設定定定定をしていをしていをしていをしていまままますすすす。。。。熱熱熱熱負負負負荷荷荷荷密密密密度度度度がががが２２２２ＴＴＴＴｃｃｃｃal/hral/hral/hral/hr以以以以上上上上でででで、、、、５５５５年年年年前前前前にににに比比比比べてべてべてべて増増増増加加加加したしたしたしたメメメメッシッシッシッシュュュュ、、、、つつつつままままりあるりあるりあるりある活動活動活動活動がががが集約集約集約集約されているとこされているとこされているとこされているところろろろにににに地地地地域域域域冷冷冷冷暖暖暖暖房房房房というシステムをというシステムをというシステムをというシステムを導導導導入入入入するするするする。。。。別別別別にこれでなにこれでなにこれでなにこれでなくくくくてもいいてもいいてもいいてもいいんんんんですがですがですがですが、、、、技術技術技術技術のののの背景背景背景背景としてとしてとしてとして一一一一定定定定のののの規模規模規模規模があることによってがあることによってがあることによってがあることによって、、、、このこのこのこの場場場場合合合合はははは発発発発電電電電効率効率効率効率 50505050％％％％のののの天天天天然然然然ガガガガススススココココンンンンババババインインインインドドドド発発発発電電電電シシシシステムをステムをステムをステムを整備整備整備整備するするするする。。。。地地地地域域域域冷冷冷冷暖暖暖暖房房房房ではないではないではないではないんんんんですけれですけれですけれですけれどどどどもももも、、、、こういうこういうこういうこういう表現表現表現表現でででで導導導導入入入入するするするする。。。。周周周周辺辺辺辺群群群群についてはについてはについてはについては、、、、太太太太陽光陽光陽光陽光発発発発電電電電（Ｐ（Ｐ（Ｐ（ＰＶＶＶＶ））））をををを入入入入れれれれまままますというようなすというようなすというようなすというような施策施策施策施策をををを入入入入れたれたれたれた場場場場合合合合にににに、、、、環境効環境効環境効環境効率率率率ははははどどどどうううう変変変変わるかということをわるかということをわるかということをわるかということを検討検討検討検討ししししまままましたしたしたした。。。。        もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは交交交交通通通通ですですですです。。。。交交交交通通通通はははは、、、、言言言言ううううままままでもないことですがでもないことですがでもないことですがでもないことですが、、、、ネットのネットのネットのネットの容容容容積率積率積率積率がががが上上上上がれがれがれがればばばば上上上上がるがるがるがるほほほほどどどど、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる鉄鉄鉄鉄道道道道分担率分担率分担率分担率がががが上上上上がってがってがってがってくくくくるるるる。。。。すなわすなわすなわすなわちちちち、、、、高密高密高密高密度都度都度都度都市市市市のののの方方方方がががが自動自動自動自動車車車車よよよよりりりり公共公共公共公共交交交交通通通通をををを選選選選択択択択するものですするものですするものですするものです。。。。これはこれはこれはこれは大大大大気気気気分分分分析析析析でありでありでありでありまままますからすからすからすから、、、、大大大大気気気気分分分分析析析析がががが未未未未来来来来永永永永劫劫劫劫当当当当たるかたるかたるかたるかどどどどうかわかりうかわかりうかわかりうかわかりませませませませんんんんがががが、、、、一一一一定集定集定集定集中中中中交交交交通通通通とととと発発発発生生生生交交交交通通通通についてについてについてについて明明明明らかにしたらかにしたらかにしたらかにした上上上上でででで、、、、シナシナシナシナリオをこリオをこリオをこリオをこんんんんななななふふふふうなうなうなうな一極一極一極一極ココココンパクトンパクトンパクトンパクト化化化化、、、、現現現現状状状状維維維維持型持型持型持型、、、、これはこれはこれはこれは大大大大阪阪阪阪をををを対対対対象象象象にしにしにしにしまままますのですのですのですので、、、、地地地地域域域域をこをこをこをこんんんんななななふふふふうにうにうにうに取取取取りりりり上上上上げげげげたたたた上上上上でシミでシミでシミでシミュュュュレレレレーションをーションをーションをーションをややややりりりりまままましてしてしてして、、、、そそそそれでれでれでれで多多多多極分極分極分極分散散散散シナリシナリシナリシナリオがオがオがオが最最最最もももも、、、、現現現現状状状状のののの何何何何もしないのにもしないのにもしないのにもしないのに比比比比べてべてべてべて環境効率環境効率環境効率環境効率がががが 40404040％％％％、、、、二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素排出排出排出排出量量量量ををををベベベベースにしースにしースにしースにしたたたた環境効率環境効率環境効率環境効率でもでもでもでも 30303030数数数数％％％％、、、、廃棄物処分廃棄物処分廃棄物処分廃棄物処分場場場場でででで換換換換算算算算ししししまままますとすとすとすと 40404040％％％％程度程度程度程度改善改善改善改善されされされされまままますというすというすというすという結果結果結果結果がががが出出出出まままましたしたしたした。。。。        評価評価評価評価研究研究研究研究のののの大大大大方方方方のののの流流流流れれれれだだだだけけけけざざざざっとっとっとっと紹介紹介紹介紹介ししししまままますがすがすがすが、、、、今今今今ままままででででごごごご紹介紹介紹介紹介したようにしたようにしたようにしたように、、、、ＬＬＬＬＣＣＣＣＡＡＡＡ、、、、ああああるいはライフ・サイクル・るいはライフ・サイクル・るいはライフ・サイクル・るいはライフ・サイクル・ココココステステステスティィィィングとングとングとングと言言言言いいいいまままますがすがすがすが、、、、もうもうもうもう１１１１つつつつ非非非非常常常常にににに重要重要重要重要なエなエなエなエココココロジロジロジロジカカカカルなルなルなルな評価評価評価評価ををををややややらないといけないらないといけないらないといけないらないといけない。。。。物物物物のののの流流流流れをずっとれをずっとれをずっとれをずっと追追追追いかけていったときにいかけていったときにいかけていったときにいかけていったときに、、、、１１１１つはエつはエつはエつはエココココススススペペペペースースースース、、、、あるいはエあるいはエあるいはエあるいはエココココリリリリュュュュックサックとかというックサックとかというックサックとかというックサックとかという概概概概念念念念でででで、、、、空空空空間間間間にににに返返返返したりしたりしたりしたり、、、、源源源源にににに返返返返したしたしたしたりするようなことがりするようなことがりするようなことがりするようなことが可能可能可能可能ですですですです。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、ライフ・ライフ・ライフ・ライフ・サイクル・アセスサイクル・アセスサイクル・アセスサイクル・アセスメメメメントにントにントにントに物物物物足足足足りないエりないエりないエりないエココココロジロジロジロジカカカカルなフルなフルなフルなファァァァクターをクターをクターをクターをどどどどうううう評価評価評価評価するかするかするかするか。。。。        もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは、、、、環境効率環境効率環境効率環境効率をををを会計会計会計会計のののの中中中中にきにきにきにきちちちちっとっとっとっと埋埋埋埋めめめめ込込込込んんんんでででで評価評価評価評価すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。会計会計会計会計システシステシステシステムのムのムのムの中中中中ににににどどどどのようにのようにのようにのように組組組組みみみみ込込込込んんんんだだだだらいいかというらいいかというらいいかというらいいかという検討検討検討検討をしていをしていをしていをしていまままますすすす。。。。これはこれはこれはこれは食品食品食品食品工工工工場場場場をををを対対対対象象象象としたとしたとしたとした場場場場合合合合のののの環境効率環境効率環境効率環境効率をいをいをいをいろろろろいいいいろろろろななななケケケケースについてースについてースについてースについて、、、、すなわすなわすなわすなわちちちちエエエエココココプリントをプリントをプリントをプリントを取取取取りりりり上上上上げげげげたたたた場場場場合合合合、、、、ライフサイクルのライフサイクルのライフサイクルのライフサイクルのＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２をををを取取取取りりりり上上上上げげげげたたたた場場場場合合合合、、、、どどどどれれれれだだだだけのけのけのけの量量量量をををを取取取取りりりり上上上上げげげげたたたた場場場場合合合合のののの評価評価評価評価をををを従来従来従来従来型型型型とととと新新新新しいしいしいしい資源循環型資源循環型資源循環型資源循環型というというというというペペペペアでアでアでアで表現表現表現表現していしていしていしていまままますすすす。。。。        次次次次のものはのものはのものはのものは都都都都市市市市更更更更新新新新のののの比較比較比較比較、、、、これがこれがこれがこれが農工農工農工農工連連連連携携携携のののの比較比較比較比較、、、、産業産業産業産業工工工工場場場場のののの住住住住工工工工連連連連携携携携のののの場場場場合合合合のののの比較比較比較比較ということでということでということでということで、、、、３３３３つのつのつのつの実実実実験験験験地地地地ははははどどどどれもれもれもれも環境効率環境効率環境効率環境効率というというというという概概概概念念念念でででで統統統統一的一的一的一的にににに評価評価評価評価することができすることができすることができすることができまままますすすす。。。。        自自自自然然然然のののの方方方方ななななんんんんですがですがですがですが、、、、これについてはこれについてはこれについてはこれについてはＧＧＧＧＩＳＩＳＩＳＩＳをををを設設設設定定定定、、、、道道道道具具具具としてとしてとしてとして使使使使いいいいまままましてしてしてして、、、、関関関関西圏西圏西圏西圏をををを取取取取りりりり上上上上げまげまげまげますすすす。。。。要要要要はははは都都都都市活動市活動市活動市活動がががが活発活発活発活発になれになれになれになればばばば、、、、伊吹伊吹伊吹伊吹山山山山ののののふふふふもとのもとのもとのもとの石石石石灰灰灰灰石石石石もももも掘掘掘掘りりりり出出出出してしてしてしてくくくくるるるるしししし、、、、大大大大阪阪阪阪圏圏圏圏のののの周周周周辺辺辺辺のののの採採採採石石石石場場場場からからからから石石石石をををを取取取取りりりり出出出出してしてしてしてくくくくるるるる。。。。こういうこういうこういうこういう活動活動活動活動をををを循環型循環型循環型循環型にするかにするかにするかにするか、、、、そそそそれともれともれともれとも従来従来従来従来型型型型にするかによってにするかによってにするかによってにするかによって植植植植生生生生のののの自自自自然然然然度度度度をををを改改改改変変変変しししし、、、、結果結果結果結果としてとしてとしてとして生生生生物物物物のののの生生生生息息息息ののののポポポポテンシテンシテンシテンシャルがャルがャルがャルが下下下下がってがってがってがってくくくくるるるる。。。。小小小小さなさなさなさな面面面面積積積積でもでもでもでも、、、、飛飛飛飛びびびび石状石状石状石状態態態態ののののビビビビオトープであれオトープであれオトープであれオトープであればばばば、、、、そそそそれをれをれをれを変変変変えてえてえてえてししししままままうことによってうことによってうことによってうことによって生生生生態態態態回回回回路路路路がががが失失失失われるわれるわれるわれる、、、、このようなこのようなこのようなこのような枠枠枠枠組組組組みですみですみですみです。。。。これもこれもこれもこれも多多多多分分分分エエエエココココロジスロジスロジスロジス
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トからいえトからいえトからいえトからいえばばばば、、、、いいいいやややや、、、、そそそそんんんんなななな簡簡簡簡単単単単なことではないでしなことではないでしなことではないでしなことではないでしょょょょうとうとうとうと必必必必ずずずず言言言言われわれわれわれまままますがすがすがすが、、、、私私私私たたたたちちちちはははは循環形成循環形成循環形成循環形成ののののママママクロクロクロクロ評価評価評価評価をををを生生生生態態態態系系系系ままままでででで含含含含めてめてめてめて展開展開展開展開したいということでしたいということでしたいということでしたいということで表現表現表現表現をしていをしていをしていをしていまままますすすす。。。。        さてさてさてさて、、、、環境改善環境改善環境改善環境改善のとこのとこのとこのところろろろですがですがですがですが、、、、これはもうおわかりこれはもうおわかりこれはもうおわかりこれはもうおわかりだだだだとととと思思思思いいいいまままますすすす。。。。ガガガガスススス化化化化溶溶溶溶融融融融炉炉炉炉をををを導導導導入入入入すれすれすれすればばばば、、、、そそそそれにれにれにれに最最最最初初初初どどどどれれれれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの投投投投資資資資額額額額があってがあってがあってがあって、、、、そそそそれはれはれはれは償償償償却却却却がががが幾幾幾幾らでらでらでらで、、、、そそそそれにれにれにれに対対対対してしてしてして５５５５年年年年とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは 10101010年年年年とかというとかというとかというとかという形形形形でででで節節節節約約約約分分分分がみなしとしてがみなしとしてがみなしとしてがみなしとしてカウカウカウカウントできるといったよントできるといったよントできるといったよントできるといったようなことをうなことをうなことをうなことを表現表現表現表現していしていしていしていまままますがすがすがすが、、、、このこのこのこの表現表現表現表現をできれをできれをできれをできればばばば単独単独単独単独主主主主体体体体ではなではなではなではなくくくくてててて、、、、複数複数複数複数のののの主主主主体体体体にににに組組組組みみみみ立立立立てていきたいというてていきたいというてていきたいというてていきたいという検討検討検討検討であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはどどどどのようにのようにのようにのように個個個個々々々々のののの企企企企業業業業がゼロエミッシがゼロエミッシがゼロエミッシがゼロエミッションイニシアョンイニシアョンイニシアョンイニシアチチチチブをブをブをブを社社社社内内内内でででで意意意意思思思思決定決定決定決定をしながらをしながらをしながらをしながら実実実実践践践践してきたかということについてしてきたかということについてしてきたかということについてしてきたかということについて、、、、ささささままままざざざざままままなタイプがあるねというようなこともなタイプがあるねというようなこともなタイプがあるねというようなこともなタイプがあるねというようなことも勉勉勉勉強強強強ささささせせせせていたていたていたていただだだだききききまままましたしたしたした。。。。        私私私私たたたたちちちちがががが行行行行ったったったった３３３３つのつのつのつの事例事例事例事例だだだだけでけでけでけで新新新新たなたなたなたな比較比較比較比較ができるとはができるとはができるとはができるとは思思思思えないえないえないえないんんんんですがですがですがですが、、、、たたたただだだだ、、、、日日日日本本本本だだだだけではなけではなけではなけではなくくくくてててて、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカののののＥＥＥＥＩＩＩＩＰＰＰＰのののの事例事例事例事例ななななんんんんかもかもかもかも眺眺眺眺めてみめてみめてみめてみまままますとすとすとすと、、、、現行進現行進現行進現行進んんんんでおりでおりでおりでおりまままますすすす日日日日本型本型本型本型のエのエのエのエココココタタタタウウウウンにンにンにンに、、、、できれできれできれできればばばば考考考考えないといけないのはこのことえないといけないのはこのことえないといけないのはこのことえないといけないのはこのことだだだだとととと思思思思っていっていっていっていままままししししてててて、、、、これはアこれはアこれはアこれはアメメメメリリリリカカカカののののポポポポート・ート・ート・ート・ケケケケープ・ープ・ープ・ープ・チチチチャールズというとこャールズというとこャールズというとこャールズというところろろろのののの持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性基基基基準準準準とととと呼呼呼呼ばばばばれてれてれてれているいるいるいる基基基基準準準準でありでありでありでありまままますすすす。。。。すなわすなわすなわすなわちちちち、、、、自自自自主目標基主目標基主目標基主目標基準準準準とととと地地地地域域域域ののののココココブナントとブナントとブナントとブナントと表現表現表現表現していしていしていしていまままますけれすけれすけれすけれどどどどもももも、、、、あるあるあるある種種種種のののの環境的環境的環境的環境的操操操操業業業業基基基基準準準準というものをというものをというものをというものを満満満満たしておるたしておるたしておるたしておる場場場場合合合合にはにはにはには、、、、一一一一定定定定のののの優優優優遇遇遇遇がががが図図図図られられられられるるるる仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをどどどどんんんんなななな環境環境環境環境のののの基基基基準準準準とととと社会的社会的社会的社会的なななな基基基基準準準準がががが使使使使われているかわれているかわれているかわれているか。。。。雇雇雇雇用用用用でもでもでもでも、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの輪輪輪輪でもでもでもでも、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ地地地地域域域域にににに閉閉閉閉じじじじたとたとたとたと言言言言ったらったらったらったら非非非非常常常常におかしいですがにおかしいですがにおかしいですがにおかしいですが、、、、地地地地域域域域のののの人人人人たたたたちちちちをををを雇雇雇雇いいいい、、、、地地地地域域域域のサイトののサイトののサイトののサイトの中中中中でででで、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地地地地域域域域のののの関係関係関係関係者者者者のののの中中中中でででで資源資源資源資源リサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルを進進進進めるめるめるめる。。。。余余余余りりりり広域広域広域広域的的的的なななな遠遠遠遠方方方方でリサイクルをするよでリサイクルをするよでリサイクルをするよでリサイクルをするよりはりはりはりは、、、、地地地地域域域域内内内内のリサイクルがのリサイクルがのリサイクルがのリサイクルが望望望望まままましいということですしいということですしいということですしいということです。。。。        そそそそれをれをれをれを私私私私たたたたちちちちとしてはとしてはとしてはとしては、、、、今後今後今後今後このこのこのこの研究研究研究研究がががが終終終終了了了了したということでしたということでしたということでしたということで実際実際実際実際ベベベベースにースにースにースに入入入入っていきっていきっていきっていきたいということでたいということでたいということでたいということで、、、、これはあるこれはあるこれはあるこれはある地地地地域域域域のエのエのエのエココココタタタタウウウウンとンとンとンと呼呼呼呼んんんんでもらってもいいですがでもらってもいいですがでもらってもいいですがでもらってもいいですが、、、、ネットネットネットネットワークワークワークワーク型型型型のののの循環形成循環形成循環形成循環形成ののののモモモモデルですデルですデルですデルです。。。。こういうことをこういうことをこういうことをこういうことを今手今手今手今手がけておりがけておりがけておりがけておりまままましてしてしてして、、、、そそそそのためにはのためにはのためにはのためにはあるあるあるある種種種種のののの構築構築構築構築をををを支援支援支援支援していしていしていしていくくくくようなシステムをつようなシステムをつようなシステムをつようなシステムをつくくくくらなけれらなけれらなけれらなければばばばいけないということですいけないということですいけないということですいけないということです。。。。        皆皆皆皆様様様様方方方方にはきにはきにはきにはきょょょょうはおうはおうはおうはお配配配配りしておりりしておりりしておりりしておりませませませませんんんんがががが、、、、私私私私のサイトをのサイトをのサイトをのサイトを見見見見ていたていたていたていただだだだききききまままますとすとすとすと、、、、循環循環循環循環複複複複合体構築合体構築合体構築合体構築のののの支援支援支援支援ガガガガイイイイドドドドというというというというガガガガイイイイドドドドのシステムもオープンにしのシステムもオープンにしのシステムもオープンにしのシステムもオープンにしていていていていまままますしすしすしすし、、、、ままままたたたたＣＣＣＣＤＤＤＤ－－－－ＲＲＲＲＯＯＯＯＭＭＭＭでもおでもおでもおでもお配配配配りいたしりいたしりいたしりいたしまままますがすがすがすが、、、、あるあるあるある種種種種ののののガガガガイイイイドドドドラインをつラインをつラインをつラインをつくくくくってってってって、、、、そそそそれをリフれをリフれをリフれをリファァァァーしなーしなーしなーしながらがらがらがら皆皆皆皆ささささんんんん方方方方自自自自身身身身ががががそそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの地地地地域域域域でゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッション、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは循環型循環型循環型循環型をををを構築構築構築構築していしていしていしていくくくくことをことをことをことを進進進進めていためていためていためていただだだだけたらありがたいけたらありがたいけたらありがたいけたらありがたい。。。。私私私私たたたたちちちちはははは、、、、このこのこのこのガガガガイイイイドドドドというものをというものをというものをというものを１１１１つのつのつのつの羅羅羅羅針針針針盤盤盤盤にしながらにしながらにしながらにしながら、、、、皆皆皆皆ささささんんんん方方方方のののの活動活動活動活動をををを勉勉勉勉強強強強ささささせせせせててててほほほほしいとしいとしいとしいと思思思思っていっていっていっていまままますすすす。。。。        時時時時間間間間がががが５５５５分分分分ほほほほどどどど超超超超過過過過してししてししてししてしままままいいいいまままましたがしたがしたがしたが、、、、以上以上以上以上でででで話題提話題提話題提話題提供供供供とさとさとさとさせせせせていたていたていたていただだだだききききまままますすすす。。。。ありありありありがとうがとうがとうがとうごごごござざざざいいいいまままましたしたしたした。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））            どどどどうもありがとううもありがとううもありがとううもありがとうごごごござざざざいいいいまままましたしたしたした。。。。盛岡盛岡盛岡盛岡先生先生先生先生にはにはにはには「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会形成形成形成形成」、」、」、」、ココココンセプトンセプトンセプトンセプトだだだだけけけけではなではなではなではなくくくくてててて、、、、そそそそれをれをれをれを理論理論理論理論的的的的にににに解解解解析析析析してしてしてして、、、、具具具具体化体化体化体化するためのするためのするためのするための多多多多岐岐岐岐にわたるにわたるにわたるにわたる研究研究研究研究結果結果結果結果ををををごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだいていていていて、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいいいいまままましたしたしたした。。。。        ごごごご質質質質問問問問やややや討議討議討議討議ののののごごごご希希希希望望望望のののの方方方方もももも多多多多いといといといと思思思思いいいいまままますがすがすがすが、、、、これはこれはこれはこれは一一一一括括括括してしてしてして最後最後最後最後にににに回回回回ささささせせせせていたていたていたていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いいいいまままますすすす。。。。        そそそそれではれではれではれでは、、、、次次次次にににに三三三三重重重重県県県県におけるにおけるにおけるにおける環境行政環境行政環境行政環境行政についてについてについてについて、、、、尾崎尾崎尾崎尾崎主主主主幹幹幹幹のののの方方方方からからからからごごごご発表発表発表発表いたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いいいいまままますすすす。。。。よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしまままますすすす。。。。    
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    尾崎尾崎尾崎尾崎主主主主幹幹幹幹        三三三三重重重重県県県県廃棄物対策課廃棄物対策課廃棄物対策課廃棄物対策課のののの尾崎尾崎尾崎尾崎とととと申申申申ししししまままますすすす。（。（。（。（以以以以下省下省下省下省略略略略））））        ままままずずずず、、、、産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物税税税税のののの創創創創設設設設ですがですがですがですが、、、、三三三三重重重重県県県県ではではではでは、、、、来来来来年年年年 4444 月月月月からからからから産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物にににに対対対対してしてしてして課課課課税税税税するこするこするこすることをとをとをとを決定決定決定決定していしていしていしていまままますすすす。。。。総総総総務省務省務省務省のののの同意同意同意同意もももも得得得得ておりておりておりておりまままますのですのですのですので、、、、このこのこのこのまままままままま順順順順調調調調にににに 4444 月月月月 1111 日日日日以降以降以降以降、、、、産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物税税税税をををを皆皆皆皆様様様様からからからからちちちちょょょょううううだだだだいすることになっていいすることになっていいすることになっていいすることになっていまままますすすす。。。。        そそそそれではれではれではれでは、、、、産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物税税税税のののの概概概概要要要要についてについてについてについて、、、、時時時時間間間間のののの与与与与えられたえられたえられたえられた範囲範囲範囲範囲ででででごごごご説説説説明明明明ささささせせせせていたていたていたていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いいいいまままますすすす。。。。        そそそそももももそそそそもなもなもなもなぜぜぜぜ産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物にににに税金税金税金税金をかけるかというをかけるかというをかけるかというをかけるかという背景背景背景背景的的的的なとこなとこなとこなところろろろからからからからままままずずずず説説説説明明明明ささささせせせせていていていていたたたただだだだききききまままますすすす。。。。20202020 世世世世紀紀紀紀、、、、環境環境環境環境よりもよりもよりもよりも産業活動産業活動産業活動産業活動をををを優優優優先先先先したしたしたした、、、、そそそそういうういうういうういう社全体社全体社全体社全体制制制制であったとであったとであったとであったと言言言言わわわわれていれていれていれていまままますすすす。。。。環境環境環境環境とととと経済経済経済経済はははは対立対立対立対立したものとしてとらえられたしたものとしてとらえられたしたものとしてとらえられたしたものとしてとらえられた。。。。結結結結局局局局、、、、企企企企業業業業としてはとしてはとしてはとしては、、、、環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮していてはしていてはしていてはしていては経済活動経済活動経済活動経済活動がががが成成成成りりりり立立立立たないたないたないたない。。。。そそそそういうういうういうういう思思思思いでいたいでいたいでいたいでいた。。。。そそそそういうういうういうういう中中中中でででで 1111 つのつのつのつの転転転転機機機機といいといいといいといいまままますかすかすかすか、、、、1970197019701970 年当年当年当年当時時時時、、、、全国的全国的全国的全国的にににに公公公公害害害害がががが非非非非常常常常にににに注注注注目目目目されされされされまままましてしてしてして、、、、このこのこのこの当当当当時時時時、、、、公公公公害害害害国国国国会会会会でででで廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ななななどどどどにににに対対対対してしてしてして各各各各種種種種のののの規規規規制制制制がかけられがかけられがかけられがかけられまままましたしたしたした。。。。廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理法理法理法理法がががが制定制定制定制定されされされされ、、、、PCBPCBPCBPCB関係関係関係関係のののの問問問問題題題題もこのもこのもこのもこの当当当当時時時時にににに出出出出されておりされておりされておりされておりまままましたしたしたした。。。。しかししかししかししかし、、、、これはこれはこれはこれは規規規規制制制制行政行政行政行政でででで、、、、環境環境環境環境がががが悪悪悪悪くくくくなったなったなったなったらららら、、、、そそそそれにれにれにれに対対対対してアプローしてアプローしてアプローしてアプローチチチチするというするというするというするという環境対環境対環境対環境対応応応応型型型型のののの施策展開施策展開施策展開施策展開がされがされがされがされまままましたしたしたした。。。。        昨昨昨昨年年年年、、、、2000200020002000 年年年年にはにはにはには大大大大きなきなきなきな変変変変化化化化がありがありがありがあり、、、、産業産業産業産業からからからから経済経済経済経済・・・・環境重環境重環境重環境重視視視視へむけたへむけたへむけたへむけた循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進基基基基本本本本法法法法、、、、関係関係関係関係六六六六法法法法のののの法法法法律律律律がががが国会国会国会国会でででで上上上上程程程程されされされされ、、、、各各各各種種種種のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル法法法法がががが成立成立成立成立しておりしておりしておりしておりまままますすすす。。。。    これはこれはこれはこれは、、、、1970197019701970 年年年年のののの環境環境環境環境にににに対対対対してしてしてして対対対対応応応応していしていしていしていくくくくというというというという施策施策施策施策からからからから、、、、環境環境環境環境をををを保保保保全全全全していしていしていしていくくくくというというというというようなようなようなような政策政策政策政策転換転換転換転換がなされたのがなされたのがなされたのがなされたのだろだろだろだろうとうとうとうと理解理解理解理解していしていしていしていまままますすすす。。。。        三三三三重重重重県県県県としてもとしてもとしてもとしても、、、、そそそそれらをれらをれらをれらを受受受受けてけてけてけて、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製製製製品整備品整備品整備品整備とととと推進推進推進推進条条条条例例例例といいといいといいといいまままますかすかすかすか、、、、リサリサリサリサイクルされたイクルされたイクルされたイクルされた製製製製品品品品にににに対対対対してしてしてして率率率率先先先先してしてしてして購入購入購入購入していこうというしていこうというしていこうというしていこうという趣旨趣旨趣旨趣旨のののの条条条条例例例例をををを制定制定制定制定していしていしていしていまままますすすす 21212121世世世世紀紀紀紀にははにははにははにはは環境環境環境環境とととと経済経済経済経済がががが基基基基本的本的本的本的にににに対立対立対立対立するするするする概概概概念念念念ではないではないではないではない。。。。環境経環境経環境経環境経営営営営的的的的なななな発想発想発想発想でででで、、、、環境環境環境環境へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮とととと経済的経済的経済的経済的価価価価値値値値のののの追求追求追求追求はははは基基基基本的本的本的本的にはにはにはには同同同同じじじじ枠枠枠枠のののの中中中中でででで行行行行われるべきであるわれるべきであるわれるべきであるわれるべきである。。。。企企企企業業業業としてもとしてもとしてもとしても、、、、当当当当然然然然そそそそういうことをういうことをういうことをういうことを認識認識認識認識したしたしたした上上上上でででで経済経済経済経済活動活動活動活動をををを行行行行っていっていっていっていくくくく、、、、企企企企業業業業がががが環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮しなけれしなけれしなけれしなければばばば経経経経営営営営としてもうとしてもうとしてもうとしてもう成成成成りりりり立立立立っていかないっていかないっていかないっていかない。。。。企企企企業業業業としてとしてとしてとして存存存存続続続続しししし得得得得ないというないというないというないという観観観観点点点点でででで、、、、21212121 世世世世紀紀紀紀がががが進進進進んんんんでいでいでいでいくくくくののののだろだろだろだろうとうとうとうと考考考考えておりえておりえておりえておりまままますすすす。。。。        そそそそういうういうういうういう中中中中でででで、、、、私私私私どどどどもとしてはもとしてはもとしてはもとしては産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物にににに対対対対してしてしてして課課課課税税税税しししし、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向けてけてけてけて、、、、いたいたいたいただだだだいたいたいたいた税税税税からからからからそそそそういうういうういうういう施策施策施策施策へへへへ充充充充てていてていてていてていくくくく、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をつをつをつをつくくくくっていっていっていっていくくくくためにためにためにために、、、、そそそそういうういうういうういう廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物からからからから税金税金税金税金をいたをいたをいたをいただくだくだくだくというというというという税税税税をををを提提提提案案案案ささささせせせせていたていたていたていただだだだいたわけですいたわけですいたわけですいたわけです。。。。        廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理法理法理法理法ではではではでは、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とととと産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの 2222つのつのつのつの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物というというというという分類分類分類分類がされていがされていがされていがされていまままますすすす。。。。    一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物についてはについてはについてはについては、、、、通通通通常常常常、、、、市市市市町町町町村村村村がががが処処処処理責理責理責理責務務務務をををを負負負負っておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。そそそそのののの処処処処理理理理にににに当当当当たってたってたってたってはははは、、、、当当当当然交然交然交然交付付付付税税税税やややや市市市市のののの税税税税収収収収のののの中中中中ででででままままかなわれているかなわれているかなわれているかなわれている。。。。        産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、排出排出排出排出事事事事業業業業者責任者責任者責任者責任といいといいといいといいまままますかすかすかすか、、、、PPPPPPPPPPPPのののの原則原則原則原則というのがというのがというのがというのがごごごござざざざいいいいまままますすすすけれけれけれけれどどどどもももも、、、、排出排出排出排出事事事事業業業業者者者者がみずからがみずからがみずからがみずから処処処処理理理理をしなけれをしなけれをしなけれをしなければばばばならないならないならないならない。。。。仮仮仮仮にににに委委委委託託託託するするするする場場場場合合合合でもでもでもでも、、、、処処処処理理理理経経経経費費費費はははは処処処処理理理理代代代代金金金金というというというという形形形形でででで事事事事業業業業者者者者がががが負負負負担担担担していしていしていしていくくくくというというというという制度制度制度制度になっていになっていになっていになっていまままますすすす。。。。県県県県につきにつきにつきにつきまままましてはしてはしてはしては、、、、廃棄物等廃棄物等廃棄物等廃棄物等のののの許許許許認認認認可等可等可等可等のののの規規規規制制制制行政行政行政行政をををを行行行行っていっていっていっていまままますすすす。。。。規規規規制制制制行政行政行政行政をををを行行行行うううう事務事務事務事務経経経経費費費費といといといというのはうのはうのはうのは、、、、許許許許可可可可のののの手手手手数料数料数料数料とかとかとかとか、、、、国国国国税税税税措措措措置置置置ででででままままかなわれていかなわれていかなわれていかなわれていまままますがすがすがすが、、、、手手手手数料数料数料数料等等等等はははは十十十十分分分分にいたにいたにいたにいただだだだいていないいていないいていないいていない現実現実現実現実がありがありがありがありまままますすすす。。。。        これはこれはこれはこれは三三三三重重重重県県県県のののの予算予算予算予算とととと財財財財源源源源のののの内内内内訳訳訳訳ですですですです、、、、平平平平成成成成１２１２１２１２年年年年度度度度のののの産業廃棄物行政産業廃棄物行政産業廃棄物行政産業廃棄物行政にかかるにかかるにかかるにかかる歳歳歳歳出出出出でででで、、、、
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財財財財源源源源としてはとしてはとしてはとしては手手手手数料数料数料数料、、、、交交交交付付付付税税税税がががが 1111 億億億億 2000200020002000 万円万円万円万円、、、、予算予算予算予算上上上上はははは 4444 億億億億 1000100010001000 万円万円万円万円ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの予算予算予算予算をををを使使使使っていっていっていっていまままますすすす。。。。当当当当然然然然、、、、このこのこのこの残残残残りはりはりはりは一一一一般般般般県費県費県費県費からからからから補補補補ててててんんんんされされされされまままますがすがすがすが、、、、昨昨昨昨今今今今どどどどこのこのこのこの自治体自治体自治体自治体でもでもでもでも財財財財政政政政難難難難といいといいといいといいまままますかすかすかすか、、、、非非非非常常常常にににに税税税税収収収収がががが落落落落ちちちち込込込込んんんんでいでいでいでいまままますすすす。。。。そそそそういうういうういうういう中中中中でででで循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へへへへ向向向向けてけてけてけて新新新新たなたなたなたな政策政策政策政策をををを実施実施実施実施していこうとしていこうとしていこうとしていこうと思思思思ってもってもってもっても、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか予算措予算措予算措予算措置置置置ができないができないができないができない。。。。リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの推進推進推進推進なりなりなりなり、、、、発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制にににに対対対対してしてしてして何何何何かかかか新新新新たにたにたにたに政策政策政策政策をとをとをとをとろろろろうとうとうとうと思思思思ってもってもってもっても、、、、現実現実現実現実にはにはにはにはそそそそういうういうういうういう予算措予算措予算措予算措置置置置がとれないというがとれないというがとれないというがとれないというのはのはのはのは多多多多分分分分どどどどこのこのこのこの県県県県やややや市市市市町町町町村村村村でもでもでもでも同同同同じだろじだろじだろじだろうとうとうとうと思思思思いいいいまままますすすす。。。。        ななななぜぜぜぜ産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物からからからから税税税税をいたをいたをいたをいただくだくだくだくかというかというかというかという根根根根本的本的本的本的なななな問問問問題題題題というのはというのはというのはというのは、、、、全国全国全国全国どどどどこでもこでもこでもこでも最終最終最終最終処分処分処分処分場場場場のののの立地立地立地立地がががが非非非非常常常常にににに難難難難ししししくくくくなってきていなってきていなってきていなってきていまままますすすす。。。。そそそそしてしてしてして、、、、そそそそのためにのためにのためにのために最終最終最終最終処分処分処分処分場場場場のののの残残残残存存存存容容容容量量量量がががが減減減減少少少少しておりしておりしておりしており、、、、余命余命余命余命があとがあとがあとがあと 1111年年年年半半半半とかとかとかとか 2222年年年年とかいうようなとかいうようなとかいうようなとかいうような状況状況状況状況になっていになっていになっていになっていまままますすすす。。。。三三三三重重重重    県県県県内内内内においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、管管管管理理理理型型型型のののの最終最終最終最終処分処分処分処分場場場場、、、、これはこれはこれはこれは現現現現在在在在稼稼稼稼働中働中働中働中のものですがのものですがのものですがのものですが、、、、残残残残存存存存容容容容量量量量がががが平平平平成成成成12121212年年年年 3333月月月月未未未未現現現現在在在在でででで約約約約 80808080万万万万立立立立方方方方、、、、トントントントン換換換換算算算算にしにしにしにしまままますとすとすとすと約約約約 200200200200万万万万トントントントン、、、、実際実際実際実際にににに三三三三重重重重県県県県ででででどどどどのののの程程程程度最終度最終度最終度最終処分処分処分処分がされるかといいがされるかといいがされるかといいがされるかといいまままますとすとすとすと 56565656万万万万トントントントンぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。222200000000万万万万トンにトンにトンにトンに対対対対してしてしてして 56565656万万万万トントントントン、、、、おおおおおおおおむねむねむねむね平平平平成成成成 15151515 年年年年未未未未ぐぐぐぐらいらいらいらいままままでしかでしかでしかでしか今今今今のののの既既既既存存存存のののの最終最終最終最終処分処分処分処分場場場場ではではではでは処処処処理理理理できないできないできないできない。。。。このこのこのこの 56565656 万万万万トントントントンのうのうのうのうちちちち、、、、20202020万万万万トンがトンがトンがトンが県県県県外外外外からからからから持持持持ちちちち込込込込ままままれたものですれたものですれたものですれたものです。。。。        一一一一方方方方、、、、建建建建設廃設廃設廃設廃材材材材、、、、例例例例ええええばばばばココココンクリートがらとかンクリートがらとかンクリートがらとかンクリートがらとか、、、、廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックというックというックというックという安安安安定定定定型型型型のものをのものをのものをのものを埋埋埋埋めるめるめるめる最終最終最終最終処分処分処分処分場場場場につきにつきにつきにつきまままましてはしてはしてはしては、、、、三三三三重重重重県県県県ではではではでは 60606060 万万万万立立立立方方方方メメメメートルのートルのートルのートルの残残残残余余余余容容容容量量量量がありがありがありがありまままますすすす。。。。実際実際実際実際にににに処分処分処分処分量量量量としてはとしてはとしてはとしては、、、、これはこれはこれはこれは平平平平成成成成 12121212年年年年虔虔虔虔ベベベベースですがースですがースですがースですが、、、、9999万万万万トントントントン程度程度程度程度でででで、、、、約約約約 15151515年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらいはもつはもつはもつはもつ見見見見込込込込みでみでみでみで、、、、三三三三重重重重県県県県においてはにおいてはにおいてはにおいては安安安安定定定定型処分型処分型処分型処分場場場場についてはについてはについてはについては余余余余裕裕裕裕がありがありがありがありまままますすすす。。。。    建建建建設設設設リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法がががが施行施行施行施行されされされされることもありることもありることもありることもあり、、、、ココココンクリートがらとかンクリートがらとかンクリートがらとかンクリートがらとか木木木木くくくくずずずず等等等等がががが分分分分別別別別・リサ・リサ・リサ・リサイクルされることがイクルされることがイクルされることがイクルされることが予予予予想想想想されることからされることからされることからされることから、、、、今後今後今後今後、、、、安安安安定定定定型型型型のののの産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物がががが増増増増えるというえるというえるというえるという見見見見込込込込みはあみはあみはあみはあままままりないということであれりないということであれりないということであれりないということであればばばば、、、、平平平平成成成成 28282828年年年年ごろごろごろごろというというというという数数数数字字字字はもっとはもっとはもっとはもっと伸伸伸伸びるびるびるびる数数数数字字字字なのかなのかなのかなのかというというというというふふふふうにうにうにうに理解理解理解理解していしていしていしていまままますすすす。。。。        次次次次にににに、、、、管管管管理理理理型型型型のののの最終最終最終最終地分地分地分地分場場場場ですけれですけれですけれですけれどどどどもももも、、、、残残残残存存存存年年年年数数数数ががががほほほほととととんんんんどどどどないことでないことでないことでないことで、、、、処処処処理理理理代代代代金金金金ががががここここここここ一一一一、、、、二二二二年年年年非非非非常常常常にににに高高高高騰騰騰騰しておりしておりしておりしておりまままますすすす。。。。このデータはこのデータはこのデータはこのデータは、、、、上上上上のののの近近近近畿畿畿畿地地地地方方方方のののの分分分分はははは読読読読売売売売新新新新聞聞聞聞のののの記記記記事事事事からとったものでがからとったものでがからとったものでがからとったものでが、、、、平平平平成成成成 10101010 年当年当年当年当時時時時にににに約約約約 1111 万円万円万円万円からからからから 1111 万万万万 1000100010001000 円円円円ぐぐぐぐらいらいらいらいだだだだったったったった処分処分処分処分料金料金料金料金がががが平平平平成成成成 13131313年年年年にはにはにはには倍増倍増倍増倍増ししししたたたた、、、、非非非非常常常常にににに高高高高騰騰騰騰したとしたとしたとしたと言言言言われておりわれておりわれておりわれておりまままますすすす。。。。        三三三三重重重重県県県県でもでもでもでも調調調調べてみべてみべてみべてみまままましたがしたがしたがしたが、、、、1111万万万万 7000700070007000円円円円程度程度程度程度のものがのものがのものがのものが 2222万円万円万円万円、、、、BBBB社社社社ではではではでは 1111万万万万 3000300030003000円円円円ののののものがものがものがものが 1111万万万万 7000700070007000円円円円、、、、CCCC社社社社ははははちちちちょょょょっとっとっとっと高高高高いいいいんんんんですけれですけれですけれですけれどどどどもももも、、、、これはこれはこれはこれは焼焼焼焼却却却却をををを含含含含めてめてめてめて自分自分自分自分のとこのとこのとこのところろろろのののの最終最終最終最終処分処分処分処分場場場場にににに埋埋埋埋めためためためた場場場場合合合合ですがですがですがですが、、、、3333万万万万 3000300030003000円円円円だだだだったものがったものがったものがったものが 4444万万万万 5000500050005000万円万円万円万円ままままでででで増増増増えておえておえておえておりりりりまままますすすす。。。。        そそそそういうういうういうういう背景背景背景背景をををを受受受受けけけけまままましてしてしてして、、、、本本本本来来来来であれであれであれであればばばば企企企企業自業自業自業自身身身身がががが処処処処理理理理料金料金料金料金のののの高高高高騰騰騰騰にににに対対対対応応応応するためにするためにするためにするために、、、、みずからみずからみずからみずから廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを減減減減らしていらしていらしていらしていくくくくというようなというようなというようなというような企企企企業業業業もあるのですがもあるのですがもあるのですがもあるのですが、、、、ややややはりはりはりはり何何何何かきっかけがかきっかけがかきっかけがかきっかけがないとないとないとないと前前前前にににに進進進進んんんんでいかないというのがでいかないというのがでいかないというのがでいかないというのが現実現実現実現実でででですすすす。。。。そそそそういうういうういうういう中中中中でででで産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物税税税税にににに関関関関してしてしてして取取取取ららららせせせせていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、そそそそのののの 1111 つとしてつとしてつとしてつとして企企企企業業業業にににに対対対対してしてしてして積極的積極的積極的積極的なななな働働働働きかけをしていきかけをしていきかけをしていきかけをしていくくくくというというというという政策政策政策政策転転転転換換換換をしていきたいということでをしていきたいということでをしていきたいということでをしていきたいということでごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。        産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物税税税税のののの創創創創設設設設ままままでのでのでのでの経経経経緯緯緯緯ですがですがですがですが、、、、私私私私どどどどもはもはもはもは平平平平成成成成 11111111 年年年年 5555 月月月月にににに 20202020 歳歳歳歳代代代代のののの県県県県税税税税職員職員職員職員がががが研究会研究会研究会研究会をををを発発発発足足足足ささささせませませませましたしたしたした。。。。このときのテーこのときのテーこのときのテーこのときのテーママママとしてはとしてはとしてはとしては、、、、地地地地方方方方分分分分権権権権一一一一括括括括法法法法をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、法定目法定目法定目法定目的的的的税税税税にににに何何何何がががが有効有効有効有効かというようなことでスタートしてかというようなことでスタートしてかというようなことでスタートしてかというようなことでスタートして、、、、産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物にににに対対対対するするするする環境環境環境環境がががが非非非非常常常常にににに厳厳厳厳ししししくくくくなっているなっているなっているなっている。。。。最終最終最終最終処分処分処分処分場場場場がががが逼迫逼迫逼迫逼迫しているというしているというしているというしているという現現現現状状状状もあったことからもあったことからもあったことからもあったことから、、、、そそそそういうものういうものういうものういうものにににに対対対対してしてしてして経済的経済的経済的経済的手法手法手法手法をををを持持持持ちちちち込込込込めめめめないかないかないかないか、、、、導導導導入入入入できないかということでできないかということでできないかということでできないかということで、、、、産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物埋埋埋埋立立立立税税税税
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というものをというものをというものをというものを検討検討検討検討しししし、、、、平平平平成成成成 12121212年年年年 3333月月月月にににに構想構想構想構想がががが発表発表発表発表されされされされまままましたしたしたした。。。。このこのこのこの当当当当時時時時はははは、、、、実際実際実際実際にににに最終最終最終最終地地地地分分分分場場場場でででで埋埋埋埋めるものにめるものにめるものにめるものに対対対対してしてしてして税金税金税金税金をかけるというようなをかけるというようなをかけるというようなをかけるというような制度制度制度制度でしたでしたでしたでした。。。。        そそそそれをれをれをれを受受受受けてけてけてけて、、、、若若若若手手手手グループのグループのグループのグループの研究会研究会研究会研究会でででで出出出出たたたた構想構想構想構想をををを、、、、本当本当本当本当ににににそそそそれがれがれがれが政策政策政策政策としてとしてとしてとして、、、、税税税税制度制度制度制度としてとしてとしてとして成立成立成立成立するのかするのかするのかするのかどどどどうかうかうかうか。。。。いたいたいたいただだだだいたいたいたいた税税税税収収収収にににに対対対対してもしてもしてもしても、、、、何何何何がががが本当本当本当本当にににに一一一一番番番番有効有効有効有効かというこかというこかというこかということもともともとも含含含含めてめてめてめて県庁県庁県庁県庁内内内内全体全体全体全体でででで検討会議検討会議検討会議検討会議をををを発発発発足足足足ささささせませませませましたしたしたした。。。。そそそそのののの後後後後、、、、環境環境環境環境サイサイサイサイドドドドとととと税税税税務務務務サイサイサイサイドドドドでででで税税税税制度制度制度制度、、、、税税税税収収収収使使使使途途途途をををを含含含含めてめてめてめて一一一一定定定定のののの枠枠枠枠組組組組みをみをみをみを検討検討検討検討してきてしてきてしてきてしてきて、、、、平平平平成成成成 12121212年年年年 8888月月月月にににに「「「「産業廃産業廃産業廃産業廃棄物棄物棄物棄物にににに係係係係るるるる税税税税」」」」検討検討検討検討 4444試試試試案案案案ということでということでということでということで発表発表発表発表しておりしておりしておりしておりまままますすすす。。。。        このこのこのこの 4444 試試試試案案案案につきにつきにつきにつきまままましてはしてはしてはしては後後後後ほほほほどごどごどごどご案案案案内内内内ささささせせせせていたていたていたていただだだだききききまままますがすがすがすが、、、、通通通通常常常常であれであれであれであればばばば 1111 つのつのつのつの案案案案をををを出出出出してしてしてして、、、、納納納納税義税義税義税義務者務者務者務者ににににごごごご意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いていていていて、、、、あるあるあるある程度程度程度程度微微微微調調調調整整整整をしてをしてをしてをして成成成成案案案案としていとしていとしていとしていくくくく手法手法手法手法、、、、一一一一方方方方的的的的ににににごごごご説説説説明明明明をしてをしてをしてをしてごごごご理解理解理解理解くだくだくだくださいさいさいさい、、、、こういうこういうこういうこういう制度制度制度制度でいきでいきでいきでいきまままますということですということですということですということで終終終終わるのがわるのがわるのがわるのが従従従従来来来来のののの手法手法手法手法だだだだったったったったろろろろうとうとうとうと思思思思いいいいまままますすすす。。。。しかししかししかししかし、、、、今回今回今回今回ははははそそそそういうういうういうういう手法手法手法手法をとらずにをとらずにをとらずにをとらずに、、、、政策形成政策形成政策形成政策形成段階段階段階段階といいといいといいといいまままますかすかすかすか、、、、案案案案としてとしてとしてとして、、、、そそそそれもれもれもれも 1111 つのつのつのつの案案案案ではなしにではなしにではなしにではなしに複数複数複数複数案案案案としてとしてとしてとして、、、、我我我我々々々々としてはこういとしてはこういとしてはこういとしてはこういうことをうことをうことをうことを検討検討検討検討していしていしていしていまままますとすとすとすと手手手手のののの中中中中をををを見見見見せせせせるというるというるというるという形形形形でででで県県県県民民民民にににに情情情情報報報報開示開示開示開示をしていをしていをしていをしていまままますすすす。。。。        そそそそのののの後後後後、、、、各各各各種種種種団団団団体体体体とかとかとかとか、、、、納納納納税税税税されるされるされるされる方方方方ないしはないしはないしはないしは県県県県民民民民懇懇懇懇談談談談会会会会でででで一一一一般般般般のののの県県県県民民民民のののの方方方方ななななどどどどへのへのへのへの説説説説明会明会明会明会なりなりなりなり、、、、ごごごご案案案案内内内内をををを数十数十数十数十回回回回というようなというようなというようなというような単単単単位位位位でででで行行行行っておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。    平平平平成成成成 12121212年年年年 12121212月月月月にはにはにはには、、、、そろそろそろそろそろそろそろそろ案案案案もももも大体大体大体大体煮煮煮煮詰詰詰詰ままままってきてってきてってきてってきて、、、、産業廃棄物対策産業廃棄物対策産業廃棄物対策産業廃棄物対策、、、、どどどどういうものういうものういうものういうもの    にににに対対対対してしてしてして税税税税収収収収使使使使途途途途をををを充充充充てていてていてていてていくくくくのかというのかというのかというのかという一一一一定定定定のののの方方方方向向向向ももももごごごご報告報告報告報告ささささせせせせていたていたていたていただだだだいておりいておりいておりいておりまままますすすす。。。。        このこのこのこの後後後後、、、、13131313 年年年年 2222 月月月月、、、、県県県県議会議会議会議会常常常常任任任任委委委委員員員員会会会会にににに制度制度制度制度のののの概概概概要要要要、、、、税税税税収収収収使使使使途途途途はこういうはこういうはこういうはこういう使使使使いいいい道道道道というというというという考考考考ええええ方方方方ををををごごごご報告報告報告報告ささささせせせせていたていたていたていただだだだききききまままましたしたしたした。。。。このこのこのこの段階段階段階段階でででで条条条条例例例例自体自体自体自体はははは完完完完成成成成しておりしておりしておりしておりまままましたしたしたした。。。。しかしかしかしかしししし、、、、実際実際実際実際にににに納納納納税税税税されるされるされるされる方方方方、、、、産業廃棄物対策推進協議会一産業廃棄物対策推進協議会一産業廃棄物対策推進協議会一産業廃棄物対策推進協議会一三三三三重重重重県県県県内内内内のののの企企企企業業業業数十数十数十数十社社社社でできていでできていでできていでできているるるる－－－－がががが基基基基本的本的本的本的にににに納納納納税義税義税義税義務者務者務者務者になることがになることがになることがになることが予予予予想想想想されされされされまままましたのでしたのでしたのでしたので、、、、ここここちちちちらとらとらとらと積極的積極的積極的積極的なななな協議協議協議協議をををを、、、、ひひひひざざざざつけつけつけつけ談判談判談判談判をいたしをいたしをいたしをいたしまままましたしたしたした。。。。県県県県のののの局長局長局長局長ななななどどどどとととと企企企企業業業業のののの役役役役員員員員ななななどどどどのののの方方方方々々々々でででで 5555回回回回ははははどどどど、、、、1111日日日日かけかけかけかけるかるかるかるか、、、、半半半半日日日日といってもといってもといってもといっても結結結結局局局局夜夜夜夜になるになるになるになるままままでいでいでいでいろろろろいいいいろろろろ検討検討検討検討・・・・協議協議協議協議されされされされ、、、、埋埋埋埋ままままらないらないらないらない溝溝溝溝もあったもあったもあったもあったんんんんですがですがですがですが、、、、企企企企業業業業のののの一一一一定定定定のののの了了了了解解解解をををを得得得得たということでたということでたということでたということで、、、、平平平平成成成成 13131313年年年年 6666月月月月にににに議会上議会上議会上議会上程程程程をしてをしてをしてをして、、、、全会全会全会全会一一一一致致致致でででで可可可可決決決決されされされされまままましたしたしたした。。。。        税条税条税条税条例例例例ができてもができてもができてもができても、、、、あとあとあとあと総総総総務務務務大大大大臣臣臣臣とのとのとのとの協議協議協議協議がありがありがありがありまままますすすす。。。。総総総総務務務務大大大大臣臣臣臣とのとのとのとの協議協議協議協議といいといいといいといいまままますのすのすのすのはははは、、、、地地地地方方方方税税税税法法法法のののの 3333要要要要件件件件ががががごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。1111つはつはつはつは、、、、住住住住民民民民にににに過過過過重重重重なななな負負負負担担担担とならないこととならないこととならないこととならないこと。。。。もうもうもうもう 1111つつつつはははは、、、、県域県域県域県域ををををままままたたたたぐぐぐぐ場場場場合合合合、、、、障壁障壁障壁障壁にならないようなものであることにならないようなものであることにならないようなものであることにならないようなものであること。。。。もうもうもうもう 1111 点点点点がががが国国国国のののの経済政策経済政策経済政策経済政策にににに反反反反したようなしたようなしたようなしたような税税税税でないことでないことでないことでないこと。。。。このこのこのこの 3333 つのつのつのつの要要要要件件件件がありがありがありがありまままますすすす。。。。これにこれにこれにこれに関関関関してはしてはしてはしては消消消消極的極的極的極的といいといいといいといいまままますかすかすかすか、、、、反反反反していなけれしていなけれしていなけれしていなければばばば、、、、基基基基本的本的本的本的にはにはにはには同意同意同意同意していたしていたしていたしていただだだだけるものですけれけるものですけれけるものですけれけるものですけれどどどどもももも、、、、税条税条税条税条例例例例をををを総総総総務省務省務省務省ににににごごごご理解理解理解理解いたいたいたいただだだだいていていていて、、、、9999月月月月にににに同意同意同意同意をををを得得得得まままましたしたしたした。。。。基基基基本的本的本的本的ななななハハハハーーーードドドドルはルはルはルは既既既既にここのにここのにここのにここの段階段階段階段階でででで越越越越ええええまままましたのでしたのでしたのでしたので、、、、平平平平成成成成 14141414年年年年 4444月月月月 1111日日日日をもってをもってをもってをもって施行施行施行施行するするするする予予予予定定定定になっておりになっておりになっておりになっておりまままますすすす。。。。        先先先先ほほほほどどどど申申申申ししししまままましたようにしたようにしたようにしたように、、、、一一一一番番番番当初当初当初当初といいといいといいといいまままますかすかすかすか、、、、8888月月月月にににに検討検討検討検討 4444試試試試案案案案ということでということでということでということで一一一一般般般般県県県県民民民民のののの方方方方にににに私私私私どどどどもがもがもがもが提示提示提示提示したしたしたした案案案案といいといいといいといいまままますのはすのはすのはすのは、、、、おおおお手手手手元元元元のののの資資資資料料料料 4444ペペペページにージにージにージに記記記記載載載載しておりしておりしておりしておりまままますすすす。。。。こういうこういうこういうこういう形形形形でででで県県県県民民民民にににに、、、、こういうこういうこういうこういう案案案案をををを検討検討検討検討していしていしていしていまままますということですということですということですということでごごごご案案案案内内内内ささささせせせせていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、皆皆皆皆様様様様のののの意見意見意見意見をををを頂戴頂戴頂戴頂戴したということですしたということですしたということですしたということです。。。。当初当初当初当初、、、、県県県県税税税税のののの若若若若手手手手でででで考考考考えていたえていたえていたえていた構想構想構想構想というのはというのはというのはというのは、、、、BBBB案案案案になりになりになりになりまままますすすす。。。。このこのこのこの 4444 試試試試案案案案ともともともとも、、、、趣旨趣旨趣旨趣旨・・・・目目目目的的的的というのはというのはというのはというのは共通共通共通共通でででで、、、、税税税税のののの制度制度制度制度組組組組みをみをみをみをどどどどうしてうしてうしてうしていこうかといういこうかといういこうかといういこうかという違違違違いいいいだだだだけですがけですがけですがけですが、、、、趣旨趣旨趣旨趣旨・・・・目目目目的的的的がががが産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの推進推進推進推進、、、、適適適適正正正正処処処処理理理理にかかるにかかるにかかるにかかる環境政策環境政策環境政策環境政策にににに関関関関するするするする経経経経費費費費にににに充充充充てることにしておりてることにしておりてることにしておりてることにしておりまままましてしてしてして、、、、基基基基本的本的本的本的にはにはにはには産業産業産業産業廃棄物政策廃棄物政策廃棄物政策廃棄物政策にににに関関関関してしてしてして充充充充てていてていてていてていくくくくということにしていということにしていということにしていということにしていまままますすすす。。。。    
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    2222点目点目点目点目としてとしてとしてとして、、、、産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物をををを出出出出したことにしたことにしたことにしたことに対対対対してしてしてして課課課課税税税税をするということでをするということでをするということでをするということで、、、、このこのこのこの制度制度制度制度自体自体自体自体としてとしてとしてとして一一一一度度度度出出出出せせせせばばばば税金税金税金税金がががが取取取取られるということですからられるということですからられるということですからられるということですから、、、、発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制なリリサイクルのなリリサイクルのなリリサイクルのなリリサイクルの推進推進推進推進ににににつながるつながるつながるつながる、、、、そそそそういうういうういうういう副副副副次次次次的的的的なななな効効効効果果果果もももも期待期待期待期待できるのではないかということですできるのではないかということですできるのではないかということですできるのではないかということです。。。。        たたたただだだだ、、、、県県県県外外外外とととと県県県県内内内内のののの格格格格差差差差についてはについてはについてはについては、、、、県県県県民民民民感感感感情情情情としてはとしてはとしてはとしては大大大大きいきいきいきい格格格格差差差差をつけをつけをつけをつけろろろろ、、、、県県県県外外外外からからからから持持持持ちちちち込込込込ままままれたものにれたものにれたものにれたものに対対対対してはしてはしてはしては、、、、税金税金税金税金をををを高高高高くくくく取取取取れというようなれというようなれというようなれというような声声声声もたもたもたもたくくくくささささんんんんありありありありまままましたしたしたした。。。。ななななぜぜぜぜかとかとかとかと申申申申ししししまままますとすとすとすと、、、、三三三三重重重重県県県県のののの場場場場合合合合はははは産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの輸輸輸輸入入入入県県県県とととと申申申申ししししまままますかすかすかすか、、、、平平平平成成成成 8888 年当年当年当年当時時時時ですですですですとととと県県県県外外外外からからからから 110110110110万万万万トンというようなトンというようなトンというようなトンというような単単単単位位位位でででで持持持持ちちちち込込込込ままままれれれれ、、、、三三三三重重重重県県県県からからからから出出出出ててててくくくくるのはるのはるのはるのは 20202020万万万万トントントントンですからですからですからですから、、、、そそそそのののの差差差差をををを引引引引くくくくとととと何十万何十万何十万何十万トンというトンというトンというトンという形形形形でででで三三三三重重重重県県県県がががが多量多量多量多量にににに他県他県他県他県のののの産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物をををを引引引引きききき受受受受けていたというけていたというけていたというけていたという現現現現状状状状があってがあってがあってがあって、、、、県県県県民民民民やややや議会議会議会議会がががが事事事事あるたびにあるたびにあるたびにあるたびに何何何何ででででそそそそんんんんなになになになに持持持持ちちちち込込込込ませませませませるるるるんんんんだだだだ、、、、おかしいではないかというようなおかしいではないかというようなおかしいではないかというようなおかしいではないかというような議議議議論論論論がありがありがありがありまままましたしたしたした。。。。        たたたただだだだ、、、、総総総総務省務省務省務省のののの同意同意同意同意のののの 3333 要要要要件件件件のうのうのうのうちちちちのののの 1111 つですけれつですけれつですけれつですけれどどどどもももも、、、、障壁障壁障壁障壁になるようなになるようなになるようなになるような税税税税になるになるになるになる。。。。そそそそももももそそそそもももも県県県県内内内内、、、、県県県県外外外外でででで格格格格差差差差をををを設設設設けることはけることはけることはけることは憲法憲法憲法憲法違違違違反反反反にににに当当当当たるのではないかということもあたるのではないかということもあたるのではないかということもあたるのではないかということもありりりりまままましたのでしたのでしたのでしたので、、、、少少少少ななななくくくくともともともとも県県県県外外外外からもからもからもからも同同同同じじじじだだだだけいたけいたけいたけいただくだくだくだくということにしということにしということにしということにしまままましたしたしたした。。。。        左左左左のののの BBBB 案案案案はははは実際実際実際実際にににに埋埋埋埋めめめめ立立立立てられるてられるてられるてられる段階段階段階段階でででで税金税金税金税金をいたをいたをいたをいただくだくだくだく案案案案でででで、、、、上上上上からからからから 3333 段段段段目目目目のののの表表表表でででで、、、、四四四四角角角角でででで囲囲囲囲ってってってって課課課課とととと書書書書いててあるとこいててあるとこいててあるとこいててあるところろろろ、、、、ここでここでここでここで課課課課税税税税されるというされるというされるというされるという案案案案だだだだったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。このこのこのこの場場場場合合合合にににに一一一一番番番番問問問問題題題題になるのはになるのはになるのはになるのは、、、、排出排出排出排出事事事事業業業業者者者者のののの方方方方がががが中中中中間間間間処処処処理理理理業業業業者者者者のののの方方方方のののの場場場場合合合合、、、、例例例例ええええばばばば焼焼焼焼却却却却とかとかとかとか脱脱脱脱水水水水、、、、破破破破砕砕砕砕とかいうとかいうとかいうとかいう行行行行為為為為があるわけですががあるわけですががあるわけですががあるわけですが、、、、こういうこういうこういうこういう行行行行為為為為をされたをされたをされたをされた場場場場合合合合、、、、排出排出排出排出事事事事業業業業者者者者ままままでさでさでさでさかのかのかのかのぽぽぽぽってってってって税金税金税金税金をいたをいたをいたをいただくだくだくだくというのはというのはというのはというのは非非非非常常常常にににに難難難難しいしいしいしい。。。。        このこのこのこの制度制度制度制度ではではではではどどどどうしてもうしてもうしてもうしても中中中中間間間間処処処処理理理理業業業業者者者者のののの方方方方がががが納納納納税義税義税義税義務者務者務者務者となっていたとなっていたとなっていたとなっていただくだくだくだくしかないしかないしかないしかない。。。。ととととすれすれすれすればばばば、、、、本本本本来来来来であれであれであれであればばばば一一一一番番番番初初初初めにめにめにめに出出出出したしたしたした人人人人ににににごごごご負負負負担担担担をいたをいたをいたをいただくだくだくだくのがのがのがのが本本本本旨旨旨旨ですですですです。。。。そそそそうううう考考考考えてえてえてえてみみみみまままますとすとすとすと、、、、ややややはりこのはりこのはりこのはりこの案案案案ですとですとですとですと、、、、中中中中間間間間処処処処理理理理業業業業者者者者というというというという 1111つのフつのフつのフつのフィィィィルターがかかってしルターがかかってしルターがかかってしルターがかかってしままままうううう、、、、処処処処理理理理代代代代金金金金のののの中中中中でうでうでうでうややややむむむむややややになっていになっていになっていになっていくくくく。。。。事事事事業業業業者責任者責任者責任者責任がががが必必必必ずしもずしもずしもずしも明明明明確確確確でないということででないということででないということででないということで、、、、AAAA実実実実のようなのようなのようなのような形形形形がががが出出出出ててててままままいりいりいりいりまままましたしたしたした。。。。AAAA 案案案案、、、、AAAA’’’’案案案案はははは基基基基本的本的本的本的にはにはにはには考考考考ええええ方方方方はははは同同同同じじじじですですですです。。。。排出排出排出排出事事事事業業業業者者者者ががががどどどどこかのこかのこかのこかの処処処処理理理理業業業業者者者者へへへへ出出出出したしたしたした段階段階段階段階、、、、処処処処理理理理施設施設施設施設へへへへ搬搬搬搬入入入入したしたしたした段階段階段階段階でででで税金税金税金税金をいたをいたをいたをいただくだくだくだくというというというという形形形形をとっておりをとっておりをとっておりをとっておりまままますすすす。。。。        たたたただだだだ、、、、例例例例ええええばばばば中中中中間間間間処処処処理理理理業業業業者者者者へへへへ 1000100010001000 トントントントン持持持持ちちちち込込込込んんんんでででで、、、、燃燃燃燃ややややしてしてしてして 10101010 トンしかトンしかトンしかトンしか残残残残らないものらないものらないものらないものとととと 1000100010001000 トントントントン出出出出してしてしてして 1000100010001000 トントントントンそそそそののののまままままままま埋埋埋埋めめめめ立立立立てるものとてるものとてるものとてるものと全全全全くくくく同同同同じじじじ代代代代金金金金をいたをいたをいたをいただだだだいていいのいていいのいていいのいていいのかというかというかというかという議議議議論論論論もありもありもありもありまままましてしてしてして、、、、何何何何にににに一一一一番番番番困困困困っているかというとっているかというとっているかというとっているかというと、、、、最終最終最終最終処分処分処分処分場場場場がががが逼迫逼迫逼迫逼迫しているしているしているしているというのがというのがというのがというのが基基基基本的本的本的本的なななな課題課題課題課題ですのでですのでですのでですので、、、、中中中中間間間間処処処処理理理理業業業業者者者者にににに出出出出したしたしたした段階段階段階段階でででで、、、、そそそそのののの処処処処理理理理行行行行為為為為にににに応応応応じじじじてててて減量減量減量減量化化化化をををを考考考考慮慮慮慮してしてしてして、、、、おおむねですけれおおむねですけれおおむねですけれおおむねですけれどどどどもももも、、、、埋埋埋埋立立立立相相相相当当当当量量量量ままままでででで係係係係数数数数をををを掛掛掛掛けてけてけてけて、、、、そそそそのののの掛掛掛掛けたけたけたけた後後後後のののの量量量量ものからものからものからものから税金税金税金税金をいたをいたをいたをいただくだくだくだくというようなというようなというようなというような制度制度制度制度にさにさにさにさせせせせていたていたていたていただだだだききききまままましたしたしたした。。。。        AAAA 案案案案、、、、AAAA’’’’嚢嚢嚢嚢のののの違違違違いはいはいはいは、、、、申告申告申告申告納付納付納付納付かかかか特特特特別別別別徴徴徴徴収制度収制度収制度収制度かのかのかのかの違違違違いですいですいですいです。。。。申告制度申告制度申告制度申告制度ではではではでは 1111 トンでもトンでもトンでもトンでも出出出出したしたしたした人人人人からすべてからすべてからすべてからすべて税金税金税金税金をいたをいたをいたをいただくだくだくだくというのはというのはというのはというのは徴徴徴徴税税税税ココココストがストがストがストが非非非非常常常常にかかにかかにかかにかかりりりりまままますすすす。。。。現実的現実的現実的現実的ににににこのこのこのこの制度制度制度制度をををを動動動動かかかかそそそそうとうとうとうと思思思思うとうとうとうと、、、、足足足足切切切切りといいりといいりといいりといいまままますかすかすかすか、、、、免免免免税税税税点点点点、、、、一一一一定定定定以上以上以上以上のののの量量量量をををを出出出出したとこしたとこしたとこしたところろろろからしかからしかからしかからしか税金税金税金税金はいたはいたはいたはいただだだだけないけないけないけない。。。。１１１１トンでもトンでもトンでもトンでも出出出出したとこしたとこしたとこしたところろろろ全全全全部部部部調調調調査査査査をかけるとをかけるとをかけるとをかけると、、、、県県県県税税税税職員職員職員職員がががが一体一体一体一体何何何何人人人人必必必必要要要要なのかいうなのかいうなのかいうなのかいう議議議議論論論論もありもありもありもありまままましてしてしてして、、、、そそそそれはとてもれはとてもれはとてもれはとても取取取取れないということですれないということですれないということですれないということです。。。。        CCCC案案案案ですけれですけれですけれですけれどどどどもももも、、、、これにこれにこれにこれに非非非非常常常常にシンプルといいにシンプルといいにシンプルといいにシンプルといいまままますかすかすかすか、、、、税税税税制度制度制度制度としてはとしてはとしてはとしては一一一一番番番番わかりわかりわかりわかりややややすすすすいいいい案案案案となっていとなっていとなっていとなっていまままますすすす。。。。これはこれはこれはこれは実際実際実際実際にににに処分業処分業処分業処分業者者者者がががが埋埋埋埋めめめめ立立立立てたてたてたてた量量量量にににに税金税金税金税金をかけるということでをかけるということでをかけるということでをかけるということで、、、、税税税税制度制度制度制度的的的的にもーにもーにもーにもー番番番番問問問問題題題題がないといいがないといいがないといいがないといいまままますかすかすかすか、、、、確確確確実実実実なななな制度制度制度制度ですですですです。。。。４４４４案案案案をいをいをいをいろろろろいいいいろろろろ検討検討検討検討していしていしていしていくくくく中中中中でででで、、、、どどどどれれれれがががが一一一一番番番番いいのかいいのかいいのかいいのか、、、、処処処処理理理理業業業業者者者者のののの方方方方もももも含含含含めていめていめていめていろろろろいいいいろろろろ皆皆皆皆ささささんんんんととととごごごご議議議議論論論論したしたしたした中中中中でででで、、、、AAAA
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案案案案というというというという形形形形でででで落落落落ちちちちついたとこついたとこついたとこついたところろろろですですですです。。。。        AAAA案案案案をををを基礎基礎基礎基礎としてとしてとしてとして税税税税制度制度制度制度をををを決定決定決定決定したわけですがしたわけですがしたわけですがしたわけですが、、、、納納納納税義税義税義税義務者務者務者務者というのはというのはというのはというのは排出排出排出排出事事事事業業業業者者者者でででで、、、、ここここのののの場場場場合合合合、、、、県県県県内内内内、、、、県県県県外外外外をををを問問問問わないということですわないということですわないということですわないということです。。。。課課課課税税税税対対対対象象象象としてはとしてはとしてはとしては、、、、県県県県内内内内のののの中中中中間間間間処処処処理理理理施設施設施設施設ままままたはたはたはたは最終最終最終最終処分処分処分処分場場場場へのへのへのへの搬搬搬搬入入入入ということになっておりということになっておりということになっておりということになっておりまままますがすがすがすが、、、、二二二二重課重課重課重課税税税税といいといいといいといいまままますかすかすかすか、、、、重重重重複複複複課課課課税税税税をををを避避避避けるためにけるためにけるためにけるために、、、、制度制度制度制度のののの中中中中でででで一一一一定定定定のののの工夫工夫工夫工夫をしてをしてをしてをして、、、、一一一一番番番番初初初初めにめにめにめに中中中中間間間間処処処処理理理理施設施設施設施設ままままたはたはたはたは最終最終最終最終処分処分処分処分場場場場へへへへ搬搬搬搬入入入入したものにしたものにしたものにしたものに対対対対してしてしてして課課課課税税税税をするをするをするをする。。。。例例例例ええええばばばば中中中中間間間間処処処処理理理理施設施設施設施設にににに入入入入れたものにれたものにれたものにれたものに課課課課税税税税してしてしてして、、、、そそそそのののの残残残残さといいさといいさといいさといいまままますかすかすかすか、、、、例例例例ええええばばばば焼焼焼焼却却却却であれであれであれであればばばば燃燃燃燃ええええ殻殻殻殻をををを埋埋埋埋めめめめ立立立立ててもててもててもてても、、、、そそそそれにれにれにれに対対対対してはしてはしてはしては税金税金税金税金をいたをいたをいたをいただだだだかないというかないというかないというかないという制度制度制度制度にしておりにしておりにしておりにしておりまままますすすす。。。。        課課課課税税税税標標標標準準準準ですがですがですがですが、、、、搬搬搬搬入入入入重重重重量量量量、、、、基基基基本的本的本的本的にはにはにはにはそそそそのののの下下下下のののの税税税税率率率率にありにありにありにありまままますようにすようにすようにすように、、、、1111 トンにつきトンにつきトンにつきトンにつき1000100010001000 円円円円いたいたいたいただくだくだくだくことにしていことにしていことにしていことにしていまままますすすす。。。。中中中中間間間間処処処処理理理理施設施設施設施設へのへのへのへの搬搬搬搬入入入入のののの場場場場合合合合はははは、、、、一一一一定定定定のののの処処処処理理理理係係係係数数数数、、、、基基基基本的本的本的本的にはにはにはには減量減量減量減量化率化率化率化率のようなものをのようなものをのようなものをのようなものを掛掛掛掛けていけていけていけていまままますすすす。。。。税税税税のののの制度制度制度制度のののの中中中中でもでもでもでも、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進をしをしをしをしていきたいていきたいていきたいていきたい。。。。何何何何とかとかとかとかそそそそういうういうういうういう制度制度制度制度組組組組みをみをみをみを組組組組めないかということでめないかということでめないかということでめないかということで、、、、再生再生再生再生施設施設施設施設のののの搬搬搬搬入入入入のののの場場場場合合合合はははは課課課課税税税税免免免免除除除除というというというという形形形形でででで、、、、税税税税のためにのためにのためにのために設設設設けるけるけるける再生再生再生再生施設施設施設施設のののの認定制認定制認定制認定制虔虔虔虔をつをつをつをつくくくくりりりり、、、、そそそそれでれでれでれで認定認定認定認定されされされされたたたた再生再生再生再生施設施設施設施設にににに持持持持ちちちち込込込込んんんんだだだだ場場場場合合合合ははははそそそそももももそそそそもももも非非非非課課課課税税税税にするとことでにするとことでにするとことでにするとことで、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの推進推進推進推進をををを因因因因っっっっていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考考考考えておりえておりえておりえておりまままますすすす。。。。このこのこのこの再生再生再生再生施設施設施設施設のののの認定認定認定認定のののの受受受受けけけけ付付付付けをけをけをけを現現現現在在在在行行行行っているとこっているとこっているとこっているところろろろでででですすすす。。。。        再生再生再生再生 90909090％％％％以上以上以上以上のののの施設施設施設施設にににに関関関関してしてしてしてだだだだけけけけ課課課課税税税税をををを免免免免除除除除していしていしていしていくくくくというようにしていというようにしていというようにしていというようにしていまままますすすす。。。。免免免免税税税税点点点点ですけれですけれですけれですけれどどどどもももも、、、、年年年年間間間間 1000100010001000トントントントン未満未満未満未満にににに対対対対してはしてはしてはしては課課課課税税税税をしないをしないをしないをしない。。。。1000100010001000トンがいいのかトンがいいのかトンがいいのかトンがいいのか、、、、500500500500トトトトンがいいのかンがいいのかンがいいのかンがいいのか、、、、もっともっともっともっと低低低低いいいい方方方方がいいのかがいいのかがいいのかがいいのか、、、、これはいこれはいこれはいこれはいろろろろいいいいろろろろ議議議議論論論論がありがありがありがありまままましたしたしたした。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろ議議議議論論論論があったがあったがあったがあった中中中中でででで、、、、余余余余りりりり下下下下げげげげていていていていくくくくとととと納納納納税義税義税義税義務者務者務者務者がががが増増増増えるえるえるえる割割割割にににに税税税税収収収収はあはあはあはあままままりりりり上上上上がらないがらないがらないがらない、、、、徴徴徴徴税税税税ココココストがストがストがストがだだだだんんんんだだだだんんんんかさかさかさかさんんんんでいでいでいでいくくくく。。。。徴徴徴徴税税税税ココココストというストというストというストという観観観観点点点点からからからから見見見見てててて 1000100010001000トントントントンぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが大体大体大体大体いいいいいいいい値値値値ではないかということでではないかということでではないかということでではないかということで、、、、1000100010001000トンということにしておりトンということにしておりトンということにしておりトンということにしておりまままますすすす。。。。        徴徴徴徴収方法収方法収方法収方法にににに関関関関してはしてはしてはしては申告申告申告申告納付納付納付納付ということでということでということでということで、、、、排出排出排出排出事事事事業業業業者者者者といいといいといいといいまままますかすかすかすか、、、、納納納納税義税義税義税義務者務者務者務者のののの方方方方がみずからがみずからがみずからがみずから県県県県税税税税事務事務事務事務所所所所へへへへ申告申告申告申告してきていたしてきていたしてきていたしてきていただくだくだくだくというというというという制度制度制度制度ですですですです。。。。こういうこういうこういうこういう制度制度制度制度組組組組みのみのみのみの中中中中でででで、、、、大体大体大体大体幾幾幾幾ららららぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの税税税税収収収収予予予予測測測測があったかとがあったかとがあったかとがあったかと申申申申ししししまままますとすとすとすと約約約約 4444億億億億 1100110011001100万円万円万円万円、、、、税税税税収収収収規模規模規模規模としてはとしてはとしてはとしては非非非非常常常常にににに小小小小さいさいさいさい。。。。これのこれのこれのこれの 10101010倍倍倍倍とかとかとかとか、、、、そそそそういうういうういうういう制度制度制度制度がががが本本本本来来来来ふふふふさわしいのかもしれさわしいのかもしれさわしいのかもしれさわしいのかもしれませませませませんんんんけれけれけれけれどどどどもももも、、、、たたたただだだだ、、、、廃棄物行政廃棄物行政廃棄物行政廃棄物行政にかけているにかけているにかけているにかけている実実実実際際際際のののの経経経経費費費費というのはわずかというのはわずかというのはわずかというのはわずか 4444 億億億億円円円円余余余余りでりでりでりでごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。そそそそれがれがれがれが倍増倍増倍増倍増するというするというするというするという観観観観点点点点にににに立立立立ててててばばばば、、、、廃棄物行政廃棄物行政廃棄物行政廃棄物行政にとってはにとってはにとってはにとっては非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな金金金金額額額額だろだろだろだろうとうとうとうと考考考考ええええておりておりておりておりまままますすすす。。。。        もしもしもしもし見見見見ににににくくくくけれけれけれければばばばおおおお手手手手元元元元のののの資資資資料料料料にもついていにもついていにもついていにもついていまままますしすしすしすし、、、、パンフパンフパンフパンフレレレレットをットをットをットを開開開開いていたいていたいていたいていただだだだいたいたいたいたききききまままますとすとすとすと表表表表がありがありがありがありまままますすすす。。。。基基基基本的本的本的本的にににに同同同同じじじじものですものですものですものです。。。。真真真真んんんん中中中中のののの黄黄黄黄色色色色いとこいとこいとこいところろろろにににに「「「「生生生生産産産産（（（（製造製造製造製造）」）」）」）」とととと書書書書いてあるいてあるいてあるいてある、、、、ここがここがここがここが排出業排出業排出業排出業者者者者ですですですです。。。。右右右右のののの方方方方にグにグにグにグレレレレーのーのーのーの下下下下におりていにおりていにおりていにおりていくくくく線線線線とととと斜斜斜斜めめめめ線線線線がありがありがありがありまままますがすがすがすが、、、、ここはここはここはここは産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物がががが中中中中間間間間処処処処理理理理施設施設施設施設なりなりなりなり埋埋埋埋立処分立処分立処分立処分場場場場へへへへ持持持持ちちちち込込込込ままままれるれるれるれる。。。。これにこれにこれにこれに対対対対してしてしてして課課課課税税税税をしをしをしをしまままますよということですよということですよということですよということで、、、、そそそそれにれにれにれに応応応応じじじじてててて上上上上のののの水水水水色色色色のののの申告申告申告申告納付納付納付納付をををを排出排出排出排出事事事事業業業業者者者者がしてがしてがしてがして、、、、県県県県としてとしてとしてとして税税税税収収収収をいたをいたをいたをいただくだくだくだく。。。。県県県県のののの税税税税収収収収ですですですです。。。。        いたいたいたいただだだだいたいたいたいた税税税税収収収収からからからから、、、、実際実際実際実際にににに何何何何にににに使使使使っていっていっていっていくくくくのかということですがのかということですがのかということですがのかということですが、、、、右右右右のののの方方方方にににに処処処処理理理理センセンセンセンターターターター等周等周等周等周辺辺辺辺環境環境環境環境整備整備整備整備がありがありがありがありまままますすすす。。。。これはこれはこれはこれは何何何何でででで最終最終最終最終処分処分処分処分場場場場がががが逼迫逼迫逼迫逼迫したかといいしたかといいしたかといいしたかといいまままますとすとすとすと、、、、ややややははははりりりり最終最終最終最終処分処分処分処分場場場場というのはというのはというのはというのは基基基基本的本的本的本的にににに迷迷迷迷惑惑惑惑施設施設施設施設ですですですです。。。。来来来来るとるとるとると言言言言われれわれれわれれわれればばばば住住住住民民民民はははは恐恐恐恐ららららくくくく例例例例外外外外ななななくくくく反反反反対対対対かかかか、、、、声声声声をををを上上上上げげげげないないないないままままでもでもでもでも内内内内心心心心おもしおもしおもしおもしろくろくろくろくないということでないということでないということでないということで、、、、実際実際実際実際ににににそそそそういうういうういうういう施設施設施設施設をををを整整整整備備備備すすすす引引引引ここここ当当当当たりたりたりたりまままましてしてしてして、、、、ややややはりはりはりはり周周周周辺辺辺辺にににに対対対対してしてしてして一一一一定定定定のののの緑緑緑緑化化化化をしていをしていをしていをしていくくくくとかとかとかとか、、、、公公公公園園園園をつをつをつをつくくくくってってってって
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いいいいくくくくとかとかとかとか、、、、何何何何かのかのかのかの配慮配慮配慮配慮がないがないがないがない限限限限りはスムーズりはスムーズりはスムーズりはスムーズにににに進進進進むとはむとはむとはむとは考考考考えられえられえられえられませませませませんんんん。。。。そそそそういうういうういうういう部部部部分分分分にににに対対対対してしてしてして一一一一定定定定のののの住住住住民民民民のののの要要要要望望望望にこたえていにこたえていにこたえていにこたえていくくくくということでということでということでということで、、、、処処処処理理理理センターセンターセンターセンター等周等周等周等周辺辺辺辺環境環境環境環境整備事整備事整備事整備事業業業業としてとしてとしてとして使使使使っていっていっていっていくくくく。。。。        もうもうもうもう 1111 つはつはつはつは、、、、最終最終最終最終処分処分処分処分場場場場というのはというのはというのはというのは過過過過去去去去にににに、、、、現現現現在在在在もありもありもありもありまままますがすがすがすが、、、、不不不不適適適適正正正正でででで周周周周辺辺辺辺にににに対対対対してしてしてして環境環境環境環境汚染汚染汚染汚染をしたとかをしたとかをしたとかをしたとか、、、、地地地地下下下下水水水水にににに汚染汚染汚染汚染がががが出出出出たというたというたというたという事例事例事例事例がありがありがありがありまままますすすす。。。。そそそそういうものにういうものにういうものにういうものに対対対対してしてしてして監監監監視視視視をををを強化強化強化強化していしていしていしていくくくく。。。。日日日日本一本一本一本一のののの監監監監視視視視体体体体制制制制をとってをとってをとってをとって、、、、5555年年年年間間間間というというというという限限限限定定定定ですけれですけれですけれですけれどどどどもももも、、、、強力強力強力強力にににに業業業業者者者者をををを指導指導指導指導していしていしていしていくくくく。。。。新新新新たなたなたなたな負負負負のののの遺遺遺遺産産産産をつをつをつをつくくくくるようなことはしないというようなるようなことはしないというようなるようなことはしないというようなるようなことはしないというような監監監監視視視視のののの強強強強化化化化にににに充充充充てることにしておりてることにしておりてることにしておりてることにしておりまままますすすす。。。。        左左左左のののの方方方方にににに行行行行ききききまままますすすすとととと、、、、もうもうもうもうちちちちょょょょっとっとっとっと積極的積極的積極的積極的といいといいといいといいまままますかすかすかすか、、、、税税税税収収収収からからからから真真真真んんんん中中中中のののの生生生生産産産産者者者者のののの方方方方にににに持持持持ってってってってくくくくるラインでるラインでるラインでるラインでごごごござざざざいいいいまままますけれすけれすけれすけれどどどどもももも、、、、発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル等等等等のののの補補補補助助助助でででで、、、、排出業排出業排出業排出業者者者者がみずからがみずからがみずからがみずから発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制をするとかをするとかをするとかをするとか、、、、リサイクルをするリサイクルをするリサイクルをするリサイクルをする場場場場合合合合にににに、、、、そそそそのののの研究開発研究開発研究開発研究開発費費費費とかとかとかとか製製製製品品品品開発開発開発開発、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル商商商商品品品品のののの開発開発開発開発のののの研究研究研究研究費費費費にににに対対対対してしてしてして補補補補助助助助金金金金をををを出出出出すすすす。。。。ままままたたたた、、、、そそそそういうういうういうういう企企企企業業業業がががが施設施設施設施設整備整備整備整備ををををすることにすることにすることにすることに対対対対してしてしてして融融融融資資資資制度制度制度制度なりなりなりなり補補補補助制度助制度助制度助制度もももも組組組組んんんんでいでいでいでいくくくくことでことでことでことで、、、、排出業排出業排出業排出業者者者者がみずからがみずからがみずからがみずから積極的積極的積極的積極的にリサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクルやややや発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制にににに取取取取りりりり組組組組むことにむことにむことにむことに対対対対してしてしてして、、、、税金税金税金税金あてることにしていあてることにしていあてることにしていあてることにしていまままますすすす。。。。        もうもうもうもう一一一一方方方方、、、、一一一一番番番番上上上上からからからから左左左左のののの端端端端にににに出出出出ていっているていっているていっているていっている部部部部分分分分ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、排出業排出業排出業排出業者者者者のリサイクのリサイクのリサイクのリサイクルルルル技術開発技術開発技術開発技術開発にににに県県県県ももももごごごご協力協力協力協力するするするする。。。。これにつきこれにつきこれにつきこれにつきまままましてはしてはしてはしては、、、、いたいたいたいただだだだいたいたいたいた税金税金税金税金がががが 4444 億億億億円円円円余余余余りですのりですのりですのりですのでででで、、、、そそそそんんんんなななな大規模大規模大規模大規模なななな研究研究研究研究はできはできはできはできませませませませんんんんけれけれけれけれどどどどもももも、、、、なるべなるべなるべなるべくくくく実用化実用化実用化実用化していしていしていしていくくくく研究研究研究研究ということということということということでででで、、、、ココココンクリートがらのンクリートがらのンクリートがらのンクリートがらの使使使使いいいい道道道道。。。。木木木木くくくくずがずがずがずが建建建建設設設設リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法でででで国国国国のののの指針指針指針指針としてとしてとしてとして 95959595％％％％というというというという数数数数字字字字がががが出出出出ているているているているんんんんですがですがですがですが、、、、現実現実現実現実問問問問題題題題はははは 95959595％％％％というというというという数数数数字字字字はははは非非非非常常常常ににににハハハハーーーードドドドルがルがルがルが高高高高いいいい。。。。これをこれをこれをこれを担担担担保保保保するためにするためにするためにするためにどどどどうすれうすれうすれうすればばばばいいのかいいのかいいのかいいのか、、、、木木木木くくくくずずずず対策対策対策対策のののの研究研究研究研究費費費費にもにもにもにも充充充充てていてていてていてていまままますすすす。。。。        これをこれをこれをこれをままままとめたといいとめたといいとめたといいとめたといいまままますかすかすかすか、、、、整理整理整理整理したものがしたものがしたものがしたものが、、、、左左左左側側側側をををを開開開開いていたいていたいていたいていただだだだききききまままますとすとすとすと「「「「産業廃産業廃産業廃産業廃棄物棄物棄物棄物税税税税のののの使使使使いいいい道道道道」」」」でででで「「「「環境環境環境環境のののの 21212121世世世世紀紀紀紀にににに通通通通じじじじるるるる産業活動産業活動産業活動産業活動へのへのへのへの支援支援支援支援」」」」ということとということとということとということと「「「「産業廃棄産業廃棄産業廃棄産業廃棄物物物物によるによるによるによる新新新新たなたなたなたな環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷へのへのへのへの対策対策対策対策」、」、」、」、もうもうもうもう 1111 つがつがつがつが賦賦賦賦課課課課徴徴徴徴収収収収にかかるにかかるにかかるにかかる経経経経費費費費にににに分分分分かれていかれていかれていかれていまままますすすす。。。。個個個個々々々々についてはについてはについてはについては、、、、ここここちちちちらのらのらのらの方方方方にありにありにありにありまままますのですのですのですので、、、、詳細詳細詳細詳細なななな説説説説明明明明はははは省省省省略略略略ししししまままますすすす。。。。    税条税条税条税条例例例例をををを 4444月月月月 1111日日日日にににに施行施行施行施行ししししまままましてもしてもしてもしても、、、、実際実際実際実際にににに税金税金税金税金がががが入入入入るのはるのはるのはるのは翌翌翌翌年年年年、、、、今今今今からですとからですとからですとからですと翌翌翌翌々々々々年年年年のののの 7777月月月月ごろごろごろごろにしかにしかにしかにしか税税税税収収収収としてとしてとしてとして入入入入ってってってってままままいりいりいりいりませませませませんんんん。。。。15151515年年年年度度度度のののの 7777月月月月ということになりということになりということになりということになりまままますすすす。。。。        たたたただだだだ、、、、課題課題課題課題としてとしてとしてとして緊急性緊急性緊急性緊急性をををを要要要要するのではないかするのではないかするのではないかするのではないか。。。。最終最終最終最終処分処分処分処分場場場場がががが逼迫逼迫逼迫逼迫しているというしているというしているというしているという状状状状態態態態がががが、、、、現現現現在在在在あるわけですからあるわけですからあるわけですからあるわけですから、、、、2222 年年年年間間間間税税税税収収収収がないからがないからがないからがないからほほほほうっておうっておうっておうっておくくくくということはできということはできということはできということはできませませませませんんんん。。。。そそそそのためのためのためのため、、、、財財財財政調政調政調政調整基整基整基整基金金金金をををを取取取取りりりり崩崩崩崩すことですことですことですことで、、、、既既既既にこのにこのにこのにこの 7777月月月月からからからから事事事事業業業業としてとしてとしてとして実施実施実施実施していしていしていしていまままますすすす。。。。使使使使ったものにったものにったものにったものに対対対対してはしてはしてはしては、、、、税金税金税金税金がががが入入入入ったったったった段階段階段階段階でででで返返返返していしていしていしていくくくくことにしておりことにしておりことにしておりことにしておりまままますすすす。。。。        以上以上以上以上、、、、産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物税税税税のののの概概概概要要要要ですですですです。。。。このこのこのこの制度制度制度制度創創創創設設設設からからからから得得得得たものといいたものといいたものといいたものといいまままますかすかすかすか、、、、私私私私どどどどものものものもの教教教教訓訓訓訓はははは、、、、企企企企業業業業とのとのとのとのひひひひざざざざ詰詰詰詰めのめのめのめの意見意見意見意見交交交交換換換換はははは非非非非常常常常にににに貴貴貴貴重重重重なななな経経経経験験験験であったであったであったであった。。。。企企企企業業業業といいといいといいといいまままますかすかすかすか、、、、納納納納税義税義税義税義務者務者務者務者ですねですねですねですね。。。。納納納納税税税税をするをするをするをする方方方方とととと実際実際実際実際にににに徴徴徴徴税税税税するするするする側側側側ががががひひひひざざざざをつけをつけをつけをつけ合合合合ってってってって何十時何十時何十時何十時間間間間もももも意見意見意見意見交交交交換換換換をしていをしていをしていをしていくくくくというのはというのはというのはというのは、、、、ややややはりはりはりはり民民民民主主主主主主主主義義義義のののの一一一一番番番番いいいいいいいい形形形形ではないかではないかではないかではないか。。。。ままままたたたた、、、、実際実際実際実際にこのにこのにこのにこの税税税税制度制度制度制度をつをつをつをつくくくくっていっていっていっていくくくく中中中中でででで全全全全庁庁庁庁的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでででで、、、、今今今今、、、、予算予算予算予算としてはとしてはとしてはとしては環境環境環境環境部部部部がががが所所所所管管管管しているとしているとしているとしているといういういういう形形形形にはなっておりにはなっておりにはなっておりにはなっておりませませませませんんんん。。。。補補補補助助助助金金金金というというというという形形形形でででで出出出出しているのはしているのはしているのはしているのは、、、、商工商工商工商工関係関係関係関係のののの部部部部局局局局がががが所所所所管管管管しておりしておりしておりしておりまままますすすす。。。。研究研究研究研究費費費費にににに関関関関してもしてもしてもしても、、、、研究研究研究研究部門部門部門部門がががが予算予算予算予算をををを立立立立てててててててて実施実施実施実施してておりしてておりしてておりしてておりまままますすすす。。。。最後最後最後最後にににに、、、、県県県県議会議会議会議会でででで真真真真剣剣剣剣にににに議議議議論論論論していたしていたしていたしていただだだだいたいたいたいた。。。。いいいいろろろろんんんんなななな過過過過程程程程をををを踏踏踏踏ままままえてえてえてえて議会議会議会議会とおとおとおとお話話話話しししし合合合合いをしてついをしてついをしてついをしてつくくくくりありありありあげげげげるるるる経経経経験験験験ができたということでができたということでができたということでができたということでごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。        以上以上以上以上ででででごごごござざざざいいいいまままますすすす。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））    
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    司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））            尾崎尾崎尾崎尾崎主主主主幹幹幹幹、、、、どどどどうもありがとううもありがとううもありがとううもありがとうごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。日日日日本本本本のののの県県県県のののの中中中中でででで最最最最もももも環境環境環境環境先先先先進進進進県県県県としてとしてとしてとして進進進進んんんんででででいらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるるるる三三三三重重重重県県県県のののの具具具具体的体的体的体的なななな環境環境環境環境税税税税のおのおのおのお話話話話をありがとうをありがとうをありがとうをありがとうごごごござざざざいいいいまままましたしたしたした。。。。後後後後ほほほほどまどまどまどまたたたた皆皆皆皆ささささんんんんでででで討議討議討議討議をおをおをおをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いいいいまままますすすす。。。。        皆皆皆皆ささささんんんんおおおお疲疲疲疲れでれでれでれで恐恐恐恐縮縮縮縮なのでなのでなのでなのでごごごござざざざいいいいまままますがすがすがすが、、、、ごごごご講演講演講演講演いたいたいたいただだだだききききまままますすすす最後最後最後最後はははは板橋区板橋区板橋区板橋区のののの倉倉倉倉持持持持主事主事主事主事からからからからごごごご発表発表発表発表いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いいいいまままますすすす。。。。よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしまままますすすす。。。。        倉倉倉倉持持持持主事主事主事主事            どどどどうもこうもこうもこうもこんんんんににににちちちちはははは。。。。板橋区役板橋区役板橋区役板橋区役所所所所のののの倉倉倉倉持持持持ででででごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。ままままずずずず、、、、こういうこういうこういうこういう機会機会機会機会をををを与与与与えていたえていたえていたえていただだだだききききまままましたしたしたした国連大学国連大学国連大学国連大学のののの皆皆皆皆ささささんんんんにににに厚厚厚厚くくくく御御御御礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げまげまげまげますすすす。。。。        盛岡盛岡盛岡盛岡先生先生先生先生からからからから理論理論理論理論的的的的なおなおなおなお話話話話、、、、三三三三重重重重県県県県からからからから体体体体系系系系的的的的なおなおなおなお話話話話をををを聞聞聞聞かかかかせせせせていたていたていたていただまだまだまだましたがしたがしたがしたが、、、、私私私私のののの話話話話ははははどどどどちちちちらかというとらかというとらかというとらかというと生生生生臭臭臭臭いいいい部部部部分分分分がががが非非非非常常常常にににに多多多多いよいよいよいようなうなうなうな感感感感じじじじがするがするがするがするんんんんですけれですけれですけれですけれどどどどもももも、、、、順順順順次次次次おおおお話話話話をさをさをさをさせせせせていたていたていたていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いいいいまままますすすす。。。。        板橋区板橋区板橋区板橋区においてのにおいてのにおいてのにおいてのガガガガラスラスラスラス瓶瓶瓶瓶リサイクルシステムのリサイクルシステムのリサイクルシステムのリサイクルシステムの取取取取りりりり組組組組みということでおみということでおみということでおみということでお話話話話をををを申申申申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思いいいいまままますすすす。。。。ききききょょょょうおうおうおうお話話話話しするしするしするしする内内内内容容容容はははは２２２２つつつつごごごござざざざいいいいまままましてしてしてして、、、、ままままずずずず１１１１つがつがつがつがガガガガラスラスラスラス瓶瓶瓶瓶のののの瓶瓶瓶瓶 totototo瓶瓶瓶瓶以以以以外外外外のののの他他他他産業産業産業産業へのへのへのへの有効利用有効利用有効利用有効利用ですですですです。。。。何何何何でもでもでもでも瓶瓶瓶瓶 totototo 瓶瓶瓶瓶ではないということでではないということでではないということでではないということで他他他他産業産業産業産業へのへのへのへの利用利用利用利用、、、、特特特特にににに土土土土木木木木業界用業界用業界用業界用のののの舗舗舗舗装装装装骨材骨材骨材骨材としてのとしてのとしてのとしての有効利用有効利用有効利用有効利用をををを考考考考えたわけでしてえたわけでしてえたわけでしてえたわけでして、、、、そそそそのののの辺辺辺辺のおのおのおのお話話話話ですですですです。。。。ももももうううう１１１１つつつつ、、、、有効利用有効利用有効利用有効利用をををを進進進進めるためにはめるためにはめるためにはめるためには、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり組織組織組織組織、、、、フフフフレレレレームをつームをつームをつームをつくくくくらないとらないとらないとらないとだだだだめめめめだろだろだろだろうううう。。。。そそそそれもれもれもれも官官官官のののの内内内内部部部部でのでのでのでの組織組織組織組織とととと官民官民官民官民共同共同共同共同にににによるよるよるよる組織組織組織組織、、、、このこのこのこの２２２２つをつつをつつをつつをつくくくくらなけれらなけれらなけれらなければばばばいかいかいかいかんんんんだろだろだろだろううううということでということでということでということで、、、、そそそそのののの２２２２つについておつについておつについておつについてお話話話話をさをさをさをさせせせせていたていたていたていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いいいいまままますすすす。。。。        ガガガガラスラスラスラス瓶瓶瓶瓶のののの利用促進利用促進利用促進利用促進事事事事業業業業にににに、、、、一行政一行政一行政一行政ママママンンンン、、、、そそそそれもれもれもれも板橋区板橋区板橋区板橋区というというというという小小小小さなさなさなさな区区区区のののの公務公務公務公務員員員員のののの立立立立場場場場ででででまままますがすがすがすが、、、、ガガガガラスラスラスラス瓶瓶瓶瓶のののの他他他他用用用用途途途途利用促進利用促進利用促進利用促進のののの広告広告広告広告塔塔塔塔にならにならにならにならんんんんということでということでということでということで日日日日夜奮闘夜奮闘夜奮闘夜奮闘していしていしていしていまままますすすす。。。。    さてさてさてさて、、、、本題本題本題本題にににに入入入入りりりりまままましてしてしてして、、、、ままままずずずず私私私私どどどどものリサイクルをものリサイクルをものリサイクルをものリサイクルを進進進進めるためのめるためのめるためのめるための基基基基本的本的本的本的なななな考考考考ええええ方方方方をををを、、、、結結結結論論論論的的的的にににに申申申申ししししまままますとすとすとすと、、、、１１１１つはつはつはつは、、、、ママママーーーーケケケケットットットット、、、、市市市市場場場場がなけれがなけれがなけれがなければばばばリサイクルというのはリサイクルというのはリサイクルというのはリサイクルというのは成立成立成立成立しなしなしなしないいいいだろだろだろだろうううう。。。。ママママーーーーケケケケットにットにットにットに受受受受けけけけ入入入入れてもらうためにはれてもらうためにはれてもらうためにはれてもらうためには、、、、品品品品質質質質ととととココココストがストがストがストが大大大大変変変変重要重要重要重要ではではではではないかないかないかないか。。。。当当当当時時時時、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製製製製品品品品がががが出出出出てきたときにてきたときにてきたときにてきたときに、、、、既既既既存存存存のののの製製製製品品品品価価価価格格格格とととと比比比比べるとべるとべるとべると三三三三、、、、四四四四割割割割高高高高かったかったかったかったんんんんですねですねですねですね。。。。このこのこのこの辺辺辺辺もももも意識意識意識意識のののの問問問問題題題題といいといいといいといいまままますかすかすかすか、、、、リサイクルというのはリサイクルというのはリサイクルというのはリサイクルというのは世界的世界的世界的世界的にににに取取取取りりりり組組組組ままままなけなけなけなけれれれればばばばいけないということでいけないということでいけないということでいけないということで、、、、考考考考ええええ方方方方、、、、意識意識意識意識でででで高高高高いいいい分分分分はははは吸吸吸吸収収収収すれすれすれすればばばばいいいいいいいいんんんんだだだだということでということでということでということでややややっていっていっていっていまままましたがしたがしたがしたが、、、、長長長長続続続続きしないですねきしないですねきしないですねきしないですね。。。。リサイクルでリサイクルでリサイクルでリサイクルで重要重要重要重要なことはなことはなことはなことは継継継継続続続続性性性性ですですですです。。。。続続続続いていいていいていいていかなけれかなけれかなけれかなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。循環循環循環循環というのはというのはというのはというのは続続続続くくくくということですということですということですということです。。。。        そそそそうううう考考考考ええええまままますとすとすとすと、、、、ママママーーーーケケケケットにットにットにットに受受受受けけけけ入入入入れてもらうためにはれてもらうためにはれてもらうためにはれてもらうためには、、、、高高高高品品品品質質質質でででで既既既既存製存製存製存製品品品品とのとのとのとのココココスススストトトト見見見見合合合合いがなけれいがなけれいがなけれいがなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。同同同同等等等等かかかか安安安安いかいかいかいか、、、、もしもしもしもしくくくくはははは付付付付加加加加価価価価値値値値がががが高高高高いいいい。。。。そそそそういうういうういうういう製製製製品品品品ななななりりりり商商商商品品品品なりをなりをなりをなりをママママーーーーケケケケットにットにットにットに提提提提供供供供しなけれしなけれしなけれしなければばばば、、、、ママママーーーーケケケケットはットはットはットは受受受受けてけてけてけてくくくくれないれないれないれない。。。。ママママーーーーケケケケットがットがットがットが受受受受けてけてけてけてくくくくれないということはれないということはれないということはれないということは、、、、要要要要するにするにするにするに品品品品物物物物にもならないしにもならないしにもならないしにもならないし、、、、商売商売商売商売にもならないにもならないにもならないにもならない。。。。盛岡盛岡盛岡盛岡先先先先生生生生がががが言言言言われたようにわれたようにわれたようにわれたように静静静静脈脈脈脈産業産業産業産業そそそそのものがのものがのものがのものが成成成成りりりり立立立立たないたないたないたない。。。。とにかとにかとにかとにかくくくく私私私私どどどどもはもはもはもはママママーーーーケケケケットをつットをつットをつットをつくくくくらなけれらなけれらなけれらなければばばばだだだだめめめめだだだだとととと考考考考えたわけですえたわけですえたわけですえたわけです。。。。        事例事例事例事例としてとしてとしてとして、、、、専専専専門門門門家家家家のののの話話話話ですとですとですとですと、、、、江江江江戸戸戸戸時時時時代代代代はかなりはかなりはかなりはかなり高高高高度度度度なリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクル社会社会社会社会だだだだということということということということでよでよでよでよくくくく取取取取りりりり上上上上げげげげられているみたいですけれられているみたいですけれられているみたいですけれられているみたいですけれどどどどもももも、、、、私私私私もこのもこのもこのもこの間間間間そそそそのののの話話話話をををを聞聞聞聞ききききまままましたしたしたした。。。。人人人人口口口口 100100100100万万万万人人人人ぐぐぐぐらいということでらいということでらいということでらいということで、、、、ももももちちちちろろろろんんんん社会社会社会社会制制制制度度度度やややや人人人人口口口口とかとかとかとか経済経済経済経済のののの規模規模規模規模とかとかとかとか、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの消消消消
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費費費費等等等等、、、、そそそそのののの他他他他現代現代現代現代とはとはとはとは当当当当然然然然そそそそっっっっくくくくりりりりそそそそののののまままままままま当当当当てはめるということはできないとてはめるということはできないとてはめるということはできないとてはめるということはできないと思思思思いいいいまままますすすすがががが、、、、そそそそこでこでこでこで江江江江戸戸戸戸にににに学学学学べということでべということでべということでべということで、、、、物物物物をををを大大大大切切切切にするにするにするにする心心心心ですかですかですかですか、、、、物物物物のののの量量量量とかとかとかとか品品品品数数数数のののの問問問問題題題題をををを含含含含めてめてめてめて江江江江戸戸戸戸時時時時代代代代とととと現代現代現代現代ではではではでは相相相相当当当当違違違違いいいいまままますのですのですのですので、、、、そそそそういうういうういうういう意意意意味味味味ではではではでは大大大大きなきなきなきな差差差差があるのでしがあるのでしがあるのでしがあるのでしょょょょうけれうけれうけれうけれどどどどもももも、、、、物物物物をををを大大大大切切切切にするにするにするにする心心心心をををを私私私私はははは否否否否定定定定はいたしはいたしはいたしはいたしませませませませんんんん。。。。        たたたただだだだ、、、、理念理念理念理念とかとかとかとか運運運運動動動動といいといいといいといいまままますかすかすかすか、、、、そそそそれれれれだだだだけではけではけではけでは限限限限界界界界があるがあるがあるがある。。。。ママママーーーーケケケケットとのットとのットとのットとの見見見見合合合合いをいをいをいを考考考考ええええまままますとすとすとすと、、、、このこのこのこの辺辺辺辺はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか難難難難しいのではないかしいのではないかしいのではないかしいのではないか。。。。江江江江戸戸戸戸時時時時代代代代のののの事例事例事例事例をいをいをいをいろろろろいいいいろろろろ見見見見てててて、、、、専専専専門門門門家家家家のののの方方方方のもののもののもののものをををを見見見見まままましたらしたらしたらしたら、、、、大大大大切切切切にするにするにするにする心心心心とかリサイクルのとかリサイクルのとかリサイクルのとかリサイクルの意識意識意識意識というのはというのはというのはというのは重要重要重要重要ですけですけですけですけれれれれどどどどもももも、、、、実実実実はははは江江江江戸戸戸戸のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル社会社会社会社会をををを本当本当本当本当にににに支支支支えていたのはえていたのはえていたのはえていたのは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にににに需需需需要要要要があったがあったがあったがあった。。。。そそそそれれれれをきをきをきをきちんちんちんちんとととと供給供給供給供給するするするする市市市市場場場場、、、、ママママーーーーケケケケットがットがットがットが実実実実はつはつはつはつくくくくられていたとられていたとられていたとられていたと聞聞聞聞いていいていいていいていまままますすすす。。。。例例例例ええええばばばば当当当当時時時時のののの江江江江戸戸戸戸でのでのでのでの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物でででで最最最最もももも多多多多かったのはかったのはかったのはかったのは灰灰灰灰だそだそだそだそうですうですうですうです。。。。灰灰灰灰をををを化学化学化学化学薬薬薬薬品品品品としてとしてとしてとして酒酒酒酒づづづづくくくくりとかりとかりとかりとか製製製製紙紙紙紙、、、、染染染染織織織織、、、、かなりいかなりいかなりいかなりいろろろろんんんんなななな方方方方面面面面にににに使使使使用用用用されていたされていたされていたされていた。。。。当当当当然然然然、、、、需需需需要要要要とととと供給供給供給供給のののの関係関係関係関係のののの中中中中でででで回収回収回収回収業業業業者者者者やややや仲仲仲仲介介介介業業業業者者者者がががが存存存存在在在在してしてしてして、、、、売売売売買買買買してしてしてして需需需需給給給給関係関係関係関係がとれてきたがとれてきたがとれてきたがとれてきた。。。。ママママーーーーケケケケットがあったットがあったットがあったットがあった。。。。だだだだからからからから、、、、江江江江戸戸戸戸時時時時代代代代はははは言言言言われるようにわれるようにわれるようにわれるように高高高高度度度度なリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクル社会社会社会社会がががが成立成立成立成立したのですしたのですしたのですしたのです。。。。        皮肉皮肉皮肉皮肉なことになことになことになことに、、、、江江江江戸戸戸戸時時時時代代代代にににに証証証証明明明明されていたものがされていたものがされていたものがされていたものがそそそそののののまままままままま現代現代現代現代にもにもにもにも通通通通じじじじるわけでありるわけでありるわけでありるわけでありまままますがすがすがすが、、、、何何何何でででで江江江江戸戸戸戸時時時時代代代代にうにうにうにうまくまくまくまくいっていっていっていって現現現現在在在在はうはうはうはうまくまくまくまくいっていないいっていないいっていないいっていないんんんんだだだだということになるのでということになるのでということになるのでということになるのでししししょょょょうけれうけれうけれうけれどどどどもももも、、、、市市市市場場場場がががが確確確確立立立立されていないことはされていないことはされていないことはされていないことはどどどどういうことかというとういうことかというとういうことかというとういうことかというと、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル費費費費用用用用はははは非非非非常常常常にににに高高高高くくくくつつつつくくくくんんんんですねですねですねですね。。。。結果結果結果結果的的的的ににににごごごごみのみのみのみの排出排出排出排出量量量量もももも結結結結構構構構増増増増えるのではないかえるのではないかえるのではないかえるのではないか。。。。今今今今、、、、非非非非常常常常にトにトにトにトレレレレンデンデンデンディィィィーといいーといいーといいーといいまままますかすかすかすか、、、、一一一一番番番番のののの好好好好例例例例ががががペペペペットットットットボボボボトルですトルですトルですトルです。。。。ココココンンンンビビビビニエンスストアニエンスストアニエンスストアニエンスストアななななんんんんかにかにかにかに行行行行ってもってもってもっても、、、、缶缶缶缶からからからからどどどどんんんんどどどどんペんペんペんペットットットットボボボボトルにかわってきてトルにかわってきてトルにかわってきてトルにかわってきてペペペペットットットットボボボボトルがすトルがすトルがすトルがすごごごごいでいでいでいですねすねすねすね。。。。大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消消消消費費費費、、、、大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄プラスプラスプラスプラス大大大大量量量量リサイクルとリサイクルとリサイクルとリサイクルと４４４４つのシステムができてしつのシステムができてしつのシステムができてしつのシステムができてしままままったというったというったというったというぐぐぐぐらいですらいですらいですらいです。。。。生生生生産産産産量量量量がががが横横横横ばばばばいといえいといえいといえいといえどどどどもももも、、、、市市市市場場場場にににに出出出出回回回回っているっているっているっている量量量量がががが膨膨膨膨大大大大ですですですですからからからから物物物物すすすすごごごごいいいい勢勢勢勢いでいでいでいで、、、、そそそそういうういうういうういう意意意意味味味味ではではではではペペペペットットットットボボボボトルというのはトルというのはトルというのはトルというのは大大大大問問問問題題題題になっていになっていになっていになっていまままますすすす。。。。        これはこれはこれはこれはちちちちょょょょっとっとっとっと私私私私どどどどもももも板橋区板橋区板橋区板橋区でででで試試試試算算算算したときにしたときにしたときにしたときに、、、、１１１１リットルのリットルのリットルのリットルのペペペペットットットットボボボボトルをトルをトルをトルを１１１１本本本本つつつつくくくくるのにるのにるのにるのに７７７７円前円前円前円前後後後後、、、、繊繊繊繊維維維維のののの原原原原料料料料とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろんんんんなななな形形形形でででで今今今今はははは使使使使われていわれていわれていわれていまままますがすがすがすが、、、、再再再再使使使使用用用用するするするする、、、、再再再再リサイクルしリサイクルしリサイクルしリサイクルしまままますとすとすとすと 30303030 円近円近円近円近くくくくかかるかかるかかるかかるんんんんですですですです。。。。これではこれではこれではこれではママママーーーーケケケケットはットはットはットは成成成成りりりり立立立立たないたないたないたない。。。。ではではではでは、、、、今今今今はははは何何何何でででで成成成成りりりり立立立立っているかっているかっているかっているか、、、、税金税金税金税金をををを投投投投入入入入してしてしてしているからですいるからですいるからですいるからです。。。。市市市市場場場場ということはということはということはということは、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは役役役役所所所所がががが、、、、行政行政行政行政がががが余余余余りりりり費費費費用用用用をををを出出出出すのではなすのではなすのではなすのではなくくくくてててて、、、、市市市市場場場場経済経済経済経済、、、、市市市市場原理場原理場原理場原理にににに従従従従ってってってって物物物物がががが回回回回るるるるようなようなようなような、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの出出出出たたたた副副副副産物産物産物産物もももも含含含含めてめてめてめて原原原原料料料料としてとしてとしてとして値値値値段段段段がついてがついてがついてがついて、、、、ままままたたたた次次次次のものをつのものをつのものをつのものをつくくくくるるるる原原原原料料料料としてとしてとしてとして値値値値段段段段がつがつがつがつくくくく、、、、市市市市場場場場経済経済経済経済、、、、市市市市場原理場原理場原理場原理にににに従従従従ってってってってそそそそういうういうういうういう循環循環循環循環システムができないかシステムができないかシステムができないかシステムができないかとととと思思思思っておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。        そそそそういうういうういうういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、行政行政行政行政もももも頑頑頑頑張張張張ってリサイクルのシステムについてってリサイクルのシステムについてってリサイクルのシステムについてってリサイクルのシステムについて、、、、ママママーーーーケケケケットというットというットというットということをことをことをことを考考考考えながらえながらえながらえながら取取取取りりりり組組組組んんんんでいかなけれでいかなけれでいかなけれでいかなければばばばいけないのかなといういけないのかなといういけないのかなといういけないのかなという気気気気がしておりがしておりがしておりがしておりまままますすすす。。。。最最最最近近近近、、、、考考考考ええええ方方方方はははは私私私私ととととちちちちょょょょっとっとっとっと違違違違いいいいまままますがすがすがすが、、、、芝芝芝芝浦浦浦浦工工工工大大大大のののの武武武武田先生田先生田先生田先生がリサイクルのがリサイクルのがリサイクルのがリサイクルの本本本本をををを書書書書いていていていて本本本本屋屋屋屋のののの店店店店頭頭頭頭にににに置置置置いてありいてありいてありいてありまままますすすす。。。。費費費費用用用用のののの計計計計算算算算というのはというのはというのはというのは、、、、そそそそののののぐぐぐぐらいになるのかなというようならいになるのかなというようならいになるのかなというようならいになるのかなというような気気気気がしていがしていがしていがしていまままますすすす。。。。        そそそそれではれではれではれでは、、、、先先先先ほほほほどどどど報告報告報告報告ししししまままましたしたしたした２２２２つのつのつのつの話話話話のうのうのうのうちちちちのののの１１１１つのつのつのつの瓶瓶瓶瓶 totototo瓶瓶瓶瓶以以以以外外外外のののの利用利用利用利用についてですについてですについてですについてですがががが、、、、若若若若干干干干板橋区板橋区板橋区板橋区のリサイクルをのリサイクルをのリサイクルをのリサイクルを絡絡絡絡めながらおめながらおめながらおめながらお話話話話をさをさをさをさせせせせていたていたていたていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いいいいまままますすすす。。。。板橋区板橋区板橋区板橋区のリサイクルというのはのリサイクルというのはのリサイクルというのはのリサイクルというのは、、、、平平平平成成成成３３３３年年年年４４４４月月月月、、、、全国的全国的全国的全国的にもかなりにもかなりにもかなりにもかなり早早早早いいいい時時時時期期期期にににに始始始始めめめめまままましたしたしたした。。。。リサリサリサリサイクルイクルイクルイクル推進課推進課推進課推進課というというというという組織組織組織組織をつをつをつをつくくくくりりりりまままましてしてしてして、、、、スタートをしスタートをしスタートをしスタートをしまままましたしたしたした瓶瓶瓶瓶とととと缶缶缶缶をををを中中中中心心心心にしてにしてにしてにして、、、、月月月月２２２２回回収回回収回回収回回収をしをしをしをし、、、、ままままたたたた約約約約 2000200020002000 坪坪坪坪のののの土土土土地地地地をををを取取取取得得得得してしてしてして資源化資源化資源化資源化センターというセンターというセンターというセンターという名名名名前前前前のののの、、、、選別選別選別選別、、、、圧圧圧圧縮縮縮縮等等等等
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のののの中中中中間間間間処処処処理理理理工工工工場場場場もつもつもつもつくくくくりりりり、、、、年年年年間間間間 4000400040004000トントントントン近近近近いいいい処処処処理理理理をしていたわけですをしていたわけですをしていたわけですをしていたわけです。。。。このこのこのこの当当当当時時時時はははは、、、、政策政策政策政策的的的的にににに回収回収回収回収量量量量のののの拡拡拡拡大大大大路路路路線線線線というというというという方方方方向向向向がありがありがありがありまままましてしてしてして、、、、回収回収回収回収量量量量のののの多多多多さがリサイクルさがリサイクルさがリサイクルさがリサイクル事事事事業業業業のののの実実実実績績績績だだだだとととと考考考考えていえていえていえていまままましたしたしたした。。。。出出出出口口口口はははは全全全全然然然然見見見見据据据据えていなえていなえていなえていなくくくくてててて、、、、とにかとにかとにかとにかくくくく集集集集めるめるめるめる、、、、そそそそういうういうういうういう時時時時期期期期だだだだったったったったんんんんでしでしでしでしょょょょうねうねうねうね。。。。23232323 区区区区挙挙挙挙げげげげていけいけていけいけていけいけていけいけどどどどんんんんどどどどんんんんでででで、、、、回収回収回収回収量量量量でででで競競競競っていたというようなっていたというようなっていたというようなっていたというような状況状況状況状況ががががあったわけですあったわけですあったわけですあったわけです。。。。        しかししかししかししかし、、、、そそそそれをずっとれをずっとれをずっとれをずっと続続続続けてきけてきけてきけてきまままましたらしたらしたらしたら、、、、そそそそのののの後後後後、、、、23232323 区区区区でででで始始始始ままままったったったったんんんんですがですがですがですが、、、、容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法もももも含含含含めてリサイクルがめてリサイクルがめてリサイクルがめてリサイクルが浸浸浸浸透透透透してきてしてきてしてきてしてきて、、、、全国的全国的全国的全国的にににに多多多多くくくくのののの自治体自治体自治体自治体がががが一一一一斉斉斉斉にリサイにリサイにリサイにリサイクルをクルをクルをクルを始始始始めてめてめてめて、、、、瓶瓶瓶瓶についてもについてもについてもについても本本本本格格格格的的的的にににに取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを始始始始めてしめてしめてしめてしままままったったったった。。。。これがこれがこれがこれがどどどどうなったかとうなったかとうなったかとうなったかといいいいいいいいまままますとすとすとすと、、、、出出出出口口口口がながながながなくくくくてててて、、、、入入入入りりりり口口口口からからからからどどどどんんんんどどどどんんんん入入入入ってってってってくくくくるわけですからるわけですからるわけですからるわけですから、、、、瓶瓶瓶瓶のののの流流流流通通通通量量量量がががが増増増増大大大大してししてししてししてしままままったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。供給過供給過供給過供給過剰剰剰剰というというというという状状状状態態態態になったわけですになったわけですになったわけですになったわけです。。。。買買買買いいいい手手手手市市市市場場場場ですですですです。。。。そそそそういうういうういうういう全国的全国的全国的全国的にににに集集集集めためためためた状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、ままままたたたた困困困困ったことにワインブームがったことにワインブームがったことにワインブームがったことにワインブームが始始始始ままままったったったったんんんんですですですです。。。。ワワワワインブームがインブームがインブームがインブームが始始始始ままままってってってって、、、、そそそそのののの影影影影響響響響でででで輸輸輸輸入入入入ワインがワインがワインがワインが過過過過剰剰剰剰輸輸輸輸入入入入してきてししてきてししてきてししてきてしままままったということがったということがったということがったということがあってあってあってあって、、、、もうもうもうもう一一一一方方方方、、、、さらにさらにさらにさらに追追追追いいいい打打打打ちちちちをかけるようにをかけるようにをかけるようにをかけるように、、、、リターナブルのリターナブルのリターナブルのリターナブルの王王王王様様様様でありでありでありでありまままましたしたしたした一一一一升升升升瓶瓶瓶瓶等等等等々々々々がワンがワンがワンがワンウウウウエエエエイイイイ化化化化してししてししてししてしままままったったったった。。。。だだだだんんんんだだだだんんんんそそそそのののの方方方方向向向向になってきたになってきたになってきたになってきた。。。。これはこれはこれはこれはペペペペットットットットボボボボトルとトルとトルとトルと紙紙紙紙パックのパックのパックのパックの影影影影響響響響もかなりもかなりもかなりもかなり大大大大きいきいきいきい。。。。        いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、そそそそういうことでういうことでういうことでういうことでカカカカレレレレットもットもットもットも含含含含めてめてめてめて瓶瓶瓶瓶がががが余余余余ってしってしってしってしままままったったったった。。。。そそそそうするとうするとうするとうすると、、、、どどどどういうことになるかといいういうことになるかといいういうことになるかといいういうことになるかといいまままますとすとすとすと、、、、若若若若干干干干言言言言いいいい忘忘忘忘れれれれまままましたがしたがしたがしたが、、、、瓶瓶瓶瓶のシステムというのはのシステムというのはのシステムというのはのシステムというのは既既既既存存存存のシステムでのシステムでのシステムでのシステムで、、、、ビビビビールールールール瓶瓶瓶瓶をををを中中中中心心心心にしてにしてにしてにして一一一一升升升升瓶瓶瓶瓶とかとかとかとか酢酢酢酢瓶瓶瓶瓶とかとかとかとか、、、、何何何何回回回回もももも繰繰繰繰りりりり返返返返しししし洗洗洗洗ってってってって使使使使ううううリターナブルシステムとリターナブルシステムとリターナブルシステムとリターナブルシステムと健健健健康康康康ドドドドリンクリンクリンクリンク、、、、清清清清涼涼涼涼飲料水飲料水飲料水飲料水のののの１１１１回回回回こっきりのワンこっきりのワンこっきりのワンこっきりのワンウウウウエイシステムエイシステムエイシステムエイシステムがありがありがありがありまままますすすす。。。。このこのこのこの既既既既存存存存のシステムはもともとできていてのシステムはもともとできていてのシステムはもともとできていてのシステムはもともとできていて、、、、需需需需給給給給関係関係関係関係ののののババババランスもとれてランスもとれてランスもとれてランスもとれて回回回回っていたっていたっていたっていたんんんんでででですすすす。。。。本本本本格格格格的的的的にににに集集集集めることによってめることによってめることによってめることによって、、、、このこのこのこの需需需需給給給給ババババランスがランスがランスがランスが崩崩崩崩れたれたれたれた、、、、ゆがゆがゆがゆがんんんんだだだだととととこここころろろろからいからいからいからいろろろろいいいいろろろろ問問問問題題題題がががが出出出出てきたということですてきたということですてきたということですてきたということです。。。。        そそそそういうことでういうことでういうことでういうことで、、、、今今今今ままままででででババババランスがとれてうランスがとれてうランスがとれてうランスがとれてうまくまくまくまく回回回回っていたときはっていたときはっていたときはっていたときは、、、、行政行政行政行政がががが集集集集めためためためた瓶瓶瓶瓶もももも何何何何とかとかとかとか売売売売れていたわけですれていたわけですれていたわけですれていたわけです。。。。売売売売却却却却してしてしてして、、、、そそそそれなりにおれなりにおれなりにおれなりにお金金金金をもらっていたのがをもらっていたのがをもらっていたのがをもらっていたのが供給過供給過供給過供給過剰剰剰剰といといといということでうことでうことでうことで買買買買いいいい手手手手市市市市場場場場になったことによってになったことによってになったことによってになったことによって、、、、結果結果結果結果としてとしてとしてとして逆逆逆逆有有有有償償償償ということでおということでおということでおということでお金金金金をををを払払払払わなわなわなわないといといといと引引引引きききき取取取取ってもらえなってもらえなってもらえなってもらえなくくくくなってしなってしなってしなってしままままったったったった。。。。こういうこういうこういうこういう状況状況状況状況がががが板橋区板橋区板橋区板橋区というかというかというかというか、、、、東京東京東京東京ののののレベレベレベレベルのルのルのルの状状状状態態態態になってしになってしになってしになってしままままったったったった。。。。当当当当然然然然、、、、どどどどんんんんどどどどんんんんおおおお金金金金をををを払払払払ってってってって処処処処理理理理をするをするをするをするんんんんですがですがですがですが、、、、需需需需給給給給ババババラララランスがンスがンスがンスが崩崩崩崩れておりれておりれておりれておりまままますからすからすからすから瓶瓶瓶瓶にはにはにはには戻戻戻戻らないわけですらないわけですらないわけですらないわけです。。。。そそそそうするとうするとうするとうすると、、、、どどどどうなっていうなっていうなっていうなっていくくくくかといかといかといかというとうとうとうと、、、、年年年年間間間間 100100100100 万万万万トントントントンぐぐぐぐらいらいらいらい出出出出てきてきてきてきまままますすすす。。。。今今今今はははは少少少少しししし落落落落ちちちちてきていてきていてきていてきていまままますがすがすがすが、、、、そそそそれでもいれでもいれでもいれでもいろろろろいいいいろろろろ細細細細かいとこかいとこかいとこかいところろろろをををを精精精精査査査査するとするとするとすると、、、、100100100100万万万万トントントントン前前前前後後後後ぐぐぐぐらいはあるとらいはあるとらいはあるとらいはあると思思思思いいいいまままますがすがすがすが、、、、産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物としとしとしとしてててて埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処処処処理理理理されているされているされているされている。。。。        先先先先ほほほほどどどど三三三三重重重重県県県県のののの尾崎尾崎尾崎尾崎主主主主幹幹幹幹のおのおのおのお話話話話にもありにもありにもありにもありまままましたようにしたようにしたようにしたように、、、、一一一一番番番番問問問問題題題題なななな最終最終最終最終処分処分処分処分場場場場がががが逼迫逼迫逼迫逼迫ししししているわけですからているわけですからているわけですからているわけですから、、、、ここにもここにもここにもここにも影影影影響響響響してしてしてしてくくくくるということでするということでするということでするということです。。。。とにかとにかとにかとにかくそくそくそくそののののぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの瓶瓶瓶瓶がががが余余余余ってしってしってしってしままままうううう。。。。瓶瓶瓶瓶 totototo瓶瓶瓶瓶システムがシステムがシステムがシステムが機能機能機能機能しなしなしなしなくくくくなってしなってしなってしなってしままままったというったというったというったという状況状況状況状況にににに板橋区板橋区板橋区板橋区もももも置置置置かれかれかれかれたわけですたわけですたわけですたわけです。。。。中中中中間間間間処処処処理理理理工工工工場場場場のののの維維維維持持持持費費費費がががが年年年年間間間間 7000700070007000万円万円万円万円ぐぐぐぐらいかかるわけですがらいかかるわけですがらいかかるわけですがらいかかるわけですが、、、、そそそそういうのういうのういうのういうのをををを持持持持ってってってって、、、、さあさあさあさあ困困困困ってしってしってしってしままままったったったった。。。。おおおお金金金金ばばばばかりかかってかりかかってかりかかってかりかかって、、、、出出出出るるるるばばばばかりかりかりかりだだだだ。。。。これはこれはこれはこれは何何何何かかかか考考考考えなえなえなえなけれけれけれければばばばいけないなといけないなといけないなといけないなと。。。。瓶瓶瓶瓶 totototo 瓶瓶瓶瓶といいといいといいといいまままますかすかすかすか、、、、瓶瓶瓶瓶のののの業界業界業界業界でのでのでのでの回回回回しができなしができなしができなしができなくくくくなったなったなったなった。。。。ではではではでは、、、、どどどどうするかというとうするかというとうするかというとうするかというと、、、、瓶瓶瓶瓶業界以業界以業界以業界以外外外外のののの他他他他産業産業産業産業のののの業界業界業界業界にににに何何何何かかかか使使使使えるものはないかということでえるものはないかということでえるものはないかということでえるものはないかということで、、、、私私私私どどどどもはもはもはもは土土土土木木木木建建建建築分野築分野築分野築分野、、、、そそそそのののの中中中中でもでもでもでも特特特特にににに土土土土木木木木用用用用のののの道道道道路路路路舗舗舗舗装装装装のののの骨材骨材骨材骨材にににに着目着目着目着目ししししまままましたしたしたした。。。。道道道道路路路路とととというのはいうのはいうのはいうのは砂砂砂砂利利利利やややや何何何何かをかをかをかを使使使使いいいいまままますねすねすねすね。。。。そそそそれのれのれのれの代代代代替替替替ななななんんんんですがですがですがですが、、、、舗舗舗舗装装装装材材材材料料料料としてとしてとしてとして使使使使えないかとえないかとえないかとえないかと



 90

いうことをいうことをいうことをいうことを考考考考えたえたえたえたわけですわけですわけですわけです。。。。        特特特特にににに、、、、レレレレジジジジュュュュメメメメのののの一一一一番番番番最後最後最後最後のののの方方方方にににに道道道道路路路路舗舗舗舗装装装装のののの構成構成構成構成のののの図面図面図面図面があるとがあるとがあるとがあると思思思思いいいいまままますがすがすがすが、、、、道道道道路路路路のののの構構構構成成成成というのはというのはというのはというのは、、、、路路路路床床床床からからからから路盤路盤路盤路盤からからからから、、、、基基基基層層層層からからからから表層表層表層表層とサンとサンとサンとサンドドドドイッイッイッイッチチチチ状状状状になっているになっているになっているになっている。。。。そそそそこにこにこにこに何何何何とかとかとかとか入入入入らないかということをらないかということをらないかということをらないかということを考考考考えてえてえてえて、、、、先先先先進進進進都都都都市市市市、、、、当当当当時時時時、、、、北九州北九州北九州北九州市市市市とととと倉倉倉倉敷敷敷敷市市市市がががが舗舗舗舗装装装装ででででややややっっっっていていていていまままましたのでしたのでしたのでしたので、、、、そそそそのののの辺辺辺辺のののの調調調調査査査査研究研究研究研究をしてをしてをしてをして、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区でででで試験試験試験試験施施施施工工工工をををを含含含含めてめてめてめてややややりりりりまままましたしたしたした。。。。とにとにとにとにかかかかくくくく技術的技術的技術的技術的にににに品品品品質質質質ココココストをストをストをストを担担担担保保保保しなけれしなけれしなけれしなければばばばいかいかいかいかんんんんということでということでということでということで進進進進めていってめていってめていってめていって、、、、何何何何とかとかとかとか使使使使ええええるものにしようということでるものにしようということでるものにしようということでるものにしようということで努力努力努力努力をしていったわけですをしていったわけですをしていったわけですをしていったわけです。。。。とにかとにかとにかとにかくくくく他他他他用用用用途途途途利用利用利用利用をしなけれをしなけれをしなけれをしなければばばばいけないということいけないということいけないということいけないということですですですです。。。。        次次次次にににに、、、、そそそそういうういうういうういう中中中中でででで製製製製品品品品づづづづくくくくりをしりをしりをしりをしまままましたしたしたした。。。。カカカカラーのラーのラーのラーの印刷印刷印刷印刷のものがのものがのものがのものが一一一一番番番番後後後後ろろろろについていについていについていについているとるとるとると思思思思いいいいまままますすすす。。。。他他他他用用用用途途途途利用利用利用利用ということでということでということでということで、、、、当当当当時時時時、、、、そそそそういうういうういうういう品品品品質質質質ココココストをストをストをストを含含含含めてめてめてめて使使使使えるようえるようえるようえるようなななな製製製製品品品品はははは無無無無かったかったかったかったんんんんですですですです。。。。無無無無いのいのいのいのだだだだったらつったらつったらつったらつくくくくってしってしってしってしままままおうということでおうということでおうということでおうということで、、、、官民官民官民官民でででで協力協力協力協力ししししてつてつてつてつくくくくったのがったのがったのがったのがそそそそこにずらっとこにずらっとこにずらっとこにずらっと並並並並んんんんでおりでおりでおりでおりまままますすすす。。。。区区区区分分分分としてはアスフとしてはアスフとしてはアスフとしてはアスファァァァルトルトルトルト混混混混合物合物合物合物、、、、ココココンンンンクリートクリートクリートクリート２２２２次製次製次製次製品品品品、、、、インターブロックとかインターブロックとかインターブロックとかインターブロックとか平板平板平板平板とかとかとかとか、、、、そそそそういうものですういうものですういうものですういうものです。。。。        そそそそこでこでこでこで、、、、アスフアスフアスフアスファァァァルトルトルトルト混混混混合物合物合物合物ですがですがですがですが、、、、リサイクルでリサイクルでリサイクルでリサイクルで大大大大事事事事なのはなのはなのはなのは再再再再利用利用利用利用、、、、再再再再々々々々利用利用利用利用、、、、継継継継続続続続してしてしてして使使使使えるえるえるえる方法方法方法方法がががが一一一一番番番番大大大大事事事事ですですですです。。。。そそそそういういういういうものもつうものもつうものもつうものもつくくくくらなけれらなけれらなけれらなければばばばいかいかいかいかんんんんということでということでということでということで、、、、私私私私どどどどもももも、、、、ガガガガラスラスラスラス入入入入りアスフりアスフりアスフりアスファァァァルトルトルトルトココココンクリートンクリートンクリートンクリート、、、、40404040 年年年年限限限限定定定定ゼロエミッションというものをつゼロエミッションというものをつゼロエミッションというものをつゼロエミッションというものをつくくくくりりりりまままましたしたしたした。。。。普普普普通通通通はアスフはアスフはアスフはアスファァァァルトをルトをルトをルトを打打打打ちちちちまままますとすとすとすと、、、、そそそそこにこにこにこに 10101010％％％％ののののガガガガラスをラスをラスをラスを入入入入れてれてれてれて表表表表面面面面にににに舗舗舗舗装装装装するわけですするわけですするわけですするわけです。。。。そそそそうするとうするとうするとうすると、、、、耐耐耐耐用年用年用年用年数数数数はははは 10101010年年年年もつもつもつもつんんんんですねですねですねですね。。。。10101010年年年年たったらたったらたったらたったら打打打打ちちちちかえといいかえといいかえといいかえといいまままましてしてしてして、、、、そそそそこをこをこをこをままままたはがしてたはがしてたはがしてたはがして打打打打ちちちち直直直直すのですがすのですがすのですがすのですが、、、、そそそそのときにはがしたものをのときにはがしたものをのときにはがしたものをのときにはがしたものを撤去撤去撤去撤去してしてしてして合合合合材材材材会社会社会社会社でででで細細細細かかかかくくくく粉粉粉粉砕砕砕砕してしてしてして、、、、そそそそこでこでこでこで５５５５％％％％ガガガガラスがラスがラスがラスが残残残残るるるるんんんんですですですです。。。。そそそそれにれにれにれにままままたたたた 10101010％％％％ガガガガラスをラスをラスをラスを入入入入れてれてれてれて15151515％％％％、、、、これでこれでこれでこれで 20202020年年年年もたもたもたもたせせせせようようようよう。。。。ままままたたたた、、、、同同同同じじじじ繰繰繰繰りりりり返返返返しをもうしをもうしをもうしをもう１１１１回回回回ややややりりりりまままましてしてしてして、、、、材材材材料料料料そそそそのもののもののもののものがががが劣劣劣劣化化化化いたしいたしいたしいたしまままますのですのですのですので、、、、ここがここがここがここが限限限限界界界界なのでなのでなのでなので、、、、ままままたたたた５５５５％％％％ややややってってってって 20202020％％％％。。。。20202020％％％％ままままでででで入入入入れてれてれてれて 30303030 年年年年。。。。最後最後最後最後はもっとはもっとはもっとはもっと細細細細かかかかくくくくしてしてしてして、、、、道道道道路路路路構構構構造造造造のののの中中中中のののの下下下下のののの路路路路床床床床のののの上上上上、、、、路盤路盤路盤路盤材材材材としてとしてとしてとして再再再再使使使使用用用用しようといしようといしようといしようというううう形形形形でででで、、、、40404040 年型年型年型年型ゼロエミッションというものをつゼロエミッションというものをつゼロエミッションというものをつゼロエミッションというものをつくくくくりりりりまままましてしてしてして、、、、だまだまだまだまししししだまだまだまだましではないしではないしではないしではないんんんんでででですけれすけれすけれすけれどどどどもももも、、、、何何何何とかとかとかとか長長長長くくくくもたもたもたもたせせせせようようようよう、、、、あるあるあるある材材材材料料料料ををををややややろろろろうということでうということでうということでうということでややややったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。        続続続続ききききまままましてしてしてして、、、、組織組織組織組織づづづづくくくくりのりのりのりの方方方方にににに進進進進めさめさめさめさせせせせていたていたていたていただだだだききききまままますすすす。。。。いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、これをこれをこれをこれを進進進進めめめめていていていていくくくくためにはためにはためにはためには組織組織組織組織がががが一一一一番番番番大大大大事事事事でしてでしてでしてでして、、、、組織組織組織組織もももも工工工工事事事事発発発発注注注注等等等等々々々々をするをするをするをする土土土土木部木部木部木部、、、、建建建建築築築築をををを含含含含めめめめてててて役役役役所所所所のののの公共公共公共公共工工工工事事事事のののの中中中中ででででどどどどうしてもうしてもうしてもうしてもややややっていかなけれっていかなけれっていかなけれっていかなければばばばいけないいけないいけないいけない部部部部分分分分があるものですからがあるものですからがあるものですからがあるものですから、、、、官官官官内内内内部部部部でのでのでのでの組織組織組織組織づづづづくくくくりりりり、、、、そそそそしてしてしてして官民官民官民官民のののの組織組織組織組織づづづづくくくくりというりというりというりという２２２２つをつをつをつを同同同同時時時時進行進行進行進行でででで進進進進めめめめまままましてしてしてして、、、、ここここののののガガガガラスラスラスラス利用促進利用促進利用促進利用促進をををを進進進進めてきたということですめてきたということですめてきたということですめてきたということです。。。。官民官民官民官民のののの組織組織組織組織をつをつをつをつくくくくるにあたってるにあたってるにあたってるにあたって、、、、官民官民官民官民共共共共同同同同組織組織組織組織をつをつをつをつくくくくるよりもるよりもるよりもるよりも、、、、実実実実はははは内内内内部部部部でのでのでのでの組織組織組織組織づづづづくくくくりにりにりにりに物物物物すすすすごごごごいエネルいエネルいエネルいエネルギギギギーをーをーをーを費費費費ややややしてししてししてししてしままままっっっったたたた。。。。役役役役所所所所のののの人人人人間間間間がががが役役役役所所所所のことをのことをのことをのことを言言言言うのもなうのもなうのもなうのもなんんんんですけれですけれですけれですけれどどどどもももも、、、、役役役役所所所所のののの中中中中をををを取取取取りりりりままままとめるといとめるといとめるといとめるというのはなかなかうのはなかなかうのはなかなかうのはなかなか難難難難ししししくくくくてててて、、、、このこのこのこの辺辺辺辺がががが大大大大変変変変ですですですです。。。。        役役役役所所所所のののの内内内内部部部部でリサイクルでリサイクルでリサイクルでリサイクル意識意識意識意識をををを高高高高めていためていためていためていただだだだいていていていて、、、、こういったリサイクこういったリサイクこういったリサイクこういったリサイクルルルル製製製製品品品品をををを使使使使ってってってってもらうわけですもらうわけですもらうわけですもらうわけです。。。。品品品品質質質質・・・・ココココストはストはストはストは当当当当然然然然ですがですがですがですが、、、、特特特特にににに土土土土木木木木のののの技術技術技術技術者者者者ささささんんんんががががババババイブルとするのイブルとするのイブルとするのイブルとするのはははは、、、、大大大大変変変変残残残残念念念念ながらながらながらながら容容容容リリリリ法法法法でもグリーンでもグリーンでもグリーンでもグリーン購入購入購入購入法法法法でもないでもないでもないでもないんんんんですですですです。。。。土土土土木木木木がががが使使使使ってってってってくくくくれるれるれるれるババババイイイイブルにはブルにはブルにはブルには、、、、積積積積算算算算基基基基準準準準とととと土土土土木仕木仕木仕木仕様様様様書書書書というのがあるというのがあるというのがあるというのがあるんんんんですですですです。。。。これはこれはこれはこれは国国国国土交土交土交土交通省通省通省通省のののの大大大大臣臣臣臣官官官官房房房房のののの設計担当設計担当設計担当設計担当がつがつがつがつくくくくりりりりまままましてしてしてして、、、、そそそそれがれがれがれが都都都都道道道道府県府県府県府県、、、、市市市市区町区町区町区町村村村村へへへへ流流流流れてれてれてれて、、、、そそそそこにこにこにこに細細細細かかかかくそくそくそくそれれれれぞぞぞぞれれれれ書書書書いてあるわけですいてあるわけですいてあるわけですいてあるわけです。。。。例例例例ええええばガばガばガばガラスラスラスラス入入入入りインターブロックりインターブロックりインターブロックりインターブロックだだだだったらったらったらったら、、、、ガガガガラスラスラスラス入入入入りインターブりインターブりインターブりインターブロックというロックというロックというロックという名目名目名目名目のののの技術的技術的技術的技術的なななな問問問問題題題題・・・・品品品品質質質質のののの問問問問題題題題からからからから価価価価格格格格等等等等、、、、全全全全部部部部細細細細かかかかくくくく出出出出ているわけですているわけですているわけですているわけです。。。。
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そそそそこにこにこにこに載載載載らないとらないとらないとらないと使使使使ってってってってくくくくれないれないれないれないんんんんですですですです。。。。そそそそこにこにこにこに載載載載ってもってもってもっても、、、、次次次次にににに問問問問題題題題になるのはになるのはになるのはになるのは高高高高けれけれけれければばばば使使使使わないというわけですわないというわけですわないというわけですわないというわけです。。。。今今今今でもでもでもでもそそそそうですがうですがうですがうですが、、、、ここがここがここがここが一一一一番番番番のののの問問問問題題題題でででで、、、、とにかとにかとにかとにかくコくコくコくコストがストがストがストが一一一一番番番番大大大大変変変変ですですですです。。。。そそそそのののの前前前前にににに積積積積算算算算基基基基準準準準、、、、土土土土木仕木仕木仕木仕様様様様書書書書のののの中中中中にににに載載載載せせせせることをしなけれることをしなけれることをしなけれることをしなければばばばいけないのでいけないのでいけないのでいけないので、、、、ままままずずずずそそそそちちちちらのらのらのらの方方方方をををを、、、、これはこれはこれはこれは国国国国ののののレベレベレベレベルのルのルのルの日日日日本国全体本国全体本国全体本国全体のののの大大大大きいきいきいきい問問問問題題題題ですのでですのでですのでですので、、、、そそそそれはれはれはれはそそそそれでれでれでれで一一一一方方方方ででででややややるとしてるとしてるとしてるとして、、、、区区区区独独独独自自自自のののの内内内内部部部部でででで基基基基準準準準をつをつをつをつくくくくりりりりままままししししょょょょうというとこうというとこうというとこうというところまろまろまろまでででで理解理解理解理解をしていをしていをしていをしていたたたただだだだきながらきながらきながらきながらややややってってってって、、、、日日日日本本本本のののの中中中中でとにかでとにかでとにかでとにかくくくく使使使使いいいいややややすいようにしすいようにしすいようにしすいようにしままままししししょょょょうということでうということでうということでうということで進進進進めめめめててててままままいったわけでありいったわけでありいったわけでありいったわけでありまままますすすす。。。。        もうもうもうもう１１１１つつつつ大大大大事事事事なこなこなこなことはとはとはとは、、、、技術技術技術技術系系系系ですとですとですとですと、、、、同同同同時時時時にににに道道道道路路路路管管管管理理理理、、、、道道道道路路路路台台台台帳帳帳帳をきをきをきをきちんちんちんちんとととと整備整備整備整備してしてしてしておかなけれおかなけれおかなけれおかなければばばばいけないといういけないといういけないといういけないという部部部部分分分分がありがありがありがありまままますすすす。。。。これはこれはこれはこれはどどどどういうことかといいういうことかといいういうことかといいういうことかといいまままますとすとすとすと、、、、再再再再リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、再再再再々々々々リサイクルのときにリサイクルのときにリサイクルのときにリサイクルのときに、、、、どどどどこにこにこにこにどどどどんんんんなものをなものをなものをなものを入入入入れたかということをきれたかということをきれたかということをきれたかということをきちんちんちんちんとととと整理整理整理整理しておかないとしておかないとしておかないとしておかないと、、、、再再再再々々々々リサイクルのときにリサイクルのときにリサイクルのときにリサイクルのときに非非非非常常常常にににに影影影影響響響響がががが出出出出ててててくくくくるおるおるおるおそそそそれがあるれがあるれがあるれがある。。。。そそそそうううういったものがきいったものがきいったものがきいったものがきちちちちっとしていないとっとしていないとっとしていないとっとしていないと、、、、土土土土木木木木のののの皆皆皆皆ささささんんんん方方方方はなかなかおはなかなかおはなかなかおはなかなかお使使使使いいたいいたいいたいいただだだだけないといけないといけないといけないということですうことですうことですうことです。。。。内内内内部部部部ではではではでは、、、、そそそそういうとこういうとこういうとこういうところろろろをクリアしながらをクリアしながらをクリアしながらをクリアしながら土土土土木部木部木部木部とととと一一一一緒緒緒緒にににに努力努力努力努力をしているをしているをしているをしているとことことこところろろろでありでありでありでありまままますすすす。。。。        次次次次にににに、、、、一一一一番番番番大大大大事事事事なななな官民組織官民組織官民組織官民組織ですですですですがががが、、、、行政行政行政行政だだだだけでけでけでけで頑頑頑頑張張張張ってもなかなかってもなかなかってもなかなかってもなかなか進進進進ままままないしないしないしないし、、、、民民民民間間間間ももももいいいいろろろろいいいいろろろろ技術開発技術開発技術開発技術開発をしたりなをしたりなをしたりなをしたりなんんんんかしてもなかなかかしてもなかなかかしてもなかなかかしてもなかなか進進進進ままままないないないない。。。。これはこれはこれはこれは官民官民官民官民共同共同共同共同してしてしてして組織組織組織組織をつをつをつをつくくくくってってってって、、、、とにかとにかとにかとにかくくくく共同共同共同共同でででで取取取取りりりり組組組組ままままなけれなけれなけれなければばばばリサイクルはなかなかリサイクルはなかなかリサイクルはなかなかリサイクルはなかなか進進進進ままままないないないないだろだろだろだろうというこうというこうというこうということでとでとでとで、、、、平平平平成成成成 11111111年年年年１１１１月月月月にににに板橋区板橋区板橋区板橋区廃廃廃廃ガガガガラスリサイクルラスリサイクルラスリサイクルラスリサイクル開発開発開発開発プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトチチチチームというものをつームというものをつームというものをつームというものをつくくくくりりりり、、、、官民官民官民官民によるによるによるによる組織組織組織組織・フ・フ・フ・フレレレレームづームづームづームづくくくくりをりをりをりを検討検討検討検討ししししまままましたしたしたした。。。。このこのこのこの結果結果結果結果はははは「「「「廃廃廃廃ガガガガラスリサイクラスリサイクラスリサイクラスリサイクルルルル事事事事業業業業報告書報告書報告書報告書」」」」のののの４４４４ペペペページにージにージにージに自治体自治体自治体自治体からからからから再再再再利用利用利用利用事事事事業業業業者者者者ままままでのフローでのフローでのフローでのフロー図図図図をのをのをのをのせせせせてありてありてありてありまままますすすす。。。。自治体自治体自治体自治体のののの発発発発注注注注からからからから１１１１次次次次加加加加工工工工業業業業者者者者、、、、２２２２次次次次加加加加工工工工業業業業者者者者、、、、再再再再利用利用利用利用事事事事業業業業者者者者、、、、ここここのののの入入入入りりりり口口口口からからからから出出出出口口口口がつがつがつがつながれながれながれながればばばば循環循環循環循環するするするする。。。。こういうシステムこういうシステムこういうシステムこういうシステム、、、、フフフフレレレレームをつームをつームをつームをつくくくくりりりりままままししししょょょょうということですうということですうということですうということです。。。。        同同同同時時時時にににに大大大大事事事事なのはなのはなのはなのは、、、、ココココンセプトをきンセプトをきンセプトをきンセプトをきちんちんちんちんとつとつとつとつくくくくってってってって進進進進めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい。。。。そそそそののののココココンセプトでンセプトでンセプトでンセプトですがすがすがすが、、、、１１１１つがつがつがつが、、、、リサイクルといえリサイクルといえリサイクルといえリサイクルといえどどどどもももも価価価価格格格格面面面面でででで既既既既存製存製存製存製品品品品とととと同同同同等等等等もしもしもしもしくくくくははははそそそそれれれれ以以以以下下下下、、、、要要要要するするするするにリサイクルはにリサイクルはにリサイクルはにリサイクルは価価価価格格格格面面面面でででで免免免免罪符罪符罪符罪符になりになりになりになりませませませませんんんんよよよよ、、、、ここをとにかここをとにかここをとにかここをとにかくくくくききききちんちんちんちんとととと押押押押さえさえさえさえままままししししょょょょううううということですということですということですということです。。。。同同同同時時時時にににに、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てがもうてがもうてがもうてがもう満満満満杯杯杯杯でででで逼迫逼迫逼迫逼迫してしてしてして大大大大変変変変困困困困っているっているっているっている状況状況状況状況ですがですがですがですが、、、、ガガガガラスがラスがラスがラスが余余余余っているからっているからっているからっているから使使使使うのではないうのではないうのではないうのではない。。。。ガガガガラスラスラスラスそそそそのものののものののものののものの特性特性特性特性、、、、固固固固いとかいとかいとかいとか光光光光るとかるとかるとかるとか、、、、そそそそうううういういういういうガガガガラスのラスのラスのラスの特特特特性性性性がががが土土土土木木木木用用用用のののの骨材骨材骨材骨材としてとしてとしてとして優優優優秀秀秀秀ななななんんんんだだだだ、、、、だだだだからからからから、、、、使使使使ううううんんんんですよとですよとですよとですよと。。。。このこのこのこの辺辺辺辺、、、、実際実際実際実際にににに５５５５年年年年間間間間ややややってみてってみてってみてってみて結結結結構大構大構大構大変変変変ななななんんんんですねですねですねですね。。。。こういうきこういうきこういうきこういうきちちちちっとしたものをつっとしたものをつっとしたものをつっとしたものをつくくくくっておかっておかっておかっておかないとないとないとないと、、、、ママママーーーーケケケケットをットをットをットを含含含含めてなかなかめてなかなかめてなかなかめてなかなか認認認認知知知知してもらえないしてもらえないしてもらえないしてもらえない部部部部分分分分があるみたいですがあるみたいですがあるみたいですがあるみたいです。。。。        ということでということでということでということで、、、、このこのこのこのココココンセプトをつンセプトをつンセプトをつンセプトをつくくくくり・フり・フり・フり・フレレレレームとしてームとしてームとしてームとして４４４４者共同者共同者共同者共同循環循環循環循環式式式式フフフフレレレレームームームーム体体体体制制制制ですがですがですがですが、、、、工工工工事事事事発発発発注注注注体体体体制制制制のののの確確確確保保保保とととと材材材材料料料料供給供給供給供給がががが大大大大事事事事ですですですです。。。。実際実際実際実際にににに工工工工事事事事がががが動動動動きききき始始始始めてめてめてめて、、、、これこれこれこれだだだだけけけけののののカカカカレレレレットットットット量量量量がががが欲欲欲欲しいしいしいしい；；；；10101010万万万万トントントントン欲欲欲欲しいしいしいしい、、、、20202020万万万万トントントントン欲欲欲欲しいときにしいときにしいときにしいときに、、、、いいいいやややや今今今今はははは材材材材料料料料がないがないがないがないんんんんですよではですよではですよではですよでは、、、、普普普普通通通通のおのおのおのお店店店店でもでもでもでも品不品不品不品不足足足足をしていてはをしていてはをしていてはをしていては店店店店はははは成成成成りりりり立立立立ちちちちませませませませんんんんねねねね。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり注注注注文文文文ししししたものはたものはたものはたものは常常常常にににに出出出出せせせせるるるるだだだだけのけのけのけの材材材材料料料料をををを担担担担保保保保しなけれしなけれしなけれしなければばばばいかいかいかいかんんんんということでということでということでということで材材材材料料料料供給供給供給供給体体体体制制制制のののの確確確確立立立立がががが大大大大事事事事ですですですです。。。。同同同同時時時時にににに、、、、品品品品質質質質・・・・ココココストをストをストをストを含含含含めてめてめてめて製製製製品品品品がががが少少少少ないのでこのないのでこのないのでこのないのでこの技術開発技術開発技術開発技術開発をををを一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命ややややりりりりままままししししょょょょうというサイクルをきうというサイクルをきうというサイクルをきうというサイクルをきちんちんちんちんとととと築築築築きききき上上上上げげげげ、、、、市市市市場原理場原理場原理場原理、、、、市市市市場場場場経済経済経済経済にににに基基基基づいてづいてづいてづいて、、、、これをこれをこれをこれを回回回回すようなシステムをつすようなシステムをつすようなシステムをつすようなシステムをつくくくくれれれればばばば、、、、とりあえずとりあえずとりあえずとりあえず回回回回っていけるのかなっていけるのかなっていけるのかなっていけるのかな考考考考えていえていえていえていまままますすすす。。。。        おかおかおかおかげげげげささささままままでででで５５５５年年年年ややややってきってきってきってきまままましてしてしてして、、、、ここここここここ一一一一、、、、二二二二年年年年でででで急急急急激激激激にににに認認認認知知知知をしていたをしていたをしていたをしていただだだだききききママママーーーーケケケケッッッットもトもトもトも少少少少しずつしずつしずつしずつ動動動動きききき出出出出してきしてきしてきしてきまままましたしたしたした。。。。今今今今、、、、金金金金額額額額でででで年年年年間間間間 30303030億億億億円円円円ぐぐぐぐらいらいらいらい回回回回っていっていっていっていまままますすすす。。。。30303030億億億億円円円円ぐぐぐぐ



 92

らいではらいではらいではらいでは、、、、各各各各企企企企業業業業のののの皆皆皆皆ささささんんんん方方方方ががががややややっていけっていけっていけっていけませませませませんんんん。。。。けたがけたがけたがけたが違違違違いいいいまままますねすねすねすね、、、、数数数数千千千千億億億億円円円円ののののレベレベレベレベルルルルののののママママーーーーケケケケットにットにットにットに仕仕仕仕上上上上げげげげていかないとていかないとていかないとていかないと、、、、リサイクルというのはリサイクルというのはリサイクルというのはリサイクルというのは成立成立成立成立しないしないしないしないだろだろだろだろうううう。。。。ちちちちなみになみになみになみに、、、、30303030 億億億億円円円円、、、、個個個個人人人人ののののレベレベレベレベルでルでルでルで見見見見れれれればばばば大大大大変変変変なななな金金金金額額額額ですけれですけれですけれですけれどどどどもももも、、、、例例例例ええええばばばば板橋区板橋区板橋区板橋区のののの工工工工事事事事業業業業者者者者はははは年年年年間間間間４４４４億億億億円円円円かかかか５５５５億億億億ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、そそそそれでれでれでれで割割割割っていたっていたっていたっていただだだだけれけれけれければばばば何何何何社社社社かわかりかわかりかわかりかわかりまままますねすねすねすね。。。。そそそそののののぐぐぐぐらいではらいではらいではらいでは、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、循環型循環型循環型循環型というのはというのはというのはというのは成成成成りりりり立立立立たないたないたないたない、、、、経済経済経済経済がががが成成成成りりりり立立立立たないたないたないたない。。。。企企企企業業業業がががが成成成成りりりり立立立立っていっていっていっていかないかないかないかない。。。。だだだだからからからから、、、、物物物物すすすすごごごごいいいい量量量量のものがないとのものがないとのものがないとのものがないと、、、、困困困困ったなというとこったなというとこったなというとこったなというところろろろでありでありでありでありまままますすすす。。。。そそそそんんんんななななとことことこところろろろでででで頑頑頑頑張張張張っているとこっているとこっているとこっているところろろろでででですすすす。。。。        最後最後最後最後になりになりになりになりまままますがすがすがすが、、、、レレレレジジジジュュュュメメメメのののの最後最後最後最後のののの方方方方をををを見見見見ていたていたていたていただだだだきたいきたいきたいきたいんんんんですがですがですがですが、、、、私私私私どどどどもはもはもはもは廃廃廃廃ガガガガララララスリサイクルスリサイクルスリサイクルスリサイクル事事事事業業業業ということでということでということでということで進進進進めておりめておりめておりめておりまままますけれすけれすけれすけれどどどどもももも、、、、ガガガガラスラスラスラスそそそそのものはのものはのものはのものはケケケケーススタデーススタデーススタデーススタディィィィーのーのーのーの１１１１つつつつだだだだということですということですということですということです。。。。廃棄物全体廃棄物全体廃棄物全体廃棄物全体、、、、トータルでいトータルでいトータルでいトータルでいろろろろいいいいろろろろなななな施策施策施策施策をををを考考考考えなけれえなけれえなけれえなければばばばいいいいけないけないけないけないだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思っておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。        今今今今、、、、民民民民間間間間とととと共同共同共同共同でいでいでいでいろろろろんんんんなななな製製製製品品品品開発開発開発開発にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいまままますがすがすがすが、、、、そそそそのののの１１１１つのつのつのつの例例例例としてとしてとしてとして、、、、ガガガガーーーードドドドパイプというのはパイプというのはパイプというのはパイプというのはごごごご存存存存じじじじですかですかですかですか。。。。よよよよくくくく歩歩歩歩車車車車道道道道でこういうでこういうでこういうでこういう形形形形のものがありのものがありのものがありのものがありまままますすすす。。。。車車車車どどどどめみめみめみめみたいなたいなたいなたいな歩歩歩歩車車車車道道道道分分分分離離離離ののののガガガガーーーードドドドパイプパイプパイプパイプ、、、、そそそそこのこのこのこの塗塗塗塗料料料料のののの原原原原料料料料ににににペペペペットパットパットパットパウウウウダーダーダーダー、、、、そそそそしてしてしてしてガガガガラスパラスパラスパラスパウウウウダーダーダーダー、、、、量量量量としてはとしてはとしてはとしてはペペペペットパットパットパットパウウウウダーがダーがダーがダーが全体全体全体全体のののの４４４４分分分分のののの３３３３ですからですからですからですから 75757575％％％％使使使使いいいいまままましてしてしてして、、、、５５５５％％％％ををををガガガガラスのパラスのパラスのパラスのパウウウウダーダーダーダー、、、、残残残残りがりがりがりが通通通通常常常常のののの塗塗塗塗料料料料のののの溶溶溶溶剤剤剤剤、、、、こういったリサイクルこういったリサイクルこういったリサイクルこういったリサイクル素材素材素材素材をををを使使使使ってってってって塗塗塗塗料料料料のののの原原原原料料料料、、、、そそそそれをれをれをれをガガガガーーーードドドドパイプにパイプにパイプにパイプに塗塗塗塗ってってってって、、、、なおかつなおかつなおかつなおかつ光光光光触触触触媒媒媒媒をプラスしてをプラスしてをプラスしてをプラスして塗塗塗塗ろろろろうとしていうとしていうとしていうとしていまままますすすす。。。。こここここでこでこでこで、、、、ななななぜぜぜぜペペペペットパットパットパットパウウウウダーとダーとダーとダーとガガガガラスパラスパラスパラスパウウウウダーなのかというとダーなのかというとダーなのかというとダーなのかというと、、、、ペペペペットパットパットパットパウウウウダーをダーをダーをダーを使使使使うことうことうことうことによってによってによってによって耐耐耐耐久久久久性性性性がががが増増増増すすすすんんんんですですですです。。。。ガガガガラスパラスパラスパラスパウウウウダーをダーをダーをダーを使使使使うことによってうことによってうことによってうことによって強強強強度度度度がががが増増増増すすすすんんんんですですですです。。。。素素素素材材材材としてとしてとしてとして優優優優秀秀秀秀ですですですです。。。。だだだだからからからから、、、、塗塗塗塗料料料料のののの原原原原料料料料としてとしてとしてとして使使使使うわけですうわけですうわけですうわけです。。。。        話話話話がががが飛飛飛飛んんんんでしでしでしでしままままいいいいまままましたけれしたけれしたけれしたけれどどどどもももも、、、、ゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッションということになるとョンということになるとョンということになるとョンということになると、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり１１１１つのつのつのつの産業産業産業産業でででで出出出出たたたた副副副副産物産物産物産物ををををほほほほかがかがかがかが使使使使っていたっていたっていたっていただくだくだくだくというようなというようなというようなというような食食食食物連物連物連物連鎖鎖鎖鎖ならならならならぬぬぬぬ産業連産業連産業連産業連鎖鎖鎖鎖シスシスシスシステムをつテムをつテムをつテムをつくくくくらなけれらなけれらなけれらなければばばばいかいかいかいかんんんんということということということということだだだだとととと思思思思いいいいまままますのですのですのですので、、、、私私私私どどどどものものものものガガガガラスでいえラスでいえラスでいえラスでいえばばばば、、、、ガガガガラスラスラスラス瓶瓶瓶瓶そそそそのものはのものはのものはのものは区区区区のののの方方方方のののの費費費費用用用用でででで回収回収回収回収していしていしていしていまままますがすがすがすが、、、、そそそそれがれがれがれが先先先先ほほほほどどどどのフローのフローのフローのフロー図図図図でいでいでいでいくくくくとととと加加加加工工工工業業業業者者者者のののの方方方方にににに行行行行ききききまままますすすす。。。。そそそそこのおこのおこのおこのお金金金金ををををどどどどうしようかとうしようかとうしようかとうしようかと今考今考今考今考えていえていえていえていまままますすすす。。。。加加加加工工工工業業業業者者者者にににに行行行行ききききまままますとすとすとすと、、、、そそそそこからはもうリサイクルではないこからはもうリサイクルではないこからはもうリサイクルではないこからはもうリサイクルではない、、、、完完完完全全全全にににに商売商売商売商売ですですですです。。。。そそそそこでこでこでこで、、、、行政行政行政行政からからからから集集集集めためためためたガガガガラスラスラスラス瓶瓶瓶瓶をををを加加加加工工工工してしてしてして骨材骨材骨材骨材をつをつをつをつくくくくることによってることによってることによってることによって、、、、そそそそれがもうれがもうれがもうれがもう既既既既にブロックとかにブロックとかにブロックとかにブロックとか舗舗舗舗装装装装材材材材料料料料のののの骨骨骨骨材材材材としてとしてとしてとして売売売売れるわけですれるわけですれるわけですれるわけです。。。。        そそそそういうういうういうういう形形形形でででで、、、、インターブロックのインターブロックのインターブロックのインターブロックの場場場場合合合合はははは 2.52.52.52.5 ミリミリミリミリだだだだ、、、、アスフアスフアスフアスファァァァルトルトルトルトココココンクリートにンクリートにンクリートにンクリートに入入入入れるれるれるれる場場場場合合合合はははは５５５５ミリアンダーミリアンダーミリアンダーミリアンダーだだだだというというというという形形形形でででで、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ骨材骨材骨材骨材がもうがもうがもうがもう値値値値段段段段がついてがついてがついてがついて流流流流通通通通していしていしていしていまままますすすす。。。。ガガガガラスもラスもラスもラスもそそそそうですがうですがうですがうですが、、、、リサイクルというのはトータルでリサイクルというのはトータルでリサイクルというのはトータルでリサイクルというのはトータルでややややらなけれらなけれらなけれらなければばばばいけないといういけないといういけないといういけないということでことでことでことで、、、、骨材骨材骨材骨材をつをつをつをつくくくくるるるる過過過過程程程程においてにおいてにおいてにおいて１１１１ミリアンダーというミリアンダーというミリアンダーというミリアンダーという副副副副産物産物産物産物がががが出出出出まままますすすす。。。。ガガガガラスというラスというラスというラスというのはのはのはのは鋭鋭鋭鋭角角角角的的的的ですからですからですからですから、、、、危危危危ないのでないのでないのでないので角角角角をとりをとりをとりをとりまままますすすす、、、、エッジエッジエッジエッジレレレレスするわけですスするわけですスするわけですスするわけです。。。。そそそそうするとうするとうするとうすると、、、、パパパパウウウウダーダーダーダー：：：：１１１１ミリアンダーがかなりミリアンダーがかなりミリアンダーがかなりミリアンダーがかなり出出出出るるるるんんんんですですですです。。。。このこのこのこの歩歩歩歩留留留留ままままりりりり率率率率がががが悪悪悪悪くくくくてててて、、、、３３３３割割割割からからからから４４４４割割割割ぐぐぐぐらいらいらいらい出出出出るのでるのでるのでるので、、、、これもこれもこれもこれも利用利用利用利用しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。先先先先ほほほほどどどどのののの塗塗塗塗料料料料のののの方方方方にににに何何何何とかとかとかとか使使使使えないかえないかえないかえないかということでということでということでということで、、、、そそそそういうういうういうういう形形形形でとにかでとにかでとにかでとにかくくくくトータルでトータルでトータルでトータルで回回回回していしていしていしていくくくく。。。。そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ製製製製品品品品としてとしてとしてとして売売売売買買買買でででできるようなきるようなきるようなきるような仕仕仕仕組組組組みになったとすれみになったとすれみになったとすれみになったとすればばばば、、、、非非非非常常常常にありがたいということでにありがたいということでにありがたいということでにありがたいということでややややっていっていっていっていまままますすすす。。。。        もうもうもうもう１１１１つつつつ、、、、ガガガガラスのラスのラスのラスの問問問問題題題題にににに今今今今取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいまままますがすがすがすが、、、、スラグというのがありスラグというのがありスラグというのがありスラグというのがありまままますすすす。。。。これはこれはこれはこれはごごごごみをみをみをみを燃燃燃燃ややややしたしたしたした後後後後、、、、溶溶溶溶融融融融化化化化してしてしてして塊塊塊塊をつをつをつをつくくくくるるるるんんんんですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれは出出出出ててててくくくくるるるる量量量量ががががガガガガラスのラスのラスのラスの比比比比ではではではではないないないないんんんんですねですねですねですね。。。。ごごごごみのスラグみのスラグみのスラグみのスラグ化化化化したものをしたものをしたものをしたものをどどどどうううう使使使使おうかということでおうかということでおうかということでおうかということで、、、、今今今今、、、、私私私私どどどどもはもはもはもは次次次次のののの
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ようなようなようなような検討検討検討検討をしていをしていをしていをしていまままますすすす；；；；東京東京東京東京 23232323区区区区清清清清掃掃掃掃一一一一部事務部事務部事務部事務組合組合組合組合がががが主主主主管管管管ですがですがですがですが、、、、そそそそことことことこと共同共同共同共同でででで、、、、スラスラスラスラグのグのグのグの舗舗舗舗装装装装材材材材料料料料としてのとしてのとしてのとしての有効利用有効利用有効利用有効利用ということでということでということでということで、、、、東京都東京都東京都東京都レベレベレベレベルのフルのフルのフルのフレレレレームづームづームづームづくくくくりにりにりにりに取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいまままますすすす。。。。もうもうもうもう二二二二、、、、三回三回三回三回会議会議会議会議をををを進進進進めておりめておりめておりめておりまままますがすがすがすが、、、、これもあわこれもあわこれもあわこれもあわせせせせててててややややらないとらないとらないとらないとままままさにさにさにさに埋埋埋埋立立立立地地地地がががが大大大大変変変変なことになってしなことになってしなことになってしなことになってしままままいいいいまままますすすす。。。。このフこのフこのフこのフレレレレームがうームがうームがうームがうまくまくまくまくできてできてできてできて、、、、砂砂砂砂のかわりにのかわりにのかわりにのかわりに使使使使えるえるえるえるようになりようになりようになりようになり、、、、価価価価格格格格がつけがつけがつけがつけばばばば、、、、ままままさにこれはさにこれはさにこれはさにこれは数数数数千千千千億億億億円円円円ののののママママーーーーケケケケットになりットになりットになりットになりまままますすすす。。。。        当当当当然然然然、、、、行政行政行政行政がががが工工工工事事事事でででで砂砂砂砂としてとしてとしてとして使使使使っていたっていたっていたっていただだだだかなけれかなけれかなけれかなければばばばいけないわけですがいけないわけですがいけないわけですがいけないわけですが、、、、そそそそのときものときものときものときも容容容容リリリリ法法法法、、、、グリーングリーングリーングリーン購入購入購入購入法法法法ではなではなではなではなくくくくてててて、、、、積積積積算算算算基基基基準準準準のののの中中中中にスラグをにスラグをにスラグをにスラグを使使使使いなさいいなさいいなさいいなさい、、、、大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫だだだだよとよとよとよといういういういう技術的技術的技術的技術的なものがないとなものがないとなものがないとなものがないと、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり回回回回らないらないらないらない。。。。このこのこのこの辺辺辺辺がががが一一一一番番番番のののの課題課題課題課題であるとであるとであるとであると同同同同時時時時にににに、、、、そそそそこをクリアしたこをクリアしたこをクリアしたこをクリアした先先先先にはにはにはには、、、、何何何何かかかか明明明明るいるいるいるい光光光光がががが出出出出ててててくくくくるのかなというとこるのかなというとこるのかなというとこるのかなというところろろろをををを期待期待期待期待してしてしてして頑頑頑頑張張張張ってってってっているとこいるとこいるとこいるところろろろでありでありでありでありまままますすすす。。。。        時時時時間間間間をオーをオーをオーをオーババババーしたかもしれーしたかもしれーしたかもしれーしたかもしれませませませませんんんんけれけれけれけれどどどどもももも、、、、報告報告報告報告をををを終終終終わらわらわらわらせせせせていたていたていたていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いいいいまままますすすす。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいいいいまままましたしたしたした。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））        どどどどうもありがとううもありがとううもありがとううもありがとうごごごござざざざいいいいまままましたしたしたした。。。。ここでここでここでここで 10101010分分分分休休休休憩憩憩憩をさをさをさをさせせせせていたていたていたていただだだだききききまままますすすす。。。。そそそそのあとはのあとはのあとはのあとは先先先先生方生方生方生方ととととごごごご参加参加参加参加のののの皆皆皆皆様様様様方方方方のデのデのデのディィィィススススカカカカッションをおッションをおッションをおッションをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いいいいまままますすすす。。。。                                                                〔〔〔〔                休休休休                        憩憩憩憩                〕〕〕〕        司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））            そそそそれではれではれではれでは、、、、皆皆皆皆ささささんんんん、、、、おおおお疲疲疲疲れのとこれのとこれのとこれのところろろろ恐恐恐恐縮縮縮縮ですがですがですがですが、、、、第第第第３３３３部部部部としとしとしとしまままましてしてしてして、、、、講講講講師師師師のののの先生方先生方先生方先生方、、、、ごごごご参加参加参加参加のののの皆皆皆皆様様様様方方方方とのとのとのとの意見意見意見意見交交交交換換換換、、、、質質質質疑疑疑疑応答応答応答応答をさをさをさをさせせせせていたていたていたていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いいいいまままますすすす。。。。司司司司会会会会をををを鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦にににに交交交交代代代代いたしいたしいたしいたしまままますすすす。。。。        司司司司会会会会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））            そそそそれではれではれではれでは、、、、時時時時間間間間のののの調調調調整整整整をさをさをさをさせせせせていたていたていたていただだだだかないといけないようなかないといけないようなかないといけないようなかないといけないような感感感感じじじじがしがしがしがしまままますがすがすがすが、、、、これでこれでこれでこれでいきいきいきいきまままますとすとすとすと、、、、盛岡盛岡盛岡盛岡先生先生先生先生はははは飛飛飛飛行機行機行機行機ののののごごごご都都都都合合合合があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、４４４４時時時時半半半半にはおにはおにはおにはお出出出出まままましいたしいたしいたしいただくだくだくだくことにことにことにことにななななろろろろうかとうかとうかとうかと思思思思いいいいまままますすすす。。。。このこのこのこの研究会研究会研究会研究会はははは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムの一環一環一環一環としてとしてとしてとして自治体自治体自治体自治体をををを担当担当担当担当しているしているしているしている坂坂坂坂本本本本とととと私私私私のののの方方方方でででで進進進進めておりめておりめておりめておりまままますフォーラムのすフォーラムのすフォーラムのすフォーラムの一一一一端端端端ででででごごごござざざざいいいいまままますのですのですのですので、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆ささささんんんんはははは、、、、ききききょょょょうはかなりうはかなりうはかなりうはかなり遠遠遠遠方方方方からもからもからもからもごごごご出出出出席席席席いたいたいたいただだだだいていいていいていいていまままますすすす。。。。意見意見意見意見交交交交換換換換をををを始始始始めるめるめるめる前前前前にににに若若若若干干干干ききききょょょょうのうのうのうのごごごご出出出出席席席席のリストをのリストをのリストをのリストをごごごご紹介紹介紹介紹介したいしたいしたいしたいんんんんですけれですけれですけれですけれどどどどもももも、、、、自治体自治体自治体自治体ささささんんんんのののの方方方方からはからはからはからは青青青青森森森森県県県県、、、、岩手県岩手県岩手県岩手県、、、、愛愛愛愛媛媛媛媛県県県県、、、、群群群群馬馬馬馬県県県県、、、、静岡静岡静岡静岡県県県県、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県、、、、富富富富山県山県山県山県、、、、広島県広島県広島県広島県、、、、三三三三重重重重県県県県、、、、上上上上越越越越市市市市、、、、世世世世田谷区田谷区田谷区田谷区、、、、ききききょょょょうのうのうのうの講講講講師師師師のののの板橋区板橋区板橋区板橋区のののの皆皆皆皆ささささんんんん等等等等、、、、そそそそれとれとれとれと同同同同時時時時にににに、、、、産業界産業界産業界産業界からもからもからもからもＮＮＮＮＴＴＴＴＴＴＴＴ、、、、大大大大林林林林組組組組、、、、栗栗栗栗田田田田工工工工業業業業、、、、サントリーサントリーサントリーサントリー、、、、シシシシママママダダダダヤヤヤヤ、、、、日日日日本本本本テトラパックテトラパックテトラパックテトラパック、、、、三三三三菱菱菱菱化学化学化学化学、、、、日日日日本能率協会等本能率協会等本能率協会等本能率協会等々々々々、、、、そそそそれかられかられかられから公公公公的機関的機関的機関的機関としとしとしとしまままましてもしてもしてもしても大学大学大学大学のののの先生方先生方先生方先生方、、、、環境環境環境環境省省省省、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省、、、、環境環境環境環境事事事事業業業業団団団団、、、、日日日日本開本開本開本開発構想研究所等発構想研究所等発構想研究所等発構想研究所等々々々々、、、、多多多多くくくくののののごごごご参加参加参加参加をいたをいたをいたをいただだだだきききき、、、、本当本当本当本当にににに感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げまげまげまげますすすす。。。。        そそそそういうわけでういうわけでういうわけでういうわけで講講講講師師師師のののの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、このこのこのこの研究会研究会研究会研究会はゼロエミッションフォーラムのはゼロエミッションフォーラムのはゼロエミッションフォーラムのはゼロエミッションフォーラムの１１１１つのつのつのつの大大大大ききききなななな柱柱柱柱ででででごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。特特特特にこのにこのにこのにこの会会会会のユニークなとこのユニークなとこのユニークなとこのユニークなところろろろといいといいといいといいまままますのはすのはすのはすのは、、、、産業界産業界産業界産業界とととと学会学会学会学会とととと先生先生先生先生方方方方、、、、自治体自治体自治体自治体、、、、先先先先ほほほほどどどどのののの皆皆皆皆ささささんんんんのおのおのおのお話話話話のののの中中中中にもにもにもにもごごごござざざざいいいいまままますようにすようにすようにすように、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる縦縦縦縦割割割割りでりでりでりで物物物物事事事事ががががどどどどうしてもうしてもうしてもうしても横断横断横断横断的的的的にににに取取取取りりりり組組組組めないことをめないことをめないことをめないことをぜひぜひぜひぜひ打破打破打破打破するためにするためにするためにするために、、、、よりよりよりより広広広広くくくく意見意見意見意見交交交交換換換換のののの場場場場をををを持持持持
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つとつとつとつと同同同同時時時時にににに、、、、そそそそれをれをれをれを大大大大いにいにいにいに情情情情報公報公報公報公開開開開、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは情情情情報報報報開示開示開示開示していこうというしていこうというしていこうというしていこうという一環一環一環一環ででででごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。基基基基本的本的本的本的にはフォーラムにはフォーラムにはフォーラムにはフォーラムのののの会会会会員員員員のののの皆皆皆皆ささささんんんんのためののためののためののための勉勉勉勉強会強会強会強会ですがですがですがですが、、、、非非非非常常常常にジェネラスなにジェネラスなにジェネラスなにジェネラスな坂坂坂坂本本本本、、、、鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦ココココンンンンビビビビでいきでいきでいきでいきまままますとすとすとすと、、、、仲仲仲仲間間間間のののの皆皆皆皆ささささんんんんをををを多多多多くふくふくふくふややややしたいものですからしたいものですからしたいものですからしたいものですから、、、、常常常常々々々々特特特特別別別別ににににごごごご紹介紹介紹介紹介、、、、ごごごご案案案案内内内内してしてしてして来来来来ていたていたていたていただだだだいているいているいているいている皆皆皆皆ささささんんんんもありもありもありもありまままますすすす。。。。        とりあえずとりあえずとりあえずとりあえず長長長長いいいい前置前置前置前置きをいたしきをいたしきをいたしきをいたしまままましたがしたがしたがしたが、、、、プログラムをもうプログラムをもうプログラムをもうプログラムをもう１１１１度度度度皆皆皆皆ささささんんんんにににに見見見見ていたていたていたていただだだだききききたいたいたいたいんんんんですけれですけれですけれですけれどどどどもももも、、、、盛岡盛岡盛岡盛岡先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話、、、、三三三三重重重重県県県県のおのおのおのお話話話話、、、、そそそそれかられかられかられから板橋区板橋区板橋区板橋区のおのおのおのお話話話話、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会におけるリサイクルにおけるリサイクルにおけるリサイクルにおけるリサイクル推進推進推進推進というというというという大大大大枠枠枠枠ではではではでは皆皆皆皆ささささんんんん共通点共通点共通点共通点がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいありいありいありいありまままますがすがすがすが、、、、ややややはりはりはりはりそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ視視視視点点点点ととととごごごご専専専専門門門門のののの違違違違いということでいということでいということでいということで、、、、これをきこれをきこれをきこれをきょょょょううううどどどどううううままままとめようなとめようなとめようなとめようなんんんんていていていていうのはうのはうのはうのは、、、、まだまだまだまだ勉勉勉勉強強強強のののの途途途途中中中中であるであるであるである鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦にしてもにしてもにしてもにしても坂坂坂坂本本本本にしてもにしてもにしてもにしても非非非非常常常常にににに難難難難しいのでしいのでしいのでしいので、、、、ままままずきずきずきずきょょょょううううののののそそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの諸諸諸諸先生方先生方先生方先生方へのへのへのへのごごごご質質質質問問問問はもはもはもはもちちちちろろろろんんんん受受受受けけけけ付付付付けたいけたいけたいけたいんんんんですがですがですがですが、、、、ままままずおずおずおずお三方三方三方三方ににににどどどどうしうしうしうしてもてもてもても１１１１つつつつ２２２２つつつつ言言言言いいいい足足足足りなかったとこりなかったとこりなかったとこりなかったところろろろがあれがあれがあれがあればばばば、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっとだだだだけけけけ補補補補足足足足していたしていたしていたしていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いいいいまままますすすす。。。。もしもしもしもしそそそそれをれをれをれを後後後後でということであれでということであれでということであれでということであればばばば、、、、とりあえずフロアからとりあえずフロアからとりあえずフロアからとりあえずフロアから皆皆皆皆ささささんんんんにおにおにおにお聞聞聞聞きしてきしてきしてきしてよよよよろろろろししししゅゅゅゅううううごごごござざざざいいいいままままししししょょょょうかうかうかうか。。。。        ではではではでは、、、、そそそそういうういうういうういう形形形形式式式式でででで進進進進めたいとめたいとめたいとめたいと思思思思いいいいまままますすすす。。。。ママママクロのおクロのおクロのおクロのお話話話話、、、、ミクロのおミクロのおミクロのおミクロのお話話話話、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ皆皆皆皆ささささんんんんがされていがされていがされていがされていまままますがすがすがすが、、、、一一一一番番番番大大大大きいとこきいとこきいとこきいところろろろでででで盛岡盛岡盛岡盛岡先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話はははは、、、、このこのこのこの５５５５年年年年間間間間のののの研究研究研究研究テーテーテーテーママママををををままままさにさにさにさに今今今今年年年年締締締締めめめめくくくくくくくくられようというとこられようというとこられようというとこられようというところろろろででででごごごござざざざいいいいまままましてしてしてして、、、、おおおお話話話話のののの中中中中身身身身もかなりもかなりもかなりもかなり膨膨膨膨大大大大だだだだしししし、、、、実際実際実際実際ににににごごごごききききょょょょうのパワーうのパワーうのパワーうのパワーポポポポイントはイントはイントはイントは先生先生先生先生のののの公公公公開開開開されているされているされているされているホホホホームームームームペペペページのージのージのージのごくごくごくごく一一一一部部部部だだだだということですのでということですのでということですのでということですので、、、、ぜひぜひぜひぜひこれをこれをこれをこれを機会機会機会機会にににに阪阪阪阪大大大大のののの先生先生先生先生ののののホホホホームームームームペペペページをおージをおージをおージをお開開開開きになっていたきになっていたきになっていたきになっていただだだだきたいきたいきたいきたいんんんんですですですです。。。。ききききょょょょうのうのうのうの先生先生先生先生のプのプのプのプレレレレゼンテーションのゼンテーションのゼンテーションのゼンテーションの中中中中でででで、、、、このこのこのこの部部部部分分分分をもうをもうをもうをもう１１１１度度度度、、、、あるあるあるあるいはいはいはいは確認確認確認確認したいというしたいというしたいというしたいというごごごご質質質質問問問問をををを伺伺伺伺いたいといたいといたいといたいと思思思思いいいいまままますがすがすがすが、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。ないとないとないとないとごごごご指名指名指名指名してししてししてししてしままままうううう形形形形をとらをとらをとらをとらせせせせていたていたていたていただだだだききききまままますのですのですのですので、、、、もうもうもうもう１１１１度先生度先生度先生度先生のののの資資資資料料料料ををををごごごごららららんんんんになっていたになっていたになっていたになっていただだだだけけけけまままますでしすでしすでしすでしょょょょうかうかうかうか。。。。        そそそそれではれではれではれでは、、、、私私私私もももも後後後後でででで質質質質問問問問ささささせせせせていたていたていたていただだだだききききまままますがすがすがすが、、、、１１１１つつつつ２２２２つおつおつおつお願願願願いしいたしいしいたしいしいたしいしいたしまままますすすす。。。。産業界産業界産業界産業界のののの方方方方のおのおのおのお立立立立場場場場でおでおでおでお見見見見えになっておられるえになっておられるえになっておられるえになっておられる、、、、大大大大林林林林ささささんんんん、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。盛岡盛岡盛岡盛岡先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話、、、、特特特特にセにセにセにセメメメメントもントもントもントも含含含含めてめてめてめて、、、、ポポポポンプはンプはンプはンプはごごごご専専専専門門門門のののの領領領領域域域域かかかかどどどどうかはあれなうかはあれなうかはあれなうかはあれなんんんんですけれですけれですけれですけれどどどどもももも、、、、何何何何かかかか１１１１つつつつ２２２２つつつつ感感感感想想想想並並並並びにもしびにもしびにもしびにもしごごごご質質質質問問問問があれがあれがあれがあればばばば、、、、おおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げまげまげまげますすすす。。。。        大大大大林林林林組組組組    大大大大林林林林専専専専務務務務        先生先生先生先生ののののごごごご研究研究研究研究、、、、非非非非常常常常にににに膨膨膨膨大大大大なシステムなシステムなシステムなシステム、、、、ままままさにさにさにさに世世世世のののの中中中中のののの社会社会社会社会文文文文明明明明のシステムをのシステムをのシステムをのシステムを動動動動かしてとかしてとかしてとかしてといういういういう形形形形のおのおのおのお話話話話ででででごごごござざざざいいいいまままましてしてしてして、、、、システムのシステムのシステムのシステムの大大大大きさときさときさときさと緻緻緻緻密密密密さにさにさにさに感心感心感心感心いたしておりいたしておりいたしておりいたしておりまままますすすす。。。。今後今後今後今後ままままたたたた先生先生先生先生ののののホホホホームームームームペペペページをのージをのージをのージをのぞぞぞぞかかかかせせせせていたていたていたていただだだだいていていていて勉勉勉勉強強強強ささささせせせせていたていたていたていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いいいいまままますすすす。。。。ききききょょょょうはうはうはうはどどどどうもありがとううもありがとううもありがとううもありがとうごごごござざざざいいいいまままましたしたしたした。。。。        司司司司会会会会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        どどどどうもありがとううもありがとううもありがとううもありがとうごごごござざざざいいいいまままましたしたしたした。。。。        引引引引きききき続続続続きききき、、、、もしもしもしもし私私私私のののの方方方方でででで指名指名指名指名してよしてよしてよしてよろろろろしいということであれしいということであれしいということであれしいということであればばばば、、、、日日日日本開発構想研究所本開発構想研究所本開発構想研究所本開発構想研究所のののの岡村岡村岡村岡村ささささんんんん、、、、どどどどうでしうでしうでしうでしょょょょうかうかうかうか。。。。        日日日日本開発構想研究所本開発構想研究所本開発構想研究所本開発構想研究所    岡村岡村岡村岡村主任主任主任主任研究研究研究研究員員員員        先生先生先生先生ののののホホホホームームームームペペペページはージはージはージは時時時時々々々々開開開開かかかかせせせせていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ勉勉勉勉強強強強ささささせせせせていたていたていたていただだだだいていいていいていいていまままますすすす。。。。
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学学学学ぶぶぶぶことことことことばばばばかりかりかりかり多多多多ううううごごごござざざざいいいいまままましてしてしてして、、、、個個個個々々々々ののののごごごご質質質質問問問問というよりはというよりはというよりはというよりは、、、、ひひひひたすらたすらたすらたすら学学学学んんんんでいるといでいるといでいるといでいるといううううレベレベレベレベルでありルでありルでありルでありまままましてしてしてして、、、、ききききょょょょうのとこうのとこうのとこうのところろろろもももも全全全全くくくくひひひひたすらたすらたすらたすら学学学学ばばばばせせせせていたていたていたていただだだだいたといういたといういたといういたという感感感感想想想想ででででごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいいいいまままましたしたしたした。。。。        司司司司会会会会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））            あとあとあとあと何何何何かかかかそろそろそろそろそろそろそろそろ質質質質問問問問してみたいというしてみたいというしてみたいというしてみたいという方方方方ははははごごごござざざざいいいいまままますでしすでしすでしすでしょょょょうかうかうかうか。。。。        日日日日本本本本緑緑緑緑化化化化センターセンターセンターセンター    椎椎椎椎谷谷谷谷常常常常務理事務理事務理事務理事        本本本本日日日日はははは非非非非常常常常にににに貴貴貴貴重重重重なななな幅幅幅幅のののの広広広広いのおいのおいのおいのお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだききききまままましてしてしてして、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいいいいまままましたしたしたした。。。。１１１１点点点点だだだだけけけけ質質質質問問問問ささささせせせせていたていたていたていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いいいいまままますすすす。。。。        盛岡盛岡盛岡盛岡先生先生先生先生とととと関連関連関連関連してしてしてして板橋区板橋区板橋区板橋区のののの倉倉倉倉持持持持ささささんんんんはははは、、、、こういういこういういこういういこういういろろろろいいいいろろろろなななな意意意意味味味味でのでのでのでの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会といといといといいいいいまままますかすかすかすか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなプロジェクトをなプロジェクトをなプロジェクトをなプロジェクトを動動動動かしていかしていかしていかしていくくくくためにはためにはためにはためには重要重要重要重要なことがなことがなことがなことが幾幾幾幾つかあることつかあることつかあることつかあること、、、、先先先先ほほほほどどどどはははは品品品品質質質質ととととココココストというものがきっストというものがきっストというものがきっストというものがきっちちちちりとりとりとりと社会社会社会社会にににに受受受受けけけけ入入入入れられるものでなけれれられるものでなけれれられるものでなけれれられるものでなければばばば、、、、ここここれはれはれはれは成立成立成立成立しないでししないでししないでししないでしょょょょうということをおうということをおうということをおうということをお話話話話になりになりになりになりまままましたしたしたした。。。。そそそそのことはのことはのことはのことは非非非非常常常常によによによによくくくくわかりわかりわかりわかりまままますすすす。。。。たたたただだだだ、、、、品品品品質質質質ととととココココストストストストだだだだけではなけではなけではなけではなくくくくてててて、、、、盛岡盛岡盛岡盛岡先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話のののの中中中中にもいにもいにもいにもいろろろろいいいいろろろろありありありありまままましたしたしたした環環環環境境境境のののの問問問問題題題題、、、、税税税税制制制制のののの問問問問題題題題、、、、このこのこのこの２２２２つもつもつもつも非非非非常常常常にににに大大大大切切切切ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いいいいまままますすすす。。。。ななななぜぜぜぜリサイクルかリサイクルかリサイクルかリサイクルか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは循環循環循環循環かとかとかとかと考考考考えたえたえたえた場場場場合合合合にはにはにはには、、、、ややややはりはりはりはり人類人類人類人類なりなりなりなり社会社会社会社会のののの持続的発展持続的発展持続的発展持続的発展というのがあるのというのがあるのというのがあるのというのがあるのだだだだとととと思思思思いいいいまままますのですのですのですので、、、、そそそそちちちちらがらがらがらが目目目目的的的的であってであってであってであって、、、、リサイクルすることがリサイクルすることがリサイクルすることがリサイクルすることが目目目目的的的的ではないのではないのではないのではないのだだだだとととと思思思思いいいいまままますすすす。。。。そそそそういうういうういうういう意意意意味味味味でででで、、、、これをこれをこれをこれを実際実際実際実際によりによりによりにより広広広広めていめていめていめていくくくくためにはためにはためにはためには、、、、環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの軽軽軽軽減減減減とかとかとかとか、、、、そそそそういうものがういうものがういうものがういうものが優優優優先先先先されるのされるのされるのされるのではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いいいいまままますすすす。。。。ですからですからですからですから、、、、品品品品質質質質ととととココココストがストがストがストが十十十十分市分市分市分市場場場場にににに太太太太刀刀刀刀打打打打ちちちちできるのであれできるのであれできるのであれできるのであればばばば、、、、何何何何ももももそそそそういうことをういうことをういうことをういうことを考考考考えないでもえないでもえないでもえないでも成成成成りりりり立立立立つのつのつのつのだだだだとととと思思思思いいいいまままますのすのすのすのでででで、、、、むしむしむしむしろろろろ環境環境環境環境というものをもっとというものをもっとというものをもっとというものをもっと重重重重視視視視すべきではないでしすべきではないでしすべきではないでしすべきではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。        そそそそのののの環境環境環境環境をををを重重重重視視視視したときにしたときにしたときにしたときに、、、、盛岡盛岡盛岡盛岡先生先生先生先生のののの資資資資料料料料でででで３３３３ペペペページージージージ目目目目にありにありにありにありまままますがすがすがすが、、、、経済経済経済経済システムシステムシステムシステムのののの次元次元次元次元、、、、②②②②のとこのとこのとこのところろろろでででで市市市市場場場場のののの歪歪歪歪みみみみ、、、、これはこれはこれはこれはどどどどここここままままでをでをでをでを財財財財政政政政負負負負担担担担なりなりなりなり税税税税制制制制そそそそのののの他他他他のののの優優優優遇遇遇遇措措措措置置置置をををを講講講講じじじじるかということがるかということがるかということがるかということが重要重要重要重要なのではないかとなのではないかとなのではないかとなのではないかと思思思思いいいいまままますすすす。。。。技術技術技術技術論論論論としてのいとしてのいとしてのいとしてのいろろろろいいいいろろろろなななな循環循環循環循環ということにということにということにということに加加加加えてえてえてえて、、、、本当本当本当本当にこれをにこれをにこれをにこれを社会社会社会社会にににに定着定着定着定着ささささせせせせていていていていくくくくためにはためにはためにはためには、、、、そそそそももももそそそそもももも目目目目指指指指すべきすべきすべきすべき環境環境環境環境のののの保保保保全全全全なりなりなりなり、、、、そそそそれをれをれをれを実現実現実現実現ささささせせせせるるるる税税税税制制制制なりなりなりなり財財財財政政政政のののの負負負負担担担担というのがというのがというのがというのが避避避避けられないのではなけられないのではなけられないのではなけられないのではないかといかといかといかと思思思思ううううんんんんですですですです。。。。これはこれはこれはこれは市市市市場原理場原理場原理場原理にににに任任任任せせせせるべきものなのかるべきものなのかるべきものなのかるべきものなのか、、、、いいいいやややや、、、、そそそそれはれはれはれは市市市市場原理場原理場原理場原理とはとはとはとは言言言言いつつもいつつもいつつもいつつも、、、、環境環境環境環境というものもというものもというものもというものも重重重重視視視視すれすれすれすればばばば、、、、ままままさにさにさにさに当当当当然然然然グリーングリーングリーングリーン購入購入購入購入をををを初初初初めいめいめいめいろろろろんんんんなななな環境環境環境環境税税税税とかというものはとかというものはとかというものはとかというものは考考考考えなけれえなけれえなけれえなければばばばいけないのいけないのいけないのいけないのだだだだととるのかととるのかととるのかととるのか、、、、そそそそのののの辺辺辺辺につきにつきにつきにつきまままましてしてしてして今後今後今後今後我我我我々々々々がががが考考考考えていえていえていえていくくくくときにときにときにときに、、、、どどどどのようにとらえていけのようにとらえていけのようにとらえていけのようにとらえていけばばばばいいのかいいのかいいのかいいのか、、、、何何何何かいいアイデアがありかいいアイデアがありかいいアイデアがありかいいアイデアがありままままししししたらたらたらたら、、、、もうもうもうもう少少少少しししし指導指導指導指導いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いいいいまままますすすす。。。。        司司司司会会会会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。おおおお話話話話がががが大大大大ききききくくくくなりなりなりなり過過過過ぎぎぎぎてててて、、、、司司司司会会会会者者者者としてもとしてもとしてもとしてもままままとめとめとめとめ切切切切れないといれないといれないといれないというかうかうかうか、、、、質質質質問問問問のののの内内内内容容容容ををををどどどどうううう申申申申しししし上上上上げげげげたらいいかたらいいかたらいいかたらいいか、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと苦苦苦苦慮慮慮慮ししししまままますけれすけれすけれすけれどどどどもももも、、、、とりあえずとりあえずとりあえずとりあえず今具今具今具今具体的体的体的体的ににににごごごご指指指指摘摘摘摘のあったのあったのあったのあった経済経済経済経済システムのシステムのシステムのシステムの次元次元次元次元のののの②②②②のとこのとこのとこのところろろろ、、、、私私私私もももも実実実実はははは経済経済経済経済システムのシステムのシステムのシステムの次次次次元元元元はははは後後後後でもうでもうでもうでもう少少少少しおしおしおしお伺伺伺伺いしたいといういしたいといういしたいといういしたいというメメメメモモモモがあったものですからがあったものですからがあったものですからがあったものですから、、、、盛岡盛岡盛岡盛岡先生先生先生先生、、、、②②②②のののの内内内内容容容容もももも含含含含めてなめてなめてなめてなんんんんですがですがですがですが、、、、経済経済経済経済システムのシステムのシステムのシステムの次元次元次元次元のとこのとこのとこのところろろろをもうをもうをもうをもう１１１１度度度度補補補補足足足足していたしていたしていたしていただくだくだくだく形形形形でででで今今今今ののののごごごご質質質質問問問問にににに何何何何かつなかつなかつなかつなげげげげていたていたていたていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いいいいまままますすすす。。。。    
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    盛岡盛岡盛岡盛岡教教教教授授授授        ②②②②でででで書書書書いてあることはいてあることはいてあることはいてあることは、、、、ごごごご質質質質問問問問されたされたされたされた趣旨趣旨趣旨趣旨とはとはとはとは少少少少しししし違違違違ったったったった趣旨趣旨趣旨趣旨でででで書書書書いていいていいていいていまままますのですのですのですので、、、、そそそそのことものことものことものことも説説説説明明明明ささささせせせせていていていていたたたただだだだききききまままますすすす。。。。        そそそそのののの前前前前にににに、、、、おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃったようにったようにったようにったように、、、、経済経済経済経済原則原則原則原則であるであるであるである市市市市場場場場経済経済経済経済ののののメカメカメカメカニズムをニズムをニズムをニズムを活用活用活用活用するといするといするといするということうことうことうことだだだだけでけでけでけで循環社会循環社会循環社会循環社会がががが構築構築構築構築できるとはできるとはできるとはできるとは実実実実ははははだだだだれもれもれもれも思思思思っていないわけでしてっていないわけでしてっていないわけでしてっていないわけでして、、、、基基基基本的本的本的本的にはにはにはには政政政政府部門府部門府部門府部門がパートナーシップというがパートナーシップというがパートナーシップというがパートナーシップという基基基基本的本的本的本的なななな進進進進めめめめ方方方方のののの上上上上にににに将来将来将来将来像像像像をきをきをきをきちちちちっとっとっとっと描描描描くくくくのがのがのがのが大大大大事事事事ですねですねですねですね。。。。たたたただだだだ、、、、そそそそのののの将来将来将来将来像像像像にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築のためののためののためののための基基基基本的本的本的本的なななな推進推進推進推進法法法法というのというのというのというのができたができたができたができた時時時時点点点点でででで舞舞舞舞台台台台のののの基基基基本設計本設計本設計本設計はできたとはできたとはできたとはできたと思思思思いいいいまままますすすす。。。。ももももちちちちろろろろんんんん、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな問問問問題題題題点点点点をををを抱抱抱抱ええええていることはていることはていることはていることは事事事事実実実実ななななんんんんですけれですけれですけれですけれどどどどもももも、、、、従従従従前前前前にににに比比比比べるとべるとべるとべると環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮するということのするということのするということのするということの循環形循環形循環形循環形成成成成というというというという側側側側面面面面からのからのからのからの枠枠枠枠組組組組みがみがみがみがままままずできたとずできたとずできたとずできたと見見見見ていいとていいとていいとていいと思思思思ううううんんんんですねですねですねですね。。。。そそそそのののの上上上上にににに立立立立ってってってって各各各各セセセセクタークタークタークター、、、、すなわすなわすなわすなわちちちち自治体自治体自治体自治体をををを初初初初めとするめとするめとするめとする政政政政府部門府部門府部門府部門とととと事事事事業業業業者部門者部門者部門者部門、、、、そそそそれかられかられかられから家家家家計計計計といいといいといいといいまままますかすかすかすか、、、、一一一一般般般般市民市民市民市民のののの部門部門部門部門がががが協力協力協力協力していしていしていしていくくくくときにときにときにときに、、、、産業社会産業社会産業社会産業社会のののの担担担担いいいい手手手手であるであるであるであるビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの世界世界世界世界のののの人人人人たたたたちちちちのののの役割役割役割役割というのはこれというのはこれというのはこれというのはこれままままでででで以上以上以上以上にににに大大大大きいきいきいきい。。。。そそそそのののの大大大大きいきいきいきい彼彼彼彼らららら、、、、ここにもいらっしここにもいらっしここにもいらっしここにもいらっしゃゃゃゃるるるる皆皆皆皆様様様様方方方方にににに、、、、行動行動行動行動すれすれすれすればばばば有利有利有利有利になるようなプラットになるようなプラットになるようなプラットになるようなプラットホホホホームにームにームにームに向向向向かってかってかってかって基基基基本本本本方方方方向向向向はははは描描描描かれたけれかれたけれかれたけれかれたけれどどどどもももも、、、、しかししかししかししかし、、、、そそそそのプラットのプラットのプラットのプラットホホホホームができたとはームができたとはームができたとはームができたとは言言言言えないえないえないえない。。。。先先先先ほほほほどどどどののののごごごご質質質質問問問問のののの趣旨趣旨趣旨趣旨にあったにあったにあったにあった環境環境環境環境税税税税をををを初初初初めとするめとするめとするめとする外外外外部部部部経済経済経済経済なりなりなりなり、、、、社会的要社会的要社会的要社会的要因因因因をををを内内内内部部部部化化化化するようなするようなするようなするような仕仕仕仕組組組組みはみはみはみはまだまだまだまだできていないできていないできていないできていないんんんんですねですねですねですね。。。。        三三三三重重重重県県県県尾崎尾崎尾崎尾崎主主主主幹幹幹幹のなさったのなさったのなさったのなさった廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの埋埋埋埋立立立立税税税税というものもというものもというものもというものも関連化関連化関連化関連化はいたしはいたしはいたしはいたしまままますがすがすがすが、、、、希希希希少少少少資資資資源源源源としてのとしてのとしてのとしての廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物埋埋埋埋立地立地立地立地をををを確確確確保保保保するというするというするというするという側側側側面面面面ががががやややややややや全全全全面面面面的的的的にににに出出出出ていていていていまままますのですのですのですので、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全のためのというのはのためのというのはのためのというのはのためのというのは、、、、枠枠枠枠組組組組みとしてはもうみとしてはもうみとしてはもうみとしてはもう少少少少しししし広広広広いとこいとこいとこいところろろろにありにありにありにありまままますということですねすということですねすということですねすということですね。。。。まだまだまだまだ事事事事業業業業者者者者にとってのにとってのにとってのにとっての完完完完全全全全なななな振振振振るるるる舞舞舞舞いがニいがニいがニいがニュュュュートラルートラルートラルートラル、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは環境環境環境環境保保保保全型全型全型全型がががが有利有利有利有利だだだだといといといというとこうとこうとこうところまろまろまろまではいっていないではいっていないではいっていないではいっていない。。。。そそそそういうういうういうういう動動動動きのきのきのきの中中中中でででで、、、、ままままずずずず行動行動行動行動しなさいとしなさいとしなさいとしなさいと言言言言われたときにわれたときにわれたときにわれたときに、、、、各経済各経済各経済各経済主主主主体体体体はははは何何何何ををををモモモモットーとすべきかというのをットーとすべきかというのをットーとすべきかというのをットーとすべきかというのを考考考考ええええまままますとすとすとすと、、、、先先先先ほほほほどどどどもももも板橋区板橋区板橋区板橋区のののの方方方方がおっがおっがおっがおっししししゃゃゃゃったようにったようにったようにったように、、、、いいいいいいいい製製製製品品品品をつをつをつをつくくくくってってってって買買買買ってもらうというってもらうというってもらうというってもらうという志志志志をををを持持持持つべきであるつべきであるつべきであるつべきである。。。。このこのこのこの志志志志のののの部部部部分分分分をををを従従従従前前前前のようにのようにのようにのように事事事事業業業業者者者者がががが行政行政行政行政からのからのからのからの補補補補助助助助金金金金にににに頼頼頼頼ってってってって動動動動きききき回回回回るというタイプをとりるというタイプをとりるというタイプをとりるというタイプをとりまままますすすすとととと、、、、これはこれはこれはこれは結結結結局局局局はははは国民国民国民国民のののの税金税金税金税金ががががそそそそちちちちらにらにらにらに見見見見えないえないえないえない形形形形でででで回回回回ってしってしってしってしままままうといううといううといううという可能可能可能可能性性性性ががががややややはりはりはりはりあるあるあるあるんんんんですねですねですねですね。。。。        ですからですからですからですから、、、、補補補補助助助助のののの枠枠枠枠組組組組みというものをみというものをみというものをみというものを限限限限定定定定的的的的――――限限限限定定定定的的的的というのはというのはというのはというのはどどどどういうういうういうういう意意意意味味味味かといいかといいかといいかといいまままますとすとすとすと、、、、イニシャルのイニシャルのイニシャルのイニシャルのババババリアリアリアリア、、、、障障障障害害害害をををを突突突突破破破破するということにするということにするということにするということに限限限限ってってってって、、、、そそそそういうういうういうういう表現表現表現表現をしをしをしをしまままますとすとすとすと、、、、施設施設施設施設補補補補助助助助のののの最最最最初初初初だだだだけをけをけをけを出出出出してしてしてしてくくくくれとれとれとれと言言言言われわれわれわれややややすいすいすいすいんんんんですがですがですがですが、、、、そそそそれとはれとはれとはれとは必必必必ずしもずしもずしもずしも一一一一致致致致しないしないしないしないんんんんですねですねですねですね。。。。必必必必ずしもずしもずしもずしも一一一一致致致致しないしないしないしないんんんんですがですがですがですが、、、、ババババリアのリアのリアのリアの部部部部分分分分だだだだけはけはけはけは助助助助成成成成をするをするをするをする。。。。そそそそれかれかれかれからららら、、、、言言言言ううううままままでもないことですがでもないことですがでもないことですがでもないことですが、、、、説説説説明明明明責任責任責任責任がいかがいかがいかがいかほほほほどどどどののののビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの世界世界世界世界でででで、、、、そそそそのののの補補補補助助助助がながながながなぜぜぜぜ必必必必要要要要なのかということのきなのかということのきなのかということのきなのかということのきちんちんちんちんとしたとしたとしたとした説説説説明明明明をををを行行行行っていっていっていっていくくくく。。。。このこのこのこの補補補補助助助助のののの仕仕仕仕組組組組みもみもみもみも、、、、パブリパブリパブリパブリックックックックコメコメコメコメントをントをントをントを含含含含めてめてめてめて地地地地域域域域社会社会社会社会、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは国全体国全体国全体国全体としてもデとしてもデとしてもデとしてもデザザザザインをしていインをしていインをしていインをしていくくくく過過過過程程程程にににに各関各関各関各関係係係係者者者者がががが参加参加参加参加するというようなことをするというようなことをするというようなことをするというようなことを含含含含めてめてめてめて助助助助成成成成のののの制度制度制度制度をつをつをつをつくくくくっていかないとっていかないとっていかないとっていかないと、、、、悪悪悪悪いいいい言言言言葉葉葉葉かかかかもしれもしれもしれもしれませませませませんんんんがががが、、、、いわゆるおいわゆるおいわゆるおいわゆるおんんんんぶぶぶぶにににに抱抱抱抱っこというっこというっこというっこという構構構構造造造造になってしになってしになってしになってしままままうかもしれないうかもしれないうかもしれないうかもしれない。。。。先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげたたたたビビビビジネスのスプリットジネスのスプリットジネスのスプリットジネスのスプリットというのはというのはというのはというのは、、、、基基基基本的本的本的本的にはいいものをにはいいものをにはいいものをにはいいものを相手相手相手相手ささささんんんんのニーズのニーズのニーズのニーズにににに合合合合うううう形形形形でつでつでつでつくくくくるということをるということをるということをるということを最最最最大大大大限限限限追求追求追求追求してしてしてして、、、、そそそそのののの追求追求追求追求したしたしたした結果結果結果結果としてとしてとしてとしてココココストがストがストがストが上上上上がるがるがるがるのであれのであれのであれのであればばばば、、、、結果結果結果結果としてとしてとしてとしてココココストのストのストのストの高高高高いものをいものをいものをいものを買買買買ってってってってくだくだくだくださいというさいというさいというさいという形形形形ででででややややはりはりはりはり社会社会社会社会にアにアにアにアピピピピ
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ールすべきであるールすべきであるールすべきであるールすべきである。。。。        先先先先ほほほほどどどど非非非非常常常常にににに詳詳詳詳ししししくくくくおおおお話話話話がありがありがありがありまままましたようにしたようにしたようにしたように、、、、国国国国土交土交土交土交通省通省通省通省のののの進進進進めておられるグリーンめておられるグリーンめておられるグリーンめておられるグリーン調調調調達達達達のシステムものシステムものシステムものシステムも、、、、必必必必ずしもずしもずしもずしも積積積積算算算算にににに載載載載っているかっているかっているかっているかどどどどうかということはうかということはうかということはうかということは基基基基準準準準にはしていないにはしていないにはしていないにはしていない。。。。もうもうもうもうちちちちょょょょっとっとっとっと抽抽抽抽象象象象的的的的なななな表現表現表現表現ですねですねですねですね。。。。すなわすなわすなわすなわちちちち、、、、調調調調達達達達がががが極極極極めてめてめてめて限限限限定定定定されたされたされたされた生生生生産産産産者者者者、、、、供給供給供給供給者者者者かかかからららら提提提提供供供供されることがないようにというされることがないようにというされることがないようにというされることがないようにという表現表現表現表現ですのですのですのですのでででで、、、、おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっておられるようなっておられるようなっておられるようなっておられるような優良優良優良優良なななな、、、、しかもしかもしかもしかも価価価価格格格格的的的的にににに少少少少しししし高高高高いいいい程度程度程度程度のものはのものはのものはのものは十十十十分調分調分調分調達達達達品目品目品目品目にににに上上上上がるがるがるがる枠枠枠枠組組組組みになっているとみになっているとみになっているとみになっていると私私私私はははは思思思思っていっていっていっていまままますすすす。。。。ですからですからですからですから、、、、買買買買うううう方方方方、、、、ユーユーユーユーザザザザーのいわーのいわーのいわーのいわばばばば願願願願いをいをいをいを実現実現実現実現するというするというするというするという方方方方向向向向でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいくくくくべきではないかということでべきではないかということでべきではないかということでべきではないかということで、、、、最最最最近近近近、、、、ベベベベンンンンチチチチャーャーャーャービビビビジネスをジネスをジネスをジネスを含含含含めてめてめてめて環境関係環境関係環境関係環境関係ののののビビビビジジジジネスをネスをネスをネスを興興興興すすすす人人人人たたたたちちちちのアライアンスののアライアンスののアライアンスののアライアンスの組組組組みみみみ方方方方がががが大分大分大分大分変変変変わってきていわってきていわってきていわってきていまままますねすねすねすね。。。。        日日日日本本本本緑緑緑緑化化化化センターセンターセンターセンター    椎椎椎椎谷谷谷谷常常常常務理事務理事務理事務理事        どどどどういうういうういうういうふふふふうにですかうにですかうにですかうにですか。。。。        盛岡盛岡盛岡盛岡教教教教授授授授        ややややっっっっぱぱぱぱりアイデアとスプリットということをりアイデアとスプリットということをりアイデアとスプリットということをりアイデアとスプリットということを最最最最大大大大限限限限打打打打ちちちち出出出出ししししまままますのですのですのですので、、、、補補補補助助助助があるなしがあるなしがあるなしがあるなしということはということはということはということは最最最最初初初初からからからから当当当当てにしないてにしないてにしないてにしないんんんんですですですです。。。。先先先先ほほほほどどどどももももちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお話話話話ししししししししまままましたがしたがしたがしたが、、、、私私私私、、、、ここここのののの間間間間、、、、大大大大阪阪阪阪でエでエでエでエココココビビビビジネスフォーラムをジネスフォーラムをジネスフォーラムをジネスフォーラムを開開開開いたときにいたときにいたときにいたときに愛愛愛愛媛媛媛媛県県県県からおからおからおからお越越越越しになったしになったしになったしになった方方方方がおらがおらがおらがおられれれれまままましたしたしたした。。。。ここにもここにもここにもここにも愛愛愛愛媛媛媛媛県県県県のののの方方方方がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃるのでるのでるのでるので、、、、ごごごご存存存存じじじじかもしれかもしれかもしれかもしれませませませませんんんんがががが、、、、そそそそのののの方方方方ははははそそそそちちちちらでもともとらでもともとらでもともとらでもともと建建建建築業築業築業築業からスタートしたからスタートしたからスタートしたからスタートした建建建建設資設資設資設資材材材材をををを供給供給供給供給なさっておられるなさっておられるなさっておられるなさっておられる。。。。そそそそのののの納納納納入入入入ししししたたたた先先先先ををををざざざざっとっとっとっと見見見見せせせせていたていたていたていただだだだききききまままますとすとすとすと、、、、私私私私がががが住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる神神神神戸戸戸戸市市市市内内内内のすのすのすのすごごごごいすいすいすいすばばばばらしいらしいらしいらしい大大大大理理理理石石石石ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いいいいまままますすすす、、、、いわゆるタイルないわゆるタイルないわゆるタイルないわゆるタイルなんんんんですよですよですよですよ。。。。これがこれがこれがこれが全全全全部部部部リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル材材材材ですですですです。。。。決決決決ししししてててて新品新品新品新品にににに負負負負けけけけませませませませんんんん。。。。本当本当本当本当ににににそそそそうですうですうですうです。。。。私私私私もももも大大大大理理理理石石石石かなとかなとかなとかなと思思思思ううううぐぐぐぐらいすらいすらいすらいすばばばばらしいらしいらしいらしい色色色色とつとつとつとつややややとととと表表表表面面面面のテクスのテクスのテクスのテクスチチチチャーをしていャーをしていャーをしていャーをしていまままましたしたしたした。。。。もうもうもうもう１１１１つのつのつのつの例例例例はははは、、、、長長長長野野野野オリンオリンオリンオリンピピピピックのックのックのックのメメメメインスタインスタインスタインスタジアムのいわゆるジアムのいわゆるジアムのいわゆるジアムのいわゆる表表表表面材面材面材面材にもにもにもにも納納納納入入入入されていされていされていされていまままましたしたしたした。。。。そそそそれはれはれはれは、、、、そそそそのすのすのすのすばばばばらしさゆえにらしさゆえにらしさゆえにらしさゆえに納納納納入入入入さささされたれたれたれた。。。。すなわすなわすなわすなわちちちち、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル材材材材だだだだからからからから入入入入ったわけではないったわけではないったわけではないったわけではないんんんんですですですです。。。。        司司司司会会会会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        商商商商品品品品としてよとしてよとしてよとしてよろろろろしいからしいからしいからしいから。。。。        盛岡盛岡盛岡盛岡教教教教授授授授        そそそそうですうですうですうです。。。。一一一一番番番番相手相手相手相手がががが要要要要求求求求しているニーズにしているニーズにしているニーズにしているニーズに合合合合ったったったった製製製製品品品品をををを提提提提供供供供しているというのがしているというのがしているというのがしているというのが決決決決ままままったったったった理理理理由由由由だだだだということでということでということでということで、、、、現現現現在在在在、、、、中国中国中国中国のののの市市市市場場場場もももも含含含含めてめてめてめて非非非非常常常常にグローにグローにグローにグローババババルにおルにおルにおルにお仕事仕事仕事仕事をなさっをなさっをなさっをなさっておられておられておられておられまままますねすねすねすね。。。。        司司司司会会会会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        愛愛愛愛媛媛媛媛県県県県のののの方方方方ですかですかですかですか。。。。        盛岡盛岡盛岡盛岡教教教教授授授授        いいいいやややや、、、、愛愛愛愛媛媛媛媛県県県県のあるのあるのあるのある中中中中企企企企業業業業のののの方方方方ですですですです。。。。だだだだからからからから、、、、そそそそのののの方方方方がもしがもしがもしがもし補補補補助助助助金金金金をあてになをあてになをあてになをあてになんんんんててててややややってってってっていたらいたらいたらいたら、、、、多多多多分行動分行動分行動分行動はははは違違違違ってきたってきたってきたってきただろだろだろだろうというようにうというようにうというようにうというように思思思思いいいいまままますのですのですのですので、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区のののの方方方方がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃ
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ったったったった趣旨趣旨趣旨趣旨ははははそそそそういうことであういうことであういうことであういうことであろろろろうとうとうとうと思思思思いいいいまままますすすす。。。。        たたたただだだだ、、、、そそそそううううだだだだとしてもとしてもとしてもとしても、、、、大大大大事事事事なのはなのはなのはなのは行政行政行政行政のののの示示示示すグランすグランすグランすグランドドドドデデデデザザザザインですねインですねインですねインですね。。。。きのうもきのうもきのうもきのうも国国国国土土土土交交交交通省通省通省通省のののの空空空空港港港港関係関係関係関係のののの技術発表会技術発表会技術発表会技術発表会にににに出出出出席席席席をしてをしてをしてをしてコメコメコメコメントをントをントをントを差差差差しししし上上上上げげげげたたたたんんんんですがですがですがですが、、、、能能能能登登登登空空空空港港港港ででででゼロエミッションというのをゼロエミッションというのをゼロエミッションというのをゼロエミッションというのをややややっているっているっているっているんんんんですですですです。。。。伐伐伐伐採採採採木木木木をををを全全全全量量量量チチチチップとしてップとしてップとしてップとして利用利用利用利用するするするする。。。。        司司司司会会会会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        能能能能登登登登？？？？        盛岡盛岡盛岡盛岡教教教教授授授授        能能能能登登登登空空空空港港港港ですねですねですねですね。。。。空空空空港港港港のののの建建建建設設設設過過過過程程程程でででで、、、、当当当当然然然然山山山山をををを切切切切りりりりまままますからすからすからすから、、、、伐伐伐伐採採採採木木木木がたがたがたがたくくくくささささんんんん出出出出まままますすすすねねねね。。。。そそそそれをれをれをれを全全全全量量量量、、、、当当当当然滑然滑然滑然滑走走走走路路路路にはにはにはには、、、、最終最終最終最終的的的的にはグランにはグランにはグランにはグランドカバドカバドカバドカバーをつけないといけーをつけないといけーをつけないといけーをつけないといけませませませませんんんん。。。。そそそそのグランのグランのグランのグランドカバドカバドカバドカバーーーー育育育育成用成用成用成用のののの堆肥堆肥堆肥堆肥とととと、、、、雑雑雑雑草草草草がががが生生生生えないようにということでえないようにということでえないようにということでえないようにということで表表表表面面面面ををををチチチチップでップでップでップで覆覆覆覆っていっていっていっていくくくくということでということでということでということで、、、、ままままさにゼロエミッションをさにゼロエミッションをさにゼロエミッションをさにゼロエミッションを実現実現実現実現されてされてされてされて、、、、そそそそういうゼロエミッシういうゼロエミッシういうゼロエミッシういうゼロエミッションをョンをョンをョンを実現実現実現実現するためのするためのするためのするための上上上上位位位位のののの国国国国土交土交土交土交通省通省通省通省のいわのいわのいわのいわばばばばデデデデザザザザインがインがインがインが必必必必要要要要ですねですねですねですね。。。。そそそそれはれはれはれは、、、、彼彼彼彼らがらがらがらが言言言言うにはうにはうにはうには空空空空港港港港環境計画環境計画環境計画環境計画というというというという枠枠枠枠組組組組みがみがみがみが必必必必要要要要であるであるであるである。。。。あるいはあるいはあるいはあるいはそそそそのののの上上上上にはにはにはには国国国国土交土交土交土交通省通省通省通省としてとしてとしてとしてのののの基基基基本的本的本的本的なななな環境政策環境政策環境政策環境政策というというというという方針方針方針方針がががが必必必必要要要要だだだだ。。。。そそそそれにれにれにれに沿沿沿沿ってってってって、、、、いわいわいわいわばばばば各関係各関係各関係各関係者者者者がががが知知知知恵恵恵恵をををを出出出出しししし、、、、そそそそしてしてしてしてビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの世界世界世界世界ががががそそそそれをれをれをれを提提提提供供供供しているということでしているということでしているということでしているということで、、、、私私私私もももも計計計計算算算算をををを見見見見せせせせてもらいてもらいてもらいてもらいままままししししたがたがたがたが、、、、前前前前後後後後合合合合わわわわせせせせてプライてプライてプライてプライベベベベートートートートココココストストストストだだだだけでけでけでけで１１１１億億億億 5000500050005000万円万円万円万円かえってかえってかえってかえって有利有利有利有利というというというという結果結果結果結果ですですですです。。。。プライプライプライプライベベベベートートートートココココストストストストだだだだけでですねけでですねけでですねけでですね。。。。そそそそれにれにれにれに二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素等等等等をををを入入入入れるとれるとれるとれると、、、、１１１１億億億億 9000900090009000万円万円万円万円プラスプラスプラスプラスですですですです    …………    というというというという結果結果結果結果がががが出出出出ているているているているんんんんですねですねですねですね。。。。私私私私がががが１１１１つつつつだだだだけけけけコメコメコメコメントをントをントをントを差差差差しししし上上上上げげげげたのはたのはたのはたのは、、、、このこのこのこのアクテアクテアクテアクティィィィビビビビテテテティィィィーはーはーはーは地地地地域域域域としてとしてとしてとして連連連連携携携携されされされされまままましたかというしたかというしたかというしたかというふふふふうにうにうにうに申申申申しししし上上上上げげげげたたたたんんんんですですですです。。。。例例例例ええええばばばば堆肥堆肥堆肥堆肥をつをつをつをつくくくくるときにるときにるときにるときに、、、、鶏鶏鶏鶏ふふふふんんんんとかとかとかとか尿尿尿尿素素素素をををを入入入入れているのですれているのですれているのですれているのですがががが、「、「、「、「そそそそれはれはれはれはどどどどうされうされうされうされまままましたかしたかしたかしたか」」」」とととと言言言言ったらったらったらったら「「「「購入購入購入購入ししししまままましたしたしたした」」」」とおっしとおっしとおっしとおっしゃゃゃゃったったったったんんんんですですですです。。。。結結結結局局局局、、、、５５５５年年年年間間間間ぐぐぐぐらいのプロジェクトらいのプロジェクトらいのプロジェクトらいのプロジェクトのののの中中中中でででで、、、、地地地地域域域域とととと連連連連携携携携してしてしてして本本本本来来来来ならならならなら鶏鶏鶏鶏ふふふふんんんん、、、、あのあのあのあの地地地地域域域域ですとですとですとですと牛牛牛牛ふふふふんんんんがががが多多多多いようですねいようですねいようですねいようですね。。。。牛牛牛牛ふふふふんんんんをゼロエミッションのアクテをゼロエミッションのアクテをゼロエミッションのアクテをゼロエミッションのアクティィィィビビビビテテテティィィィーのーのーのーの中中中中にににに入入入入れることができれれることができれれることができれれることができればばばばいいいいいいいいんんんんですがですがですがですが、、、、「「「「ななななぜぜぜぜ入入入入れなかったれなかったれなかったれなかったんんんんですかですかですかですか」」」」とととと申申申申しししし上上上上げげげげたらたらたらたら、、、、ややややはりはりはりはり地地地地域域域域のののの合合合合意意意意をををを得得得得ていていていていくくくくプロセスをプロセスをプロセスをプロセスを今今今今のプロジェクトののプロジェクトののプロジェクトののプロジェクトの前段前段前段前段にににに入入入入れたられたられたられたら、、、、多多多多分分分分時時時時間間間間がおがおがおがおくくくくれてしれてしれてしれてしままままうううう。。。。工工工工期期期期のののの関係関係関係関係からからからから、、、、そそそそううううなったというなったというなったというなったというふふふふうにおっしうにおっしうにおっしうにおっしゃゃゃゃっていっていっていっていまままましたしたしたした。。。。多多多多分分分分工工工工期期期期だだだだけではなけではなけではなけではなくくくくてててて、、、、地地地地域域域域のゼロエミッのゼロエミッのゼロエミッのゼロエミッショショショションをンをンをンを展開展開展開展開するというするというするというするという枠枠枠枠組組組組みがみがみがみが一一一一番番番番上上上上のののの方方方方にあれにあれにあれにあればばばば、、、、もうもうもうもう少少少少しししし構想構想構想構想のののの段階段階段階段階からからからから仕仕仕仕掛掛掛掛けてけてけてけていいいいくくくく、、、、あるいはパートナーシップあるいはパートナーシップあるいはパートナーシップあるいはパートナーシップ型型型型のののの協議会協議会協議会協議会ななななんんんんかをつかをつかをつかをつくくくくってってってってややややっていけたのではないかっていけたのではないかっていけたのではないかっていけたのではないか。。。。そそそそこのとここのとここのとここのところろろろがががが鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦ささささんんんんがががが言言言言っておられるっておられるっておられるっておられる、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッション活動活動活動活動でででではないかとはないかとはないかとはないかと思思思思っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。基基基基本的本的本的本的なななな枠枠枠枠組組組組みをつみをつみをつみをつくくくくれれれればばばば誘誘誘誘導導導導はははは可能可能可能可能だだだだとととと。。。。        倉倉倉倉持持持持主事主事主事主事        盛岡盛岡盛岡盛岡先生先生先生先生がおがおがおがお答答答答えというかえというかえというかえというか、、、、かなりおかなりおかなりおかなりお話話話話ししていたししていたししていたししていただだだだいていていていて、、、、全全全全くくくく同感同感同感同感ででででごごごござざざざいいいいまままましてしてしてして、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり行政行政行政行政がががが補補補補助助助助金金金金、、、、助助助助成成成成金金金金をををを出出出出すとすとすとすと自自自自己責任己責任己責任己責任、、、、自自自自己己己己努力努力努力努力がながながながなくくくくなるなるなるなるんんんんですですですです。。。。そそそそうするうするうするうするとととと、、、、今今今今のののの回収回収回収回収業業業業務務務務はははは、、、、中中中中間間間間処処処処理理理理業業業業務務務務ももももそそそそうでしうでしうでしうでしょょょょうがうがうがうが、、、、もうもうもうもうどどどどっっっっぷぷぷぷりとつかってしりとつかってしりとつかってしりとつかってしままままったったったったらららら、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではリサイクルではリサイクルではリサイクルではリサイクル業業業業者者者者のののの孫孫孫孫子子子子のののの代代代代ままままでででで面面面面倒倒倒倒をををを見見見見ないとないとないとないと、、、、これはおさこれはおさこれはおさこれはおさままままらないこらないこらないこらないことになるとになるとになるとになる。。。。そそそそこがこがこがこがどどどどういうういうういうういうふふふふうになるかうになるかうになるかうになるか。。。。逆逆逆逆にににに企企企企業業業業がインセンテがインセンテがインセンテがインセンティィィィブをきブをきブをきブをきちちちちっとつけてっとつけてっとつけてっとつけてややややるようなるようなるようなるような仕仕仕仕組組組組みをつみをつみをつみをつくくくくってあってあってあってあげげげげなけれなけれなけれなければばばばいけないいけないいけないいけないんんんんですがですがですがですが、、、、そそそそういうのをみういうのをみういうのをみういうのをみんんんんなもらってなもらってなもらってなもらって
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ししししままままうとうとうとうと、、、、どどどどこかへこかへこかへこかへ行行行行ってしってしってしってしままままうというとこうというとこうというとこうというところろろろでででで、、、、全全全全くくくく私私私私もももも先生先生先生先生とととと同同同同じじじじでででで、、、、補補補補助助助助金金金金、、、、助助助助成成成成金金金金のののの出出出出しししし方方方方はきはきはきはきちんちんちんちんともうともうともうともう１１１１回基回基回基回基本的本的本的本的にににに見直見直見直見直さなけれさなけれさなけれさなければばばばいけないといけないといけないといけないと思思思思っていっていっていっていまままますすすす。。。。        特特特特にににに我我我我々々々々ののののチチチチームのームのームのームの中中中中でもでもでもでも中中中中小小小小企企企企業業業業というかというかというかというか、、、、零零零零細細細細企企企企業業業業ももももチチチチームのームのームのームの中中中中ににににいいいいまままますのですのですのですので、、、、１１１１つつつつ技術開発技術開発技術開発技術開発ををををベベベベンンンンチチチチャーでャーでャーでャーでややややるといってもるといってもるといってもるといっても、、、、少少少少しずつしずつしずつしずつ行政行政行政行政もももも東京都東京都東京都東京都レベレベレベレベルもルもルもルも含含含含めてめてめてめて変変変変わっわっわっわってきてはいるとてきてはいるとてきてはいるとてきてはいると思思思思いいいいまままますがすがすがすが、、、、100100100100万円万円万円万円、、、、200200200200万円万円万円万円のおのおのおのお金金金金をもらったってをもらったってをもらったってをもらったって技術開発技術開発技術開発技術開発ななななんんんんてできてできてできてできないないないないんんんんですねですねですねですね。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり数数数数千千千千万円単万円単万円単万円単位位位位、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは億億億億近近近近いものがいものがいものがいものが数数数数年続年続年続年続かないとかないとかないとかないと、、、、技術技術技術技術開発開発開発開発ななななんんんんていうのはていうのはていうのはていうのは答答答答えがえがえがえが出出出出てこないてこないてこないてこない部部部部分分分分があるというがあるというがあるというがあるという問問問問題題題題があるということでがあるということでがあるということでがあるということで、、、、１１１１つつつつ新新新新しいリサイクルしいリサイクルしいリサイクルしいリサイクル、、、、何何何何かをつかをつかをつかをつくろくろくろくろうといううといううといううというんんんんだだだだったらったらったらったら、、、、そそそそののののくくくくらいのスパンでらいのスパンでらいのスパンでらいのスパンで見見見見られるようられるようられるようられるようなななな補補補補助助助助金金金金、、、、助助助助成成成成金金金金ということもということもということもということも考考考考えなけれえなけれえなけれえなければばばばいけないのかもしれないといけないのかもしれないといけないのかもしれないといけないのかもしれないと思思思思っていっていっていっていまままますすすす。。。。        製製製製品品品品そそそそのものものものもののののののののココココストストストスト、、、、品品品品質質質質のののの問問問問題題題題ですがですがですがですが、、、、高高高高ココココストストストスト、、、、高高高高付付付付加加加加価価価価値値値値のもののもののもののもの、、、、我我我我々々々々ののののチチチチーーーームのムのムのムの仲仲仲仲間間間間はリサイクルはリサイクルはリサイクルはリサイクル製製製製品品品品ではなではなではなではなくくくくてててて新新新新素材素材素材素材というというというという表現表現表現表現をしていをしていをしていをしていまままますすすす。。。。リサイクルというリサイクルというリサイクルというリサイクルという前前前前提提提提があるがあるがあるがある新新新新素材素材素材素材、、、、だだだだからからからから、、、、リサイクルとかリサイクルとかリサイクルとかリサイクルとか何何何何とかということではなとかということではなとかということではなとかということではなくくくくてててて、、、、新新新新素材素材素材素材ななななんんんんだだだだというものがというものがというものがというものが高高高高付付付付加加加加価価価価値値値値、、、、付付付付加加加加価価価価値値値値がついてがついてがついてがついて、、、、そそそそれがれがれがれがママママーーーーケケケケットといいットといいットといいットといいまままますかすかすかすか、、、、実際実際実際実際におにおにおにお客客客客ささささんんんんがががが違違違違うううう素材素材素材素材のののの品品品品物物物物だだだだよということでよということでよということでよということで認認認認知知知知していたしていたしていたしていただだだだけれけれけれければばばば、、、、高高高高くくくくてもてもてもても回回回回るるるるんんんんですですですです。。。。価価価価値値値値観観観観のののの問問問問題題題題はいはいはいはいろろろろいいいいろろろろありありありありまままますがすがすがすが、、、、そそそそういうものにういうものにういうものにういうものに最終最終最終最終的的的的にににに仕仕仕仕上上上上げげげげていきたいていきたいていきたいていきたい。。。。我我我我々々々々のののの仲仲仲仲間間間間のののの中中中中ではではではでは、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区からスタートしてからスタートしてからスタートしてからスタートして、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではではママママイナーですイナーですイナーですイナーです。。。。市市市市場場場場もももも製製製製品品品品ももももママママイイイイナーナーナーナー市市市市場場場場、、、、ママママイナーイナーイナーイナー製製製製品品品品ですけれですけれですけれですけれどどどどもももも、、、、これをこれをこれをこれをメメメメジャージャージャージャー化化化化ささささせせせせたときにたときにたときにたときに、、、、初初初初めてめてめてめて循環型循環型循環型循環型のののの１１１１つのつのつのつの道道道道がががが開開開開けるのかなということでけるのかなということでけるのかなということでけるのかなということで、、、、そそそそこにこにこにこに向向向向かってかってかってかって今今今今進進進進んんんんでいるとでいるとでいるとでいると思思思思っておりっておりっておりっておりまままますすすす。。。。        司司司司会会会会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいいいいまままますすすす。。。。盛岡盛岡盛岡盛岡先生先生先生先生はおはおはおはお帰帰帰帰りにならないといけないりにならないといけないりにならないといけないりにならないといけない時時時時間間間間がががが来来来来てしてしてしてしままままったのったのったのったのでででで、、、、今今今今のののの板橋区板橋区板橋区板橋区のおのおのおのお話話話話とあわとあわとあわとあわせせせせてててて、、、、最後最後最後最後にににに１１１１つつつつだだだだけなけなけなけなんんんんですけれですけれですけれですけれどどどどもももも、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり基基基基本的本的本的本的なななな枠枠枠枠組組組組みであるとかみであるとかみであるとかみであるとか、、、、最最最最初初初初のののの段階段階段階段階からということでからということでからということでからということで先生先生先生先生のののの５５５５年年年年間間間間のののの計画計画計画計画のののの中中中中でででで、、、、１１１１番番番番目目目目のののの社社社社会実会実会実会実験験験験地地地地でのでのでのでの循環循環循環循環複複複複合体合体合体合体のののの研究研究研究研究というのはかなりというのはかなりというのはかなりというのはかなり力力力力をををを入入入入れていられていられていられていらしたとしたとしたとしたと思思思思ううううんんんんですですですです。。。。そそそそれれれれからからからから、、、、今今今今のののの石石石石川県川県川県川県のおのおのおのお話話話話にもあるようににもあるようににもあるようににもあるように、、、、ややややはりはりはりはり国国国国土交土交土交土交通省通省通省通省がががが結結結結局局局局所所所所轄轄轄轄だだだだったからったからったからったから、、、、本本本本来来来来、、、、農水農水農水農水省省省省がかかわってがかかわってがかかわってがかかわってくくくくれていたられていたられていたられていたら、、、、恐恐恐恐ららららくくくく堆肥堆肥堆肥堆肥のののの問問問問題題題題とかとかとかとかココココンンンンポポポポストのストのストのストの問問問問題題題題だだだだとかとかとかとか、、、、そそそそうううういうこともできるにもかかわらずいうこともできるにもかかわらずいうこともできるにもかかわらずいうこともできるにもかかわらず、、、、ゼロエミッションもゼロエミッションもゼロエミッションもゼロエミッションも含含含含めてすべてめてすべてめてすべてめてすべて今今今今のののの環境環境環境環境問問問問題題題題はははは、、、、どどどどこかのこかのこかのこかの所所所所轄轄轄轄があるがゆえにがあるがゆえにがあるがゆえにがあるがゆえに全全全全くくくく横横横横のののの連連連連携携携携がないということですがないということですがないということですがないということです。。。。        ききききょょょょうのうのうのうの中中中中でででで私私私私はははは、、、、経済経済経済経済システムのシステムのシステムのシステムの次元次元次元次元とオーとオーとオーとオーガガガガナイゼーショナルデナイゼーショナルデナイゼーショナルデナイゼーショナルディメィメィメィメンションといンションといンションといンションということにうことにうことにうことに先生先生先生先生がががが力力力力をををを入入入入れてれてれてれてくだくだくだくださってさってさってさって、、、、ソソソソーシャルなーシャルなーシャルなーシャルな部部部部分分分分はもはもはもはもちちちちろろろろんんんん前前前前からおっしからおっしからおっしからおっしゃゃゃゃってってってっていたけれいたけれいたけれいたけれどどどどもももも、、、、工工工工学学学学ののののごごごご出出出出身身身身でででであるあるあるある先生先生先生先生がここがここがここがここままままできっできっできっできっちちちちりりりり枠枠枠枠をををを広広広広げげげげててててくだくだくだくださったことはさったことはさったことはさったことは非非非非常常常常にににに敬敬敬敬意意意意をををを表表表表するとするとするとすると同同同同時時時時にににに、、、、２２２２つつつつ目目目目のののの項目項目項目項目以降以降以降以降、、、、産業産業産業産業、、、、農工農工農工農工業業業業のののの連連連連携携携携はすはすはすはすごくごくごくごく関関関関心心心心があがあがあがあるとこるとこるとこるところろろろですがですがですがですが、、、、２２２２、、、、３３３３、、、、４４４４、、、、５５５５、、、、６６６６のののの進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれかなりれかなりれかなりれかなりごごごご苦苦苦苦労労労労されているしされているしされているしされているし、、、、温温温温度度度度差差差差もあるもあるもあるもあるだろだろだろだろうしうしうしうし、、、、このあたりをこのあたりをこのあたりをこのあたりをままままたたたたじじじじっっっっくくくくりりりり伺伺伺伺いたいなというとこいたいなというとこいたいなというとこいたいなというところろろろでででで、、、、残残残残念念念念ですですですですがががが、、、、先生先生先生先生をををを拍拍拍拍手手手手をもっておをもっておをもっておをもってお送送送送りしりしりしりしままままししししょょょょうううう。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        盛岡盛岡盛岡盛岡教教教教授授授授        富富富富山県山県山県山県のののの方方方方がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃったらったらったらったら……………………。。。。        司司司司会会会会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））    
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    石石石石川川川川でなでなでなでなくくくくてててて富富富富山山山山。。。。富富富富山県山県山県山県のののの方方方方はいらっしはいらっしはいらっしはいらっしゃゃゃゃるるるるんんんんですよねですよねですよねですよね。。。。高高高高島島島島ささささんんんんはおはおはおはお帰帰帰帰りになったりになったりになったりになったかなかなかなかな。。。。        盛岡盛岡盛岡盛岡教教教教授授授授        富富富富山山山山市市市市内内内内でででで今今今今おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃったったったった農水農水農水農水的的的的畜畜畜畜産産産産とかとかとかとか、、、、食品食品食品食品産業産業産業産業とかととかととかととかと伐伐伐伐採採採採木木木木、、、、ダムのダムのダムのダムの立立立立木木木木、、、、公公公公園園園園のいわゆるのいわゆるのいわゆるのいわゆる街街街街路路路路樹樹樹樹とかをとかをとかをとかを含含含含めためためためた、、、、このこのこのこの 10101010月月月月、、、、11111111月月月月にににに切切切切りりりりまままますねすねすねすね。。。。そそそそれをれをれをれを一一一一緒緒緒緒にににに、、、、私私私私ははははどどどどうううう申申申申していいかわかりしていいかわかりしていいかわかりしていいかわかりませませませませんんんんがががが、、、、メメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵をををを含含含含むあるむあるむあるむある種種種種のエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーーーー回収回収回収回収ををををややややろろろろうといううといううといううというプロジェクトがプロジェクトがプロジェクトがプロジェクトが今今今今動動動動いていいていいていいていまままますすすす。。。。ビビビビジネスでジネスでジネスでジネスで動動動動ききききまままますすすす。。。。        司司司司会会会会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスのレベレベレベレベルですかルですかルですかルですか。。。。行政行政行政行政ののののレベレベレベレベルではないルではないルではないルではないんんんんですねですねですねですね。。。。        盛岡盛岡盛岡盛岡教教教教授授授授        ビビビビジネスでジネスでジネスでジネスで動動動動くくくくとととと思思思思いいいいまままますすすす。。。。ここここここここままままでででで言言言言っていいかっていいかっていいかっていいかどどどどうかわかりうかわかりうかわかりうかわかりませませませませんんんんがががが、、、、これこれこれこれままままでででで助助助助成成成成金金金金はははは地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体にというにというにというにという枠枠枠枠組組組組みであったようですがみであったようですがみであったようですがみであったようですが、、、、アラアラアラアライアンスをイアンスをイアンスをイアンスを組組組組んんんんでででで半半半半数数数数以上以上以上以上県県県県外外外外のののの事事事事業業業業者者者者であってもいいとかであってもいいとかであってもいいとかであってもいいとか、、、、弾弾弾弾力的力的力的力的にににに運運運運用用用用していしていしていしていまままますねすねすねすね。。。。そそそそういうういうういうういう方方方方向向向向でででで、、、、補補補補助助助助といといといというのはゼロではうのはゼロではうのはゼロではうのはゼロでは困困困困るのでるのでるのでるので、、、、補補補補助助助助はあったはあったはあったはあった方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと思思思思うううう。。。。だだだだからからからから、、、、補補補補助助助助ががががどどどどういうういうういうういう役割役割役割役割をををを果果果果たすかということをたすかということをたすかということをたすかということを明明明明確確確確にしたらにしたらにしたらにしたら、、、、非非非非常常常常にににに意意意意義義義義があるとがあるとがあるとがあると私私私私はははは考考考考えていえていえていえていまままますすすす。。。。        私私私私もももも今今今今、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯでででで１１１１つつつつ事事事事業業業業をををを始始始始めているめているめているめているんんんんですがですがですがですが、、、、そそそそのののの事事事事業業業業はははは自治体自治体自治体自治体からからからから、、、、私私私私たたたたちちちちがががが１１１１出出出出せせせせばばばば、、、、地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体がががが２２２２をををを出出出出すというすというすというすというカカカカップリングのップリングのップリングのップリングの制度制度制度制度、、、、これもこれもこれもこれもままままたたたた私私私私たたたたちちちちののののややややるるるる気気気気をををを刺激刺激刺激刺激するというするというするというするという面面面面ではではではでは非非非非常常常常にいいにいいにいいにいい。。。。新新新新しいパートナーシップのしいパートナーシップのしいパートナーシップのしいパートナーシップの組組組組みみみみ方方方方がががが地地地地方方方方でででで提提提提案案案案されつされつされつされつつあるつあるつあるつある。。。。ゼロエゼロエゼロエゼロエミッションはミッションはミッションはミッションは使使使使えるとえるとえるとえると。。。。済済済済みみみみませませませませんんんん、、、、勝勝勝勝手手手手なことをなことをなことをなことを言言言言いいいいまままましてしてしてして。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        司司司司会会会会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        そそそそれではれではれではれでは、、、、引引引引きききき続続続続きおきおきおきお二二二二人人人人にはにはにはにはまだまだまだまだ残残残残っていたっていたっていたっていただだだだいていていていて申申申申しわけないしわけないしわけないしわけないんんんんですがですがですがですが、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区のののの倉倉倉倉持持持持ささささんんんんのおのおのおのお話話話話のののの中中中中でででで、、、、立立立立ちちちち上上上上げげげげにににに当当当当たってたってたってたって区役区役区役区役所所所所のののの内内内内部部部部がががが一一一一番番番番大大大大変変変変だだだだったとさらりとこったとさらりとこったとさらりとこったとさらりとこなしてしなしてしなしてしなしてしままままったったったったんんんんですがですがですがですが、、、、これはさっきのこれはさっきのこれはさっきのこれはさっきの縦縦縦縦割割割割りもりもりもりも含含含含めてパートナーシップをめてパートナーシップをめてパートナーシップをめてパートナーシップを組組組組むむむむ、、、、今今今今のののの先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話もももも含含含含めてめてめてめて役役役役所所所所のののの中中中中でででで大大大大変変変変というのはというのはというのはというのはどどどどういうことなういうことなういうことなういうことなんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。本本本本来来来来はおはおはおはお話話話話ししにししにししにししにくくくくいことでしいことでしいことでしいことでしょょょょうけれうけれうけれうけれどどどどもももも、、、、あえてあえてあえてあえて我我我我々々々々のこののこののこののこの会会会会のののの特特特特徴徴徴徴ですのでですのでですのでですので。。。。        倉倉倉倉持持持持主事主事主事主事        非非非非常常常常にににに話話話話しにしにしにしにくくくくいいいい。。。。先先先先ほほほほどどどどおおおおっしっしっしっしゃゃゃゃったようにったようにったようにったように、、、、国国国国ののののレベレベレベレベルでのルでのルでのルでの話話話話でもでもでもでも、、、、市市市市町町町町村村村村ののののレベレベレベレベルのルのルのルの話話話話でもでもでもでも、、、、本本本本質質質質的的的的にはにはにはには変変変変わっていないようなわっていないようなわっていないようなわっていないような縦縦縦縦割割割割りのりのりのりの中中中中でででで、、、、横断横断横断横断的的的的にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろプロジェプロジェプロジェプロジェクトをクトをクトをクトをややややるというのはるというのはるというのはるというのは非非非非常常常常にににに難難難難しいしいしいしい。。。。そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ立立立立場場場場もありもありもありもありまままますしすしすしすし、、、、立立立立場場場場からからからからくくくくるのかるのかるのかるのか、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル推進推進推進推進なりなりなりなり環境環境環境環境なりなりなりなり意識意識意識意識のののの温温温温度度度度差差差差というのはというのはというのはというのはどどどどうにもならないうにもならないうにもならないうにもならない。。。。とはいうもののとはいうもののとはいうもののとはいうものの、、、、我我我我々々々々ははははチチチチームをつームをつームをつームをつくくくくったわけでありったわけでありったわけでありったわけでありまままましてしてしてして、、、、ままままずリサイクルなりずリサイクルなりずリサイクルなりずリサイクルなり環境環境環境環境のののの意識意識意識意識をををを持持持持ってもらってもらってもらってもらいいいい、、、、あとあとあとあと我我我我々々々々とのとのとのとの温温温温度度度度差差差差をなをなをなをなくくくくすすすす努力努力努力努力をしなけれをしなけれをしなけれをしなければばばばいかいかいかいかんんんんわけですわけですわけですわけです。。。。        とにかとにかとにかとにかくくくく先先先先ほほほほどどどどのののの自自自自己責任己責任己責任己責任のののの履履履履行努力行努力行努力行努力ももももそそそそうですがうですがうですがうですが、、、、私私私私どどどどもともともともと土土土土木木木木、、、、技術技術技術技術系系系系がががが多多多多いいいいんんんんでででですけれすけれすけれすけれどどどどもももも、、、、我我我我々々々々リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進課推進課推進課推進課がこういうがこういうがこういうがこういう理念理念理念理念でででで、、、、こういうことでこういうことでこういうことでこういうことで循環循環循環循環がががが大大大大事事事事ななななんんんんだだだだからということでからということでからということでからということで、、、、最最最最初初初初はいいですけれはいいですけれはいいですけれはいいですけれどどどどもももも、、、、これはこれはこれはこれは土土土土木木木木というというというという自分自分自分自分のののの立立立立場場場場のののの中中中中でリサイでリサイでリサイでリサイ
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クルクルクルクル、、、、環境環境環境環境というものをというものをというものをというものを実際実際実際実際にににに中中中中にににに入入入入れてれてれてれて土土土土木木木木としてとしてとしてとして考考考考えなけれえなけれえなけれえなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。我我我我々々々々区区区区のリのリのリのリサイクルサイクルサイクルサイクル推進課推進課推進課推進課がががが言言言言うからリサイクルをうからリサイクルをうからリサイクルをうからリサイクルをややややるのではなるのではなるのではなるのではなくくくくてててて、、、、土土土土木木木木のののの仕事仕事仕事仕事のののの中中中中にににに当当当当然然然然リサイリサイリサイリサイクルがクルがクルがクルが入入入入るわけですからるわけですからるわけですからるわけですから、、、、土土土土木木木木的的的的にリサイクルというのはにリサイクルというのはにリサイクルというのはにリサイクルというのはどどどどうしたらいいのかうしたらいいのかうしたらいいのかうしたらいいのか。。。。そそそそういうういうういうういう自分自自分自自分自自分自身身身身のののの問問問問題題題題としてとしてとしてとしてどどどどうううう受受受受けとめてもらえるかけとめてもらえるかけとめてもらえるかけとめてもらえるか。。。。そそそそこができれこができれこができれこができればばばば、、、、温温温温度度度度差差差差というのはというのはというのはというのは埋埋埋埋ままままってってってってくくくくるのかなとるのかなとるのかなとるのかなと思思思思いいいいまままますすすす。。。。国国国国とととと比比比比べてべてべてべて市市市市町町町町村村村村のののの場場場場合合合合はははは規模規模規模規模もももも小小小小さいですしさいですしさいですしさいですし、、、、そそそそういうういうういうういう意意意意味味味味ではではではでは国国国国よりはよりはよりはよりは横横横横のつながりがあるとのつながりがあるとのつながりがあるとのつながりがあると言言言言っていいのかっていいのかっていいのかっていいのか、、、、そそそそういうとこういうとこういうとこういうところろろろがあるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、比比比比較較較較的国的国的国的国ののののレベレベレベレベルよりいきルよりいきルよりいきルよりいきややややすいかなとすいかなとすいかなとすいかなと思思思思ううううんんんんですですですです。。。。でもでもでもでも、、、、言言言言葉葉葉葉でででで言言言言うとこうですけれうとこうですけれうとこうですけれうとこうですけれどどどどもももも、、、、実実実実態態態態としてはとしてはとしてはとしては実際実際実際実際にににに５５５５年年年年かかっているわけですからかかっているわけですからかかっているわけですからかかっているわけですから、、、、最最最最近近近近ややややっとスタンスがよっとスタンスがよっとスタンスがよっとスタンスがよくくくくなってなってなってなって、、、、先先先先ほほほほどどどどちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお話話話話があったがあったがあったがあったガガガガーーーードドドドパイプのパパイプのパパイプのパパイプのパウウウウダーダーダーダーココココーテーテーテーティィィィングのングのングのングの話話話話ななななんんんんかもかもかもかも逆逆逆逆にににに土土土土木木木木のののの方方方方からからからから、、、、そそそそういうのをういうのをういうのをういうのをややややりたいりたいりたいりたいんんんんだだだだけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと協力協力協力協力してしてしてしてくくくくれないかというれないかというれないかというれないかという形形形形でででで上上上上がってがってがってがってくくくくるようになりるようになりるようになりるようになりまままましたけれしたけれしたけれしたけれどどどどもももも、、、、一一一一応応応応５５５５年年年年間間間間というというというという時時時時間間間間がかかったということでがかかったということでがかかったということでがかかったということで、、、、おおおお答答答答えになっているかえになっているかえになっているかえになっているかどどどどうかうかうかうか。。。。        司司司司会会会会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        尾崎尾崎尾崎尾崎ささささんんんんにもうにもうにもうにもう１１１１回回回回振振振振りりりりまままますけれすけれすけれすけれどどどどもももも、、、、三三三三重重重重県県県県のののの北川北川北川北川知知知知事事事事はははは、、、、ごごごご承承承承知知知知のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、日日日日本本本本のののの五五五五本本本本指指指指ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに入入入入いるいるいるいる首首首首長長長長ささささんんんんとしてはとしてはとしてはとしては環境環境環境環境のいのいのいのいろろろろんんんんなななな施策施策施策施策をおをおをおをお進進進進めになっておられるめになっておられるめになっておられるめになっておられる。。。。今回今回今回今回実実実実はははは私私私私、、、、坂坂坂坂本本本本ささささんんんんにこのにこのにこのにこの資資資資料料料料をををを事事事事前前前前にもらうにもらうにもらうにもらうままままでででで、、、、産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの税税税税をををを導導導導入入入入したというしたというしたというしたというのはのはのはのは聞聞聞聞いていたいていたいていたいていたんんんんですがですがですがですが、、、、具具具具体的体的体的体的ににににどどどどういうことなのかういうことなのかういうことなのかういうことなのか全全全全くくくくわからなかったわからなかったわからなかったわからなかったんんんんですですですです。。。。だだだだかかかからららら、、、、そそそそういうういうういうういう意意意意味味味味ではきではきではきではきょょょょうはうはうはうは非非非非常常常常にいいにいいにいいにいい勉勉勉勉強強強強になりになりになりになりまままましたしたしたした。。。。ききききょょょょうううう初初初初めてこれをめてこれをめてこれをめてこれを聞聞聞聞かれかれかれかれたたたた方方方方はははは何何何何人人人人ぐぐぐぐらいいらっしらいいらっしらいいらっしらいいらっしゃゃゃゃいいいいまままますかすかすかすか。。。。皆皆皆皆ささささんんんん、、、、結結結結構構構構勉勉勉勉強強強強していしていしていしていまままますねすねすねすね。。。。        司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））        新新新新聞聞聞聞にににに書書書書かれていかれていかれていかれていまままましたからしたからしたからしたから。。。。        司司司司会会会会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））    ももももちちちちろろろろんんんん、、、、新新新新聞聞聞聞にかなりにかなりにかなりにかなり出出出出ているからているからているからているからだだだだけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここここここままままでのでのでのでの内内内内容容容容にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、ききききょょょょうかうかうかうかなりなりなりなり具具具具体的体的体的体的ににににごごごご説説説説明明明明いたいたいたいただだだだいたのでいたのでいたのでいたので非非非非常常常常にににに感謝感謝感謝感謝していしていしていしていまままますすすす。。。。時時時時間間間間ががががちちちちょょょょっとっとっとっと足足足足りなかったりなかったりなかったりなかったのでのでのでので、、、、何何何何かかかか補補補補足足足足しておいたしておいたしておいたしておいた方方方方がよがよがよがよろろろろしいことがあるのではないでししいことがあるのではないでししいことがあるのではないでししいことがあるのではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。        日日日日本開発構想研究所本開発構想研究所本開発構想研究所本開発構想研究所    岡村岡村岡村岡村主任主任主任主任研究研究研究研究員員員員        不法投不法投不法投不法投棄棄棄棄ががががどどどどのののの程度程度程度程度あるかということあるかということあるかということあるかということだだだだけけけけ教教教教えていたえていたえていたえていただだだだけけけけまままますかすかすかすか。。。。        司司司司会会会会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        不法投不法投不法投不法投棄棄棄棄ねねねね。。。。このこのこのこの税金税金税金税金をををを取取取取るのはわかるるのはわかるるのはわかるるのはわかるんんんんですがですがですがですが、、、、同同同同時時時時にににに不法投不法投不法投不法投棄棄棄棄がががが実実実実態態態態としてとしてとしてとしてどどどどういういういういうううう感感感感じじじじですかということですかということですかということですかということ、、、、わかりわかりわかりわかりまままましたしたしたした。。。。そそそそのあたりものあたりものあたりものあたりも含含含含めてめてめてめてどどどどうでしうでしうでしうでしょょょょうかうかうかうか。。。。税金税金税金税金をををを取取取取りりりり始始始始めたらめたらめたらめたら、、、、当当当当然然然然つながってきつながってきつながってきつながってきまままますねすねすねすね。。。。        尾崎尾崎尾崎尾崎主主主主幹幹幹幹        現現現現在在在在まだまだまだまだ税税税税をををを取取取取っておりっておりっておりっておりませませませませんんんんのでのでのでので、、、、このこのこのこの税税税税でででで不法投不法投不法投不法投棄棄棄棄ががががふふふふえたかえたかえたかえたか減減減減ったかというったかというったかというったかという話話話話はははは来来来来年年年年 4444 月以降月以降月以降月以降のののの話話話話になりになりになりになりまままますすすす。。。。現現現現在在在在、、、、三三三三重重重重県県県県でもでもでもでも行政代行政代行政代行政代執執執執行行行行ををををややややっておりっておりっておりっておりまままますしすしすしすし、、、、負負負負のののの遺遺遺遺
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産産産産のののの解解解解消消消消のためにのためにのためにのために県県県県をををを挙挙挙挙げげげげてててて取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいまままますがすがすがすが、、、、基基基基本的本的本的本的にこのにこのにこのにこの税金税金税金税金をををを充充充充てるてるてるてる予予予予定定定定ははははごごごござざざざいいいいませませませませんんんん。。。。        あとあとあとあと、、、、税金税金税金税金をををを取取取取るるるる。。。。そそそそれをリサイクルのれをリサイクルのれをリサイクルのれをリサイクルの政策政策政策政策としてとしてとしてとして返返返返すということすということすということすということだだだだけではけではけではけでは、、、、リサイクリサイクリサイクリサイクルをルをルをルを進進進進めるのにめるのにめるのにめるのに不不不不十十十十分分分分かもしれないとかもしれないとかもしれないとかもしれないと私私私私自自自自身身身身もももも思思思思っていっていっていっていまままますすすす。。。。先先先先ははははどどどど板橋区板橋区板橋区板橋区ささささんんんんなりなりなりなり盛岡盛岡盛岡盛岡先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話にありにありにありにありまままましたようにしたようにしたようにしたように、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり買買買買うううう側側側側、、、、需需需需要要要要がががが喚喚喚喚起起起起されてされてされてされて初初初初めてめてめてめて供給供給供給供給がががが生生生生ままままれれれれるというかるというかるというかるというか、、、、どどどどんんんんなにいいなにいいなにいいなにいい技術技術技術技術でででで安安安安くくくく製製製製品品品品をつをつをつをつくくくくってもってもってもっても、、、、需需需需要要要要がないのであれがないのであれがないのであれがないのであればばばば全全全全くくくく意意意意味味味味がありがありがありがありませませませませんんんん。。。。そそそそのためにのためにのためにのために三三三三重重重重県県県県ではではではでは、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製製製製品品品品利用推進利用推進利用推進利用推進条条条条例例例例がががが議議議議員員員員提提提提案案案案でででで上上上上程程程程さささされてれてれてれて施行施行施行施行されておりされておりされておりされておりまままますすすす。。。。みみみみんんんんなでなでなでなで買買買買うううう、、、、多多多多少少少少ののののハハハハーーーードドドドルがあってもルがあってもルがあってもルがあっても買買買買ううううんんんんだだだだというというというという環境環境環境環境づづづづくくくくりといいりといいりといいりといいまままますかすかすかすか、、、、行政行政行政行政としてもできるとしてもできるとしてもできるとしてもできるだだだだけのことをするけのことをするけのことをするけのことをする。。。。県県県県民民民民のののの方方方方にもにもにもにも買買買買ってってってってくだくだくだくだささささいというおいというおいというおいというお願願願願いはするわけですがいはするわけですがいはするわけですがいはするわけですが、、、、積極的積極的積極的積極的にににに行政行政行政行政もリーダーシップをとってもリーダーシップをとってもリーダーシップをとってもリーダーシップをとって買買買買うううう、、、、使使使使ってってってっていいいいくくくくことがことがことがことが大大大大事事事事でででで、、、、需需需需要要要要とととと供給供給供給供給両輪相両輪相両輪相両輪相ままままってリサイクルがってリサイクルがってリサイクルがってリサイクルが進進進進むというむというむというむというふふふふうにうにうにうに理解理解理解理解していしていしていしていまままますすすす        司司司司会会会会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        三三三三重重重重県県県県ささささんんんんにににに関連関連関連関連ののののごごごご質質質質問問問問はははは皆皆皆皆ささささんんんんごごごござざざざいいいいまままますかすかすかすか。。。。ではではではでは、、、、私私私私がもうがもうがもうがもう１１１１つつつつ質質質質問問問問してよしてよしてよしてよろろろろししししいでしいでしいでしいでしょょょょうかうかうかうか。。。。        税税税税収収収収のののの使使使使いいいい道道道道としてとしてとしてとして、、、、ややややはりはりはりはり行政行政行政行政のおのおのおのお立立立立場場場場からいきからいきからいきからいきまままますとすとすとすと、、、、例例例例ええええばばばばそそそそれがれがれがれが何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形ででででのののの補補補補助助助助金金金金、、、、今今今今、、、、盛岡盛岡盛岡盛岡先生先生先生先生がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃってってってってくだくだくだくださったようにさったようにさったようにさったように、、、、ベベベベンンンンチチチチャーをャーをャーをャーを育育育育成成成成するためのするためのするためのするための財財財財源源源源とかとかとかとか、、、、ここでここでここでここで見見見見ているているているている範囲範囲範囲範囲ですとですとですとですと、、、、処処処処理理理理センターとかセンターとかセンターとかセンターとか、、、、監監監監視視視視強化強化強化強化とかとかとかとか、、、、埋埋埋埋立処分立処分立処分立処分のたのたのたのためのとかめのとかめのとかめのとか、、、、使使使使いいいい道道道道はははは別別別別にににに悪悪悪悪いいいい方方方方向向向向ではないのでしではないのでしではないのでしではないのでしょょょょうけれうけれうけれうけれどどどどもももも、、、、たたたただだだだ、、、、このこのこのこの辺辺辺辺のののの理解理解理解理解といといといというのはうのはうのはうのは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり県県県県民民民民、、、、市民市民市民市民はははは割割割割とすとすとすとすんんんんなりとなりとなりとなりと受受受受けけけけ入入入入れてれてれてれてくだくだくだくださっているのかさっているのかさっているのかさっているのか。。。。あるいはあるいはあるいはあるいはおおおお払払払払いするいするいするいする業業業業者者者者のののの皆皆皆皆ささささんんんんがががが、、、、こういうことにこういうことにこういうことにこういうことに使使使使われるわれるわれるわれる税金税金税金税金であるということをであるということをであるということをであるということを前前前前提提提提におにおにおにお払払払払いになっているのでしいになっているのでしいになっているのでしいになっているのでしょょょょうけれうけれうけれうけれどどどどもももも、、、、そそそそのあたりはのあたりはのあたりはのあたりはどどどどうなうなうなうなんんんんでしでしでしでしょょょょうねうねうねうね。。。。        尾崎尾崎尾崎尾崎主主主主幹幹幹幹        ごごごご指指指指摘摘摘摘のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ議議議議論論論論はありはありはありはありまままましたしたしたした。。。。初初初初めはめはめはめは皆皆皆皆ささささんんんん反反反反対対対対でしたからでしたからでしたからでしたから、、、、反反反反対対対対といといといというううう前前前前提提提提のののの中中中中でいでいでいでいろろろろいいいいろごろごろごろご議議議議論論論論していしていしていしていくくくくのとのとのとのと、、、、できてしできてしできてしできてしままままったったったった後後後後でででで実際実際実際実際にこれをにこれをにこれをにこれをどどどどうううう活用活用活用活用ししししていていていていくくくくかというかというかというかという話話話話になるとになるとになるとになると、、、、ままままたたたた若若若若干干干干皆皆皆皆ささささんんんんののののごごごご意見意見意見意見がががが違違違違うのかなといううのかなといううのかなといううのかなという気気気気もしておりもしておりもしておりもしておりまままますすすす。。。。        司司司司会会会会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        産業界産業界産業界産業界にとってインセンテにとってインセンテにとってインセンテにとってインセンティィィィブというのはブというのはブというのはブというのは常常常常にににに重要重要重要重要なことでなことでなことでなことで、、、、ももももちちちちろろろろんんんんさっきからさっきからさっきからさっきからごごごご指指指指摘摘摘摘のあるとおりのあるとおりのあるとおりのあるとおり、、、、ニーズにニーズにニーズにニーズに合合合合ったったったった物物物物づづづづくくくくりというのはりというのはりというのはりというのは当当当当然然然然でしでしでしでしょょょょうけれうけれうけれうけれどどどどもももも、、、、盛岡盛岡盛岡盛岡先生先生先生先生がががが何何何何度度度度もおっしもおっしもおっしもおっしゃゃゃゃるようにるようにるようにるように、、、、産業界産業界産業界産業界がががが環境環境環境環境問問問問題題題題のトップリーダーとしてのトップリーダーとしてのトップリーダーとしてのトップリーダーとして、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは重要重要重要重要なななな役役役役割割割割をををを担担担担うというおうというおうというおうというお立立立立場場場場であれであれであれであればばばば、、、、当当当当然然然然行政行政行政行政もももも産業界産業界産業界産業界にもうにもうにもうにもう１１１１つつつつ何何何何らかのインセンテらかのインセンテらかのインセンテらかのインセンティィィィブをブをブをブを与与与与えるものとしてえるものとしてえるものとしてえるものとして、、、、こういうこういうこういうこういう税金税金税金税金のいいのいいのいいのいい使使使使われわれわれわれ方方方方というのをというのをというのをというのを私私私私はははは時時時時々々々々思思思思ううううんんんんですですですです。。。。ベベベベンンンンチチチチャーがャーがャーがャーが日日日日本本本本にににに育育育育ちちちちににににくくくくいとかいとかいとかいとか、、、、例例例例ええええばばばば中中中中小小小小企企企企業業業業でゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションをややややりたいとりたいとりたいとりたいと思思思思っていっていっていっていてもてもてもても、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり５５５５人人人人、、、、10101010 人人人人のののの企企企企業業業業でででではとてもこれはできないはとてもこれはできないはとてもこれはできないはとてもこれはできないんんんんですよとかですよとかですよとかですよとか。。。。そそそそういうときういうときういうときういうときにににに、、、、行政行政行政行政のののの立立立立場場場場があるがあるがあるがある程度程度程度程度ササササポポポポートしていたートしていたートしていたートしていただだだだけるけるけるける財財財財政的政的政的政的なシステムがなシステムがなシステムがなシステムが実実実実ははははどどどどのエのエのエのエココココタタタタウウウウンにしンにしンにしンにしろろろろ、、、、どどどどのゼロエミッションをのゼロエミッションをのゼロエミッションをのゼロエミッションを進進進進めるめるめるめる中中中中でもかなりでもかなりでもかなりでもかなり大大大大きなきなきなきなハハハハーーーードドドドルなりネックになっルなりネックになっルなりネックになっルなりネックになっ
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ているのではないでしているのではないでしているのではないでしているのではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。最最最最近近近近、、、、エエエエココココタタタタウウウウンのンのンのンの事例事例事例事例ががががふふふふえつつあるえつつあるえつつあるえつつある中中中中でででで、、、、実実実実はははは来来来来年年年年、、、、こういうことをこういうことをこういうことをこういうことを研究研究研究研究したいとしたいとしたいとしたいと我我我我々々々々ののののチチチチームでもームでもームでもームでも皆皆皆皆様様様様ににににごごごご相相相相談談談談したいしたいしたいしたいんんんんですけれですけれですけれですけれどどどどもももも、、、、そそそそうううういうあたりでいうあたりでいうあたりでいうあたりで行政行政行政行政のののの役割役割役割役割がががが大大大大きいのではないかときいのではないかときいのではないかときいのではないかと思思思思うとこうとこうとこうところろろろですですですです。。。。        ４４４４時時時時半半半半のおのおのおのお約約約約束束束束だだだだったからったからったからったから、、、、遠遠遠遠方方方方からからからから来来来来られているられているられているられている皆皆皆皆ささささんんんんのことものことものことものことも考考考考ええええまままますとすとすとすと、、、、私私私私はははは産産産産業業業業界界界界のようにのようにのようにのように時時時時間間間間どどどどおりにおりにおりにおりにぴぴぴぴしっとしっとしっとしっと終終終終えたいのでえたいのでえたいのでえたいので、、、、特特特特ににににごごごご質質質質問問問問がなけれがなけれがなけれがなければばばば、、、、非非非非常常常常にににに貴貴貴貴重重重重なななな時時時時間間間間ではあるではあるではあるではあるんんんんですけれですけれですけれですけれどどどどもももも、、、、おおおお開開開開きにしたいときにしたいときにしたいときにしたいと思思思思いいいいまままますすすす。。。。ではではではでは、、、、ままままとめはとめはとめはとめは坂坂坂坂本本本本ささささんんんんにおにおにおにお願願願願いしいしいしいしまままますのですのですのですので、、、、よよよよろろろろしいですかしいですかしいですかしいですか。。。。        司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））        皆皆皆皆ささささんんんん、、、、大大大大変変変変おおおお忙忙忙忙しいとこしいとこしいとこしいところろろろ、、、、予予予予定定定定をををを大大大大変変変変超超超超過過過過いたしいたしいたしいたしまままましたのにしたのにしたのにしたのに、、、、最後最後最後最後ままままででででごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだききききまままましてしてしてして、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいいいいまままましたしたしたした。。。。        国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを始始始始めめめめまままましてしてしてして、、、、ちちちちょょょょううううどどどど来来来来年年年年のののの初初初初めでめでめでめで８８８８年年年年になりになりになりになりまままますすすす。。。。このこのこのこの間間間間、、、、皆皆皆皆ささささんんんんのののの絶絶絶絶大大大大なるなるなるなるごごごご支援支援支援支援をををを得得得得てててて着着着着々々々々とととと成成成成果果果果がががが生生生生ままままれておりれておりれておりれておりまままますすすす。。。。このこのこのこの動動動動きをさらにきをさらにきをさらにきをさらに加加加加速速速速したいということでしたいということでしたいということでしたいということで、、、、このこのこのこの研究会研究会研究会研究会をををを発発発発足足足足いたしいたしいたしいたしまままましたしたしたした。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進、、、、もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは、、、、我我我我々々々々のののの市民市民市民市民意識意識意識意識のののの改改改改革革革革をねらったをねらったをねらったをねらった環境学環境学環境学環境学習習習習、、、、そそそそうしたうしたうしたうした意意意意味味味味ででででぜひぜひぜひぜひともともともとも皆皆皆皆様様様様方方方方のののの温温温温かいかいかいかいごごごご支支支支援援援援をおをおをおをお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしまままますすすす。。。。        12121212 月月月月はははは、、、、12121212 月月月月 20202020 日日日日にににに研究会研究会研究会研究会ⅡⅡⅡⅡ・・・・環境学環境学環境学環境学習習習習ととととそそそそれをれをれをれを通通通通してのしてのしてのしての市民市民市民市民意識意識意識意識のののの改改改改革革革革をここでをここでをここでをここで開開開開催催催催いたしいたしいたしいたしまままますすすす。。。。ままままたたたた、、、、ごごごご案案案案内内内内はははは 12121212月月月月のののの初初初初めにめにめにめに差差差差しししし上上上上げまげまげまげますがすがすがすが、、、、ぜひぜひぜひぜひともともともともごごごご出出出出席席席席いたいたいたいただだだだききききまままますようにおすようにおすようにおすようにお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げまげまげまげますすすす。。。。        入入入入りりりり口口口口のとこのとこのとこのところろろろにににに追追追追加加加加のののの資資資資料料料料等等等等ががががごごごござざざざいいいいまままますのですのですのですので、、、、皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ごごごごららららんんんんいたいたいたいただだだだいておいておいておいてお持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりりくだくだくだくださいさいさいさい。。。。        そそそそれではれではれではれでは、、、、遅遅遅遅くまくまくまくまででででどどどどうもありがとううもありがとううもありがとううもありがとうごごごござざざざいいいいまままましたしたしたした。。。。                                                                                                                                                    文責文責文責文責        国連大学高等研究所国連大学高等研究所国連大学高等研究所国連大学高等研究所    坂坂坂坂本本本本憲憲憲憲一一一一    萬木慶子萬木慶子萬木慶子萬木慶子        
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４４４４－－－－１１１１    研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠ・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル推進推進推進推進    第第第第３３３３回回回回ワークショップワークショップワークショップワークショップ議事録議事録議事録議事録        
国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム    

    

研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進    

第第第第３３３３回回回回ワークショップワークショップワークショップワークショップ    

    

    日日日日        時時時時：：：：２００２２００２２００２２００２年年年年１１１１月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（木木木木））））        １３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１６１６１６１６時時時時４３４３４３４３分分分分                    場場場場        所所所所：：：：国連大学高等研究所国連大学高等研究所国連大学高等研究所国連大学高等研究所        １１１１階階階階セミナールームセミナールームセミナールームセミナールーム    発表者発表者発表者発表者：：：：①①①①経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進課長推進課長推進課長推進課長        田辺靖雄田辺靖雄田辺靖雄田辺靖雄    氏氏氏氏                    ②②②②京都府循環型社会推進課企画主任京都府循環型社会推進課企画主任京都府循環型社会推進課企画主任京都府循環型社会推進課企画主任    尾形順司尾形順司尾形順司尾形順司    氏氏氏氏                    ③③③③静岡県沼津市静岡県沼津市静岡県沼津市静岡県沼津市ごみごみごみごみ対策推進課長対策推進課長対策推進課長対策推進課長        大澤敏夫大澤敏夫大澤敏夫大澤敏夫    氏氏氏氏    
    司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））        それではそれではそれではそれでは、、、、開会開会開会開会させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。        本日本日本日本日はははは皆様大変皆様大変皆様大変皆様大変おおおお忙忙忙忙しいところをおいでいただきしいところをおいでいただきしいところをおいでいただきしいところをおいでいただき、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。        国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学はははは昨年昨年昨年昨年９９９９月月月月からからからから循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進をををを目指目指目指目指してしてしてして２２２２つのつのつのつの研究会研究会研究会研究会をををを立立立立ちちちち上上上上げていますげていますげていますげています。。。。研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠがリサイクルがリサイクルがリサイクルがリサイクル推進推進推進推進、、、、研究会研究会研究会研究会ⅡⅡⅡⅡがそうしたがそうしたがそうしたがそうしたことをことをことをことを国民合意形成国民合意形成国民合意形成国民合意形成のののの上上上上でででで進進進進めるためのめるためのめるためのめるための環境学習及環境学習及環境学習及環境学習及びびびび市民意識市民意識市民意識市民意識のののの改革改革改革改革でででで、、、、このこのこのこの２２２２つのテーつのテーつのテーつのテーマをマをマをマを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。        今日今日今日今日はははは研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進のののの３３３３回目回目回目回目のワークショップですのワークショップですのワークショップですのワークショップです。。。。本日本日本日本日のののの講師講師講師講師はははは経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進課長推進課長推進課長推進課長のののの田辺靖雄様田辺靖雄様田辺靖雄様田辺靖雄様、、、、京都府京都府京都府京都府のののの循環型社会推進課企画主任循環型社会推進課企画主任循環型社会推進課企画主任循環型社会推進課企画主任のののの尾形順司様尾形順司様尾形順司様尾形順司様、、、、静岡県沼津市静岡県沼津市静岡県沼津市静岡県沼津市のごみのごみのごみのごみ対策推進課長対策推進課長対策推進課長対策推進課長のののの大澤敏夫様大澤敏夫様大澤敏夫様大澤敏夫様ですですですです。。。。会議会議会議会議のスケジュールはアジェンダののスケジュールはアジェンダののスケジュールはアジェンダののスケジュールはアジェンダのとおりとおりとおりとおり進進進進めさせていただきたいとめさせていただきたいとめさせていただきたいとめさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。おおおお忙忙忙忙しいとしいとしいとしいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、皆様最後皆様最後皆様最後皆様最後までごまでごまでごまでご出席出席出席出席いただきますようによろしくおいただきますようによろしくおいただきますようによろしくおいただきますようによろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。        早速早速早速早速ですがですがですがですが、、、、田辺課長田辺課長田辺課長田辺課長、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        田辺課長田辺課長田辺課長田辺課長        国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミッションフォーラムとはのゼロエミッションフォーラムとはのゼロエミッションフォーラムとはのゼロエミッションフォーラムとは以前以前以前以前からからからから多少関係多少関係多少関係多少関係がありがありがありがあり、、、、非常非常非常非常にににに有意義有意義有意義有意義なななな活動活動活動活動をやっておられをやっておられをやっておられをやっておられ、、、、今日今日今日今日はワークショップにおはワークショップにおはワークショップにおはワークショップにお招招招招きいただききいただききいただききいただき、、、、ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。        自治体自治体自治体自治体やややや学会学会学会学会、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは実業界実業界実業界実業界のののの方方方方々々々々大変大変大変大変いいメンバーがそろっておられいいメンバーがそろっておられいいメンバーがそろっておられいいメンバーがそろっておられ、、、、本日意見交本日意見交本日意見交本日意見交換換換換できることをできることをできることをできることを楽楽楽楽しみにしてきましたしみにしてきましたしみにしてきましたしみにしてきました。。。。約約約約１１１１時間弱時間弱時間弱時間弱おおおお時間時間時間時間をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、そのそのそのその中中中中でででで私私私私どもどもどもども経経経経済産業省済産業省済産業省済産業省としてのとしてのとしてのとしての政策的政策的政策的政策的なななな取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの現状現状現状現状をかいつまんでおをかいつまんでおをかいつまんでおをかいつまんでお話話話話しししし申申申申しししし上上上上げげげげ、、、、限限限限られたられたられたられた時間時間時間時間かもしれないがかもしれないがかもしれないがかもしれないが、、、、できればできればできればできれば皆様方皆様方皆様方皆様方からからからから何何何何なりとごなりとごなりとごなりとご質問質問質問質問、、、、ごごごご意見意見意見意見をををを承承承承らせていただきらせていただきらせていただきらせていただき、、、、意見意見意見意見交換交換交換交換をさせていただけたらとをさせていただけたらとをさせていただけたらとをさせていただけたらと思思思思いますいますいますいます。。。。        本日本日本日本日、、、、私私私私のののの関係関係関係関係ではではではでは「「「「循環型経済循環型経済循環型経済循環型経済システムのシステムのシステムのシステムの高度化高度化高度化高度化にににに向向向向けてけてけてけて」」」」というというというという資料資料資料資料をををを配付配付配付配付ししししましましましまし
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たたたた。。。。またまたまたまた「「「「循環型社会実行元年循環型社会実行元年循環型社会実行元年循環型社会実行元年」」」」というというというという私私私私どものどものどものどもの関係関係関係関係のののの財団法人財団法人財団法人財団法人クリーン・ジャパン・セクリーン・ジャパン・セクリーン・ジャパン・セクリーン・ジャパン・センターでつくっているパンフレットをンターでつくっているパンフレットをンターでつくっているパンフレットをンターでつくっているパンフレットを配付配付配付配付しているがしているがしているがしているが、、、、大変大変大変大変よくまとまってわかりやすいよくまとまってわかりやすいよくまとまってわかりやすいよくまとまってわかりやすい資料資料資料資料なのでなのでなのでなので、、、、適宜適宜適宜適宜ごごごご参照参照参照参照いただければといただければといただければといただければと思思思思うううう。。。。私私私私はははは、、、、配付資料配付資料配付資料配付資料ののののＯＨＰＯＨＰＯＨＰＯＨＰにににに沿沿沿沿っておっておっておってお話話話話をををを進進進進めさせていただきたいめさせていただきたいめさせていただきたいめさせていただきたい。。。。        私私私私どもどもどもども政策政策政策政策のののの立場立場立場立場からからからから言言言言うとうとうとうと、、、、ビビビビジョンというかジョンというかジョンというかジョンというか、、、、ありありありあり得得得得べべべべくくくく将来像将来像将来像将来像をををを思思思思いいいい描描描描きながらきながらきながらきながら、、、、そのそのそのその将来像将来像将来像将来像をををを実現実現実現実現するためのするためのするためのするためのツツツツールとしてさまざまなールとしてさまざまなールとしてさまざまなールとしてさまざまなツツツツールがあるがールがあるがールがあるがールがあるが、、、、一番一番一番一番大大大大きなものはきなものはきなものはきなものは法法法法律律律律というというというというツツツツールであろうとールであろうとールであろうとールであろうと思思思思うううう。。。。法法法法律律律律ののののツツツツールをールをールをールを整備整備整備整備しながらしながらしながらしながら、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん法法法法律律律律はははは国会国会国会国会でででで立立立立法法法法していただくがしていただくがしていただくがしていただくが、、、、それをそれをそれをそれを運用運用運用運用するのがするのがするのがするのが我我我我々々々々行政行政行政行政のののの役割役割役割役割であるであるであるである。。。。そのプロセスでそのプロセスでそのプロセスでそのプロセスで産業界産業界産業界産業界やややや市市市市町村町村町村町村やややや市民市民市民市民、、、、国民国民国民国民、、、、消費者消費者消費者消費者のののの方方方方々々々々といろいろなといろいろなといろいろなといろいろな形形形形でインターラクションさせていただでインターラクションさせていただでインターラクションさせていただでインターラクションさせていただきながらきながらきながらきながら、、、、ありありありあり得得得得べべべべくくくく将来像将来像将来像将来像にににに向向向向かってかってかってかって関係関係関係関係者者者者みんなのみんなのみんなのみんなの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを助助助助長長長長していくしていくしていくしていく立場立場立場立場であであであであるるるる。。。。法法法法律律律律のみならのみならのみならのみならずずずず、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな手段手段手段手段でででで関係関係関係関係者者者者のののの行動行動行動行動、、、、方向方向方向方向性性性性をををを促促促促していくときにしていくときにしていくときにしていくときに、、、、私私私私どどどどものものものもの支援制支援制支援制支援制度度度度、、、、補助制補助制補助制補助制度度度度といったといったといったといったツツツツールもあるールもあるールもあるールもある。。。。そういったことでそういったことでそういったことでそういったことで現現現現在在在在いろいろいろいろいろいろいろいろ取取取取りりりり組組組組んんんんでいることをおでいることをおでいることをおでいることをお話話話話しさせていただきしさせていただきしさせていただきしさせていただき、、、、今今今今、、、、私私私私どもでどもでどもでどもで議議議議論論論論したりしたりしたりしたり、、、、考考考考ええええたりしているたりしているたりしているたりしている現状現状現状現状のののの課課課課題題題題もおもおもおもお話話話話をさせていただけたらとをさせていただけたらとをさせていただけたらとをさせていただけたらと思思思思うううう。。。。        ありありありあり得得得得べべべべきききき将来像将来像将来像将来像というというというという意意意意味味味味ではではではでは、、、、もうもうもうもう２２２２年年年年半半半半ぐぐぐぐらいらいらいらい前前前前になるがになるがになるがになるが、、、、私私私私どもがまだどもがまだどもがまだどもがまだ通通通通産省産省産省産省とととと言言言言っていたっていたっていたっていた時時時時代代代代のののの産業産業産業産業構造審構造審構造審構造審議会議会議会議会でででで循環経済循環経済循環経済循環経済ビビビビジョンをジョンをジョンをジョンを取取取取りまとめておりりまとめておりりまとめておりりまとめており、、、、これがエッこれがエッこれがエッこれがエッセンスであるセンスであるセンスであるセンスである。。。。そのそのそのその当当当当時時時時のののの問問問問題題題題意識意識意識意識、、、、今今今今でもでもでもでも大体大体大体大体このこのこのこの基調基調基調基調のののの上上上上にのっているとにのっているとにのっているとにのっていると思思思思うがうがうがうが、、、、ここここれはもうれはもうれはもうれはもう皆皆皆皆さんさんさんさん既既既既にににに相当認相当認相当認相当認識識識識はされておられるところだとはされておられるところだとはされておられるところだとはされておられるところだと思思思思うううう。。。。我我我我々々々々がががが直面直面直面直面しているしているしているしている環境環境環境環境面面面面のののの制制制制約約約約、、、、そしてそしてそしてそして資資資資源面源面源面源面のののの制制制制約約約約をををを克服克服克服克服していくことがしていくことがしていくことがしていくことが 21212121 世紀世紀世紀世紀のののの経済経済経済経済システムシステムシステムシステム、、、、社会社会社会社会システシステシステシステムにとってのムにとってのムにとってのムにとっての大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題ではないかではないかではないかではないか。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで経済経済経済経済システムをそれまでのシステムをそれまでのシステムをそれまでのシステムをそれまでの高度成長高度成長高度成長高度成長期期期期にににに構築構築構築構築されたようなされたようなされたようなされたような大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量消費量消費量消費量消費、、、、大大大大量廃棄量廃棄量廃棄量廃棄型型型型からからからから循環型循環型循環型循環型のののの経済経済経済経済システムにシステムにシステムにシステムに変変変変ええええていこうということであるていこうということであるていこうということであるていこうということである。。。。        循環型循環型循環型循環型のののの経済経済経済経済システムとはどういうことかシステムとはどういうことかシステムとはどういうことかシステムとはどういうことか、、、、一一一一言言言言でででで言言言言ええええばばばば環境環境環境環境とととと経済経済経済経済をををを統統統統合合合合することですることですることですることであるあるあるある。。。。環境環境環境環境もよくしもよくしもよくしもよくし、、、、経済経済経済経済もよくするもよくするもよくするもよくする立場立場立場立場であるであるであるである。。。。時時時時としてとしてとしてとして経済経済経済経済はははは犠牲犠牲犠牲犠牲にしてにしてにしてにして環境環境環境環境をよくをよくをよくをよくしようというしようというしようというしようという議議議議論論論論もありもありもありもあり、、、、もちろんそのもちろんそのもちろんそのもちろんその逆逆逆逆にににに環境環境環境環境はどうでもいいからはどうでもいいからはどうでもいいからはどうでもいいから、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく経済経済経済経済をよをよをよをよくしようというくしようというくしようというくしようという議議議議論論論論もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは両両両両々々々々相相相相まってよくなるようなまってよくなるようなまってよくなるようなまってよくなるような道筋道筋道筋道筋をををを考考考考ええええていきたていきたていきたていきたいといういといういといういという立場立場立場立場であるであるであるである。。。。        そのときにそのときにそのときにそのときに幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの要素要素要素要素があるががあるががあるががあるが、、、、１１１１番番番番目目目目はははは資資資資源源源源エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー効率効率効率効率のののの最大化最大化最大化最大化というというというという言言言言いいいい方方方方をしてをしてをしてをしているいるいるいる。。。。英語英語英語英語のエのエのエのエココココエフエフエフエフィィィィシェンシーというシェンシーというシェンシーというシェンシーという概念概念概念概念とととと同同同同義義義義であろうかとであろうかとであろうかとであろうかと思思思思うがうがうがうが、、、、資資資資源源源源エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー効率効率効率効率をををを上上上上げていくことをフげていくことをフげていくことをフげていくことをファァァァクタークタークタークター幾幾幾幾つといったつといったつといったつといった言言言言いいいい方方方方をすることがあるをすることがあるをすることがあるをすることがある。。。。つまつまつまつまりりりり、、、、あるあるあるある効用効用効用効用のためにのためにのためにのために費費費費やされるやされるやされるやされる資資資資源源源源やエやエやエやエネネネネルルルルギギギギーのーのーのーの原単位原単位原単位原単位をををを下下下下げていくげていくげていくげていく。。。。逆逆逆逆にににに言言言言ええええばばばば効効効効率率率率をををを上上上上げていくことでありげていくことでありげていくことでありげていくことであり、、、、世世世世界界界界のいろいろなところでフのいろいろなところでフのいろいろなところでフのいろいろなところでファァァァクタークタークタークター４４４４、、、、フフフファァァァクタークタークタークター10101010、、、、フフフファァァァクタークタークタークター20202020とととと言言言言ったりするったりするったりするったりする。。。。効率効率効率効率をををを４４４４倍倍倍倍にするのがフにするのがフにするのがフにするのがファァァァクタークタークタークター４４４４、、、、10101010 倍倍倍倍にするのがフにするのがフにするのがフにするのがファァァァククククターターターター10101010であるであるであるである。。。。そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを目指目指目指目指していくことがしていくことがしていくことがしていくことが１１１１つのつのつのつのココココンセプトであるンセプトであるンセプトであるンセプトである。。。。        それからそれからそれからそれから、、、、経済経済経済経済システムシステムシステムシステム、、、、社会社会社会社会システムシステムシステムシステムでありでありでありであり、、、、そのそのそのその構構構構成成成成メンバーそれメンバーそれメンバーそれメンバーそれぞぞぞぞれにかかわりれにかかわりれにかかわりれにかかわり、、、、システムシステムシステムシステム全全全全体体体体としてはプレーとしてはプレーとしてはプレーとしてはプレーヤヤヤヤーがパートーがパートーがパートーがパートナナナナーシップのーシップのーシップのーシップの関係関係関係関係にならないとにならないとにならないとにならないと全全全全体体体体のシステムのシステムのシステムのシステムはうまくはうまくはうまくはうまく回回回回らないらないらないらない。。。。        私私私私どもどもどもども経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省のののの立場立場立場立場としてはとしてはとしてはとしては、、、、重要重要重要重要なのはなのはなのはなのは技術技術技術技術ののののブブブブレークスルーにレークスルーにレークスルーにレークスルーに大大大大きなかきなかきなかきなかぎぎぎぎがあがあがあがあるのではないかるのではないかるのではないかるのではないか。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、新新新新しいしいしいしい循環型循環型循環型循環型のののの技術技術技術技術体体体体系系系系をををを構築構築構築構築していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるがあるがあるがあるのではないかというのがのではないかというのがのではないかというのがのではないかというのが３３３３番番番番目目目目であるであるであるである。。。。    
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    ４４４４番番番番目目目目にににに、、、、環境関連産業環境関連産業環境関連産業環境関連産業にどんどんにどんどんにどんどんにどんどん伸伸伸伸びていただくことがびていただくことがびていただくことがびていただくことが必要必要必要必要なのではないかなのではないかなのではないかなのではないか。。。。そうすそうすそうすそうするとるとるとると、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済ののののウウウウイン・イン・イン・イン・ウウウウイン・イン・イン・イン・ゲゲゲゲームがームがームがームが成立成立成立成立するのではないかということであるするのではないかということであるするのではないかということであるするのではないかということである。。。。環境産業環境産業環境産業環境産業とととと言言言言ったときにったときにったときにったときに両面両面両面両面ありありありあり、、、、１１１１つのつのつのつの産業産業産業産業のののの環境化環境化環境化環境化はははは、、、、いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる動動動動脈側脈側脈側脈側のののの産業産業産業産業がががが環境環境環境環境にににに対対対対応応応応することでのすることでのすることでのすることでの産業化産業化産業化産業化であるであるであるである。。。。例例例例ええええばばばば環境環境環境環境にににに配配配配慮慮慮慮したしたしたした製品製品製品製品をつくるをつくるをつくるをつくる、、、、ググググリーンリーンリーンリーン製品製品製品製品ををををつくるつくるつくるつくる、、、、エエエエココココプロダクトをつくるプロダクトをつくるプロダクトをつくるプロダクトをつくる等等等等であったりであったりであったりであったり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責者責者責者責任任任任のののの考考考考ええええ方方方方にににに従従従従っっっってメーてメーてメーてメーカカカカーとしてつくるだけでなくーとしてつくるだけでなくーとしてつくるだけでなくーとしてつくるだけでなく、、、、つくるときからそれがつくるときからそれがつくるときからそれがつくるときからそれが使用使用使用使用、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄されたされたされたされた後後後後までまでまでまで責責責責任任任任をををを持持持持ってってってって全全全全体体体体をうまくをうまくをうまくをうまく循環循環循環循環させることにさせることにさせることにさせることに努力努力努力努力するのがするのがするのがするのが産業産業産業産業のののの環境化環境化環境化環境化であるであるであるである。。。。        一一一一方方方方、、、、環境環境環境環境のののの産業化産業化産業化産業化はははは、、、、逆逆逆逆にににに従来従来従来従来でいでいでいでいええええばばばば静静静静脈側脈側脈側脈側、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理のののの分野分野分野分野にどんどにどんどにどんどにどんどんんんん産業化産業化産業化産業化していくしていくしていくしていく。。。。そのそのそのその部分部分部分部分でこれまではでこれまではでこれまではでこれまでは市場経済化市場経済化市場経済化市場経済化されされされされていないていないていないていない世世世世界界界界がががが相当程相当程相当程相当程度度度度あったあったあったあったのではないかとのではないかとのではないかとのではないかと思思思思うがうがうがうが、、、、そこにそこにそこにそこに市場経済化市場経済化市場経済化市場経済化、、、、経済学的経済学的経済学的経済学的にににに言言言言うとうとうとうと外部外部外部外部経済経済経済経済をををを市場市場市場市場にににに内部内部内部内部化化化化すすすするというるというるというるという形形形形でででで環境産業環境産業環境産業環境産業をををを伸伸伸伸ばしていくばしていくばしていくばしていく。。。。環境産業環境産業環境産業環境産業のののの推推推推計計計計はいろいろあるがはいろいろあるがはいろいろあるがはいろいろあるが、、、、当当当当時時時時はははは 2010201020102010年年年年にににに 40404040 兆円兆円兆円兆円産業産業産業産業、、、、140140140140 万万万万人人人人規模規模規模規模になるのではないかというになるのではないかというになるのではないかというになるのではないかという市場市場市場市場のののの規模規模規模規模のののの推推推推計計計計をしていたをしていたをしていたをしていた。。。。そそそそうしたうしたうしたうした形形形形でででで環境環境環境環境とととと経済経済経済経済がががが統統統統合合合合したしたしたした循環型循環型循環型循環型のののの経済経済経済経済システムをシステムをシステムをシステムを日本日本日本日本でででで世世世世界界界界にににに先駆先駆先駆先駆けてつくってけてつくってけてつくってけてつくっていこうではないかということであるいこうではないかということであるいこうではないかということであるいこうではないかということである。。。。そのためにそのためにそのためにそのために具具具具体的体的体的体的なななな取取取取りりりり組組組組みとしてみとしてみとしてみとして廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物リサイクリサイクリサイクリサイクルルルル対策対策対策対策のののの再構築再構築再構築再構築ということでということでということでということで、、、、それまではリサイクルをそれまではリサイクルをそれまではリサイクルをそれまではリサイクルを意識意識意識意識していたがしていたがしていたがしていたが、、、、これからはこれからはこれからはこれからは３３３３つつつつののののＲＲＲＲ、、、、リリリリデデデデュースュースュースュース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルを経済活動経済活動経済活動経済活動にににに組組組組みみみみ込込込込んでいくことをんでいくことをんでいくことをんでいくことを関係主体関係主体関係主体関係主体にににに促促促促していくしていくしていくしていく方向方向方向方向性性性性をををを打打打打ちちちち出出出出したしたしたした。。。。        これではややこれではややこれではややこれではやや抽象抽象抽象抽象的的的的なのでなのでなのでなので、、、、産業産業産業産業システムのイメージとしてどうなるかをシステムのイメージとしてどうなるかをシステムのイメージとしてどうなるかをシステムのイメージとしてどうなるかをポポポポンンンンチチチチ絵絵絵絵にしにしにしにしたたたた。。。。産業産業産業産業はははは生生生生産産産産でありでありでありであり、、、、生生生生産産産産はどのようにはどのようにはどのようにはどのように流流流流れるかというとれるかというとれるかというとれるかというと、、、、最最最最初初初初にににに天然天然天然天然資資資資源源源源をををを採採採採取取取取してしてしてしてきてきてきてきて素材素材素材素材をををを生生生生産産産産しししし、、、、中間的中間的中間的中間的なななな形形形形態態態態をををを経経経経てててて製品製品製品製品になりになりになりになり、、、、製品製品製品製品がががが消費消費消費消費、、、、使用使用使用使用されるされるされるされる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、これまでのワンこれまでのワンこれまでのワンこれまでのワンウウウウエーエーエーエー型型型型のののの経済経済経済経済システムはシステムはシステムはシステムは、、、、消費消費消費消費、、、、使用使用使用使用されたされたされたされた後後後後はははは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物となってとなってとなってとなって処理処理処理処理さささされれれれ、、、、最最最最終終終終的的的的にはにはにはには埋埋埋埋立立立立処分処分処分処分されたがされたがされたがされたが、、、、環境環境環境環境のののの制制制制約約約約、、、、資資資資源源源源のののの制制制制約約約約をををを克服克服克服克服するするするする循環型循環型循環型循環型のシスのシスのシスのシステムテムテムテムとしてはとしてはとしてはとしては一番右側一番右側一番右側一番右側のルートにはバのルートにはバのルートにはバのルートにはバツツツツをつけをつけをつけをつけ、、、、そちらにはそちらにはそちらにはそちらには回回回回さないでさないでさないでさないで循環循環循環循環をさせるをさせるをさせるをさせる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、製品製品製品製品のののの生生生生産産産産やややや素材素材素材素材のののの生生生生産産産産工程工程工程工程にににに再再再再びびびび戻戻戻戻すすすす逆生逆生逆生逆生産産産産のプロセスののプロセスののプロセスののプロセスの形形形形でででで全全全全体体体体をををを循環循環循環循環させればさせればさせればさせれば、、、、入入入入りりりり口口口口のののの資資資資源採源採源採源採取取取取もももも出出出出口口口口のののの最最最最終処分終処分終処分終処分もももも限限限限りなくゼロにりなくゼロにりなくゼロにりなくゼロに近近近近づづづづいていくのではないかいていくのではないかいていくのではないかいていくのではないか。。。。これはまこれはまこれはまこれはまさにさにさにさに国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミッションというのゼロエミッションというのゼロエミッションというのゼロエミッションというココココンセプトとンセプトとンセプトとンセプトと同同同同じじじじ概念概念概念概念をををを図示図示図示図示したものとしたものとしたものとしたものと言言言言ってもってもってもってもいいのではないかといいのではないかといいのではないかといいのではないかと思思思思うううう。。。。こういうこういうこういうこういう経済経済経済経済システムシステムシステムシステム、、、、生生生生産体産体産体産体系系系系をををを目指目指目指目指したしたしたした上上上上でででで、、、、技術技術技術技術のののの体体体体系系系系をつくっていくことがかをつくっていくことがかをつくっていくことがかをつくっていくことがかぎぎぎぎになるになるになるになる。。。。このこのこのこの循環循環循環循環をうまくをうまくをうまくをうまく回回回回していくためのプレーしていくためのプレーしていくためのプレーしていくためのプレーヤヤヤヤーーーー、、、、すなすなすなすなわちわちわちわち環境産業環境産業環境産業環境産業がかがかがかがかぎぎぎぎになろうになろうになろうになろうかとかとかとかと思思思思うううう。。。。        そこにはいろいろなそこにはいろいろなそこにはいろいろなそこにはいろいろな課課課課題題題題がありがありがありがあり、、、、現実現実現実現実にににに既既既既にににに大大大大分分分分取取取取りりりり組組組組まれまれまれまれ、、、、Ａ～ＥＡ～ＥＡ～ＥＡ～Ｅのののの領域領域領域領域ごとにごとにごとにごとに具具具具体体体体例例例例をををを書書書書いてあるいてあるいてあるいてある。。。。さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな領域領域領域領域のパーのパーのパーのパーツツツツのののの技術技術技術技術やシステムがやシステムがやシステムがやシステムが研究研究研究研究途途途途中中中中であったりであったりであったりであったり、、、、相当相当相当相当実実実実用用用用化化化化されされされされ、、、、これはこれでこれはこれでこれはこれでこれはこれで私私私私どももどんどんどももどんどんどももどんどんどももどんどん応援応援応援応援していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。物物物物すごくすごくすごくすごく重要重要重要重要なのはなのはなのはなのは、、、、領領領領域域域域ごとにごとにごとにごとに切切切切ってってってって考考考考ええええることではないることではないることではないることではない。。。。ＡＡＡＡ、、、、ＢＢＢＢ、、、、ＣＣＣＣはははは動動動動脈側脈側脈側脈側、、、、ＤＤＤＤ、、、、ＥＥＥＥはははは静静静静脈側脈側脈側脈側のののの流流流流れであるれであるれであるれである。。。。全全全全体体体体をうまくをうまくをうまくをうまく回回回回るるるる仕仕仕仕組組組組みみみみ、、、、仕掛仕掛仕掛仕掛けをけをけをけを考考考考ええええることはることはることはることは、、、、難難難難しいしいしいしい面面面面もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、非常非常非常非常にににに重要重要重要重要でありでありでありであり、、、、そのときにそのときにそのときにそのときにビビビビジジジジネネネネスのスのスのスの力力力力がががが重要重要重要重要なのではないかとなのではないかとなのではないかとなのではないかと思思思思うううう。。。。        そうそうそうそう考考考考ええええていくとていくとていくとていくと、、、、ビビビビジジジジネネネネスのスのスのスの仕仕仕仕方方方方、、、、ビビビビジジジジネネネネススススモデモデモデモデルからルからルからルから考考考考ええええ直直直直していかないといけなしていかないといけなしていかないといけなしていかないといけないかもしれないいかもしれないいかもしれないいかもしれない。。。。ワンワンワンワンウウウウエーエーエーエー型型型型はははは物物物物をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、物物物物をををを売売売売るるるる。。。。売売売売るとメーるとメーるとメーるとメーカカカカーーーー側側側側のののの手手手手をををを離離離離れれれれ、、、、消費者消費者消費者消費者にバトンタッにバトンタッにバトンタッにバトンタッチチチチされされされされ、、、、消費者消費者消費者消費者がががが使使使使いいいい終終終終わるとわるとわるとわると最最最最終終終終的的的的にににに廃棄処分廃棄処分廃棄処分廃棄処分されるがされるがされるがされるが、、、、循環循環循環循環をををを意意意意識識識識したしたしたしたビビビビジジジジネネネネススススモデモデモデモデルでルでルでルで言言言言うとうとうとうと、、、、生生生生産産産産者側者側者側者側にににに帰帰帰帰ってくるリースやレンタルってくるリースやレンタルってくるリースやレンタルってくるリースやレンタル等等等等ののののビビビビジジジジネネネネススススモモモモデデデデルももっとルももっとルももっとルももっと強調強調強調強調してしてしてして考考考考ええええていかなければいけないのではないかていかなければいけないのではないかていかなければいけないのではないかていかなければいけないのではないか。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは全全全全体体体体のののの流流流流れをれをれをれを
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うまくうまくうまくうまく回回回回すためにすためにすためにすために、、、、さまざまなリスクやさまざまなリスクやさまざまなリスクやさまざまなリスクや責責責責任任任任をををを果果果果たすたすたすたす仕仕仕仕組組組組みとしてのみとしてのみとしてのみとしての保険等保険等保険等保険等がががが物物物物のののの供給供給供給供給とととと相相相相まってまってまってまって、、、、ビビビビジジジジネネネネススススモデモデモデモデルとしてもっとルとしてもっとルとしてもっとルとしてもっと新新新新しいしいしいしい形形形形のものがのものがのものがのものが出出出出てきていいのではないかてきていいのではないかてきていいのではないかてきていいのではないかといといといというううう問問問問題題題題をををを持持持持っているっているっているっている。。。。        またまたまたまた、、、、静静静静脈側脈側脈側脈側のプロセスはのプロセスはのプロセスはのプロセスは、、、、正直正直正直正直言言言言ってまだってまだってまだってまだ効率効率効率効率化化化化、、、、合合合合理理理理化化化化、、、、市場経済化市場経済化市場経済化市場経済化のののの余地余地余地余地があるがあるがあるがあるのではないかのではないかのではないかのではないか。。。。やややややややや語弊語弊語弊語弊があるかもしれないががあるかもしれないががあるかもしれないががあるかもしれないが、、、、昔昔昔昔でででで言言言言うとアンダーうとアンダーうとアンダーうとアンダーググググララララウウウウンンンンドドドドのののの世世世世界界界界でででであったあったあったあった面面面面があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。これはこれはこれはこれは循環循環循環循環をををを担担担担うううう重要重要重要重要なななな役割役割役割役割としてとしてとしてとして、、、、むむむむしろアンダーしろアンダーしろアンダーしろアンダーググググララララウウウウンンンンドドドドのののの世世世世界界界界ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、地地地地上上上上のののの世世世世界界界界とととと考考考考ええええ、、、、まさにおまさにおまさにおまさにお天道天道天道天道様様様様のののの日日日日のののの当当当当たるたるたるたる中中中中でのでのでのでの輝輝輝輝かしかしかしかしいいいい役割役割役割役割、、、、主体主体主体主体としてとしてとしてとして活活活活躍躍躍躍していただかなければならないしていただかなければならないしていただかなければならないしていただかなければならない。。。。そういうそういうそういうそういう目目目目でででで考考考考ええええ、、、、そういうそういうそういうそういう方方方方向向向向をををを目指目指目指目指していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。        そういうそういうそういうそういう考考考考ええええ方方方方のもとにのもとにのもとにのもとに法体法体法体法体系系系系がががが整備整備整備整備されされされされ、、、、循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進基基基基本法本法本法本法ができができができができ、、、、そのそのそのその下下下下にににに廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理法法法法もももも強強強強化化化化されされされされ、、、、資資資資源源源源有有有有効利用促効利用促効利用促効利用促進法進法進法進法というというというという３３３３つのつのつのつのＲＲＲＲのののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを促促促促すすすす一般一般一般一般法法法法ができができができができ、、、、それまでそれまでそれまでそれまで既既既既にににに成立成立成立成立していたしていたしていたしていた個別個別個別個別のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル法法法法であるであるであるである容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法、、、、家家家家電電電電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法にににに加加加加ええええ、、、、新新新新しくしくしくしく建設建設建設建設資資資資材材材材リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ができができができができ、、、、食品食品食品食品リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ができができができができ、、、、このこのこのこの通通通通常国会常国会常国会常国会にににに自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法もももも提案提案提案提案させていただこうとさせていただこうとさせていただこうとさせていただこうと思思思思っているっているっているっている。。。。そこまでそこまでそこまでそこまで来来来来るるるるとリサイクルとリサイクルとリサイクルとリサイクル法法法法、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責者責者責者責任任任任のののの考考考考ええええ方方方方にににに基基基基づづづづいたリサイクルのいたリサイクルのいたリサイクルのいたリサイクルの義義義義務務務務づづづづけのたけのたけのたけのためのめのめのめの法体法体法体法体系系系系がががが大体大体大体大体できできできでき上上上上がるとがるとがるとがると思思思思っているっているっているっている。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、それそれそれそれ以上以上以上以上個別個別個別個別のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル法法法法ををををつくるつくるつくるつくる必要性必要性必要性必要性はははは余余余余りなくなりりなくなりりなくなりりなくなり、、、、大体大体大体大体のののの残残残残されたものはされたものはされたものはされたものは資資資資源源源源有有有有効利用促効利用促効利用促効利用促進法進法進法進法にさまざまなにさまざまなにさまざまなにさまざまな形形形形でででで指指指指定定定定をすることでをすることでをすることでをすることで３３３３つのつのつのつのＲＲＲＲのののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを促促促促していくことができるのではないかとしていくことができるのではないかとしていくことができるのではないかとしていくことができるのではないかと思思思思ってってってっているいるいるいる。。。。そうしたリサイクルそうしたリサイクルそうしたリサイクルそうしたリサイクル、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは３３３３つのつのつのつのＲＲＲＲのののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを需要側需要側需要側需要側からからからから応援応援応援応援するするするする仕仕仕仕組組組組みとみとみとみとしてのしてのしてのしてのググググリーンリーンリーンリーン購入購入購入購入法法法法もできもできもできもでき、、、、これはこれはこれはこれは恐恐恐恐らくらくらくらく皆様大体皆様大体皆様大体皆様大体ごごごご承承承承知知知知のところではないかとのところではないかとのところではないかとのところではないかと思思思思うううう。。。。        駆駆駆駆けけけけ足足足足でででで法法法法律律律律のののの現状現状現状現状についてについてについてについてココココメントしていきたいメントしていきたいメントしていきたいメントしていきたい。。。。一番一番一番一番最最最最初初初初にできたのがにできたのがにできたのがにできたのが容器包装容器包装容器包装容器包装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法でありでありでありであり、、、、このこのこのこの仕仕仕仕組組組組みはみはみはみは恐恐恐恐らくらくらくらく皆皆皆皆さんごさんごさんごさんご承承承承知知知知のとおりだとのとおりだとのとおりだとのとおりだと思思思思うううう。。。。ペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの例例例例でいでいでいでいええええばばばば、、、、メーメーメーメーカカカカーがーがーがーが義義義義務務務務をををを負負負負いいいい、、、、消費者消費者消費者消費者はははは分分分分別排別排別排別排出出出出をしをしをしをし、、、、市市市市町村町村町村町村でででで分別収集分別収集分別収集分別収集をするをするをするをする。。。。大体大体大体大体のののの場合場合場合場合、、、、指指指指定定定定法人法人法人法人がリサイクルがリサイクルがリサイクルがリサイクル事業事業事業事業者者者者にかかるにかかるにかかるにかかる費用費用費用費用をををを義義義義務者務者務者務者からのからのからのからの費用費用費用費用でおでおでおでお支払支払支払支払いをいをいをいをしていくしていくしていくしていく仕仕仕仕組組組組みであるみであるみであるみである。。。。今日私今日私今日私今日私がしているがしているがしているがしているネネネネクタイもクタイもクタイもクタイも、、、、ペペペペットットットットボボボボトルをトルをトルをトルを再生再生再生再生したしたしたした繊維繊維繊維繊維からからからからできているできているできているできている。。。。実実実実はリサイクルのはリサイクルのはリサイクルのはリサイクルの量量量量はどんどんはどんどんはどんどんはどんどんふえふえふえふえているがているがているがているが、、、、悩悩悩悩ましいのはリサイクルましいのはリサイクルましいのはリサイクルましいのはリサイクル品品品品のののの需要需要需要需要のののの方方方方がががが余余余余りりりり定着定着定着定着しないしないしないしない、、、、伸伸伸伸びないところでありびないところでありびないところでありびないところであり、、、、今後今後今後今後はははは需要面需要面需要面需要面もももも重要重要重要重要になってこようになってこようになってこようになってこようかとかとかとかと思思思思っているっているっているっている。。。。        これはこれはこれはこれは容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの現状現状現状現状でありでありでありであり、、、、ガガガガラスラスラスラス瓶瓶瓶瓶ととととペペペペットットットットボボボボトルでトルでトルでトルで始始始始ままままったがったがったがったが、、、、取取取取りりりり組組組組まれるまれるまれるまれる市市市市町村町村町村町村もももも全全全全国国国国ベベベベースでースでースでースで８８８８割割割割からからからから９９９９割割割割までまでまでまで来来来来ているているているている。。。。分別収集分別収集分別収集分別収集されてされてされてされてリサイクルされるリサイクルされるリサイクルされるリサイクルされる量量量量もももも、、、、毎毎毎毎年年年年毎毎毎毎年年年年伸伸伸伸びてきているびてきているびてきているびてきている。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、指指指指定定定定法人法人法人法人がががが市市市市町村町村町村町村からからからから引引引引きききき取取取取りりりり、、、、リサイクルされるリサイクルされるリサイクルされるリサイクルされる量量量量もももも伸伸伸伸びてきているびてきているびてきているびてきている。。。。プラスプラスプラスプラスチチチチックとックとックとックと紙紙紙紙についてはについてはについてはについては 12121212年度年度年度年度にににに始始始始まったばかりでまったばかりでまったばかりでまったばかりで、、、、取取取取りりりり組組組組まれるまれるまれるまれる市市市市町村町村町村町村もももも少少少少ししししずずずずつつつつふえふえふえふえてはいるがてはいるがてはいるがてはいるが、、、、まだまだこれからかとまだまだこれからかとまだまだこれからかとまだまだこれからかと思思思思っているっているっているっている。。。。容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法のののの効果効果効果効果をいろいろなをいろいろなをいろいろなをいろいろな形形形形でででで評価評価評価評価しているしているしているしている。。。。いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる費用費用費用費用対対対対効果効果効果効果のののの分分分分析析析析もやっているもやっているもやっているもやっている。。。。これはこれはこれはこれは日本日本日本日本トータルトータルトータルトータル、、、、マクロでマクロでマクロでマクロで費用費用費用費用対対対対効果効果効果効果がどうであったかがどうであったかがどうであったかがどうであったか、、、、私私私私どものどものどものどもの産業産業産業産業構造審構造審構造審構造審議会議会議会議会でででで報告報告報告報告をしたりしているをしたりしているをしたりしているをしたりしている。。。。        多多多多分一番分一番分一番分一番わかりやすいのはわかりやすいのはわかりやすいのはわかりやすいのは名古屋名古屋名古屋名古屋市市市市のののの事事事事例例例例ではないかではないかではないかではないか。。。。これはこれはこれはこれは恐恐恐恐らくらくらくらく関係関係関係関係者者者者のののの方方方方々々々々はよはよはよはよくごくごくごくご存存存存じじじじのところだとのところだとのところだとのところだと思思思思うがうがうがうが、、、、名古屋名古屋名古屋名古屋市市市市はははは藤藤藤藤前前前前干潟干潟干潟干潟のののの最最最最終処分終処分終処分終処分場場場場ができなくなりができなくなりができなくなりができなくなり、、、、12121212 年度年度年度年度にににに非常事非常事非常事非常事態態態態宣宣宣宣言的言的言的言的にににに容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの完完完完全全全全実実実実施施施施をしたところをしたところをしたところをしたところ、、、、前年度前年度前年度前年度のののの比較比較比較比較ではごみではごみではごみではごみになるものがになるものがになるものがになるものが２２２２割程割程割程割程度度度度減減減減りりりり、、、、埋埋埋埋立立立立処分処分処分処分にににに回回回回るのがるのがるのがるのが３３３３割割割割減減減減ったということであるったということであるったということであるったということである。。。。名古屋名古屋名古屋名古屋市市市市
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のののの方方方方々々々々はははは非常非常非常非常にごにごにごにご苦労苦労苦労苦労されされされされ、、、、最最最最初初初初はははは相当相当相当相当現場現場現場現場のののの混乱混乱混乱混乱もあったようにもあったようにもあったようにもあったように聞聞聞聞いているいているいているいている。。。。ただただただただ、、、、そそそそのののの後後後後、、、、だんだんだんだんだんだんだんだん定着定着定着定着してきているということであるしてきているということであるしてきているということであるしてきているということである。。。。名古屋名古屋名古屋名古屋市市市市のののの方方方方からからからから、、、、非常非常非常非常にににに効果効果効果効果がががが上上上上がってよかったががってよかったががってよかったががってよかったが、、、、これをやるのにもこれをやるのにもこれをやるのにもこれをやるのにも相当相当相当相当ココココストがかかるというおストがかかるというおストがかかるというおストがかかるというお話話話話があっがあっがあっがあったたたた。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、新新新新たにたにたにたに分別収集分別収集分別収集分別収集をするのはをするのはをするのはをするのはココココストのかかることであるとストのかかることであるとストのかかることであるとストのかかることであると思思思思うううう。。。。ただただただただ、、、、そのそのそのそのココココストはストはストはストは藤藤藤藤前前前前干干干干潟潟潟潟をををを埋埋埋埋めめめめ立立立立てててててててて最最最最終処分終処分終処分終処分場場場場をつくればかかったであろうをつくればかかったであろうをつくればかかったであろうをつくればかかったであろうココココストとストとストとストと比比比比べべべべてどうなのかとてどうなのかとてどうなのかとてどうなのかと聞聞聞聞くくくくとととと、、、、市市市市のののの会会会会計計計計上上上上、、、、そのようにそのようにそのようにそのように整理整理整理整理をされていないのでをされていないのでをされていないのでをされていないので、、、、そのようなそのようなそのようなそのような見方見方見方見方はははは余余余余りしていないりしていないりしていないりしていないとととと話話話話があったがあったがあったがあった。。。。物物物物事事事事をををを見見見見るときはるときはるときはるときは、、、、そのようにそのようにそのようにそのように見見見見るるるるべべべべきなのではないかきなのではないかきなのではないかきなのではないか。。。。        市市市市町村町村町村町村のののの方方方方々々々々とととと議議議議論論論論をするとよくをするとよくをするとよくをするとよく出出出出てくるのはてくるのはてくるのはてくるのは、、、、容器包装容器包装容器包装容器包装がががが典典典典型型型型であるがであるがであるがであるが、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルをするとをするとをするとをすると市市市市町村側町村側町村側町村側にににに新新新新たなたなたなたな作作作作業業業業がのりがのりがのりがのり、、、、そのそのそのその分分分分ののののココココストがストがストがストがふえふえふえふえるのがるのがるのがるのが大変大変大変大変だとだとだとだと話話話話があるがあるがあるがある。。。。一一一一方方方方、、、、それによってそれによってそれによってそれによって回回回回避避避避されるされるされるされるココココストもストもストもストも相当相当相当相当あるとあるとあるとあると思思思思われるわれるわれるわれる。。。。それとのそれとのそれとのそれとの比較比較比較比較でこれをやるでこれをやるでこれをやるでこれをやることがいいことなのかどうかことがいいことなのかどうかことがいいことなのかどうかことがいいことなのかどうか、、、、もうもうもうもう少少少少しいろいろなしいろいろなしいろいろなしいろいろなデデデデータをもとにしてータをもとにしてータをもとにしてータをもとにして客観客観客観客観的的的的にににに評価評価評価評価をしをしをしをしなければいけないなければいけないなければいけないなければいけない世世世世界界界界なのではないかとなのではないかとなのではないかとなのではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。        続続続続いていていていて家電家電家電家電リサイクルであるがリサイクルであるがリサイクルであるがリサイクルであるが、、、、仕仕仕仕組組組組みはごみはごみはごみはご承承承承知知知知のとおりだとのとおりだとのとおりだとのとおりだと思思思思うううう。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、端端端端的的的的にににに私私私私のののの家電家電家電家電リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの受受受受けとめけとめけとめけとめ方方方方をををを述述述述べべべべるとるとるとると、、、、以前以前以前以前とととと今今今今とととと何何何何がががが一番一番一番一番大大大大きくきくきくきく変変変変わったかとわったかとわったかとわったかというというというというと、、、、以前以前以前以前はははは市市市市町村町村町村町村のののの粗粗粗粗大大大大ごみのごみのごみのごみの処理処理処理処理であったであったであったであった部分部分部分部分があるがあるがあるがある。。。。それがそれがそれがそれが今今今今はははは原原原原則則則則としてとしてとしてとして市市市市町町町町村村村村のののの処理処理処理処理はなくなりはなくなりはなくなりはなくなり、、、、メーメーメーメーカカカカーのリサイクルになったーのリサイクルになったーのリサイクルになったーのリサイクルになった。。。。それによってリサイクルそれによってリサイクルそれによってリサイクルそれによってリサイクル率率率率もももも義義義義務務務務づづづづけられけられけられけられ、、、、最最最最終終終終的的的的なななな埋埋埋埋立立立立処分処分処分処分はははは減減減減っているっているっているっている。。。。リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの費用費用費用費用はははは、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな議議議議論論論論があっがあっがあっがあったがたがたがたが、、、、廃家電廃家電廃家電廃家電をををを排排排排出出出出されるされるされるされる消費者消費者消費者消費者のののの方方方方々々々々にににに負担負担負担負担していただくことでしていただくことでしていただくことでしていただくことで各各各各メーメーメーメーカカカカーーーー、、、、小小小小売売売売店店店店のののの収集運収集運収集運収集運搬搬搬搬料料料料金金金金がががが出出出出ているているているている。。。。マクロマクロマクロマクロ的的的的なななな暫暫暫暫定期定期定期定期なななな評価評価評価評価というのはというのはというのはというのは産業産業産業産業構造審構造審構造審構造審議会議会議会議会等等等等のののの場場場場でででで出出出出しているのでしているのでしているのでしているので、、、、それはそれでごらんいただければとそれはそれでごらんいただければとそれはそれでごらんいただければとそれはそれでごらんいただければと思思思思うううう。。。。        これをこれをこれをこれを物物物物すごくすごくすごくすごく単単単単純純純純にににに図図図図式式式式化化化化してみるとしてみるとしてみるとしてみると、、、、東東東東京都京都京都京都がががが粗粗粗粗大大大大ごみのごみのごみのごみの処理処理処理処理をしていたときはをしていたときはをしていたときはをしていたときは、、、、冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫をををを１１１１台台台台処理処理処理処理するのにするのにするのにするのに１１１１万万万万 5555000000000000 円程円程円程円程度度度度ココココストがかかっていたストがかかっていたストがかかっていたストがかかっていた。。。。家電家電家電家電リサイクルになっリサイクルになっリサイクルになっリサイクルになってからはメーてからはメーてからはメーてからはメーカカカカーのルートになりーのルートになりーのルートになりーのルートになり、、、、メーメーメーメーカカカカールートでのールートでのールートでのールートでの冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫のリサイクのリサイクのリサイクのリサイクルはルはルはルは、、、、小小小小売売売売店店店店のののの収集運収集運収集運収集運搬搬搬搬料料料料金次金次金次金次第第第第であるがであるがであるがであるが、、、、6666000000000000～～～～7777000000000000 円円円円ではないかではないかではないかではないか。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、東東東東京都京都京都京都がががが粗粗粗粗大大大大ごみごみごみごみ処理処理処理処理ををををしていたときはしていたときはしていたときはしていたときは１１１１万万万万 5555000000000000 円円円円ののののココココストストストスト、、、、メーメーメーメーカカカカールートールートールートールート、、、、拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責者責者責者責任任任任になるとになるとになるとになると 6666000000000000 円円円円ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいでココココストがストがストがストが半分半分半分半分以以以以下下下下にににに下下下下がりがりがりがり、、、、処理処理処理処理のののの仕仕仕仕方方方方としてはとしてはとしてはとしては高度高度高度高度なリサイクルになったなリサイクルになったなリサイクルになったなリサイクルになった。。。。ここここれはれはれはれは拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責者責者責者責任任任任のメリットがよくあらわれているのメリットがよくあらわれているのメリットがよくあらわれているのメリットがよくあらわれている事事事事例例例例でありでありでありであり、、、、非常非常非常非常によいによいによいによい政策政策政策政策ではなではなではなではないかといかといかといかと思思思思うううう。。。。        そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責者責者責者責任任任任にににに伴伴伴伴いいいい、、、、実実実実はははは見見見見落落落落としてならないのはとしてならないのはとしてならないのはとしてならないのは東東東東京都京都京都京都のののの粗粗粗粗大大大大ごみごみごみごみ処処処処理理理理のののの作作作作業業業業はははは減減減減ったわけでありったわけでありったわけでありったわけであり、、、、冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫でいでいでいでいええええばばばば１１１１万万万万 5555000000000000 円円円円ののののココココストのストのストのストの部分部分部分部分はははは浮浮浮浮いているはいているはいているはいているはずずずずであるであるであるである。。。。自治体自治体自治体自治体のののの人人人人たちとたちとたちとたちと議議議議論論論論をするとをするとをするとをすると、、、、別別別別にそれによってすにそれによってすにそれによってすにそれによってすぐぐぐぐににににキキキキャッシュフローがャッシュフローがャッシュフローがャッシュフローが余余余余ったわけではないったわけではないったわけではないったわけではない、、、、清掃清掃清掃清掃事業事業事業事業にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる直直直直接接接接的的的的なななな雇雇雇雇用用用用がすがすがすがすぐぐぐぐ減減減減るわけではないるわけではないるわけではないるわけではない等等等等のののの事事事事情情情情はもちろんわかるがはもちろんわかるがはもちろんわかるがはもちろんわかるが、、、、概念概念概念概念的的的的にににに言言言言うとうとうとうとココココストのストのストのストの浮浮浮浮いているいているいているいている部分部分部分部分がありがありがありがあり、、、、それがどこにそれがどこにそれがどこにそれがどこに行行行行っっっっているのかのているのかのているのかのているのかの説明説明説明説明責責責責任任任任がががが自治体自治体自治体自治体側側側側になければいけないのではないかになければいけないのではないかになければいけないのではないかになければいけないのではないか。。。。地地地地方方方方税税税税やややや国国国国のののの交付交付交付交付税税税税、、、、補助補助補助補助金金金金等等等等があったりするかもしれないががあったりするかもしれないががあったりするかもしれないががあったりするかもしれないが、、、、タックスタックスタックスタックスペペペペイイイイヤヤヤヤーのーのーのーの観点観点観点観点からするとからするとからするとからすると、、、、そのそのそのその部分部分部分部分はははは税金税金税金税金がががが浮浮浮浮いているはいているはいているはいているはずずずずでありでありでありであり、、、、そのそのそのその税金税金税金税金はははは返返返返してしてしてしてほほほほしいというしいというしいというしいという声声声声がががが出出出出てきてもてきてもてきてもてきても自自自自然然然然であであであであるるるる。。。。そうしたそうしたそうしたそうした自治自治自治自治体体体体側側側側のののの行政行政行政行政のののの内容内容内容内容ややややココココストにどんどんフットライトがストにどんどんフットライトがストにどんどんフットライトがストにどんどんフットライトが当当当当たってきているたってきているたってきているたってきている。。。。拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責者責者責者責任任任任をををを導導導導入入入入することのすることのすることのすることの１１１１つのつのつのつの効用効用効用効用はそこにあるはそこにあるはそこにあるはそこにある。。。。それはそれはそれはそれは廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理、、、、ごみごみごみごみ処理処理処理処理、、、、静静静静脈脈脈脈のののの分野分野分野分野、、、、これまでこれまでこれまでこれまで見見見見ええええにくいにくいにくいにくい世世世世界界界界であったところがだんだんであったところがだんだんであったところがだんだんであったところがだんだん市場経済化市場経済化市場経済化市場経済化されなければされなければされなければされなければいけないいけないいけないいけない仕仕仕仕組組組組みがみがみがみがＥＥＥＥＰＰＰＰＲＲＲＲ、、、、拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責者責者責者責任任任任によってによってによってによって組組組組みみみみ込込込込まれまれまれまれ、、、、生生生生産産産産者側者側者側者側もももも市市市市町村町村町村町村のののの側側側側もももも、、、、
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おおおお互互互互いにいにいにいに改革改革改革改革をしなければいけないをしなければいけないをしなければいけないをしなければいけない仕仕仕仕組組組組みがどんどんみがどんどんみがどんどんみがどんどんビビビビルトインされているということでルトインされているということでルトインされているということでルトインされているということではないかとはないかとはないかとはないかと思思思思っているっているっているっている。。。。        家電家電家電家電リサイクルはリサイクルはリサイクルはリサイクルは 11113333年度年度年度年度にににに始始始始まったばかりでまだまったばかりでまだまったばかりでまだまったばかりでまだ１１１１年弱年弱年弱年弱であるがであるがであるがであるが、、、、12121212月月月月いっいっいっいっぱぱぱぱいまでのいまでのいまでのいまでの実実実実績績績績ではではではでは４４４４品品品品目目目目トータルでトータルでトータルでトータルで 777700000000 万万万万台台台台弱弱弱弱引引引引きききき取取取取りリサイクルをしているりリサイクルをしているりリサイクルをしているりリサイクルをしている状状状状況況況況であるであるであるである。。。。家電家電家電家電リリリリサイクルでよくサイクルでよくサイクルでよくサイクルでよく市市市市町村町村町村町村のののの側側側側からからからから言言言言われるのはわれるのはわれるのはわれるのは、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄のののの台数台数台数台数ががががふえふえふえふえているのではないかているのではないかているのではないかているのではないかということであるということであるということであるということである。。。。これはこれはこれはこれは環境省環境省環境省環境省でででで数字数字数字数字をとっておりをとっておりをとっておりをとっており、、、、４４４４品品品品目合目合目合目合計計計計のののの不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄のののの台数台数台数台数はははは平平平平成成成成 11113333 年年年年はははは平平平平成成成成 12121212 年年年年にににに比比比比べべべべるとるとるとると若干若干若干若干上回上回上回上回っているのはっているのはっているのはっているのは事実事実事実事実のようであるのようであるのようであるのようである。。。。これはこれはこれはこれは統計統計統計統計ののののカカカカバレッジのバレッジのバレッジのバレッジの問問問問題題題題はあろうかとはあろうかとはあろうかとはあろうかと思思思思うううう。。。。ただただただただ、、、、ぜひぜひぜひぜひ教教教教ええええていただきたいのはていただきたいのはていただきたいのはていただきたいのは、、、、12121212 年年年年にはにはにはには余余余余りパりパりパりパトロールをしなかったがトロールをしなかったがトロールをしなかったがトロールをしなかったが、、、、11113333 年年年年になってからになってからになってからになってから家電家電家電家電リサイクルがリサイクルがリサイクルがリサイクルが始始始始まったのでよくパトローまったのでよくパトローまったのでよくパトローまったのでよくパトロールをするようになりルをするようになりルをするようになりルをするようになり、、、、見見見見つかったといったつかったといったつかったといったつかったといった話話話話もちらもちらもちらもちらほほほほらららら聞聞聞聞いたりするいたりするいたりするいたりする。。。。ごみステーションごみステーションごみステーションごみステーションにににに置置置置かれているものもかれているものもかれているものもかれているものも不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄ににににカウカウカウカウントしているとントしているとントしているとントしていると聞聞聞聞いているいているいているいている。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、ルールがルールがルールがルールが変変変変わったのであればわったのであればわったのであればわったのであれば、、、、それもそれもそれもそれも不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄とととと言言言言ええええばばばば不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄であろうとであろうとであろうとであろうと思思思思うううう。。。。不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄はははは決決決決してしてしてしてよくないことでありよくないことでありよくないことでありよくないことであり、、、、廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理法法法法でででで厳厳厳厳しくしくしくしく対対対対応応応応すすすすべべべべきものではあろうときものではあろうときものではあろうときものではあろうと思思思思うううう。。。。        ただただただただ、、、、時時時時としてとしてとしてとして家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法でででで料料料料金金金金をををを後後後後払払払払いいいい制制制制にしたがためににしたがためににしたがためににしたがために不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄ががががふえふえふえふえたとたとたとたと言言言言われるとわれるとわれるとわれると、、、、果果果果たしてたしてたしてたして本本本本当当当当にそうかなとにそうかなとにそうかなとにそうかなと私私私私としてはややとしてはややとしてはややとしてはやや腑腑腑腑にににに落落落落ちないちないちないちない気気気気がしているがしているがしているがしている。。。。またまたまたまた、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄のののの台数台数台数台数もももも、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄台数台数台数台数にににに対対対対したパーセンテージではしたパーセンテージではしたパーセンテージではしたパーセンテージでは１１１１％％％％ぐぐぐぐらいのようであるらいのようであるらいのようであるらいのようである。。。。なかなかなかなかなかこういうなかこういうなかこういうなかこういう統計統計統計統計がないのでわからないががないのでわからないががないのでわからないががないのでわからないが、、、、欧米欧米欧米欧米ではではではでは数数数数％％％％あるとあるとあるとあると言言言言われているのでわれているのでわれているのでわれているので、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄はもちろんはもちろんはもちろんはもちろん目立目立目立目立つしつしつしつし、、、、自自自自分分分分のののの敷敷敷敷地地地地やややや管管管管理地理地理地理地にににに置置置置かれたかれたかれたかれた立場立場立場立場からするとからするとからするとからすると非常非常非常非常にににに頭頭頭頭にくるにくるにくるにくる話話話話ではあるではあるではあるではある。。。。マクロマクロマクロマクロ的的的的にににに見見見見るとるとるとると、、、、このこのこのこの問問問問題題題題はははは欧米欧米欧米欧米とととと比較比較比較比較してそんなにしてそんなにしてそんなにしてそんなに大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題ではないではないではないではないのかもしれないのかもしれないのかもしれないのかもしれない気気気気もするもするもするもする。。。。よくよくよくよく考考考考ええええてみるとてみるとてみるとてみると、、、、日本人日本人日本人日本人はルールがはルールがはルールがはルールが示示示示されるとされるとされるとされると、、、、一般一般一般一般的的的的にににに欧欧欧欧米米米米とのとのとのとの比較比較比較比較ではではではでは遵遵遵遵法法法法精神精神精神精神はははは高高高高いのではないかいのではないかいのではないかいのではないか。。。。１１１１％％％％程程程程度度度度悪悪悪悪いいいい人人人人がいることもがいることもがいることもがいることも事実事実事実事実ではあるではあるではあるではあるがががが、、、、欧米欧米欧米欧米にににに対対対対してそれしてそれしてそれしてそれほほほほどどどど恥恥恥恥ずずずずかしくないかしくないかしくないかしくない。。。。私私私私もももも外外外外国国国国のののの人人人人とととと議議議議論論論論したりするとしたりするとしたりするとしたりすると、、、、外外外外国国国国のののの人人人人たちはそのようにたちはそのようにたちはそのようにたちはそのように見見見見ておるよておるよておるよておるようであるうであるうであるうである。。。。これがこれがこれがこれが家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法関係法関係法関係法関係であるであるであるである。。。。        私私私私どもがどもがどもがどもが中中中中心心心心になってつくったになってつくったになってつくったになってつくった法法法法律律律律でででで資資資資源源源源有有有有効利用促効利用促効利用促効利用促進法進法進法進法がががが平平平平成成成成 11113333年年年年からからからから施施施施行行行行されていされていされていされているるるる。。。。このこのこのこの法法法法律律律律はははは非常非常非常非常にににに新新新新しいしいしいしいココココンセプトでンセプトでンセプトでンセプトで、、、、ままままずずずず３３３３つのつのつのつのＲＲＲＲをををを組組組組みみみみ込込込込んでいくことをんでいくことをんでいくことをんでいくことを法法法法律律律律のののの中中中中にににに仕仕仕仕組組組組みとしてみとしてみとしてみとして入入入入れれれれ、、、、ライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクル全全全全体体体体、、、、つまりつまりつまりつまり上上上上流流流流からからからから下流下流下流下流にわたってにわたってにわたってにわたって取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを求求求求めていくことをめていくことをめていくことをめていくことを組組組組みみみみ込込込込んだわけであるんだわけであるんだわけであるんだわけである。。。。法法法法律律律律のののの性性性性格格格格としてはとしてはとしてはとしては、、、、絶絶絶絶対的対的対的対的なななな規制規制規制規制をかけるよをかけるよをかけるよをかけるよりもりもりもりも法法法法律律律律でででで方向方向方向方向性性性性をををを示示示示しししし、、、、政政政政令令令令でセクターをでセクターをでセクターをでセクターを指指指指定定定定しししし、、、、省省省省令令令令でででで判断判断判断判断基基基基準準準準をををを示示示示しししし、、、、むむむむしろしろしろしろ事業事業事業事業者者者者、、、、民間民間民間民間のののの企業企業企業企業のののの方方方方々々々々にににに自主的自主的自主的自主的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを促促促促していくことをしていくことをしていくことをしていくことを組組組組みみみみ込込込込んんんんでいるでいるでいるでいる世世世世界界界界でもでもでもでも非非非非常常常常ににににユユユユニニニニークなークなークなークな法法法法律律律律であるであるであるである。。。。        昨年昨年昨年昨年 12121212月月月月ののののＯＯＯＯＥＣＤＥＣＤＥＣＤＥＣＤのののの会議会議会議会議でででで私私私私がががが説明説明説明説明をしをしをしをし、、、、法法法法律律律律体体体体制制制制のののの先先先先進進進進性性性性、、、、あるあるあるある意意意意味味味味でででで極極極極めてめてめてめて日本日本日本日本的的的的ななななユユユユニニニニークなークなークなークな性性性性格格格格もももも国国国国際際際際的的的的にはにはにはには注注注注目目目目されているされているされているされている。。。。このこのこのこの法法法法律律律律でででで製品製品製品製品対策対策対策対策としてとしてとしてとして一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物になるもののになるもののになるもののになるものの相当部分相当部分相当部分相当部分ををををカカカカバーしバーしバーしバーし、、、、副副副副産産産産物物物物対策対策対策対策でででで産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物になりになりになりになり得得得得るもののるもののるもののるものの相当程相当程相当程相当程度度度度ををををカカカカバーしているバーしているバーしているバーしている現状現状現状現状であるであるであるである。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ともこのともこのともこのともこの法法法法律律律律やややや他他他他のののの法法法法律律律律、、、、産産産産構審構審構審構審ののののガガガガイイイイドドドドラインといったラインといったラインといったラインといった形形形形ででででほぼほぼほぼほぼすすすすべべべべてのものにてのものにてのものにてのものに網網網網がかかったがかかったがかかったがかかった状状状状態態態態になっていになっていになっていになっているるるる。。。。資資資資源源源源有有有有効利用促効利用促効利用促効利用促進法進法進法進法のののの対対対対象象象象のののの品品品品目業目業目業目業種種種種はははは、、、、昨年昨年昨年昨年４４４４月月月月にスタートしにスタートしにスタートしにスタートし、、、、全全全全体体体体でででで 69696969品品品品目目目目、、、、10101010のののの業業業業種種種種にににに義義義義務務務務がかかっているがかかっているがかかっているがかかっている。。。。        非常非常非常非常にににに複雑複雑複雑複雑なななな体体体体系系系系なのでなのでなのでなので簡簡簡簡単単単単にににに紹介紹介紹介紹介するとするとするとすると、、、、一番一番一番一番左左左左のののの特特特特定定定定省資省資省資省資源源源源業業業業種種種種はははは、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にににになるようなものなるようなものなるようなものなるようなもの、、、、工工工工場場場場でのでのでのでの副副副副産産産産物物物物がなるがなるがなるがなるべべべべくくくく出出出出ないようにするないようにするないようにするないようにする、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは出出出出たものはリサたものはリサたものはリサたものはリサイクルするイクルするイクルするイクルする義義義義務務務務であるであるであるである。。。。特特特特定再利用定再利用定再利用定再利用業業業業種種種種はははは２２２２つあるがつあるがつあるがつあるが、、、、１１１１つはつはつはつは部品部品部品部品のリのリのリのリユユユユースをするースをするースをするースをする。。。。複複複複
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写機写機写機写機のののの場合場合場合場合でででで中中中中古古古古のののの部品部品部品部品をををを新製品新製品新製品新製品にににに組組組組みみみみ込込込込むむむむ義義義義務務務務とととと素材素材素材素材としてリサイクルされたものをとしてリサイクルされたものをとしてリサイクルされたものをとしてリサイクルされたものを新新新新素材素材素材素材のののの製品製品製品製品にににに組組組組みみみみ込込込込むむむむ義義義義務務務務がありがありがありがあり、、、、ガガガガラスラスラスラス瓶瓶瓶瓶やややや紙紙紙紙がそうであったががそうであったががそうであったががそうであったが、、、、今度今度今度今度塩塩塩塩ビビビビ管管管管もももも加加加加わっわっわっわったたたた。。。。いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる製品製品製品製品のののの設計設計設計設計にににに対対対対するするするする配配配配慮慮慮慮としてリとしてリとしてリとしてリデデデデュースュースュースュース配配配配慮設計慮設計慮設計慮設計、、、、あるあるあるあるいはリいはリいはリいはリユユユユースースースース、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル配配配配慮設計慮設計慮設計慮設計がががが義義義義務務務務づづづづけられておりけられておりけられておりけられており、、、、自動自動自動自動車車車車やややや家電家電家電家電、、、、製品製品製品製品のののの設計設計設計設計をするをするをするをする段段段段階階階階からなるからなるからなるからなるべべべべくくくく省資省資省資省資源源源源やリサイクルがしやすいやリサイクルがしやすいやリサイクルがしやすいやリサイクルがしやすい設計設計設計設計をするをするをするをする義義義義務務務務でありでありでありであり、、、、例例例例ええええばパばパばパばパチチチチンンンンココココ台台台台にもにもにもにも義義義義務務務務づづづづけられているけられているけられているけられている。。。。次次次次のののの指指指指定定定定表表表表示製品示製品示製品示製品はマークをつけるはマークをつけるはマークをつけるはマークをつける義義義義務務務務でありでありでありであり、、、、ススススチチチチールールールール缶缶缶缶やアルミやアルミやアルミやアルミ缶缶缶缶、、、、ペペペペットットットットボボボボトルはトルはトルはトルは既既既既につけられていたがにつけられていたがにつけられていたがにつけられていたが、、、、今年度今年度今年度今年度にににに入入入入ってからプラスってからプラスってからプラスってからプラスチチチチックやックやックやックや紙紙紙紙のののの容器包装容器包装容器包装容器包装でプラマークでプラマークでプラマークでプラマーク、、、、紙紙紙紙マークもマークもマークもマークも義義義義務務務務づづづづけられているけられているけられているけられている。。。。このこのこのこの他他他他にににに小小小小型型型型２２２２次次次次電電電電池池池池やややや塩塩塩塩ビビビビ関係関係関係関係のもののもののもののものにマークのにマークのにマークのにマークの義義義義務務務務がががが付付付付されているされているされているされている。。。。次次次次のののの指指指指定再定再定再定再資資資資源源源源化化化化製品製品製品製品はははは、、、、下流段下流段下流段下流段階階階階のののの回回回回収収収収リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの義義義義務務務務でありでありでありであり、、、、２２２２次次次次電電電電池池池池とパとパとパとパソソソソココココンにンにンにンに義義義義務務務務づづづづけられているけられているけられているけられている。。。。        設計設計設計設計のののの具具具具体的体的体的体的なななな例例例例でででで、、、、家電製品家電製品家電製品家電製品協協協協会会会会のののの資料資料資料資料でででで製品製品製品製品アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント、、、、つまりつまりつまりつまり設計設計設計設計のののの際際際際にににに事前事前事前事前にアセスメントをにアセスメントをにアセスメントをにアセスメントを行行行行いいいい、、、、このようにしてこのようにしてこのようにしてこのようにしてほほほほしいというしいというしいというしいという一例一例一例一例であるであるであるである。。。。例例例例ええええばテレばテレばテレばテレビビビビをつくるをつくるをつくるをつくる際際際際にプラスにプラスにプラスにプラスチチチチックのックのックのックの材材材材料料料料をををを統一統一統一統一するするするする。。。。ここではなるここではなるここではなるここではなるべべべべくくくくポポポポリスリスリスリスチチチチレンにしたレンにしたレンにしたレンにした。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは材材材材質質質質表表表表示示示示、、、、ポポポポリプロリプロリプロリプロピピピピレンだったらレンだったらレンだったらレンだったらＰＰＰＰＰＰＰＰとととと表表表表示示示示をすることでリサイクルがしやすいようにすをすることでリサイクルがしやすいようにすをすることでリサイクルがしやすいようにすをすることでリサイクルがしやすいようにするるるる。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは分分分分解解解解しやすいしやすいしやすいしやすい設計設計設計設計としてとしてとしてとして、、、、具具具具体的体的体的体的にはにはにはには組組組組みみみみ立立立立てるてるてるてる際際際際ののののネネネネジのジのジのジの本本本本数数数数をををを減減減減らしたらしたらしたらしたりりりり、、、、はめはめはめはめ込込込込みやすいみやすいみやすいみやすい組組組組みみみみ立立立立てててて方法方法方法方法にににに直直直直すすすす等等等等のののの努力努力努力努力がメーがメーがメーがメーカカカカーのーのーのーの設計段設計段設計段設計段階階階階でででで相当相当相当相当進進進進んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。        資資資資源源源源有有有有効利用促効利用促効利用促効利用促進法進法進法進法でのでのでのでの回回回回収収収収リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの仕仕仕仕組組組組みのみのみのみの事事事事例例例例がパがパがパがパソソソソココココンでありンでありンでありンであり、、、、今今今今、、、、事業事業事業事業用用用用パパパパソソソソココココンがンがンがンが先先先先にスタートしているにスタートしているにスタートしているにスタートしている。。。。パパパパソソソソココココンメーンメーンメーンメーカカカカーがーがーがーが事業事業事業事業用用用用ののののオオオオフフフフィィィィスでスでスでスで使使使使われるパわれるパわれるパわれるパソソソソココココンをンをンをンを回回回回収収収収しししし、、、、それをプラントでリサイクルするそれをプラントでリサイクルするそれをプラントでリサイクルするそれをプラントでリサイクルする仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが始始始始まっているまっているまっているまっている。。。。今今今今、、、、家家家家庭庭庭庭用用用用パパパパソソソソココココンのンのンのンの扱扱扱扱いについていについていについていについて大大大大詰詰詰詰めにめにめにめに来来来来ておりておりておりており、、、、２２２２月月月月にににに産産産産構審構審構審構審のワーのワーのワーのワーキキキキンンンンググググググググループのループのループのループの最最最最終終終終回回回回でででで取取取取りまとめたいとりまとめたいとりまとめたいとりまとめたいと思思思思っているっているっているっている。。。。議議議議論論論論のののの焦点焦点焦点焦点だったのはだったのはだったのはだったのは料料料料金金金金のののの取取取取りりりり方方方方のののの問問問問題題題題であるであるであるである。。。。事業事業事業事業用用用用パパパパソソソソココココンはンはンはンは産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの原原原原則則則則にににに従従従従いいいい、、、、排排排排出出出出者者者者であるであるであるであるユユユユーーーーザザザザーにーにーにーに払払払払っていただくことになってっていただくことになってっていただくことになってっていただくことになっているいるいるいる。。。。家家家家庭庭庭庭用用用用パパパパソソソソココココンのンのンのンの扱扱扱扱いがいがいがいが大大大大分分分分議議議議論論論論になりになりになりになり、、、、今今今今はははは新製品新製品新製品新製品をををを売売売売るときにるときにるときにるときに払払払払っていただくっていただくっていただくっていただく方向方向方向方向でまとまりつつあるでまとまりつつあるでまとまりつつあるでまとまりつつある。。。。いろいろないろいろないろいろないろいろな議議議議論論論論がありがありがありがあり、、、、家電製品家電製品家電製品家電製品のののの場合場合場合場合にはにはにはには後後後後払払払払いいいい、、、、家家家家庭庭庭庭用用用用パパパパソソソソココココンはンはンはンは前前前前払払払払いにいにいにいに多多多多分分分分なるとなるとなるとなると思思思思うううう。。。。        家電製品家電製品家電製品家電製品はははは何何何何でででで後後後後払払払払いだったかというといだったかというといだったかというといだったかというと、、、、審審審審議会議会議会議会のののの場場場場でいろいろでいろいろでいろいろでいろいろ議議議議論論論論したがしたがしたがしたが、、、、前前前前払払払払いといといといと後後後後払払払払いはいいはいいはいいはいずずずずれもれもれもれも一一一一長長長長一一一一短短短短があるがあるがあるがある。。。。私私私私のののの目目目目からからからから見見見見るとるとるとると、、、、リリリリユユユユースやリースやリースやリースやリデデデデュースュースュースュース、、、、つまりつまりつまりつまり長長長長期使用期使用期使用期使用をををを促促促促していくことがしていくことがしていくことがしていくことが重要重要重要重要なものについてはなものについてはなものについてはなものについては後後後後払払払払いのいのいのいの方方方方がががが効果効果効果効果がががが上上上上がるのではないかがるのではないかがるのではないかがるのではないか。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄時時時時点点点点でリサイクルでリサイクルでリサイクルでリサイクル費用費用費用費用がががが取取取取られることになるとられることになるとられることになるとられることになると、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄にににに対対対対してしてしてして抑抑抑抑制効果制効果制効果制効果がががが働働働働くくくく。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、廃廃廃廃棄棄棄棄しないでリしないでリしないでリしないでリユユユユースのマーケットにースのマーケットにースのマーケットにースのマーケットに出出出出すなりすなりすなりすなり、、、、自自自自分分分分でででで長長長長期使用期使用期使用期使用するするするする等等等等のののの方向方向方向方向にににに働働働働くのではないかくのではないかくのではないかくのではないか。。。。実実実実際際際際にににに家電製品家電製品家電製品家電製品ではではではでは、、、、今年度今年度今年度今年度、、、、そういうことがそういうことがそういうことがそういうことが起起起起こっておりこっておりこっておりこっており、、、、そのそのそのその意意意意味味味味ではリではリではリではリユユユユースースースース、、、、リリリリデデデデュースのュースのュースのュースの効果効果効果効果はあったのではないかとはあったのではないかとはあったのではないかとはあったのではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。        一一一一方方方方、、、、パパパパソソソソココココンについてンについてンについてンについて考考考考ええええるとるとるとると、、、、機能機能機能機能的的的的にににに長長長長期期期期にわたってにわたってにわたってにわたって使用使用使用使用しにくいしにくいしにくいしにくい面面面面もあるもあるもあるもある。。。。機機機機能能能能はははは日進月日進月日進月日進月歩歩歩歩でありでありでありであり、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても古古古古くなったくなったくなったくなった機能機能機能機能のものをのものをのものをのものを長長長長くくくく使使使使ええええとととと言言言言うのにはうのにはうのにはうのには無無無無理理理理なななな面面面面があるがあるがあるがある。。。。パパパパソソソソココココンについてはンについてはンについてはンについては、、、、既既既既にににに相当程相当程相当程相当程度度度度リリリリユユユユースのマーケットができースのマーケットができースのマーケットができースのマーケットができ上上上上がっているこがっているこがっているこがっていることもともともとも考考考考ええええるとるとるとると、、、、無無無無理理理理にににに後後後後払払払払いにしてリいにしてリいにしてリいにしてリユユユユースやリースやリースやリースやリデデデデュースをュースをュースをュースを促促促促すすすす必要性必要性必要性必要性はははは薄薄薄薄いのではないいのではないいのではないいのではないかかかか。。。。確確確確かにかにかにかに前前前前にににに払払払払っておいたっておいたっておいたっておいた方方方方がががが不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄もももも少少少少ないないないない等等等等、、、、最最最最終終終終的的的的なななな調整調整調整調整のののの段段段段階階階階であるがであるがであるがであるが、、、、家家家家庭庭庭庭用用用用パパパパソソソソココココンについてのンについてのンについてのンについての仕仕仕仕組組組組みになろうかとみになろうかとみになろうかとみになろうかと思思思思うううう。。。。        自動自動自動自動車車車車についてはについてはについてはについては、、、、現現現現在在在在、、、、法法法法案案案案をつくるをつくるをつくるをつくる作作作作業業業業をををを鋭鋭鋭鋭意行意行意行意行っておりっておりっておりっており、、、、このこのこのこの通通通通常国会常国会常国会常国会にににに法法法法案案案案のののの形形形形でででで提案提案提案提案させていただくさせていただくさせていただくさせていただく予予予予定定定定であるであるであるである。。。。大体大体大体大体のののの骨格骨格骨格骨格はははは産業産業産業産業構造審構造審構造審構造審議会議会議会議会、、、、環境省環境省環境省環境省のののの審審審審議会議会議会議会でもでもでもでも
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軌軌軌軌をををを一一一一にしてまとまっておりにしてまとまっておりにしてまとまっておりにしてまとまっており、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル料料料料金金金金はははは新車新車新車新車をををを買買買買ったったったった時時時時点点点点でででで資資資資金管金管金管金管理理理理法人法人法人法人にににに払払払払っっっっていただくていただくていただくていただく。。。。中中中中古古古古車車車車になってになってになってになってオオオオーーーーナナナナーがーがーがーが変変変変わるわるわるわる場合場合場合場合もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、最最最最終終終終的的的的にはにはにはには廃車廃車廃車廃車になってになってになってになって引引引引取業取業取業取業者者者者、、、、具具具具体的体的体的体的にはにはにはには自動自動自動自動車車車車ディディディディーラーやーラーやーラーやーラーや整整整整備備備備業業業業者等者等者等者等にににに引引引引きききき取取取取られるられるられるられる。。。。そのそのそのその後後後後、、、、フロンをフロンをフロンをフロンを抜抜抜抜かなければいけないかなければいけないかなければいけないかなければいけない。。。。自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法にににに先先先先立立立立ちちちち、、、、フロンフロンフロンフロン回回回回収収収収破壊破壊破壊破壊法法法法がががが既既既既にににに成立成立成立成立しししし、、、、カカカカーエアーエアーエアーエアココココンにンにンにンに関関関関するするするする部分部分部分部分はははは今年今年今年今年 10101010月月月月までにまでにまでにまでに施施施施行行行行しなければいけないことになっているしなければいけないことになっているしなければいけないことになっているしなければいけないことになっている。。。。自自自自動動動動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ができたができたができたができた後後後後はははは一一一一体体体体のののの仕仕仕仕組組組組みにすることになっているみにすることになっているみにすることになっているみにすることになっている。。。。解解解解体業体業体業体業者者者者のののの作作作作業業業業ととととしてはしてはしてはしては、、、、エアバッエアバッエアバッエアバッググググというというというという適適適適正正正正にににに処理処理処理処理をしなければいけないをしなければいけないをしなければいけないをしなければいけない厄介厄介厄介厄介なものをなものをなものをなものを抜抜抜抜くくくく。。。。フロンやフロンやフロンやフロンやエアバッエアバッエアバッエアバッググググはメーはメーはメーはメーカカカカーにーにーにーに引引引引きききき取取取取ってってってって適適適適正正正正にににに処理処理処理処理をしてもらうためをしてもらうためをしてもらうためをしてもらうため、、、、抜抜抜抜きききき取取取取るるるる人人人人、、、、解解解解体業体業体業体業者者者者にはにはにはには、、、、そのためのそのためのそのためのそのための料料料料金金金金をををを払払払払うううう。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、不不不不適適適適正正正正にににに処理処理処理処理されることがなくされることがなくされることがなくされることがなくなるとなるとなるとなると思思思思うううう。。。。        解解解解体体体体工程工程工程工程をををを経経経経てててて最最最最終終終終的的的的にはシュレッダーでにはシュレッダーでにはシュレッダーでにはシュレッダーで破砕破砕破砕破砕されることがされることがされることがされることが多多多多いがいがいがいが、、、、シュレッダーダスシュレッダーダスシュレッダーダスシュレッダーダストがトがトがトが最後最後最後最後にににに出出出出てきたらてきたらてきたらてきたら、、、、シュレッダーダストもメーシュレッダーダストもメーシュレッダーダストもメーシュレッダーダストもメーカカカカーにーにーにーに引引引引きききき取取取取ってもらうってもらうってもらうってもらう。。。。シュレッダシュレッダシュレッダシュレッダーダストはーダストはーダストはーダストは管管管管理理理理型型型型のののの処分処分処分処分場場場場にににに持持持持っていかなければならないためっていかなければならないためっていかなければならないためっていかなければならないため、、、、ココココストがかかるのでメーストがかかるのでメーストがかかるのでメーストがかかるのでメーカカカカーにーにーにーに義義義義務務務務づづづづけるけるけるける。。。。フロンとエアバッフロンとエアバッフロンとエアバッフロンとエアバッググググとシュレッダーダストというとシュレッダーダストというとシュレッダーダストというとシュレッダーダストという厄介厄介厄介厄介なものをなものをなものをなものを自動自動自動自動車車車車メーメーメーメーカカカカーにーにーにーに義義義義務務務務づづづづけけけけ、、、、そのためのそのためのそのためのそのためのココココストはストはストはストは最最最最初初初初にににに払払払払ってもらったリサイクルってもらったリサイクルってもらったリサイクルってもらったリサイクル料料料料金金金金をををを資資資資金管金管金管金管理理理理法人法人法人法人からからからから引引引引きききき落落落落とすことにしようというとすことにしようというとすことにしようというとすことにしようという方向方向方向方向であるであるであるである。。。。こういったこういったこういったこういった引引引引取業取業取業取業者者者者やフロンやフロンやフロンやフロン類類類類のののの回回回回収収収収業業業業者者者者といったといったといったといった事事事事業業業業者者者者はははは登登登登録録録録制制制制度度度度にしにしにしにし、、、、解解解解体業体業体業体業者者者者、、、、破砕破砕破砕破砕業業業業者者者者はははは許可許可許可許可制制制制度度度度にしにしにしにし、、、、廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理理理理法法法法のののの特特特特例制例制例制例制度度度度をつくるをつくるをつくるをつくる。。。。道道道道路路路路運運運運送送送送車両車両車両車両法法法法にににに基基基基づづづづくくくく末梢登末梢登末梢登末梢登録録録録制制制制度度度度もももも一部一部一部一部これにこれにこれにこれに合合合合わせてわせてわせてわせて直直直直していただくしていただくしていただくしていただく。。。。今今今今、、、、廃車廃車廃車廃車をするとをするとをするとをすると車車車車検検検検期期期期間間間間がががが残残残残っていてもっていてもっていてもっていても重量重量重量重量税税税税がががが戻戻戻戻ってこないがってこないがってこないがってこないが、、、、今度今度今度今度のののの税税税税制制制制改改改改正正正正でででで廃車廃車廃車廃車をしてをしてをしてをして車車車車検検検検期期期期間間間間がががが残残残残っていたっていたっていたっていた場合場合場合場合、、、、重量重量重量重量税税税税のののの残残残残りりりり部分部分部分部分があればがあればがあればがあれば戻戻戻戻ってくってくってくってくるるるる税税税税制制制制改改改改正正正正をしようというをしようというをしようというをしようという方向方向方向方向でででで調整調整調整調整しているしているしているしている。。。。関係省関係省関係省関係省庁庁庁庁、、、、関係法関係法関係法関係法令令令令のののの調整調整調整調整をしながらをしながらをしながらをしながら法法法法案案案案化化化化のののの作作作作業業業業をしているをしているをしているをしている。。。。        今今今今までいろいろなまでいろいろなまでいろいろなまでいろいろな法法法法律律律律のののの話話話話をしてきたがをしてきたがをしてきたがをしてきたが、、、、法法法法律律律律でででで義義義義務務務務づづづづけなくてもけなくてもけなくてもけなくても、、、、産業界産業界産業界産業界、、、、企業企業企業企業がががが自自自自主的主的主的主的にににに対対対対応応応応してしてしてして取取取取りりりり組組組組んでもんでもんでもんでもららららええええればいいればいいればいいればいい。。。。仕仕仕仕組組組組みとしてみとしてみとしてみとして、、、、そうしたことをそうしたことをそうしたことをそうしたことを産産産産構審構審構審構審のののの場場場場ででででオオオオーーーーソソソソライライライライズズズズするするするする仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが産産産産構審構審構審構審のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルガガガガイイイイドドドドラインであるラインであるラインであるラインである。。。。形形形形式式式式的的的的にはにはにはには産産産産構審構審構審構審ががががガガガガイイイイドドドドラインのラインのラインのラインの形形形形でででで示示示示しししし、、、、３３３３ＲＲＲＲにににに関関関関するいろいろなするいろいろなするいろいろなするいろいろな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを促促促促すということであるすということであるすということであるすということである。。。。ここここういうことをういうことをういうことをういうことを産業界産業界産業界産業界とととと相相相相談談談談しながらやっているしながらやっているしながらやっているしながらやっている形形形形でありでありでありであり、、、、非常非常非常非常にににに日本的日本的日本的日本的なななな方方方方式式式式であるであるであるである。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、産業界産業界産業界産業界とととと政府政府政府政府のののの審審審審議会議会議会議会、、、、政府政府政府政府のののの審審審審議会議会議会議会にはにはにはには当然消費者当然消費者当然消費者当然消費者のののの代代代代表表表表やややや学識経学識経学識経学識経験験験験者等者等者等者等いろいいろいいろいいろいろなろなろなろな方方方方々々々々がががが入入入入っておりっておりっておりっており、、、、政府政府政府政府のののの審審審審議会議会議会議会はははは公公公公開開開開されるのでされるのでされるのでされるので、、、、いわばいわばいわばいわば産業界産業界産業界産業界のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを公公公公開開開開のののの場場場場でででで促促促促すすすす。。。。産業界産業界産業界産業界にはにはにはにはココココミットしていただくミットしていただくミットしていただくミットしていただく方法方法方法方法でででで、、、、法法法法律律律律のののの取取取取りりりり組組組組みでないものみでないものみでないものみでないもの、、、、法法法法律律律律にににに方向方向方向方向性性性性がががが決決決決められたことのめられたことのめられたことのめられたことの具具具具体的体的体的体的なななな取取取取りりりり組組組組みをこのみをこのみをこのみをこの中中中中でででで決決決決めていくこともめていくこともめていくこともめていくことも行行行行っているっているっているっている。。。。        法法法法律律律律はははは法法法法律律律律でもでもでもでも、、、、むむむむしろしろしろしろ義義義義務務務務づづづづけというよりけというよりけというよりけというより産業界産業界産業界産業界のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル関係関係関係関係のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを応援応援応援応援するするするする法法法法律律律律ががががググググリーンリーンリーンリーン購入購入購入購入法法法法であるであるであるである。。。。これはこれはこれはこれは議議議議員員員員立法立法立法立法でできでできでできででき、、、、環境省環境省環境省環境省でででで取取取取りまとめてりまとめてりまとめてりまとめて運用運用運用運用ししししているているているている法法法法律律律律であるであるであるである。。。。11113333 年度年度年度年度はははは 101101101101 品品品品目目目目についてについてについてについて環境配環境配環境配環境配慮物品慮物品慮物品慮物品のののの判断判断判断判断基基基基準準準準をををを決決決決めめめめ、、、、それにそれにそれにそれに当当当当たるものをなるたるものをなるたるものをなるたるものをなるべべべべくくくく政府政府政府政府のののの機機機機関関関関はははは率先率先率先率先してしてしてしてふふふふやしやしやしやし、、、、政府政府政府政府のののの機機機機関関関関ごとにごとにごとにごとに計計計計画画画画をつくっていくをつくっていくをつくっていくをつくっていくということであるということであるということであるということである。。。。いろいろないろいろないろいろないろいろな判断判断判断判断基基基基準準準準があるががあるががあるががあるが、、、、例例例例ええええばばばば再生材再生材再生材再生材のののの使用率使用率使用率使用率やややや電電電電気気気気製品製品製品製品のののの渉渉渉渉外外外外税税税税効率等効率等効率等効率等いろいろないろいろないろいろないろいろな決決決決めめめめ方方方方があるがあるがあるがある。。。。こうしたこうしたこうしたこうした品品品品目目目目やスやスやスやスペペペペックもックもックもックも毎毎毎毎年見年見年見年見直直直直しをしていくしをしていくしをしていくしをしていく方方方方向向向向でででで、、、、今今今今、、、、14141414年度年度年度年度のののの見見見見直直直直しをやっているしをやっているしをやっているしをやっている最中最中最中最中であるであるであるである。。。。        法法法法律律律律ではないではないではないではない応援応援応援応援のののの仕仕仕仕組組組組みとしてみとしてみとしてみとして、、、、私私私私どものエどものエどものエどものエココココタタタタウウウウンというンというンというンという補助制補助制補助制補助制度度度度がががが平平平平成成成成９９９９年度年度年度年度かかかからスタートしらスタートしらスタートしらスタートし、、、、今今今今、、、、全全全全国国国国でででで 14141414 地域地域地域地域のののの指指指指定定定定がされているがされているがされているがされている。。。。先先先先進的進的進的進的なリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクル施施施施設設設設のののの整備整備整備整備にににに対対対対しししし、、、、私私私私どもでどもでどもでどもで補助補助補助補助をするをするをするをする制制制制度度度度でありでありでありであり、、、、おかげさまでおかげさまでおかげさまでおかげさまで 14141414年度年度年度年度もももも延延延延長長長長がががが認認認認められめられめられめられ、、、、しかもしかもしかもしかも予予予予



 113

算算算算的的的的にはにはにはには非常非常非常非常ににににふえふえふえふえたたたた形形形形になっているになっているになっているになっている。。。。11113333 年度年度年度年度のののの補正補正補正補正予算予算予算予算もついたもついたもついたもついた。。。。そうしたそうしたそうしたそうした財財財財源源源源をもとをもとをもとをもとにしてにしてにしてにして各各各各地地地地のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを応援応援応援応援していこうとしていこうとしていこうとしていこうと思思思思っているっているっているっている。。。。        ただただただただ、、、、最最最最近近近近いろいろなごいろいろなごいろいろなごいろいろなご要要要要望望望望をををを承承承承るがるがるがるが、、、、例例例例をををを見見見見ないないないない施施施施設設設設のののの整備整備整備整備にににに対対対対するするするする補助補助補助補助でありでありでありであり、、、、相相相相当要当要当要当要件件件件がががが厳厳厳厳しくしくしくしく、、、、技術技術技術技術がががが先先先先進的進的進的進的なリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクル施施施施設設設設でなければいけないでなければいけないでなければいけないでなければいけない。。。。今今今今やややや普普普普通通通通のののの技術技術技術技術のののの普普普普通通通通のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル施施施施設設設設ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思われるわれるわれるわれる話話話話もたくさんもたくさんもたくさんもたくさん承承承承るがるがるがるが、、、、先先先先進的進的進的進的なななな技術技術技術技術のののの施施施施設設設設ででででなければいけないなければいけないなければいけないなければいけない。。。。予算予算予算予算もももも限限限限られているのでられているのでられているのでられているので、、、、そういうそういうそういうそういう要要要要件件件件でででで 14141414年度年度年度年度もももも運用運用運用運用していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。        応援応援応援応援でででで非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なのはなのはなのはなのは技術技術技術技術開開開開発発発発でありでありでありであり、、、、私私私私どもとしてはどもとしてはどもとしてはどもとしては重重重重点点点点的的的的にににに戦略戦略戦略戦略的的的的にプロにプロにプロにプロググググラムラムラムラム化化化化していこうとしていこうとしていこうとしていこうと考考考考ええええ、、、、戦略戦略戦略戦略分野分野分野分野をををを決決決決めてめてめてめて行行行行っているっているっているっている。。。。１１１１つはつはつはつは自動自動自動自動車車車車リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの分野分野分野分野でででで今今今今度度度度新新新新しくしくしくしく法法法法制制制制化化化化することもありすることもありすることもありすることもあり、、、、例例例例ええええばばばば電電電電炉炉炉炉をををを使使使使ってシュレッダーダストをリサイクルでってシュレッダーダストをリサイクルでってシュレッダーダストをリサイクルでってシュレッダーダストをリサイクルできないかといったきないかといったきないかといったきないかといった仕仕仕仕組組組組みみみみ、、、、フロンフロンフロンフロン回回回回収収収収破壊破壊破壊破壊のためのもうのためのもうのためのもうのためのもう少少少少しししし簡簡簡簡単単単単なシステムがつくれないなシステムがつくれないなシステムがつくれないなシステムがつくれないかかかか等等等等のののの技術技術技術技術開開開開発発発発をしようとをしようとをしようとをしようと思思思思っているっているっているっている。。。。家電家電家電家電リサイクルではリサイクルではリサイクルではリサイクルでは、、、、今後今後今後今後はリサイクルのレはリサイクルのレはリサイクルのレはリサイクルのレベベベベルルルルをををを上上上上げていかなければいけないげていかなければいけないげていかなければいけないげていかなければいけない。。。。緊急緊急緊急緊急のののの課課課課題題題題としてはとしてはとしてはとしては、、、、断熱断熱断熱断熱材材材材ののののウウウウレタンはレタンはレタンはレタンは物物物物によってはによってはによってはによっては爆発爆発爆発爆発性性性性のものがありのものがありのものがありのものがあり、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工程工程工程工程のののの安安安安全性全性全性全性のののの検証検証検証検証、、、、安安安安全技術全技術全技術全技術をををを確確確確立立立立していかなればいしていかなればいしていかなればいしていかなればいけないけないけないけない。。。。容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルではリサイクルではリサイクルではリサイクルでは、、、、ペペペペットットットットボボボボトルもトルもトルもトルも含含含含めたプラスめたプラスめたプラスめたプラスチチチチックのリサイクルックのリサイクルックのリサイクルックのリサイクル、、、、回回回回収収収収、、、、ライフサイクルのライフサイクルのライフサイクルのライフサイクルの最最最最初初初初のつくりのつくりのつくりのつくり方方方方からからからから使用使用使用使用後後後後、、、、回回回回収収収収してリサイクルしてリサイクルしてリサイクルしてリサイクルされるされるされるされる手手手手法法法法にににに至至至至るるるるまでまでまでまで、、、、全全全全体体体体についてどのようなやりについてどのようなやりについてどのようなやりについてどのようなやり方方方方がいいかがいいかがいいかがいいか、、、、うまくシミュレーションできるシステムうまくシミュレーションできるシステムうまくシミュレーションできるシステムうまくシミュレーションできるシステムがつくれないかとがつくれないかとがつくれないかとがつくれないかと既既既既にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル困困困困難物難物難物難物のののの処理処理処理処理ではではではでは、、、、セメントセメントセメントセメント産業産業産業産業におにおにおにおいていていていて塩塩塩塩素素素素をををを含含含含有有有有するするするする厄介厄介厄介厄介なもののなもののなもののなものの回回回回収収収収リサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクルに取取取取りりりり組組組組もうということもプロジェクトもうということもプロジェクトもうということもプロジェクトもうということもプロジェクトとしてあるとしてあるとしてあるとしてある。。。。特特特特定定定定なものではなくなものではなくなものではなくなものではなく、、、、むむむむしろしろしろしろ企業企業企業企業でででで持持持持っているシーっているシーっているシーっているシーズズズズをうまくをうまくをうまくをうまくニニニニーーーーズズズズにマッにマッにマッにマッチチチチさせさせさせさせ、、、、実実実実用用用用化化化化、、、、ビビビビジジジジネネネネスススス化化化化するするするする実実実実用用用用化化化化支援支援支援支援のののの補助制補助制補助制補助制度度度度もももも行行行行っているっているっているっている。。。。        実実実実用用用用化化化化補助制補助制補助制補助制度度度度はははは 11113333年度年度年度年度にににに初初初初めてでめてでめてでめてで４４４４億億億億円程円程円程円程度度度度のののの予算予算予算予算をををを用用用用意意意意したがしたがしたがしたが、、、、応応応応募募募募制制制制でありでありでありであり、、、、ＮＮＮＮＥＤＥＤＥＤＥＤＯＯＯＯでででで募募募募集集集集しししし、、、、審審審審査委員査委員査委員査委員会会会会でででで審審審審査査査査してしてしてして７７７７件件件件採採採採択択択択されたされたされたされた。。。。非常非常非常非常ににににユユユユニニニニークなークなークなークな興興興興味味味味深深深深いいいい取取取取りりりり組組組組みがあるみがあるみがあるみがある。。。。全全全全国的国的国的国的にもにもにもにも地域性地域性地域性地域性のあるのあるのあるのある取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、企業的企業的企業的企業的にもにもにもにも大企業大企業大企業大企業ありありありあり中中中中小小小小企業企業企業企業ありありありあり、、、、おおおおもしろいプロジェクトがいろいろあるなともしろいプロジェクトがいろいろあるなともしろいプロジェクトがいろいろあるなともしろいプロジェクトがいろいろあるなと改改改改めてめてめてめて思思思思っているっているっているっている。。。。        法法法法制面制面制面制面やややや支援面支援面支援面支援面のののの話話話話をしてきたがをしてきたがをしてきたがをしてきたが、、、、産業産業産業産業構造審構造審構造審構造審議会議会議会議会のののの場場場場ではこれまでセクターではこれまでセクターではこれまでセクターではこれまでセクター別別別別にリサにリサにリサにリサイクルのイクルのイクルのイクルの仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを構築構築構築構築してきているがしてきているがしてきているがしてきているが、、、、ここらでここらでここらでここらで少少少少しししし横断横断横断横断的的的的にににに現状現状現状現状ををををチチチチェックしてみようェックしてみようェックしてみようェックしてみようとととと議議議議論論論論をしてきたをしてきたをしてきたをしてきた。。。。セクターごとにつくりセクターごとにつくりセクターごとにつくりセクターごとにつくり上上上上げてきたげてきたげてきたげてきた仕仕仕仕組組組組みのみのみのみの問問問問題題題題点点点点、、、、課課課課題題題題はははは確確確確実実実実にいいにいいにいいにいい方向方向方向方向にににに進進進進んでいるとんでいるとんでいるとんでいると私私私私どももどももどももどもも思思思思っているしっているしっているしっているし、、、、関係関係関係関係者者者者のののの方方方方々々々々もももも同同同同様様様様にににに思思思思っていただいているっていただいているっていただいているっていただいているがががが、、、、一一一一方方方方、、、、もうもうもうもう少少少少しミクロのしミクロのしミクロのしミクロの局局局局面面面面になるとになるとになるとになると、、、、果果果果たしてこれでいいのかとのたしてこれでいいのかとのたしてこれでいいのかとのたしてこれでいいのかとの思思思思いもあったりいもあったりいもあったりいもあったりするようであるするようであるするようであるするようである。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、環境環境環境環境管管管管理理理理のプロセスでいのプロセスでいのプロセスでいのプロセスでいええええばばばば、、、、プラン・プラン・プラン・プラン・ヅヅヅヅーとーとーとーと来来来来てててて、、、、ここここここここらでらでらでらでチチチチェックをしてみようェックをしてみようェックをしてみようェックをしてみよう。。。。そしてそしてそしてそして、、、、次次次次なるアクションにつなげていこうというなるアクションにつなげていこうというなるアクションにつなげていこうというなるアクションにつなげていこうという問問問問題題題題意識意識意識意識でででで議議議議論論論論しししし、、、、解決解決解決解決のののの方向方向方向方向をををを見出見出見出見出していこうということであるしていこうということであるしていこうということであるしていこうということである。。。。        企画企画企画企画ワーワーワーワーキキキキンンンンググググググググループのループのループのループの中間取中間取中間取中間取りまとめのりまとめのりまとめのりまとめの形形形形でででで、、、、このレこのレこのレこのレポポポポートがートがートがートが経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省ののののホホホホームームームームペペペページでパージでパージでパージでパブブブブリックリックリックリックココココメントにかけられているのでメントにかけられているのでメントにかけられているのでメントにかけられているので、、、、ぜひぜひぜひぜひ皆様方皆様方皆様方皆様方からもからもからもからも忌憚忌憚忌憚忌憚のないのないのないのないココココメンメンメンメントをいただきたいトをいただきたいトをいただきたいトをいただきたい。。。。私私私私のののの資料資料資料資料のののの表紙表紙表紙表紙ににににホホホホームームームームペペペページのアージのアージのアージのアドドドドレスがレスがレスがレスが書書書書いてあるのでいてあるのでいてあるのでいてあるので、、、、ホホホホームームームームペペペページにアクセスしてージにアクセスしてージにアクセスしてージにアクセスして循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会というというというという分野分野分野分野にににに入入入入っていただくとっていただくとっていただくとっていただくと、、、、企画企画企画企画ワーワーワーワーキキキキンンンンググググググググルールールーループのプのプのプの中間取中間取中間取中間取りまとめりまとめりまとめりまとめ案案案案のパのパのパのパブブブブリックリックリックリックココココメントメントメントメント募募募募集集集集があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、ぜひぜひぜひぜひアクセスしてごアクセスしてごアクセスしてごアクセスしてご意見意見意見意見ををををいただけたらといただけたらといただけたらといただけたらと思思思思っているっているっているっている。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、フフフファァァァクスやクスやクスやクスや郵送郵送郵送郵送でもでもでもでも結結結結構構構構であるであるであるである。。。。        解決解決解決解決のののの基基基基本的本的本的本的なななな姿勢姿勢姿勢姿勢ははははココココミュミュミュミュニニニニケーションとパートケーションとパートケーションとパートケーションとパートナナナナーシップではないかとーシップではないかとーシップではないかとーシップではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。課課課課題題題題のののの１１１１つはつはつはつは取取取取りりりり組組組組みみみみ対対対対象象象象のののの問問問問題題題題でありでありでありであり、、、、これまでともするとこれまでともするとこれまでともするとこれまでともすると排排排排出出出出量量量量のののの多多多多いもののいもののいもののいものの仕仕仕仕組組組組みみみみ
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をつくりをつくりをつくりをつくり上上上上げてきているがげてきているがげてきているがげてきているが、、、、量量量量的的的的なななな観点観点観点観点のみならのみならのみならのみならずずずず、、、、資資資資源源源源のののの有有有有用性用性用性用性やややや処理処理処理処理のののの困困困困難性等難性等難性等難性等のののの質質質質的的的的なななな観点観点観点観点からからからから取取取取りりりり組組組組みみみみをををを広広広広げていくことがげていくことがげていくことがげていくことが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、考考考考ええええ方方方方のののの基基基基本本本本ははははＥＥＥＥＰＰＰＰＲＲＲＲでありでありでありであり、、、、アクションプランにあるようにアクションプランにあるようにアクションプランにあるようにアクションプランにあるように、、、、ＥＥＥＥＰＰＰＰＲＲＲＲといってもといってもといってもといっても生生生生産産産産者者者者のののの全部責全部責全部責全部責任任任任ではなではなではなではなくくくく、、、、適適適適切切切切なななな役割分担役割分担役割分担役割分担があるというがあるというがあるというがあるという原原原原則則則則的的的的なななな再再再再確確確確認認認認であるであるであるである。。。。生生生生産産産産者者者者にリサイクルのにリサイクルのにリサイクルのにリサイクルの義義義義務務務務がかがかがかがかかってもかってもかってもかっても、、、、廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理法法法法のののの規制規制規制規制でうまくできないこともあるのででうまくできないこともあるのででうまくできないこともあるのででうまくできないこともあるので、、、、規制規制規制規制のののの適適適適正正正正なななな見見見見直直直直しがしがしがしが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。裏腹裏腹裏腹裏腹のののの関係関係関係関係にあるにあるにあるにある自治体自治体自治体自治体のののの廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理行政行政行政行政のののの改革改革改革改革、、、、対対対対象品象品象品象品目目目目のののの洗洗洗洗いいいい直直直直しもしもしもしも必必必必要要要要であるであるであるである。。。。リサイクルでリサイクルでリサイクルでリサイクルで今課今課今課今課題題題題になっているのはになっているのはになっているのはになっているのは有有有有害害害害物物物物質質質質のののの問問問問題題題題でありでありでありであり、、、、できればできればできればできれば物物物物づづづづくくくくりのりのりのりの段段段段階階階階、、、、上上上上流流流流のののの段段段段階階階階からからからから減減減減らしていくらしていくらしていくらしていく努力努力努力努力をををを産産産産構審構審構審構審のリのリのリのリサイクルサイクルサイクルサイクルガガガガイイイイドドドドラインにラインにラインにラインに位位位位置置置置づづづづけていくけていくけていくけていくべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか。。。。これまでマテリアルリサイクルをこれまでマテリアルリサイクルをこれまでマテリアルリサイクルをこれまでマテリアルリサイクルを中中中中心心心心にににに取取取取りりりり組組組組んできているがんできているがんできているがんできているが、、、、必必必必ずずずずしもマテリアルリサイクルがしもマテリアルリサイクルがしもマテリアルリサイクルがしもマテリアルリサイクルが合合合合理理理理的的的的ではないケースもありではないケースもありではないケースもありではないケースもあり得得得得るるるる。。。。そのときにはライそのときにはライそのときにはライそのときにはライフ・サイクル・アセスメントフ・サイクル・アセスメントフ・サイクル・アセスメントフ・サイクル・アセスメント的的的的なななな観点観点観点観点ややややココココストやストやストやストや経済経済経済経済性性性性のののの観点観点観点観点からからからから総総総総合的合的合的合的にににに評価評価評価評価しししし、、、、ケミケミケミケミカカカカルリサイクルやサーマルリサイクルといったルリサイクルやサーマルリサイクルといったルリサイクルやサーマルリサイクルといったルリサイクルやサーマルリサイクルといった手手手手法法法法をををを促促促促していくこともしていくこともしていくこともしていくことも必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。        取取取取りりりり組組組組みみみみ内容内容内容内容、、、、３３３３つのつのつのつのＲＲＲＲのののの方法方法方法方法としてはとしてはとしてはとしては、、、、１１１１つはつはつはつは設計設計設計設計、、、、物物物物づづづづくりのくりのくりのくりの上上上上流流流流対対対対応応応応、、、、それからそれからそれからそれから消費者消費者消費者消費者とととと企業企業企業企業とのとのとのとの間間間間でうまくでうまくでうまくでうまく相相相相互作互作互作互作用用用用してもらうためのしてもらうためのしてもらうためのしてもらうためのココココミュミュミュミュニニニニケーションケーションケーションケーション、、、、情報情報情報情報提供提供提供提供ののののあああありりりり方方方方、、、、取取取取りりりり組組組組みをレみをレみをレみをレベベベベルアップしていくときのルアップしていくときのルアップしていくときのルアップしていくときの数値数値数値数値資料資料資料資料のありのありのありのあり方方方方のののの論論論論点点点点であるであるであるである。。。。具具具具体的体的体的体的にはにはにはには設計設計設計設計のためののためののためののための製品製品製品製品アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント手手手手法法法法をををを高度化高度化高度化高度化しししし、、、、できればこうしたものをできればこうしたものをできればこうしたものをできればこうしたものを国国国国際際際際的的的的なななな規規規規格格格格化化化化、、、、日本日本日本日本発発発発のスタンダーのスタンダーのスタンダーのスタンダードドドドにしていくことをにしていくことをにしていくことをにしていくことを目指目指目指目指していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。情報情報情報情報提供提供提供提供のありのありのありのあり方方方方としとしとしとしてはてはてはては、、、、ＩＳＩＳＩＳＩＳＯＯＯＯでもでもでもでも決決決決められているめられているめられているめられている環境環境環境環境ララララベベベベルといったやりルといったやりルといったやりルといったやり方方方方をもっとをもっとをもっとをもっと活活活活用用用用していけないかしていけないかしていけないかしていけないか。。。。３３３３ＲＲＲＲのののの取取取取りりりり組組組組みがもっとみがもっとみがもっとみがもっと進進進進むむむむようにようにようにように、、、、３３３３ＲＲＲＲのののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみとググググリーンリーンリーンリーン購入購入購入購入法法法法でででで買買買買われることがわれることがわれることがわれることがセットになるようにできないかセットになるようにできないかセットになるようにできないかセットになるようにできないか。。。。いろいろないろいろないろいろないろいろな数値数値数値数値指指指指標標標標ををををガガガガイイイイドドドドラインラインラインライン化化化化するするするする。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルはははは、、、、メーメーメーメーカカカカーーーー側側側側からするとからするとからするとからすると戻戻戻戻ってきってきってきってきたものをどのようにリサイクルするかにたものをどのようにリサイクルするかにたものをどのようにリサイクルするかにたものをどのようにリサイクルするかに関関関関心心心心がががが行行行行きがきがきがきがちであるがちであるがちであるがちであるが、、、、全全全全体体体体としてとしてとしてとして回回回回収率収率収率収率やややや回回回回収量収量収量収量でででで見見見見るるるる見方見方見方見方もももも必要必要必要必要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。        国国国国内内内内でででで循環循環循環循環システムシステムシステムシステム、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを行行行行うとうとうとうと、、、、どうしてもトランスどうしてもトランスどうしてもトランスどうしてもトランスボボボボーダーのーダーのーダーのーダーの現現現現状状状状がだんだんがだんだんがだんだんがだんだん目目目目につくにつくにつくにつく。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、日本日本日本日本からからからから中中中中古古古古品品品品やややや再生材再生材再生材再生材がががが国国国国外外外外にににに出出出出ていきていきていきていき、、、、製品製品製品製品のののの輸輸輸輸入入入入がどんどんがどんどんがどんどんがどんどんふえふえふえふえているているているている問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。日本企業日本企業日本企業日本企業がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん国国国国際際際際的的的的にににに進出進出進出進出していることとしていることとしていることとしていることと相相相相ままままってってってって、、、、こういうこういうこういうこういう分野分野分野分野でもっとでもっとでもっとでもっと日本日本日本日本としてとしてとしてとして国国国国際貢献際貢献際貢献際貢献していくしていくしていくしていくべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか等等等等のののの問問問問題題題題意識意識意識意識がががが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、ままままずずずず中中中中古古古古製品製品製品製品やリサイクルやリサイクルやリサイクルやリサイクル材材材材のののの国国国国際際際際的的的的なフローなフローなフローなフローをよくをよくをよくをよく押押押押ささささええええてててていかないといけないいかないといけないいかないといけないいかないといけない。。。。できればそれができればそれができればそれができればそれが適適適適正正正正なななな形形形形でうまくでうまくでうまくでうまく回回回回るるるる国国国国際際際際マーケットをマーケットをマーケットをマーケットを整備整備整備整備していしていしていしていくくくく。。。。長年長年長年長年のののの努力努力努力努力もありもありもありもあり、、、、例例例例ええええばスクラップのばスクラップのばスクラップのばスクラップの鉄鉄鉄鉄やややや古紙古紙古紙古紙等等等等もももも最最最最近近近近はははは国国国国際際際際マーケットができてマーケットができてマーケットができてマーケットができてきているがきているがきているがきているが、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな材材材材料料料料についてについてについてについて考考考考ええええていくことがていくことがていくことがていくことが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。日本企業日本企業日本企業日本企業がががが出出出出てててていくいくいくいく先先先先、、、、とりわけアジアとりわけアジアとりわけアジアとりわけアジア諸諸諸諸国国国国でででで循環型循環型循環型循環型のシステムをつくっていくことにのシステムをつくっていくことにのシステムをつくっていくことにのシステムをつくっていくことに協協協協力力力力していくしていくしていくしていく姿勢姿勢姿勢姿勢がががが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは日本日本日本日本にににに入入入入ってくるってくるってくるってくる製品製品製品製品輸輸輸輸入入入入についてについてについてについて、、、、リサイクルというリサイクルというリサイクルというリサイクルという下流下流下流下流のののの義義義義務務務務づづづづけはけはけはけは今今今今あるがあるがあるがあるが、、、、もっともっともっともっと上上上上流流流流のののの設計設計設計設計のののの段段段段階階階階からのからのからのからの取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも求求求求めていかなければいめていかなければいめていかなければいめていかなければいけないけないけないけない。。。。そのようなそのようなそのようなそのようなアクションプランをこれからアクションプランをこれからアクションプランをこれからアクションプランをこれから具具具具体的体的体的体的にににに作作作作業業業業していこうとしていこうとしていこうとしていこうと思思思思っているっているっているっている。。。。        こうしてこうしてこうしてこうして見見見見るとるとるとると、、、、システムのシステムのシステムのシステムの制制制制度度度度面面面面はははは相当相当相当相当精緻精緻精緻精緻化化化化しつつあるとしつつあるとしつつあるとしつつあると思思思思うううう。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、いろいいろいいろいいろいろなろなろなろな課課課課題題題題はあるがはあるがはあるがはあるが、、、、制制制制度度度度面面面面、、、、仕仕仕仕組組組組みみみみ面面面面のののの方向方向方向方向性性性性はははは見見見見ええええてきているのではないかてきているのではないかてきているのではないかてきているのではないか。。。。あとはあとはあとはあとは担担担担いいいい手手手手となるとなるとなるとなるビビビビジジジジネネネネスススス、、、、産業産業産業産業をもうをもうをもうをもう少少少少しプッシュしていけないかというしプッシュしていけないかというしプッシュしていけないかというしプッシュしていけないかという問問問問題題題題意識意識意識意識をををを持持持持っていっていっていっているるるる。。。。いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる循環循環循環循環ビビビビジジジジネネネネスをどのようにスをどのようにスをどのようにスをどのように育育育育成成成成、、、、振興振興振興振興していくかしていくかしていくかしていくか、、、、今後少今後少今後少今後少しししし検討検討検討検討、、、、議議議議論論論論をををを深深深深めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思っているっているっているっている。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、日本日本日本日本のののの循環型循環型循環型循環型システムはシステムはシステムはシステムは高度化高度化高度化高度化しししし、、、、日本日本日本日本のののの循環循環循環循環型型型型システムがシステムがシステムがシステムが組組組組みみみみ込込込込まれたまれたまれたまれた日本日本日本日本のののの産業産業産業産業のののの国国国国際競争際競争際競争際競争力力力力もももも維持強維持強維持強維持強化化化化されされされされ、、、、アジアをアジアをアジアをアジアを含含含含めためためためた世世世世界界界界
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にににに国国国国際際際際的的的的なななな貢献貢献貢献貢献ができるができるができるができる理理理理想想想想的的的的なななな方向方向方向方向にににに向向向向かっていけるのではないかとかっていけるのではないかとかっていけるのではないかとかっていけるのではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。こうこうこうこうしたしたしたした中間取中間取中間取中間取りまとめのりまとめのりまとめのりまとめの報告報告報告報告案案案案ににににぜひぜひぜひぜひココココメントをいただけたらとメントをいただけたらとメントをいただけたらとメントをいただけたらと思思思思うううう。。。。        少少少少しししし時間時間時間時間ををををオオオオーバーしたがーバーしたがーバーしたがーバーしたが、、、、私私私私のののの話話話話はははは以上以上以上以上でででで終終終終わらせていただきますわらせていただきますわらせていただきますわらせていただきます。。。。ありがとうござありがとうござありがとうござありがとうございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））        田辺課長田辺課長田辺課長田辺課長、、、、どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。大変大変大変大変包包包包括括括括的的的的なおかつなおかつなおかつなおかつ日本日本日本日本のののの進進進進むべむべむべむべきききき方向方向方向方向にににについてもついてもついてもついても明明明明るいるいるいるい見見見見通通通通しをおしをおしをおしをお示示示示しいただきしいただきしいただきしいただき、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。        実実実実はははは田辺課長田辺課長田辺課長田辺課長はははは公公公公務務務務でででで大変大変大変大変おおおお忙忙忙忙しくしくしくしく、、、、このこのこのこの後後後後、、、、退退退退席席席席されますされますされますされます。。。。予予予予定定定定をををを変変変変更更更更しししし、、、、最後最後最後最後ののののデデデディィィィススススカカカカッションでッションでッションでッションで田辺課長田辺課長田辺課長田辺課長におにおにおにお伺伺伺伺いしたいことがあればいしたいことがあればいしたいことがあればいしたいことがあれば今今今今伺伺伺伺いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ごごごご質問質問質問質問等等等等があったらごがあったらごがあったらごがあったらご遠遠遠遠慮慮慮慮なくおなくおなくおなくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        山路山路山路山路ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会長会長会長会長        適適適適切切切切なななな質問質問質問質問かどうかわからないがかどうかわからないがかどうかわからないがかどうかわからないが、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの法法法法制制制制もだんだんもだんだんもだんだんもだんだん整備整備整備整備されされされされ、、、、一般一般一般一般にににに行行行行わわわわれるようになってきたれるようになってきたれるようになってきたれるようになってきた。。。。進進進進歩歩歩歩のののの尺尺尺尺度度度度はははは、、、、ライフサイクル・アセスメントをきちんとライフサイクル・アセスメントをきちんとライフサイクル・アセスメントをきちんとライフサイクル・アセスメントをきちんと行行行行わなわなわなわないといけないといといけないといといけないといといけないと思思思思うがうがうがうが、、、、そのそのそのその辺辺辺辺はどのはどのはどのはどの程程程程度行度行度行度行われていますかわれていますかわれていますかわれていますか。。。。        田辺課長田辺課長田辺課長田辺課長        まさにおっしまさにおっしまさにおっしまさにおっしゃゃゃゃるとおりであるるとおりであるるとおりであるるとおりである。。。。実実実実はははは経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省がががが中中中中心心心心にににに少少少少しししし予算予算予算予算もとってライフサイもとってライフサイもとってライフサイもとってライフサイクル・アセスメント・プロジェクトをクル・アセスメント・プロジェクトをクル・アセスメント・プロジェクトをクル・アセスメント・プロジェクトを５５５５年間行年間行年間行年間行いいいい、、、、14141414 年度年度年度年度でででで一応一応一応一応のののの区区区区切切切切りをりをりをりを迎迎迎迎ええええるるるる予予予予定定定定ででででありありありあり、、、、これまでこれまでこれまでこれまで 22223333のののの工工工工業団体業団体業団体業団体にににに協協協協力力力力をしていただいたをしていただいたをしていただいたをしていただいた。。。。とにかくインとにかくインとにかくインとにかくインベベベベントリーをつくらントリーをつくらントリーをつくらントリーをつくらないといけないないといけないないといけないないといけない。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな産業界産業界産業界産業界のののの環境環境環境環境影響影響影響影響負負負負荷荷荷荷のののの数値数値数値数値、、、、デデデデータをータをータをータを集集集集大成大成大成大成しししし、、、、それをそれをそれをそれを集集集集めてめてめてめてデデデデータータータータベベベベースースースース化化化化することがすることがすることがすることが基基基基本本本本であるであるであるである。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、できできできでき上上上上がったがったがったがった後後後後はそれをはそれをはそれをはそれをリバイリバイリバイリバイズズズズしていくことになるとしていくことになるとしていくことになるとしていくことになると思思思思うがうがうがうが、、、、大大大大分分分分進進進進んできたんできたんできたんできた。。。。これができるとこれができるとこれができるとこれができるとベベベベースができてースができてースができてースができてくるとくるとくるとくると思思思思っているっているっているっている。。。。        動動動動脈側脈側脈側脈側のののの産業界産業界産業界産業界はははは相当相当相当相当ごごごご協協協協力力力力していただけることになりしていただけることになりしていただけることになりしていただけることになり、、、、大体大体大体大体カカカカバーされつつあるとバーされつつあるとバーされつつあるとバーされつつあると思思思思っているっているっているっている。。。。実実実実はははは一番難一番難一番難一番難しいのがしいのがしいのがしいのが静静静静脈側脈側脈側脈側でありでありでありであり、、、、それをどうそれをどうそれをどうそれをどういういういういう方方方方々々々々にににに協協協協力力力力してもらってしてもらってしてもらってしてもらって集集集集めるかがめるかがめるかがめるかが今課今課今課今課題題題題になっているになっているになっているになっている。。。。これもこれもこれもこれも今今今今ステップ・バイ・ステップでステップ・バイ・ステップでステップ・バイ・ステップでステップ・バイ・ステップで協協協協力力力力をおをおをおをお願願願願いしいしいしいし、、、、集集集集めていこうとめていこうとめていこうとめていこうと思思思思っておりっておりっておりっており、、、、このこのこのこのベベベベースのもとにインパクトースのもとにインパクトースのもとにインパクトースのもとにインパクト評価評価評価評価をするをするをするをする仕仕仕仕組組組組みもみもみもみも研究中研究中研究中研究中であであであであるるるる。。。。インパクトインパクトインパクトインパクト評価評価評価評価のののの際際際際にににに必要必要必要必要なななな環境環境環境環境影響項影響項影響項影響項目目目目のののの重重重重みみみみづづづづけをけをけをけを何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でででで関関関関数数数数化化化化、、、、システシステシステシステムムムム化化化化するためのするためのするためのするための勉勉勉勉強強強強はははは行行行行っているっているっているっている。。。。多多多多分分分分インインインインベベベベントリーをントリーをントリーをントリーを整理整理整理整理することがすることがすることがすることが一番重要一番重要一番重要一番重要でででで、、、、そそそそれなりにれなりにれなりにれなりに今今今今できできできでき上上上上がりつつあるがりつつあるがりつつあるがりつつある現状現状現状現状であるであるであるである。。。。        出席出席出席出席者者者者質問質問質問質問        産業界産業界産業界産業界でででで産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを別別別別のののの原材原材原材原材料料料料としてとしてとしてとして使用使用使用使用しようとするとしようとするとしようとするとしようとすると、、、、廃廃廃廃掃掃掃掃法法法法のののの関係関係関係関係でででで許可許可許可許可がながながながないとできないいとできないいとできないいとできない状状状状況況況況がががが今今今今あるがあるがあるがあるが、、、、何何何何かかかか施施施施策策策策はははは考考考考ええええていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃるのでしるのでしるのでしるのでしょょょょうかうかうかうか。。。。        田辺課長田辺課長田辺課長田辺課長        政府政府政府政府のののの中中中中でもうでもうでもうでもう課課課課題題題題としてアイとしてアイとしてアイとしてアイデデデデンテンテンテンティィィィフフフファァァァイされているイされているイされているイされている。。。。構造構造構造構造改革行改革行改革行改革行程程程程表表表表やややや規制規制規制規制改革改革改革改革会議会議会議会議等等等等、、、、いろいろなところでいろいろなところでいろいろなところでいろいろなところで廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理法法法法のののの見見見見直直直直しがテーマになっているしがテーマになっているしがテーマになっているしがテーマになっている。。。。具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、
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今今今今、、、、環境省環境省環境省環境省のののの中中中中央央央央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会でででで議議議議論論論論がスタートしがスタートしがスタートしがスタートし、、、、14141414 年中年中年中年中にににに取取取取りまとめをするタイムスパりまとめをするタイムスパりまとめをするタイムスパりまとめをするタイムスパンでンでンでンで議議議議論論論論がなされているがなされているがなされているがなされている。。。。私私私私どももどももどももどもも環境省環境省環境省環境省やいろいろなやいろいろなやいろいろなやいろいろな関係関係関係関係者者者者ともともともとも議議議議論論論論をしているをしているをしているをしている。。。。私私私私どどどどもはもはもはもは、、、、特特特特ににににＥＥＥＥＰＰＰＰＲＲＲＲによってによってによってによって産業界産業界産業界産業界としてとしてとしてとして義義義義務務務務がだんだんがだんだんがだんだんがだんだん強強強強化化化化されているときにされているときにされているときにされているときに、、、、ちちちちゃゃゃゃんとんとんとんとしたしたしたした産業産業産業産業がやっていただくリサイクルについてはがやっていただくリサイクルについてはがやっていただくリサイクルについてはがやっていただくリサイクルについては、、、、規制規制規制規制のののの中中中中身身身身やややや規制規制規制規制のののの運用運用運用運用であることもであることもであることもであることもあるがあるがあるがあるが、、、、それがそれがそれがそれが足足足足かせにならないようにしてかせにならないようにしてかせにならないようにしてかせにならないようにしてほほほほしいとしいとしいとしいと産産産産構審構審構審構審のののの中中中中でもでもでもでも議議議議論論論論がありがありがありがあり、、、、再再再再三三三三再再再再四四四四そのようにそのようにそのようにそのように訴訴訴訴ええええているところであるているところであるているところであるているところである。。。。        ただただただただ、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、一一一一方方方方でどうしてもでどうしてもでどうしてもでどうしても悪悪悪悪いいいい人人人人がががが不不不不適適適適正正正正なななな処理処理処理処理やややや不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄をするをするをするをする。。。。そのそのそのその極端極端極端極端なななな例例例例がががが豊島豊島豊島豊島のののの事事事事件件件件であったりするがであったりするがであったりするがであったりするが、、、、やはりそれをちやはりそれをちやはりそれをちやはりそれをちゃゃゃゃんとんとんとんと律律律律するするするする廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理法法法法でなければいけないというでなければいけないというでなければいけないというでなければいけないという議議議議論論論論もありもありもありもあり、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄をををを防止防止防止防止するするするする観点観点観点観点からはからはからはからは、、、、どちらかというどちらかというどちらかというどちらかというとととと規制強規制強規制強規制強化化化化のののの方向方向方向方向になるかもしれないになるかもしれないになるかもしれないになるかもしれない。。。。適適適適正正正正にリサイクルをするためにはにリサイクルをするためにはにリサイクルをするためにはにリサイクルをするためには廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理法法法法のののの足足足足かせはなくしてかせはなくしてかせはなくしてかせはなくしてほほほほしいしいしいしい、、、、あるいはもうあるいはもうあるいはもうあるいはもう少少少少しししし簡簡簡簡素素素素化化化化ししししててててほほほほしいというしいというしいというしいという立場立場立場立場のののの議議議議論論論論とととと両両両両方方方方ああああるがるがるがるが、、、、それをバランスよくそれをバランスよくそれをバランスよくそれをバランスよく廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理法法法法のののの見見見見直直直直しのしのしのしの中中中中でででで実現実現実現実現してもらわなければいけないしてもらわなければいけないしてもらわなければいけないしてもらわなければいけない。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで環境省環境省環境省環境省もももも議議議議論論論論ははははオオオオープンであるとープンであるとープンであるとープンであると言言言言っているのでっているのでっているのでっているので、、、、私私私私どもでもどもでもどもでもどもでも環境省環境省環境省環境省でもでもでもでもどしどしごどしどしごどしどしごどしどしご意見意見意見意見をおっしをおっしをおっしをおっしゃゃゃゃっていただければとっていただければとっていただければとっていただければと思思思思うううう。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        エエエエココココタタタタウウウウンンンン事業事業事業事業にににに関関関関してしてしてして若干若干若干若干ココココメントしたいメントしたいメントしたいメントしたい。。。。田辺田辺田辺田辺さんのさんのさんのさんの最後最後最後最後のののの発発発発言言言言のののの対話対話対話対話によるによるによるによるビビビビジジジジョンのョンのョンのョンの共共共共有有有有並並並並びにびにびにびに共共共共同同同同のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、パートパートパートパートナナナナーシップがまさにーシップがまさにーシップがまさにーシップがまさに非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな観点観点観点観点かなとかなとかなとかなと思思思思いながらいながらいながらいながら、、、、実実実実はははは国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミッションフォーラムものゼロエミッションフォーラムものゼロエミッションフォーラムものゼロエミッションフォーラムも産業界産業界産業界産業界、、、、自治体自治体自治体自治体、、、、学会学会学会学会のののの３３３３つのつのつのつのネネネネットワークットワークットワークットワークをいかにをいかにをいかにをいかに情報情報情報情報としてとしてとしてとして共共共共有有有有するかをするかをするかをするかを非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな視視視視点点点点としてとしてとしてとして去去去去年年年年スタートしたスタートしたスタートしたスタートした。。。。ＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯややややＮＮＮＮＧＧＧＧＯＯＯＯまでなかなかまでなかなかまでなかなかまでなかなか取取取取りりりり込込込込めないでいたところめないでいたところめないでいたところめないでいたところ、、、、最最最最近近近近、、、、川崎川崎川崎川崎・ごみを・ごみを・ごみを・ごみを考考考考ええええるるるる市民市民市民市民連連連連絡絡絡絡会会会会がががが川崎川崎川崎川崎のエのエのエのエココココタタタタウウウウンにンにンにンに関関関関することですることですることですることで非常非常非常非常にににに積積積積極極極極的的的的にアプローにアプローにアプローにアプローチチチチをしてきたのでをしてきたのでをしてきたのでをしてきたので、、、、ぜぜぜぜひひひひおおおお聞聞聞聞きいただきたいきいただきたいきいただきたいきいただきたい。。。。        川崎川崎川崎川崎はははは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで日本日本日本日本のののの経済経済経済経済をををを支支支支ええええるるるる工工工工業業業業地地地地帯帯帯帯のののの一一一一端端端端をををを担担担担ってきたってきたってきたってきた高度成長高度成長高度成長高度成長期期期期時時時時代代代代のののの日日日日本本本本のののの中中中中心心心心であったであったであったであった。。。。川崎川崎川崎川崎市市市市のののの場合場合場合場合、、、、平平平平成成成成９９９９年年年年 10101010月月月月、、、、まさにエまさにエまさにエまさにエココココタタタタウウウウンがンがンがンが認認認認証証証証されたされたされたされた一番一番一番一番目目目目ののののググググループでありループでありループでありループであり、、、、いよいよいよいよいよいよいよいよ市民市民市民市民、、、、女女女女性性性性ののののググググループのレループのレループのレループのレベベベベルまでエルまでエルまでエルまでエココココタタタタウウウウンがンがンがンが浸透浸透浸透浸透してきしてきしてきしてきたたたた。。。。最最最最近近近近、、、、エエエエココココタタタタウウウウンやゼロエミッションというンやゼロエミッションというンやゼロエミッションというンやゼロエミッションという言言言言葉葉葉葉がががが川崎川崎川崎川崎のののの中中中中でででで聞聞聞聞かれるようになってかれるようになってかれるようになってかれるようになってきたきたきたきた。。。。ババババブブブブルルルル崩崩崩崩壊壊壊壊後後後後にににに工工工工場場場場がががが他他他他のののの場場場場所所所所へへへへ行行行行ったりったりったりったり、、、、何何何何とかとかとかとか工工工工場場場場のののの遊休遊休遊休遊休地地地地がががが発発発発生生生生することにすることにすることにすることに歯歯歯歯どめをかけるためのどめをかけるためのどめをかけるためのどめをかけるための対策対策対策対策としてとしてとしてとして、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル産業産業産業産業をををを環境産業環境産業環境産業環境産業とととと位位位位置置置置づづづづけてけてけてけて産業産業産業産業をををを振興振興振興振興ささささせるためのエせるためのエせるためのエせるためのエココココタタタタウウウウンをンをンをンを推進推進推進推進しようというしようというしようというしようという位位位位置置置置づづづづけだとけだとけだとけだと市民市民市民市民もだんだんもだんだんもだんだんもだんだん理理理理解解解解してきているしてきているしてきているしてきている。。。。そのそのそのその中中中中でのゼロエミッションでのゼロエミッションでのゼロエミッションでのゼロエミッション工工工工業団業団業団業団地地地地はははは、、、、まさにまさにまさにまさに中中中中核核核核であるとであるとであるとであると彼彼彼彼らもらもらもらも理理理理解解解解しているしているしているしている。。。。具具具具体体体体的的的的にににに国国国国のののの後後後後押押押押しでもあるエしでもあるエしでもあるエしでもあるエココココタタタタウウウウンがンがンがンが本本本本格格格格化化化化していくしていくしていくしていく中中中中でででで、、、、環境環境環境環境とどのようにとどのようにとどのようにとどのように融融融融合合合合させさせさせさせ、、、、ゼロエミッションがどこでゼロエミッションがどこでゼロエミッションがどこでゼロエミッションがどこで実現実現実現実現されるのでしされるのでしされるのでしされるのでしょょょょうかうかうかうかといったことをといったことをといったことをといったことを毎毎毎毎回最回最回最回最近近近近聞聞聞聞くようになくようになくようになくようになってきたってきたってきたってきた。。。。田辺田辺田辺田辺さんのおさんのおさんのおさんのお立場立場立場立場でででで今何今何今何今何かおかおかおかお答答答答ええええできるところがあればおできるところがあればおできるところがあればおできるところがあればお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        田辺課長田辺課長田辺課長田辺課長        エエエエココココタタタタウウウウンのンのンのンの最最最最先先先先進事進事進事進事例例例例はははは北九州北九州北九州北九州市市市市だとだとだとだと思思思思うううう。。。。今今今今まさにまさにまさにまさに集集集集積積積積がががが集集集集積積積積をををを呼呼呼呼ぶぶぶぶようないいようないいようないいようないい循循循循環環環環にににに入入入入ってきているとってきているとってきているとってきていると考考考考ええええているているているている。。。。末末末末吉吉吉吉市長市長市長市長をををを初初初初めめめめ関係関係関係関係者者者者のののの方方方方々々々々のののの長年長年長年長年のののの地道地道地道地道なななな努力努力努力努力のののの積積積積みみみみ上上上上げのげのげのげの花花花花がだんだんがだんだんがだんだんがだんだん開開開開きききき始始始始めてきているとめてきているとめてきているとめてきていると思思思思っているっているっているっている。。。。東東東東京京京京かいわいでかいわいでかいわいでかいわいで見見見見るとるとるとると、、、、川崎川崎川崎川崎がががが一番一番一番一番そういうそういうそういうそういう方向方向方向方向にににに向向向向かっているのではないかとかっているのではないかとかっているのではないかとかっているのではないかと感感感感じじじじているているているている。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、あるエリアにあるエリアにあるエリアにあるエリアに先先先先進進進進
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的的的的なリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクル施施施施設設設設がががが集集集集積積積積されることでされることでされることでされることで地域地域地域地域のののの産業産業産業産業にもなるにもなるにもなるにもなる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、環境環境環境環境にににに対対対対するするするする市民市民市民市民のののの意識意識意識意識もももも変変変変わってくるわってくるわってくるわってくる。。。。まさにまさにまさにまさに環境環境環境環境とととと経済経済経済経済がががが統統統統合合合合してしてしてしてウウウウイン・イン・イン・イン・ウウウウイン・イン・イン・イン・ゲゲゲゲームがームがームがームが成立成立成立成立するするするするシシシシナナナナリリリリオオオオはははは、、、、おおおお世世世世辞辞辞辞ではないがではないがではないがではないが、、、、東東東東京京京京かいわいではかいわいではかいわいではかいわいでは川崎川崎川崎川崎がががが今今今今一番一番一番一番進進進進んでいるのではないかんでいるのではないかんでいるのではないかんでいるのではないかとととと思思思思っているっているっているっている。。。。        このこのこのこの地図地図地図地図ではではではでは書書書書いていないがいていないがいていないがいていないが、、、、11113333 年度年度年度年度のののの補正補正補正補正予算予算予算予算でさらにでさらにでさらにでさらに川崎川崎川崎川崎にはにはにはには、、、、昭和昭和昭和昭和電工電工電工電工のアンのアンのアンのアンモモモモニニニニアのアのアのアの原原原原料料料料になるプラスになるプラスになるプラスになるプラスチチチチックのックのックのックのガガガガスススス化化化化設備設備設備設備もももも対対対対象象象象にするにするにするにする方向方向方向方向でででで今進今進今進今進んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。あとあとあとあと、、、、日日日日本本本本鋼鋼鋼鋼管管管管のののの敷敷敷敷地地地地のののの中中中中がだんだんがだんだんがだんだんがだんだん集集集集積積積積地地地地になりつつあるがになりつつあるがになりつつあるがになりつつあるが、、、、ここでもプラスここでもプラスここでもプラスここでもプラスチチチチックをックをックをックをココココンクリンクリンクリンクリートパートパートパートパネネネネルにするプロジェクトがルにするプロジェクトがルにするプロジェクトがルにするプロジェクトが動動動動くくくく方向方向方向方向になっているになっているになっているになっている。。。。そういうそういうそういうそういう形形形形でだんだんでだんだんでだんだんでだんだん集集集集積積積積されされされされつつつつつつつつあるあるあるある。。。。        どこがゼロエミッションかはどこがゼロエミッションかはどこがゼロエミッションかはどこがゼロエミッションかは、、、、恐恐恐恐らくゼロエミッションはらくゼロエミッションはらくゼロエミッションはらくゼロエミッションは今今今今やややや人人人人口口口口にににに膾炙膾炙膾炙膾炙されてされてされてされて広広広広がっがっがっがっておるておるておるておるココココンセプトでありンセプトでありンセプトでありンセプトであり、、、、市市市市なりなりなりなり市民市民市民市民なりのなりのなりのなりの解解解解釈釈釈釈なりアプリケーションがあっていいなりアプリケーションがあっていいなりアプリケーションがあっていいなりアプリケーションがあっていい世世世世界界界界ではないかではないかではないかではないか。。。。私私私私のゼロエミッションののゼロエミッションののゼロエミッションののゼロエミッションの理理理理解解解解はははは、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん物理物理物理物理的的的的にゼロエミッションをするにゼロエミッションをするにゼロエミッションをするにゼロエミッションをする物物物物質的質的質的質的なななな意意意意味味味味もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、今今今今やややや恐恐恐恐らくゼロエミッションはらくゼロエミッションはらくゼロエミッションはらくゼロエミッションは物理物理物理物理的的的的、、、、物物物物質的質的質的質的なシステムをなシステムをなシステムをなシステムを超超超超ええええてててて、、、、いわばいわばいわばいわば運運運運動動動動ココココンセプトのようになっているのではないかとンセプトのようになっているのではないかとンセプトのようになっているのではないかとンセプトのようになっているのではないかと理理理理解解解解しているしているしているしている。。。。運運運運動動動動ココココンセンセンセンセプトとしてのゼロエミッションのプトとしてのゼロエミッションのプトとしてのゼロエミッションのプトとしてのゼロエミッションの具具具具現化現化現化現化のののの形形形形でででで、、、、地域地域地域地域のののの集集集集積積積積でででで環境環境環境環境とととと経済産業経済産業経済産業経済産業はよくなるはよくなるはよくなるはよくなる。。。。それをそれをそれをそれを市民市民市民市民がががが応援応援応援応援しししし、、、、企企企企業業業業がががが担担担担いいいい手手手手となりとなりとなりとなり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは市市市市役役役役所所所所がががが全全全全体体体体ををををココココーーーーディネディネディネディネートするートするートするートする。。。。我我我我々々々々はははは限限限限られたられたられたられた予算予算予算予算あるいはあるいはあるいはあるいは限限限限られたられたられたられた知知知知識識識識であるがであるがであるがであるが、、、、適適適適切切切切にににに応援応援応援応援するというするというするというするという全全全全体体体体のムーのムーのムーのムーブブブブメントとメントとメントとメントと理理理理解解解解できるのではないかできるのではないかできるのではないかできるのではないか。。。。これはこれはこれはこれは私私私私流流流流のとらのとらのとらのとらええええ方方方方であるがであるがであるがであるが、、、、いろいろなとらいろいろなとらいろいろなとらいろいろなとらええええ方方方方があっていいのではないかとがあっていいのではないかとがあっていいのではないかとがあっていいのではないかと思思思思うううう。。。。        出席出席出席出席者者者者質問質問質問質問        今今今今のエのエのエのエココココタタタタウウウウンのンのンのンの話話話話もそうであるがもそうであるがもそうであるがもそうであるが、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をリサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクル素材素材素材素材にするということでさまにするということでさまにするということでさまにするということでさまざまなざまなざまなざまな取取取取りりりり組組組組みがなされているみがなされているみがなされているみがなされている。。。。ただただただただ、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル素材素材素材素材をををを使使使使ったったったった新新新新しいしいしいしい製品製品製品製品がががが売売売売れないとれないとれないとれないということでいうことでいうことでいうことで皆皆皆皆さんさんさんさん困困困困っているとっているとっているとっていると思思思思うううう。。。。例例例例ええええばばばば太太太太平平平平洋洋洋洋セメントでもセメントでもセメントでもセメントでも、、、、エエエエココココセメントのプランセメントのプランセメントのプランセメントのプラントをトをトをトを展展展展開開開開しているがしているがしているがしているが、、、、需要需要需要需要がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか上上上上がってこないためがってこないためがってこないためがってこないため、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ苦労苦労苦労苦労をしてをしてをしてをして取取取取りりりり組組組組ままままれているれているれているれている。。。。そのそのそのその需要需要需要需要をををを上上上上げるためにげるためにげるためにげるために、、、、国国国国がどのようながどのようながどのようながどのような役割役割役割役割でででで、、、、どういうどういうどういうどういう方方方方針針針針でこれからでこれからでこれからでこれから取取取取りりりり組組組組んでいけばいいかんでいけばいいかんでいけばいいかんでいけばいいか。。。。またまたまたまた、、、、キキキキーーーーポポポポイントとなるイントとなるイントとなるイントとなる施施施施策策策策がががが今今今今検討検討検討検討されていたらされていたらされていたらされていたら教教教教ええええていたていたていたていただきたいだきたいだきたいだきたい。。。。        田辺課長田辺課長田辺課長田辺課長        まさにまさにまさにまさに今今今今一番重要一番重要一番重要一番重要ななななポポポポイントであろうかとイントであろうかとイントであろうかとイントであろうかと思思思思うううう。。。。環境環境環境環境とかとかとかとか循環循環循環循環ののののビビビビジジジジネネネネスがスがスがスが育育育育っていくっていくっていくっていくためにもためにもためにもためにも、、、、やはりやはりやはりやはり買買買買われなければわれなければわれなければわれなければ物物物物はははは売売売売れないというれないというれないというれないという意意意意味味味味でででで非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なところであろうなところであろうなところであろうなところであろうとととと思思思思うううう。。。。幾幾幾幾つかのアプローつかのアプローつかのアプローつかのアプローチチチチがあるがあるがあるがある。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、ググググリーンリーンリーンリーン購入購入購入購入法法法法はははは非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきなツツツツールでールでールでールであろうとあろうとあろうとあろうと思思思思ううううがががが、、、、個個個個人的人的人的人的にはにはにはにはググググリーンリーンリーンリーン購入購入購入購入法法法法はははは直直直直接介接介接介接介入入入入であるであるであるである。。。。政府政府政府政府がマーケットにがマーケットにがマーケットにがマーケットに直直直直接接接接介介介介入入入入してしてしてして買買買買いつけるいつけるいつけるいつける。。。。イイイイニニニニシャルのステージでシャルのステージでシャルのステージでシャルのステージで誘因誘因誘因誘因になるになるになるになる動動動動きききき、、、、率先率先率先率先垂範垂範垂範垂範というというというという動動動動きとしきとしきとしきとしてはてはてはては大変意大変意大変意大変意味味味味があることだろうとがあることだろうとがあることだろうとがあることだろうと思思思思うがうがうがうが、、、、経済経済経済経済ややややビビビビジジジジネネネネスはマーケットでスはマーケットでスはマーケットでスはマーケットで正当正当正当正当にににに評価評価評価評価されされされされてててて適適適適正正正正にににに値値値値段段段段がつきがつきがつきがつき、、、、ユユユユーーーーザザザザーなりーなりーなりーなり消費者消費者消費者消費者にににに買買買買ってもらうようにってもらうようにってもらうようにってもらうように自自自自然然然然になっていかないとになっていかないとになっていかないとになっていかないといけないといけないといけないといけないと思思思思うううう。。。。政府政府政府政府ががががずずずずっとっとっとっと買買買買いいいい支支支支ええええることによりることによりることによりることにより、、、、長長長長期期期期的的的的にににに構造構造構造構造不況不況不況不況業業業業種種種種にににに税金税金税金税金をををを使使使使ってってってって支支支支ええええるるるる仕仕仕仕組組組組みになってしまってはみになってしまってはみになってしまってはみになってしまっては多多多多分全分全分全分全体体体体ののののココココストパフォーマンスもストパフォーマンスもストパフォーマンスもストパフォーマンスも悪悪悪悪くなるのではくなるのではくなるのではくなるのではないかないかないかないか。。。。    



 118

    だからだからだからだから、、、、やはりやはりやはりやはり基基基基本本本本はマーケットではマーケットではマーケットではマーケットで正当正当正当正当にににに評価評価評価評価されるようにしていくことではないかとされるようにしていくことではないかとされるようにしていくことではないかとされるようにしていくことではないかと思思思思うううう。。。。そのときにサプライそのときにサプライそのときにサプライそのときにサプライヤヤヤヤーーーー側側側側にににに求求求求められるのはめられるのはめられるのはめられるのは、、、、ククククオオオオリテリテリテリティィィィーのーのーのーの高高高高いものをつくっていものをつくっていものをつくっていものをつくっていただくことでありいただくことでありいただくことでありいただくことであり、、、、そのためのそのためのそのためのそのための技術技術技術技術開開開開発発発発のののの応援等応援等応援等応援等はそれなりにするつもりであるはそれなりにするつもりであるはそれなりにするつもりであるはそれなりにするつもりである。。。。マーマーマーマーケットでケットでケットでケットで適適適適正正正正にににに評価評価評価評価されるためにはされるためにはされるためにはされるためには情報情報情報情報がかがかがかがかぎぎぎぎになるのでになるのでになるのでになるので、、、、どういうどういうどういうどういう情報情報情報情報がががが出出出出されるとされるとされるとされると、、、、どのようにマーケットでどのようにマーケットでどのようにマーケットでどのようにマーケットで評価評価評価評価されるかされるかされるかされるか。。。。別別別別にににに私私私私どもどもどもども政府政府政府政府がスがスがスがスペペペペックをックをックをックを決決決決めるわけではないめるわけではないめるわけではないめるわけではないがががが、、、、うまくうまくうまくうまく情報情報情報情報がマーケットにがマーケットにがマーケットにがマーケットに出出出出てマーケットでてマーケットでてマーケットでてマーケットで情報情報情報情報がががが評価評価評価評価されるようなされるようなされるようなされるような条条条条件件件件がどのようがどのようがどのようがどのようなものであるのかなものであるのかなものであるのかなものであるのか、、、、そういうそういうそういうそういう方向方向方向方向にににに向向向向かわせるためにはかわせるためにはかわせるためにはかわせるためには、、、、どういうことがどういうことがどういうことがどういうことが必要必要必要必要なのかをなのかをなのかをなのかを勉勉勉勉強強強強しながらどんどんしながらどんどんしながらどんどんしながらどんどん仕掛仕掛仕掛仕掛けはしていきたいとけはしていきたいとけはしていきたいとけはしていきたいと思思思思っているっているっているっている。。。。        特特特特にににに経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省としてとしてとしてとして力力力力をををを入入入入れようとれようとれようとれようと思思思思っているのはっているのはっているのはっているのはＪＪＪＪＩＳＩＳＩＳＩＳでありでありでありであり、、、、エエエエココココセメントもセメントもセメントもセメントもＪＪＪＪＩＳＩＳＩＳＩＳのののの規規規規格格格格化化化化ができないかができないかができないかができないか検討検討検討検討しているしているしているしている。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル品品品品であれであれであれであれ、、、、環境環境環境環境にににに配配配配慮慮慮慮したしたしたした物物物物のつくのつくのつくのつくりりりり方方方方、、、、製造製造製造製造プロセスであれプロセスであれプロセスであれプロセスであれ、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ規規規規格格格格になりになりになりになり得得得得るのでるのでるのでるので、、、、これがこれがこれがこれがＪＪＪＪＩＳＩＳＩＳＩＳというというというという形形形形でででで規規規規格格格格されればされればされればされれば買買買買うううう方方方方もももも安心安心安心安心であるであるであるである。。。。そういうそういうそういうそういう方向方向方向方向ででででＪＪＪＪＩＳＩＳＩＳＩＳのののの取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも少少少少しししし幅幅幅幅をををを広広広広げていきたげていきたげていきたげていきたいといといといと思思思思っているっているっているっている。。。。        司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））        どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。もっとごもっとごもっとごもっとご質問質問質問質問があるかとがあるかとがあるかとがあるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、大変大変大変大変恐恐恐恐縮縮縮縮ですがですがですがですが、、、、時間時間時間時間のののの都都都都合合合合でここででここででここででここで田辺課長田辺課長田辺課長田辺課長のごのごのごのご講講講講演演演演はははは終終終終わらせていただきますわらせていただきますわらせていただきますわらせていただきます。。。。皆様皆様皆様皆様のののの拍拍拍拍手手手手をもっておをもっておをもっておをもっておこたこたこたこたええええしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        予予予予定定定定をををを変変変変更更更更しししし、、、、ここでここでここでここで 10101010 分分分分休憩休憩休憩休憩させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。        〔〔〔〔                休休休休                        憩憩憩憩                〕〕〕〕        司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））        再再再再開開開開させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。        京都府京都府京都府京都府のののの尾形企画主任尾形企画主任尾形企画主任尾形企画主任からからからから「「「「京都府京都府京都府京都府におけるにおけるにおけるにおける廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理とととと循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの取組取組取組取組みみみみ」」」」とととということでおいうことでおいうことでおいうことでお話話話話をををを承承承承りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        尾形企画主任尾形企画主任尾形企画主任尾形企画主任        「「「「京都府京都府京都府京都府におけるにおけるにおけるにおける廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理とととと循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの取組取組取組取組みみみみ」」」」ということでということでということでということで、、、、おおおお配配配配りしていりしていりしていりしているるるる資料資料資料資料にににに沿沿沿沿ってってってって説明説明説明説明させていただきたいさせていただきたいさせていただきたいさせていただきたい。。。。        ままままずずずず、、、、京都府京都府京都府京都府ではではではでは推進体推進体推進体推進体制制制制のののの整備整備整備整備としてとしてとしてとして、、、、循環型社会推進課循環型社会推進課循環型社会推進課循環型社会推進課をををを平平平平成成成成 12121212年年年年４４４４月月月月にににに設設設設置置置置したしたしたした。。。。それまではそれまではそれまではそれまでは環境企画課環境企画課環境企画課環境企画課にににに産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とととと一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物のののの係係係係があったががあったががあったががあったが、、、、そのそのそのその係係係係がががが独独独独立立立立しししし、、、、さらさらさらさらにリサイクルをにリサイクルをにリサイクルをにリサイクルを推進推進推進推進するするするする循環推進係循環推進係循環推進係循環推進係ができができができができ、、、、新新新新しくしくしくしく循環型社会推進課循環型社会推進課循環型社会推進課循環型社会推進課ができたのがができたのがができたのがができたのが 12121212年年年年４４４４月月月月であるであるであるである。。。。庁庁庁庁内内内内のののの体体体体制制制制としてはとしてはとしてはとしては、、、、知知知知事事事事をトップとするをトップとするをトップとするをトップとする地地地地球球球球環境問環境問環境問環境問題題題題をををを初初初初めとするめとするめとするめとする環境問環境問環境問環境問題題題題をををを総総総総合的合的合的合的にににに推進推進推進推進するためのするためのするためのするための庁庁庁庁内内内内組組組組織織織織としてとしてとしてとして地地地地球球球球環境対策推進会議環境対策推進会議環境対策推進会議環境対策推進会議がありがありがありがあり、、、、そこにそこにそこにそこに循環型社循環型社循環型社循環型社会会会会等部等部等部等部会会会会をををを設設設設置置置置したのがしたのがしたのがしたのが 12121212年年年年６６６６月月月月であるであるであるである。。。。        一一一一方方方方、、、、循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成ではではではでは不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄対策対策対策対策がががが重要重要重要重要でありでありでありであり、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄対策対策対策対策はははは生生生生活活活活環境環境環境環境にににに影響影響影響影響をををを与与与与ええええるだけでなくるだけでなくるだけでなくるだけでなく、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をもをもをもをも阻阻阻阻害害害害するものであるとのするものであるとのするものであるとのするものであるとの観点観点観点観点からからからから、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄対策対策対策対策もももも力力力力をををを入入入入れているれているれているれている。。。。不不不不法法法法投投投投棄等棄等棄等棄等特特特特別別別別対策対策対策対策室室室室がががが 11113333年年年年４４４４月月月月にににに設設設設置置置置されされされされ、、、、どこのどこのどこのどこの府県府県府県府県でもでもでもでも取取取取りりりり締締締締ままままりをりをりをりを行行行行っているとっているとっているとっていると思思思思うがうがうがうが、、、、現現現現役役役役のののの警察官警察官警察官警察官にににに出向出向出向出向していただいたしていただいたしていただいたしていただいた府府府府のののの組組組組織織織織をををを設設設設置置置置しているしているしているしている。。。。
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不不不不法法法法投投投投棄等棄等棄等棄等監視監視監視監視員員員員はははは、、、、警察官警察官警察官警察官ＯＯＯＯＢＢＢＢをををを専専専専任任任任でででで保保保保健所健所健所健所にににに配配配配置置置置させていただきさせていただきさせていただきさせていただき、、、、毎毎毎毎日日日日、、、、府府府府内内内内のののの不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄やややや野野野野焼焼焼焼きききき等等等等のののの取取取取りりりり締締締締まりにまりにまりにまりに回回回回っていただいているっていただいているっていただいているっていただいている。。。。        ２２２２番番番番目目目目のののの循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの取組取組取組取組のののの((((1111))))のののの計計計計画的画的画的画的なななな施施施施策策策策のののの推進推進推進推進ではではではでは、、、、計計計計画関係画関係画関係画関係についてまについてまについてまについてまずずずず説明説明説明説明させていただきたいさせていただきたいさせていただきたいさせていただきたい。。。。京都京都京都京都ではではではでは新新新新京都府京都府京都府京都府総総総総合合合合計計計計画画画画をををを 11113333年年年年１１１１月月月月にスタートさせにスタートさせにスタートさせにスタートさせ、、、、京都府京都府京都府京都府がががが目指目指目指目指すすすす将来像将来像将来像将来像としてとしてとしてとして５５５５つつつつほほほほどどどど描描描描いているがいているがいているがいているが、、、、そのそのそのその中中中中のののの１１１１つにつにつにつに人人人人とととと自自自自然然然然がががが共共共共生生生生するするするする循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会をををを位位位位置置置置づづづづけているけているけているけている。。。。重重重重点点点点的的的的なななな施施施施策策策策のののの推進推進推進推進としてとしてとしてとして「「「「京京京京（（（（ききききょょょょうううう））））とととと地地地地球球球球（（（（あーすあーすあーすあーす））））のののの共共共共生生生生社会社会社会社会」」」」創創創創造造造造プロジェクトとしてプロジェクトとしてプロジェクトとしてプロジェクトとして新新新新しいしいしいしい仕仕仕仕組組組組みみみみづづづづくりやくりやくりやくりや地地地地球球球球環境環境環境環境保全保全保全保全へへへへのののの率先率先率先率先的取的取的取的取りりりり組組組組みみみみ、、、、環境学習環境学習環境学習環境学習・・・・研究研究研究研究拠拠拠拠点点点点づづづづくりくりくりくり、、、、トップラントップラントップラントップランナナナナーーーー支援等支援等支援等支援等についてについてについてについて重重重重点点点点的的的的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむことにしてことにしてことにしてことにしているいるいるいる。。。。        京都府環境京都府環境京都府環境京都府環境基基基基本本本本計計計計画画画画はははは 10101010年年年年９９９９月月月月にににに策策策策定定定定されたものであるがされたものであるがされたものであるがされたものであるが、、、、そのそのそのその中中中中でもでもでもでも基基基基本本本本理念理念理念理念のののの中中中中にににに「「「「地地地地球球球球環境環境環境環境保全保全保全保全」」」」やややや「「「「参参参参加加加加・・・・協働協働協働協働」「」「」「」「自自自自然然然然とのとのとのとの共共共共生生生生」」」」とともにとともにとともにとともに「「「「循循循循環環環環」」」」をををを位位位位置置置置づづづづけておりけておりけておりけており、、、、長長長長期期期期的目的目的目的目標標標標としてとしてとしてとして環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの少少少少ないないないない循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築、、、、日常日常日常日常生生生生活活活活やややや事業活動事業活動事業活動事業活動におけるにおけるにおけるにおける地地地地球球球球環境環境環境環境のののの保全保全保全保全、、、、自自自自然然然然とととと人間人間人間人間とのとのとのとの共共共共生生生生、、、、歴史歴史歴史歴史的的的的・・・・文文文文化的環境化的環境化的環境化的環境のののの保全等保全等保全等保全等をををを進進進進めることにしているめることにしているめることにしているめることにしている。。。。        個別計個別計個別計個別計画画画画としてはとしてはとしてはとしては京京京京とととと地地地地球球球球のののの共共共共生計生計生計生計画画画画があるがあるがあるがある。。。。地地地地球温暖球温暖球温暖球温暖化化化化防止防止防止防止をををを初初初初めとするめとするめとするめとする地地地地球球球球環境環境環境環境保保保保全全全全のののの行動行動行動行動計計計計画画画画でででで、、、、このこのこのこの中中中中ではではではでは削削削削減減減減目目目目標標標標としてとしてとしてとして二酸二酸二酸二酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの排排排排出出出出量量量量をををを 99990000 年年年年からからからから 2010201020102010 年年年年にかにかにかにかけてけてけてけて 12121212％％％％削削削削減減減減、、、、温室温室温室温室効果効果効果効果ガガガガスススス全全全全体体体体ではではではでは８８８８％％％％削削削削減減減減のののの目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げているげているげているげている。。。。国国国国のののの６６６６％％％％にににに比比比比べべべべてててて少少少少しししし高高高高いいいい目目目目標標標標設定設定設定設定になっているになっているになっているになっている。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物関係関係関係関係ではではではでは京都府京都府京都府京都府廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物減減減減量量量量化化化化・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル計計計計画画画画（（（（京京京京晴晴晴晴れれれれ晴晴晴晴れプランとれプランとれプランとれプランと呼呼呼呼ぶぶぶぶ、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの減減減減量量量量化化化化やリサイクルにやリサイクルにやリサイクルにやリサイクルに向向向向けたけたけたけた具具具具体的体的体的体的なななな行動指行動指行動指行動指針針針針））））もつくもつくもつくもつくっているっているっているっている。。。。またまたまたまた、、、、京都府京都府京都府京都府ごみごみごみごみ処理処理処理処理広広広広域域域域化化化化計計計計画画画画があるがあるがあるがある。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの減減減減量量量量化化化化・リサイクルの・リサイクルの・リサイクルの・リサイクルの推進推進推進推進をををを行行行行いいいい、、、、ダイダイダイダイオキオキオキオキシンのシンのシンのシンの発発発発生生生生をををを防防防防ぐぐぐぐ視視視視点点点点からからからから京都府京都府京都府京都府におけるごみにおけるごみにおけるごみにおけるごみ処理処理処理処理施施施施設等設等設等設等のののの整備整備整備整備のののの方向方向方向方向をををを示示示示したものでしたものでしたものでしたもので、、、、広広広広域域域域的的的的なごみなごみなごみなごみ処理処理処理処理施施施施設設設設をををを整備整備整備整備していくことでダイしていくことでダイしていくことでダイしていくことでダイオキオキオキオキシンをシンをシンをシンを 99990000％％％％以上以上以上以上削削削削減減減減していくしていくしていくしていく。。。。        次次次次がががが今策今策今策今策定定定定しようとしているしようとしているしようとしているしようとしている計計計計画画画画でありでありでありであり、、、、京都府循環型社会形成京都府循環型社会形成京都府循環型社会形成京都府循環型社会形成計計計計画画画画をををを 14141414年年年年秋秋秋秋ごろごろごろごろ策策策策定定定定予予予予定定定定であるであるであるである。。。。内容内容内容内容としてはとしてはとしてはとしては京都府京都府京都府京都府におけるにおけるにおけるにおける廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理対策対策対策対策をををを進進進進めめめめ、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成をををを推推推推進進進進していくためしていくためしていくためしていくためのののの指指指指針針針針とするものでとするものでとするものでとするもので、、、、11113333 年年年年７７７７月月月月にににに京都府京都府京都府京都府のののの環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会にににに諮諮諮諮問問問問をしたをしたをしたをした。。。。環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会のののの中中中中にににに専門専門専門専門委員委員委員委員会会会会をををを設設設設置置置置しししし、、、、同同同同志志志志社大学社大学社大学社大学のののの郡嶌郡嶌郡嶌郡嶌先生先生先生先生をををを委員委員委員委員長長長長としてとしてとしてとして鋭鋭鋭鋭意意意意検討検討検討検討していしていしていしていただいているところであるただいているところであるただいているところであるただいているところである。。。。        ((((2222))))ののののネネネネットワークのットワークのットワークのットワークの構築構築構築構築ではではではでは、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを形成形成形成形成していくにはしていくにはしていくにはしていくには、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれがそれれがそれれがそれれがそれぞぞぞぞれのれのれのれの役割役割役割役割にににに応応応応じじじじてててて取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていくとともにめていくとともにめていくとともにめていくとともに、、、、ネネネネットワークのットワークのットワークのットワークの構築構築構築構築やパートやパートやパートやパートナナナナーシップーシップーシップーシップ等等等等がががが大変大変大変大変重要重要重要重要なことでありなことでありなことでありなことであり、、、、そのそのそのその辺辺辺辺についてについてについてについて少少少少しししし話話話話をさせていただくをさせていただくをさせていただくをさせていただく。。。。        ままままずずずず、、、、京京京京とととと地地地地球球球球のののの共共共共生生生生府民会議府民会議府民会議府民会議はははは、、、、府府府府内内内内でいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろな立場立場立場立場でででで活動活動活動活動されているされているされているされている環境団体環境団体環境団体環境団体ををををつないでいくつないでいくつないでいくつないでいくネネネネットワークットワークットワークットワーク組組組組織織織織でででで平平平平成成成成 10101010 年年年年 12121212 月月月月にににに成立成立成立成立されたされたされたされた。。。。気気気気候候候候ネネネネットワークやットワークやットワークやットワークや野野野野鳥鳥鳥鳥のののの会会会会、、、、婦婦婦婦人会人会人会人会等等等等いろいろないろいろないろいろないろいろな環境団体環境団体環境団体環境団体、、、、事業事業事業事業者者者者団体団体団体団体、、、、行政行政行政行政機機機機関関関関がががが入入入入ったったったったネネネネットワークットワークットワークットワーク組組組組織織織織でででで現現現現在在在在 44448888団体団体団体団体でででで構構構構成成成成されているされているされているされている。。。。情報発情報発情報発情報発信信信信、、、、協協協協動動動動ででででキキキキャンャンャンャンペペペペーンーンーンーン事業事業事業事業やイやイやイやイベベベベントをントをントをントを開開開開催催催催してしてしてしているいるいるいる。。。。またまたまたまた、、、、京都京都京都京都エエエエココココクラクラクラクラブブブブはははは、、、、府民府民府民府民１１１１人人人人１１１１人人人人のののの環境環境環境環境へへへへのののの意識意識意識意識をををを高高高高めてもらうためめてもらうためめてもらうためめてもらうため、、、、クラクラクラクラブブブブ会会会会員員員員になっていただきになっていただきになっていただきになっていただき、、、、環境環境環境環境情報情報情報情報のののの定期定期定期定期的的的的なななな発発発発信信信信等等等等をををを行行行行っておりっておりっておりっており、、、、現現現現在在在在、、、、会会会会員員員員はははは約約約約 1111....４４４４万万万万人人人人であるであるであるである。。。。府民府民府民府民・・・・事業事業事業事業者等者等者等者等とのとのとのとの交交交交流流流流会会会会のののの実実実実施施施施はははは、、、、府民府民府民府民やややや環境環境環境環境ＮＮＮＮＧＧＧＧＯ、Ｏ、Ｏ、Ｏ、事業事業事業事業者者者者、、、、行政行政行政行政等等等等がががが集集集集まりまりまりまり、、、、府府府府内内内内６６６６カカカカ所所所所でででで 12121212年度年度年度年度からからからから開開開開催催催催しているしているしているしている。。。。各各各各地域地域地域地域でででで進進進進められているめられているめられているめられている先先先先進的進的進的進的なななな取取取取りりりり組組組組みやみやみやみや循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて自自自自由由由由にににに意見交換意見交換意見交換意見交換してもらうしてもらうしてもらうしてもらう会会会会としてとしてとしてとして行行行行っているっているっているっている。。。。12121212 年年年年、、、、11113333年年年年でででで６６６６カカカカ所所所所ずずずずつつつつ、、、、計計計計 12121212回開回開回開回開催催催催したがしたがしたがしたが、、、、１１１１カカカカ所所所所当当当当たりのたりのたりのたりの参参参参加者加者加者加者はははは 20202020人人人人程程程程度度度度としとしとしとし、、、、行政行政行政行政等等等等
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をををを加加加加ええええ 33330000人人人人程程程程度度度度でででで日日日日ごろのごろのごろのごろの思思思思いいいい等等等等をををを自自自自由由由由にににに意見交換意見交換意見交換意見交換していただいているしていただいているしていただいているしていただいている。。。。特特特特にににに成成成成果果果果をををを求求求求めめめめているているているている会会会会ではないがではないがではないがではないが、、、、ここでここでここでここで出出出出たたたた意見意見意見意見等等等等をパンフレットにまとめたりしてをパンフレットにまとめたりしてをパンフレットにまとめたりしてをパンフレットにまとめたりして啓啓啓啓発発発発にににに使使使使うよううよううよううようにしているにしているにしているにしている。。。。        環境環境環境環境教育教育教育教育・・・・学習学習学習学習、、、、府民府民府民府民啓啓啓啓発発発発等等等等についてはについてはについてはについては、、、、今行今行今行今行っているっているっているっている計計計計画画画画づづづづくりのくりのくりのくりの京都府京都府京都府京都府のののの環境環境環境環境審審審審議議議議会会会会でもでもでもでも、、、、環境学習環境学習環境学習環境学習やややや環境環境環境環境教育教育教育教育のののの重要性重要性重要性重要性がががが指指指指摘摘摘摘されているされているされているされている。。。。ゼロエミッゼロエミッゼロエミッゼロエミッションフォーラムでションフォーラムでションフォーラムでションフォーラムでもももも環境学習環境学習環境学習環境学習をををを１１１１つのつのつのつの研究会研究会研究会研究会のテーマとしてのテーマとしてのテーマとしてのテーマとして取取取取りりりり上上上上げられげられげられげられ、、、、将来将来将来将来をををを考考考考ええええたたたた場合場合場合場合にににに大変大変大変大変重要重要重要重要ななななことだとことだとことだとことだと思思思思っているっているっているっている。。。。ままままずずずず、、、、小小小小学学学学生生生生向向向向けけけけ副副副副読読読読本本本本のののの作作作作成成成成・・・・配配配配布布布布はははは、、、、毎毎毎毎年年年年５５５５年年年年生生生生向向向向けのけのけのけの本本本本をつをつをつをつくってくってくってくって府府府府内全内全内全内全小小小小学学学学生生生生にににに配配配配布布布布しているしているしているしている。。。。エエエエココココスクールではスクールではスクールではスクールでは、、、、小小小小中学中学中学中学生生生生向向向向けのけのけのけの体体体体験験験験学習学習学習学習のののの実実実実施施施施をををを行行行行っているっているっているっている。。。。府府府府内内内内にあるいろいろなにあるいろいろなにあるいろいろなにあるいろいろな研究研究研究研究機機機機関関関関やややや清掃清掃清掃清掃工工工工場場場場、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル施施施施設設設設のののの見学見学見学見学やややや環境環境環境環境をををを知知知知るるるる実実実実験験験験講講講講座座座座をををを行行行行いいいい、、、、小小小小中学中学中学中学生生生生のののの体体体体験験験験学習学習学習学習をををを進進進進めているめているめているめている。。。。講講講講座座座座的的的的なものとしてなものとしてなものとしてなものとして京京京京とととと地地地地球球球球のののの府民環境講府民環境講府民環境講府民環境講座座座座、、、、滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県とととと一一一一緒緒緒緒にににに行行行行っているっているっているっている京京京京滋滋滋滋地地地地球球球球環境環境環境環境カカカカレッジをレッジをレッジをレッジを開開開開設設設設しているしているしているしている。。。。府民府民府民府民環境講環境講環境講環境講座座座座はははは年年年年数数数数回開回開回開回開催催催催しししし、、、、環境環境環境環境にににに対対対対するするするする先先先先進的進的進的進的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行っているっているっているっている団体団体団体団体やややや事業事業事業事業者者者者、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるトップランるトップランるトップランるトップランナナナナーにごーにごーにごーにご講講講講演演演演していただきしていただきしていただきしていただき、、、、取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの輪輪輪輪をををを広広広広げていこうとするものでげていこうとするものでげていこうとするものでげていこうとするものであるあるあるある。。。。地地地地球球球球環境環境環境環境カカカカレッジはレッジはレッジはレッジは、、、、京都府京都府京都府京都府とととと滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県にににに住住住住んでおられるんでおられるんでおられるんでおられる方方方方をををを対対対対象象象象としたとしたとしたとした環境環境環境環境のののの連連連連続続続続講講講講座座座座になっているになっているになっているになっている。。。。月月月月１１１１回回回回程程程程度度度度のののの開開開開催催催催でででで６６６６回回回回がががが１１１１くくりとなっているくくりとなっているくくりとなっているくくりとなっている。。。。        啓啓啓啓発発発発事業事業事業事業としてはとしてはとしてはとしては、、、、ホホホホームームームームペペペページによるージによるージによるージによる情報発情報発情報発情報発信信信信をををを行行行行っているっているっているっている。。。。以前以前以前以前からからからから京京京京とととと地地地地球球球球環境環境環境環境ホホホホームームームームペペペページがあったがージがあったがージがあったがージがあったが、、、、そのそのそのその中中中中にににに特特特特にににに「「「「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をめざしてをめざしてをめざしてをめざして」」」」ののののココココーーーーナナナナーをーをーをーを新新新新たにたにたにたに開開開開設設設設しているしているしているしている。。。。そのそのそのその中中中中ではではではでは、、、、デデデデータとしてータとしてータとしてータとして不不不不足足足足しているがしているがしているがしているが、、、、京都府京都府京都府京都府のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物デデデデータータータータ、、、、今今今今のののの施施施施策策策策のののの状状状状況況況況、、、、府府府府内内内内でいろいろでいろいろでいろいろでいろいろ取取取取りりりり組組組組まれているまれているまれているまれている事事事事例等例等例等例等をををを載載載載せせせせ、、、、なるなるなるなるべべべべくたくさんのくたくさんのくたくさんのくたくさんの方方方方にににに情報情報情報情報をををを見見見見ていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと考考考考ええええているているているている。。。。今行今行今行今行っているっているっているっている京都府京都府京都府京都府のののの循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成計計計計画画画画のののの策策策策定定定定のののの審審審審議状議状議状議状況況況況についてもについてもについてもについても、、、、毎毎毎毎回会議回会議回会議回会議終終終終了了了了後後後後、、、、議事議事議事議事のののの要要要要旨旨旨旨をををを取取取取りまとめてりまとめてりまとめてりまとめて載載載載せせせせ、、、、意見意見意見意見等等等等もももも募募募募集集集集してしてしてしているいるいるいる。。。。パンフレットのパンフレットのパンフレットのパンフレットの作作作作成成成成、、、、広報広報広報広報によるによるによるによる普普普普及及及及・・・・啓啓啓啓発発発発としてとしてとしてとして、、、、府府府府のののの広報紙広報紙広報紙広報紙、、、、テレテレテレテレビビビビ、、、、新新新新聞聞聞聞、、、、ラジラジラジラジオオオオをををを通通通通じじじじ、、、、リリリリデデデデュースュースュースュース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの３３３３ＲＲＲＲのののの促促促促進進進進等等等等についてについてについてについて、、、、機機機機会会会会をををを見見見見つつつつけてけてけてけて広報広報広報広報しているしているしているしている。。。。府民交府民交府民交府民交流流流流会会会会をもとにをもとにをもとにをもとに循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指してのパンフレットしてのパンフレットしてのパンフレットしてのパンフレット、、、、リーフレリーフレリーフレリーフレットットットット等等等等をつくをつくをつくをつくってってってって活活活活用用用用していただいているしていただいているしていただいているしていただいている。。。。        時間時間時間時間があればがあればがあればがあれば、、、、後後後後でパンフレットのでパンフレットのでパンフレットのでパンフレットの中中中中身身身身をををを見見見見ていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思うがうがうがうが、、、、こういうこういうこういうこういう取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めることとめることとめることとめることと一一一一緒緒緒緒にににに、、、、意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会のののの意見意見意見意見もところどころにもところどころにもところどころにもところどころに入入入入れれれれ、、、、読読読読んでんでんでんで考考考考ええええていくたていくたていくたていくためにめにめにめに活活活活用用用用していただいているしていただいているしていただいているしていただいている。。。。最最最最近近近近はははは中学中学中学中学校校校校やややや高高高高校校校校のののの副副副副読読読読本本本本としてとしてとしてとして活活活活用用用用されているところされているところされているところされているところもももも出出出出てきておりてきておりてきておりてきており、、、、割割割割とととと評判評判評判評判がよいようであるがよいようであるがよいようであるがよいようである。。。。        ３３３３ペペペページではージではージではージでは、、、、今今今今までまでまでまで計計計計画画画画ややややネネネネットワークットワークットワークットワーク、、、、啓啓啓啓発発発発等等等等についてについてについてについて説明説明説明説明させていただいたがさせていただいたがさせていただいたがさせていただいたが、、、、「「「「先駆先駆先駆先駆的的的的なななな取組取組取組取組のののの認定認定認定認定、、、、表表表表彰彰彰彰、、、、補助制補助制補助制補助制度度度度などなどなどなど」」」」としてとしてとしてとして、、、、ままままずずずず事業事業事業事業所所所所のののの認定認定認定認定・・・・登登登登録録録録制制制制度度度度があがあがあがあるるるる。。。。地地地地球温暖球温暖球温暖球温暖化化化化部部部部門門門門とととと循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成部部部部門門門門、、、、エエエエココココスタイルスタイルスタイルスタイル部部部部門門門門とととと３３３３つのつのつのつの部部部部門門門門にににに大大大大きくきくきくきく分分分分けけけけているているているている。。。。地地地地球温暖球温暖球温暖球温暖化化化化部部部部門門門門はははは、、、、地地地地球温暖球温暖球温暖球温暖化化化化防止防止防止防止のためにのためにのためにのために二酸二酸二酸二酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの削削削削減減減減等等等等にににに取取取取りりりり組組組組んでいんでいんでいんでいるるるる事業事業事業事業所所所所をををを認定認定認定認定するものであるするものであるするものであるするものである。。。。循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成部部部部門門門門はははは、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成にににに向向向向けてけてけてけて廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの削削削削減減減減等等等等にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる事業事業事業事業所所所所をををを認定認定認定認定するものでありするものでありするものでありするものであり、、、、このこのこのこの２２２２つはつはつはつは認定制認定制認定制認定制度度度度であるであるであるである。。。。エエエエココココスタイルスタイルスタイルスタイル部部部部門門門門はははは登登登登録録録録のののの形形形形をとっているがをとっているがをとっているがをとっているが、、、、環境配環境配環境配環境配慮慮慮慮活動活動活動活動をををを推進推進推進推進しているしているしているしている学学学学校校校校やややや地域地域地域地域、、、、商商商商店店店店街街街街、、、、工工工工場場場場、、、、事業事業事業事業所所所所等等等等からからからから申申申申請請請請していただきしていただきしていただきしていただき、、、、登登登登録録録録するするするする制制制制度度度度であるであるであるである。。。。環境環境環境環境トップラントップラントップラントップランナナナナーーーー表表表表彰彰彰彰制制制制度度度度はははは、、、、環境環境環境環境保全保全保全保全やややや創創創創造造造造にににに向向向向けたけたけたけた先駆先駆先駆先駆的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みをされているみをされているみをされているみをされている事業事業事業事業所所所所やややや団体団体団体団体をををを表表表表彰彰彰彰するするするする制制制制度度度度であるであるであるである。。。。循環型循環型循環型循環型地域地域地域地域モデモデモデモデルルルル創創創創造造造造事業事業事業事業はははは、、、、市市市市町村町村町村町村がががが地域地域地域地域のののの協協協協力力力力をををを得得得得てててて行行行行うううう３３３３ＲＲＲＲのののの推進推進推進推進のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに対対対対するするするする補助制補助制補助制補助制度度度度であるであるであるである。。。。今今今今のところのところのところのところ市市市市町村町村町村町村がかんでいないとがかんでいないとがかんでいないとがかんでいないと補助補助補助補助のののの対対対対象象象象
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にはならないことになっておりにはならないことになっておりにはならないことになっておりにはならないことになっており、、、、いきなりいきなりいきなりいきなり民間民間民間民間のののの事業事業事業事業にににに対対対対するするするする補助補助補助補助ではないではないではないではない。。。。補助率補助率補助率補助率２２２２分分分分のののの１１１１でででで上限上限上限上限 333300000000 万円万円万円万円までとなっているまでとなっているまでとなっているまでとなっている。。。。        ３３３３のののの京都府京都府京都府京都府のののの率先率先率先率先実行実行実行実行はははは、、、、以前以前以前以前からからからから行行行行っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、新新新新しくしくしくしく地地地地球球球球にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい 21212121 世紀世紀世紀世紀府府府府庁庁庁庁ププププランをつくりランをつくりランをつくりランをつくり、、、、エエエエココココオオオオフフフフィィィィスのスのスのスの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めているめているめているめている。。。。京都府京都府京都府京都府のののの事業事業事業事業所所所所としてのとしてのとしてのとしての目目目目標標標標であであであであるがるがるがるが、、、、1111999999999999 年年年年→→→→2002002002005555 年年年年にににに温室温室温室温室効果効果効果効果ガガガガスのスのスのスの 5555....5555％％％％削削削削減減減減目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げげげげ、、、、エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー使用使用使用使用のののの削削削削減減減減、、、、新新新新エエエエネネネネルルルルギギギギーのーのーのーの導導導導入入入入、、、、資資資資源消費源消費源消費源消費やややや廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物発発発発生生生生抑抑抑抑制等制等制等制等にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。ＩＳＩＳＩＳＩＳＯＯＯＯ14001140011400114001 はははは 11111111年年年年 11111111月月月月にににに取取取取得得得得しししし、、、、有有有有効期効期効期効期間間間間がががが２２２２年間年間年間年間でででで 11113333年年年年 11111111月月月月にににに更更更更新新新新されているされているされているされている。。。。ググググリーンリーンリーンリーン購入購入購入購入もももも法法法法律律律律ができるができるができるができる以前以前以前以前からからからから行行行行っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、ググググリーンリーンリーンリーン購入購入購入購入法法法法のののの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、ググググリーンリーンリーンリーン調調調調達達達達方方方方針針針針もももも策策策策定定定定しているしているしているしている。。。。デポデポデポデポジットについてはジットについてはジットについてはジットについては庁庁庁庁内内内内でででで販販販販売売売売するするするする飲飲飲飲料料料料のののの自動自動自動自動販販販販売売売売機機機機にににに導導導導入入入入しているしているしているしている。。。。資資資資料料料料にはないがにはないがにはないがにはないが、、、、最最最最近近近近、、、、京都府京都府京都府京都府のののの北北北北部部部部のののの伊根伊根伊根伊根町町町町太鼓太鼓太鼓太鼓山山山山にににに 4444555500000000キキキキロワットのロワットのロワットのロワットの風風風風力力力力発発発発電電電電所所所所をををを設設設設置置置置しししし、、、、約約約約 11115555 億億億億円円円円のののの経経経経費費費費がかかったそうであるがかかったそうであるがかかったそうであるがかかったそうである。。。。        後後後後ろについているろについているろについているろについている資料資料資料資料はははは、、、、今今今今、、、、検討検討検討検討中中中中のののの京都府循環型社会形成京都府循環型社会形成京都府循環型社会形成京都府循環型社会形成計計計計画画画画のののの構構構構成成成成イメージであイメージであイメージであイメージでありりりり、、、、これにこれにこれにこれに基基基基づづづづきききき検討検討検討検討をををを進進進進めているめているめているめている。。。。国国国国のののの循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進基基基基本法本法本法本法にににに基基基基づづづづきききき、、、、国国国国でつくでつくでつくでつくられるられるられるられる循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進基基基基本本本本計計計計画画画画のイメージとのイメージとのイメージとのイメージと廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理法法法法でででで都都都都道道道道府県府県府県府県にににに策策策策定定定定がががが義義義義務務務務づづづづけられているけられているけられているけられている廃棄物処理計廃棄物処理計廃棄物処理計廃棄物処理計画画画画があるががあるががあるががあるが、、、、両両両両方合方合方合方合わせたわせたわせたわせた形形形形をををを全全全全体的体的体的体的イメージとしてイメージとしてイメージとしてイメージとして描描描描いていいていいていいているるるる。。。。当然当然当然当然、、、、ごみのごみのごみのごみの発発発発生量生量生量生量、、、、再生利用再生利用再生利用再生利用、、、、最最最最終処分量終処分量終処分量終処分量のののの目目目目標値標値標値標値をををを設定設定設定設定するがするがするがするが、、、、同同同同時時時時にににに事業事業事業事業者者者者やややや家家家家庭庭庭庭のののの取取取取りりりり組組組組みにもみにもみにもみにも目目目目標標標標をををを設設設設けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの進進進進みみみみぐぐぐぐあいをあいをあいをあいを把握把握把握把握していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。        次次次次ペペペページにージにージにージに参参参参考考考考としてとしてとしてとして計計計計画策画策画策画策定定定定にににに係係係係るるるる京都府環境京都府環境京都府環境京都府環境審審審審議会議会議会議会でのこれまででのこれまででのこれまででのこれまでのののの主主主主なななな意見意見意見意見をををを書書書書かかかかせていただいたせていただいたせていただいたせていただいた。。。。当然当然当然当然、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物問問問問題題題題とエとエとエとエネネネネルルルルギギギギーーーー問問問問題題題題はははは切切切切りりりり離離離離すことはできすことはできすことはできすことはできずずずず、、、、根根根根のののの部分部分部分部分でででで深深深深くつながっているものであるとくつながっているものであるとくつながっているものであるとくつながっているものであると指指指指摘摘摘摘があるがあるがあるがある。。。。京都京都京都京都のののの１１１１つのつのつのつの特特特特徴徴徴徴としてとしてとしてとして学学学学生生生生がががが多多多多くくくく、、、、学学学学生生生生にににに物物物物をををを大事大事大事大事にするにするにするにする生生生生活習活習活習活習慣慣慣慣をををを身身身身につけてもらいにつけてもらいにつけてもらいにつけてもらい、、、、それがそれがそれがそれが全全全全国国国国にににに広広広広がっていくとよいとのがっていくとよいとのがっていくとよいとのがっていくとよいとの意見意見意見意見、、、、次次次次世代世代世代世代にににに伝伝伝伝ええええていくことのていくことのていくことのていくことの使使使使命命命命、、、、情報情報情報情報等等等等をををを府民府民府民府民にわかりやすいにわかりやすいにわかりやすいにわかりやすい形形形形でででで知知知知らせていくこらせていくこらせていくこらせていくことがとがとがとが府民府民府民府民のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ意識意識意識意識やややや参参参参加加加加意識意識意識意識につながってくるとのにつながってくるとのにつながってくるとのにつながってくるとの意見意見意見意見、、、、昔昔昔昔のもったいないというのもったいないというのもったいないというのもったいないという精神精神精神精神、、、、しまつのしまつのしまつのしまつの気気気気持持持持ちちちち等等等等、、、、伝伝伝伝統統統統的的的的なななな暮暮暮暮らしかららしかららしかららしから学学学学ぶぶぶぶこともこともこともことも必要必要必要必要ではないかとのではないかとのではないかとのではないかとの意見意見意見意見、、、、子子子子供供供供のころからののころからののころからののころからの環境環境環境環境教育教育教育教育のののの重要性重要性重要性重要性にににに関関関関するするするする意見意見意見意見、、、、農農農農山山山山村村村村のののの保全保全保全保全とととと都市都市都市都市とととと農農農農山山山山村村村村のののの循環形成循環形成循環形成循環形成のののの必要性必要性必要性必要性、、、、各各各各主体主体主体主体のののの主体的主体的主体的主体的なななな取取取取りりりり組組組組みとともにみとともにみとともにみとともに、、、、協働協働協働協働のののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要であるとのであるとのであるとのであるとの意見意見意見意見、、、、新新新新たなシステムのたなシステムのたなシステムのたなシステムの構築構築構築構築やややや京都京都京都京都のののの特特特特徴徴徴徴であるであるであるである観観観観光光光光客客客客対策対策対策対策等等等等についてについてについてについて意見意見意見意見がががが出出出出ているているているている。。。。今後今後今後今後、、、、ここここれらをれらをれらをれらを踏踏踏踏ままままええええてててて計計計計画画画画をををを具具具具体化体化体化体化していくことにしているしていくことにしているしていくことにしているしていくことにしている。。。。        「「「「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をめざしてをめざしてをめざしてをめざして」」」」のパンフレットはのパンフレットはのパンフレットはのパンフレットは 11113333年年年年春春春春にできたものでありにできたものでありにできたものでありにできたものであり、、、、今今今今でもでもでもでも使使使使ええええるるるるとととと思思思思うううう。。。。３３３３ペペペページでごみがージでごみがージでごみがージでごみがふえふえふえふえているているているている状状状状況況況況ののののググググラフをラフをラフをラフを載載載載せながらせながらせながらせながら問問問問題提題提題提題提起起起起をしをしをしをし、、、、４４４４ペペペページージージージ、、、、５５５５ペペペページあたりでージあたりでージあたりでージあたりで循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの必要性必要性必要性必要性についてについてについてについて提提提提起起起起しているしているしているしている。。。。５５５５ペペペページのージのージのージの中中中中ほほほほどどどどではではではでは、、、、12121212年度年度年度年度はははは６６６６カカカカ所所所所でででで交交交交流流流流会会会会をををを行行行行いいいい、、、、自自自自由由由由なななな発発発発言言言言をしていただいたことをしていただいたことをしていただいたことをしていただいたこと、、、、それらのそれらのそれらのそれらの意見意見意見意見をををを６６６６ペペペペーーーージジジジ以以以以降降降降のののの赤枠赤枠赤枠赤枠にににに散散散散りばめているりばめているりばめているりばめている。。。。        例例例例ええええばばばば６６６６ペペペページのージのージのージの一番一番一番一番上上上上ではではではでは、、、、レジレジレジレジ袋袋袋袋のののの有料化有料化有料化有料化とととと言言言言うがうがうがうが、、、、自自自自分分分分のののの店店店店だけだけだけだけ行行行行うのはリスクうのはリスクうのはリスクうのはリスクがががが大大大大きいきいきいきい。。。。府県府県府県府県レレレレベベベベルルルル、、、、全全全全国国国国レレレレベベベベルでルでルでルで取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでほほほほしいというスーパーのしいというスーパーのしいというスーパーのしいというスーパーの意見意見意見意見があるがあるがあるがある。。。。８８８８ペペペページのージのージのージの上上上上ではではではでは、、、、豆腐豆腐豆腐豆腐もももも昔昔昔昔はははは鍋鍋鍋鍋をををを持持持持ってってってって買買買買いにいにいにいに行行行行ったがったがったがったが、、、、消費者消費者消費者消費者はははは欠欠欠欠けたけたけたけた豆腐豆腐豆腐豆腐はははは買買買買わわわわずずずず、、、、何何何何もかもトレイにしないようにするのはもかもトレイにしないようにするのはもかもトレイにしないようにするのはもかもトレイにしないようにするのは無無無無理理理理であるとのであるとのであるとのであるとの意見意見意見意見があるがあるがあるがある。。。。９９９９ペペペページのージのージのージの下下下下ではではではでは、、、、生生生生協協協協のののの取取取取りりりり組組組組みとしてシャンプーのみとしてシャンプーのみとしてシャンプーのみとしてシャンプーの中中中中身身身身とととと容器容器容器容器をををを別別別別々々々々にににに売売売売ろうとしているろうとしているろうとしているろうとしている試試試試みみみみについてのについてのについてのについての意見意見意見意見があるがあるがあるがある。。。。11111111 ペペペページのージのージのージの真真真真んんんん中中中中のののの右右右右ににににビデビデビデビデオオオオデデデデッッッッキキキキのののの話話話話がががが出出出出ているがているがているがているが、、、、ローラーローラーローラーローラー部分部分部分部分がががが故故故故障障障障してしてしてして部品部品部品部品交換交換交換交換したらしたらしたらしたら１１１１万万万万 5555000000000000 円円円円かかりかかりかかりかかり、、、、ディディディディススススカウカウカウカウントショップでントショップでントショップでントショップで新品新品新品新品がががが１１１１万万万万 8888000000000000 円円円円



 122

でででで売売売売っているのはおかしいのではないかとのっているのはおかしいのではないかとのっているのはおかしいのではないかとのっているのはおかしいのではないかとの意見意見意見意見があるがあるがあるがある。。。。12121212 ペペペページにはージにはージにはージには取取取取りりりり組組組組みみみみ例例例例としてとしてとしてとして、、、、あるあるあるある店店店店がががが老眼鏡老眼鏡老眼鏡老眼鏡をををを集集集集めてめてめてめて外外外外国国国国にににに提供提供提供提供していたりしていたりしていたりしていたり、、、、介介介介護護護護ベベベベッッッッドドドドやややや車車車車いすいすいすいす等等等等もももも不不不不用品用品用品用品をををを引引引引きききき取取取取りりりり、、、、リリリリユユユユースしているースしているースしているースしている取取取取りりりり組組組組みみみみ等等等等のののの事事事事例例例例をををを載載載載せているせているせているせている。。。。        容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法やややや家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法のののの問問問問題題題題がががが結結結結構構構構出出出出ていたのでていたのでていたのでていたので、、、、11118888ペペペページージージージ、、、、11119999ペペペページにージにージにージに現状現状現状現状やややや課課課課題題題題についてについてについてについて載載載載せさせてせさせてせさせてせさせていただいたいただいたいただいたいただいた。。。。容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法についてはについてはについてはについては、、、、地地地地域域域域からはからはからはからは市市市市町村町村町村町村のののの負担負担負担負担がががが大大大大きいきいきいきい、、、、分別分別分別分別にににに対対対対するするするする消費者消費者消費者消費者のののの負担負担負担負担についてのについてのについてのについての意見意見意見意見がががが出出出出ているているているている。。。。家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ではではではでは、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄やリサイクルやリサイクルやリサイクルやリサイクル料料料料金金金金のののの排排排排出時出時出時出時負担負担負担負担のののの問問問問題等題等題等題等についてについてについてについて、、、、特特特特にににに市市市市町村町村町村町村やややや住住住住民民民民からのからのからのからの意見意見意見意見がががが多多多多いいいい。。。。それらについてもそれらについてもそれらについてもそれらについても意見意見意見意見をををを載載載載せながらせながらせながらせながら、、、、本本本本パンフレットをパンフレットをパンフレットをパンフレットを構構構構成成成成させていただいているさせていただいているさせていただいているさせていただいている。。。。        もうもうもうもう１１１１つのつのつのつの資料資料資料資料のののの「「「「エエエエココココ京都京都京都京都 21212121」」」」はははは、、、、新新新新たなたなたなたな取取取取りりりり組組組組みでみでみでみで今年今年今年今年のののの募募募募集集集集はははは１１１１月月月月 11118888日日日日でででで終終終終了了了了しししし、、、、登登登登録録録録をををを入入入入れるとれるとれるとれると数数数数十十十十件件件件のののの申申申申請請請請がありがありがありがあり、、、、他他他他課課課課でででで審審審審査査査査中中中中であるであるであるである。。。。毎毎毎毎年年年年募募募募集集集集するとするとするとすると思思思思うのでうのでうのでうので、、、、京京京京都都都都にににに事業事業事業事業所所所所があるがあるがあるがある方方方方等等等等はははは申申申申請請請請していしていしていしていただきたいただきたいただきたいただきたい。。。。        最後最後最後最後にににに、、、、特特特特にににに都都都都道道道道府県府県府県府県はははは国国国国とととと市市市市町村町村町村町村のののの間間間間のののの立場立場立場立場にありにありにありにあり、、、、直直直直接接接接住住住住民民民民にににに接接接接しているわけでもしているわけでもしているわけでもしているわけでもなくなくなくなく、、、、国国国国のようにのようにのようにのように全全全全国的国的国的国的なななな制制制制度度度度としてとしてとしてとして見見見見られるわけでもなくられるわけでもなくられるわけでもなくられるわけでもなく、、、、難難難難しいしいしいしい点点点点があるがあるがあるがある。。。。いろいろいろいろいろいろいろいろなななな取取取取りりりり組組組組みについてもみについてもみについてもみについても、、、、国国国国でででで行行行行ううううべべべべきこときこときこときこと、、、、市市市市町村町村町村町村レレレレベベベベルでルでルでルで行行行行ううううべべべべきこときこときこときこと、、、、府県府県府県府県でででで行行行行ううううべべべべきこときこときこときこと、、、、府県府県府県府県をををを超超超超ええええてててて関関関関西西西西でででで検討検討検討検討してしてしてして取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていくめていくめていくめていくべべべべきこときこときこときこと等等等等をををを見見見見きわめながらきわめながらきわめながらきわめながら、、、、効率効率効率効率的的的的にににに施施施施策策策策をををを打打打打っていくことがっていくことがっていくことがっていくことが今後今後今後今後重要重要重要重要ではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考ええええているているているている。。。。まだこれからまだこれからまだこれからまだこれから取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていくところであるがめていくところであるがめていくところであるがめていくところであるが、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな意見意見意見意見やややや提案提案提案提案があればがあればがあればがあれば、、、、ぜひぜひぜひぜひ京都府京都府京都府京都府にににに連連連連絡絡絡絡してしてしてしていただければといただければといただければといただければと思思思思っているのでっているのでっているのでっているので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        以上以上以上以上でででで説明説明説明説明をををを終終終終わらせていただきますわらせていただきますわらせていただきますわらせていただきます。。。。        司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））        どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。皆様皆様皆様皆様のののの拍拍拍拍手手手手でおこたでおこたでおこたでおこたええええしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        引引引引きききき続続続続きききき、、、、沼津市沼津市沼津市沼津市のののの大澤課長大澤課長大澤課長大澤課長からごからごからごからご発表発表発表発表をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        大澤課長大澤課長大澤課長大澤課長        さきのおさきのおさきのおさきのお二二二二方方方方のおのおのおのお話話話話がががが資資資資源源源源循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成にににに向向向向けたけたけたけた未未未未来来来来志志志志向向向向のおのおのおのお話話話話であったのにであったのにであったのにであったのに、、、、私私私私がこれからおがこれからおがこれからおがこれからお話話話話をすることはをすることはをすることはをすることは四四四四半世紀半世紀半世紀半世紀もももも前前前前のののの昔昔昔昔話話話話になってしまいになってしまいになってしまいになってしまい、、、、いささかいささかいささかいささか興興興興ざめのざめのざめのざめの感感感感ががががなきにしもあらなきにしもあらなきにしもあらなきにしもあらずずずずであるがであるがであるがであるが、、、、どうかどうかどうかどうか最後最後最後最後までごまでごまでごまでご清清清清聴聴聴聴いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。        話話話話はおはおはおはお手手手手元元元元のののの簡簡簡簡単単単単なレジュメになレジュメになレジュメになレジュメに沿沿沿沿ってってってって進進進進めたいめたいめたいめたい。。。。時間時間時間時間のののの関係関係関係関係でででで早速本早速本早速本早速本題題題題にににに入入入入りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思うがうがうがうが、、、、そのそのそのその前前前前にににに例例例例によってによってによってによって我我我我がががが町町町町のののの紹介紹介紹介紹介をさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます。。。。        沼津市沼津市沼津市沼津市はははは、、、、東東東東海海海海道筋道筋道筋道筋のののの箱根箱根箱根箱根をををを越越越越ええええたあたりたあたりたあたりたあたり、、、、伊豆伊豆伊豆伊豆半半半半島島島島のののの西西西西側側側側のつけのつけのつけのつけ根根根根部分部分部分部分にににに位位位位置置置置していしていしていしているるるる。。。。古古古古来来来来からからからから陸陸陸陸とととと海海海海のののの交交交交通通通通のののの要要要要衝衝衝衝としてとしてとしてとして開開開開けけけけ、、、、江戸江戸江戸江戸時時時時代代代代にはにはにはには宿宿宿宿場場場場町町町町、、、、またまたまたまた城城城城下町下町下町下町としてとしてとしてとして発発発発展展展展してきたしてきたしてきたしてきた。。。。駿河湾駿河湾駿河湾駿河湾のののの奥奥奥奥深深深深くくくく長長長長いいいい海岸線海岸線海岸線海岸線をををを有有有有するするするする風光風光風光風光明明明明媚媚媚媚でででで温暖温暖温暖温暖なななな土土土土地地地地柄柄柄柄にににに、、、、おおおお茶茶茶茶とミとミとミとミカカカカンンンン等等等等のののの農農農農業業業業とととと日本日本日本日本一一一一のアジののアジののアジののアジの開開開開きできできできで知知知知られるられるられるられる水水水水産業産業産業産業、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県東東東東部一部一部一部一のののの商商商商業業業業とととと様様様様々々々々なななな業業業業種種種種がががが集集集集まっているまっているまっているまっている工工工工業業業業とがバランスよくとがバランスよくとがバランスよくとがバランスよく発発発発展展展展してきたしてきたしてきたしてきた。。。。またまたまたまた、、、、避避避避暑暑暑暑、、、、避避避避寒寒寒寒のののの地地地地としてとしてとしてとして昔昔昔昔はははは東東東東京京京京方方方方面面面面からからからから大大大大勢勢勢勢のおのおのおのお客客客客様様様様がががが見見見見ええええたたたた。。。。そうしたそうしたそうしたそうした中中中中にはいろいろにはいろいろにはいろいろにはいろいろ高高高高名名名名なななな方方方方がおられたががおられたががおられたががおられたが、「、「、「、「幾幾幾幾山山山山河河河河ここここええええさりさりさりさりゆゆゆゆかばかばかばかば寂寂寂寂しさのはてなしさのはてなしさのはてなしさのはてなむむむむ国国国国ぞぞぞぞけけけけふふふふもももも旅旅旅旅ゆゆゆゆくくくく」」」」でででで知知知知られるられるられるられる歌歌歌歌人人人人若山若山若山若山牧水牧水牧水牧水もそのもそのもそのもその１１１１人人人人でででで、、、、牧水牧水牧水牧水はははは沼津市沼津市沼津市沼津市のののの千千千千本本本本松松松松原原原原にすっかりにすっかりにすっかりにすっかり魅魅魅魅せられせられせられせられ、、、、沼津沼津沼津沼津にににに移住移住移住移住しししし、、、、ついにはついにはついにはついには沼津沼津沼津沼津がががが終終終終焉焉焉焉のののの地地地地となったとなったとなったとなった。。。。    
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    しかししかししかししかし、、、、こうしたこうしたこうしたこうした沼津市沼津市沼津市沼津市もここもここもここもここ十十十十数数数数年年年年来来来来はははは目立目立目立目立ったったったった発発発発展展展展はなくはなくはなくはなく、、、、少少少少子子子子化化化化のののの影響影響影響影響によりによりによりにより 21212121万万万万人人人人あったあったあったあった人人人人口口口口もももも減減減減少少少少傾傾傾傾向向向向にあるにあるにあるにある。。。。県県県県東東東東部部部部のののの雄雄雄雄としてとしてとしてとして自自自自他他他他ともにともにともにともに任任任任じじじじていたていたていたていた時時時時期期期期もあったもあったもあったもあったがががが、、、、近近近近年年年年はははは周周周周辺辺辺辺のののの市市市市やややや町町町町のののの発発発発展展展展によりによりによりにより総総総総体的体的体的体的地位地位地位地位がががが低低低低下下下下しているしているしているしている。。。。かつてかつてかつてかつて東東東東海海海海道道道道本本本本線線線線をををを行行行行くくくく列列列列車車車車はははは丹那丹那丹那丹那トントントントンネネネネルをルをルをルを境境境境にしてにしてにしてにして蒸蒸蒸蒸気気気気とととと電電電電気気気気のののの機機機機関関関関車車車車をををを入入入入れかれかれかれかええええるためるためるためるため、、、、沼津沼津沼津沼津駅駅駅駅でででで必必必必ずずずず停停停停車車車車してしてしてして大大大大いにいにいにいに賑賑賑賑わったものであったがわったものであったがわったものであったがわったものであったが、、、、今今今今ではではではでは若若若若いいいい人人人人たちにはたちにはたちにはたちには新新新新幹線三島駅幹線三島駅幹線三島駅幹線三島駅のののの１１１１つつつつ先先先先のののの在在在在来来来来線線線線のののの駅駅駅駅というというというという認認認認識識識識しかないようでありしかないようでありしかないようでありしかないようであり、、、、大変大変大変大変残念残念残念残念であるであるであるである。。。。交交交交通通通通のことについてついでにのことについてついでにのことについてついでにのことについてついでに申申申申しししし上上上上げるとげるとげるとげると、、、、すすすすぐぐぐぐこのこのこのこの前前前前をををを通通通通っているっているっているっている青青青青山山山山通通通通りはりはりはりは、、、、三宅三宅三宅三宅坂坂坂坂をををを起点起点起点起点とするとするとするとする国国国国道道道道 242424246666 号線号線号線号線ででででありありありあり、、、、そのそのそのその終終終終点点点点はははは我我我我がががが沼津市沼津市沼津市沼津市であるであるであるである。。。。        さてさてさてさて、、、、本本本本題題題題にににに入入入入りりりり、、、、沼津市沼津市沼津市沼津市がががが全全全全国国国国にににに先駆先駆先駆先駆けてけてけてけて分別収集分別収集分別収集分別収集をををを開開開開始始始始したのはしたのはしたのはしたのは昭和昭和昭和昭和 55550000年年年年、、、、西暦西暦西暦西暦 1111975975975975年年年年であったであったであったであった。。。。このこのこのこの画画画画期期期期的的的的なななな方方方方式式式式はははは、、、、ごみごみごみごみ収集収集収集収集現場現場現場現場のののの職職職職員員員員たちのたちのたちのたちの発発発発案案案案によるものでありによるものでありによるものでありによるものであり、、、、そそそそのきっかけはのきっかけはのきっかけはのきっかけは、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるごみるごみるごみるごみ戦争戦争戦争戦争のののの勃勃勃勃発発発発にあったにあったにあったにあった。。。。新新新新幹線幹線幹線幹線にににに乗乗乗乗ってってってって三島三島三島三島をををを過過過過ぎぎぎぎるとるとるとると、、、、沼津沼津沼津沼津のあたりでせっかくののあたりでせっかくののあたりでせっかくののあたりでせっかくの富士富士富士富士山山山山のののの眺眺眺眺めをめをめをめを遮遮遮遮っているっているっているっている大大大大きなきなきなきな愛鷹愛鷹愛鷹愛鷹山山山山がががが見見見見ええええてくるてくるてくるてくる。。。。当当当当時時時時、、、、このこのこのこの山山山山のののの中中中中腹腹腹腹にごみのにごみのにごみのにごみの埋埋埋埋立場立場立場立場がありがありがありがあり、、、、ここにごみのここにごみのここにごみのここにごみの焼却焼却焼却焼却施施施施設設設設からのからのからのからの焼却灰焼却灰焼却灰焼却灰とととと不不不不燃燃燃燃ごみをごみをごみをごみを埋埋埋埋めてめてめてめていたいたいたいた。。。。清掃清掃清掃清掃工工工工場場場場はははは建設建設建設建設後後後後それそれそれそれほほほほどどどど経経経経過過過過していなかったがしていなかったがしていなかったがしていなかったが、、、、処理処理処理処理能能能能力力力力がががが低低低低下下下下しししし、、、、私私私私がががが市市市市役役役役所所所所にににに入入入入ったったったった昭和昭和昭和昭和 44446666年年年年、、、、初初初初任任任任者者者者研研研研修修修修でででで施施施施設設設設をををを見学見学見学見学したしたしたした際際際際にはにはにはには、、、、煙煙煙煙はははは煙突煙突煙突煙突よりもよりもよりもよりも建建建建屋屋屋屋のすきのすきのすきのすき間間間間かかかからららら多多多多くくくく出出出出ているているているている始始始始末末末末であったであったであったであった。。。。生生生生ごみごみごみごみ等等等等がよくがよくがよくがよく燃燃燃燃ええええないないないない状状状状態態態態でででで埋埋埋埋めめめめ立立立立てられていたためてられていたためてられていたためてられていたため、、、、処分処分処分処分場場場場はははは悪悪悪悪臭臭臭臭はするしはするしはするしはするし、、、、カカカカラスのラスのラスのラスの害害害害がががが発発発発生生生生するするするする等等等等、、、、地地地地元元元元からはからはからはからは歓歓歓歓迎迎迎迎されざるされざるされざるされざる施施施施設設設設だったとだったとだったとだったということであるいうことであるいうことであるいうことである。。。。        沼津方沼津方沼津方沼津方式式式式のののの分別収集分別収集分別収集分別収集というとというとというとというと、、、、皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも名名名名前前前前をををを聞聞聞聞いたことがおありだといたことがおありだといたことがおありだといたことがおありだと思思思思うがうがうがうが、、、、井井井井手手手手敏敏敏敏彦氏彦氏彦氏彦氏がががが昭和昭和昭和昭和 44448888年年年年にににに僅差僅差僅差僅差でででで市長市長市長市長にににに当当当当選選選選するとするとするとすると、、、、井井井井手手手手氏氏氏氏がががが革革革革新新新新市政市政市政市政をををを標標標標榜榜榜榜していたこともありしていたこともありしていたこともありしていたこともあり    、、、、選挙選挙選挙選挙のののの遺恨遺恨遺恨遺恨もあったともあったともあったともあったと言言言言われているがわれているがわれているがわれているが、、、、埋埋埋埋立立立立処分処分処分処分のののの中中中中止止止止をををを求求求求めるめるめるめる請請請請願願願願がががが出出出出されたされたされたされた。。。。むむむむししししろろろろ旗旗旗旗をををを立立立立ててごみのててごみのててごみのててごみの搬搬搬搬入入入入をををを阻止阻止阻止阻止するようなするようなするようなするような行動行動行動行動があったかどうかはがあったかどうかはがあったかどうかはがあったかどうかは私私私私のののの記憶記憶記憶記憶にはにはにはには定定定定かではかではかではかではないがないがないがないが、、、、埋埋埋埋立立立立ごみのごみのごみのごみの収集収集収集収集ができなくなるができなくなるができなくなるができなくなる異異異異常事常事常事常事態態態態となりとなりとなりとなり、、、、一一一一時時時時はははは騒騒騒騒然然然然としたとしたとしたとした状状状状況況況況となったとなったとなったとなった。。。。このこのこのこの埋埋埋埋立場問立場問立場問立場問題題題題はははは、、、、日日日日夜夜夜夜にわたってにわたってにわたってにわたって地地地地元元元元とととと折衝折衝折衝折衝したりしたりしたりしたり協協協協議議議議さささされたれたれたれた結結結結果果果果、、、、埋埋埋埋立立立立処分処分処分処分場場場場をををを別別別別ににににつくることつくることつくることつくること、、、、新新新新清掃清掃清掃清掃工工工工場場場場をををを建設建設建設建設することをすることをすることをすることを約約約約束束束束してしてしてして解決解決解決解決にににに向向向向かったがかったがかったがかったが、、、、今度今度今度今度はははは新新新新清掃清掃清掃清掃工工工工場場場場のののの建設建設建設建設予予予予定地定地定地定地のののの住住住住民民民民からからからから公害公害公害公害問問問問題題題題をををを理理理理由由由由にににに反反反反対対対対運運運運動動動動がががが展展展展開開開開されされされされ、、、、これまでおざなりにしてこれまでおざなりにしてこれまでおざなりにしてこれまでおざなりにしてきたごみきたごみきたごみきたごみ処理処理処理処理問問問問題題題題がここでがここでがここでがここで一一一一気気気気にクローにクローにクローにクローズズズズアップされてしまったアップされてしまったアップされてしまったアップされてしまった。。。。        そうしたそうしたそうしたそうした中中中中でででで収集収集収集収集現場現場現場現場のののの職職職職員員員員たちはたちはたちはたちは事事事事態態態態のののの打打打打開開開開をををを図図図図るるるる上上上上でででで自自自自分分分分たちもたちもたちもたちも力力力力になれないだろになれないだろになれないだろになれないだろうかとうかとうかとうかと、、、、ごみごみごみごみ減減減減量量量量のののの方法方法方法方法等等等等についていろいろとについていろいろとについていろいろとについていろいろと考考考考ええええ合合合合っていたっていたっていたっていた。。。。ごみをごみをごみをごみを減減減減らすにはらすにはらすにはらすには売売売売りりりり物物物物になるになるになるになる空空空空きききき瓶瓶瓶瓶やややや空空空空きききき缶缶缶缶、、、、段段段段ボボボボールールールール、、、、新新新新聞紙聞紙聞紙聞紙などのいわなどのいわなどのいわなどのいわゆゆゆゆるるるる有有有有価価価価物物物物をごみのをごみのをごみのをごみの中中中中からよりからよりからよりからより分分分分けけけけることがることがることがることが効果効果効果効果があることはがあることはがあることはがあることは現場現場現場現場のののの職職職職員員員員ならだれでもならだれでもならだれでもならだれでも知知知知っていたっていたっていたっていた。。。。実実実実はこれらのはこれらのはこれらのはこれらの有有有有価価価価物物物物はははは、、、、現場現場現場現場職職職職員員員員がががが収集途収集途収集途収集途中中中中でででで分分分分けてけてけてけて瓶瓶瓶瓶屋屋屋屋やややや古紙古紙古紙古紙回回回回収収収収業業業業者者者者へへへへ持持持持っていったりっていったりっていったりっていったり、、、、くくくくずずずず鉄鉄鉄鉄商商商商にににに買買買買いいいい取取取取っっっってもらったりしていたてもらったりしていたてもらったりしていたてもらったりしていた。。。。こうしたこうしたこうしたこうした行行行行為為為為がありがありがありがあり、、、、有有有有価価価価物物物物はははは清掃清掃清掃清掃工工工工場場場場やややや埋埋埋埋立場立場立場立場へへへへ運運運運ばれていなばれていなばれていなばれていなかったのでかったのでかったのでかったので、、、、結結結結果果果果的的的的にごみのにごみのにごみのにごみの減減減減量量量量につながっていたにつながっていたにつながっていたにつながっていた。。。。これがなかなかいいおこれがなかなかいいおこれがなかなかいいおこれがなかなかいいお金金金金になっておになっておになっておになっておりりりり、、、、現場現場現場現場ではではではでは「「「「余余余余祿祿祿祿」」」」とととと言言言言っていたっていたっていたっていた。。。。収集収集収集収集現場現場現場現場のののの職職職職員員員員たちはたちはたちはたちは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで自自自自分分分分たちがたちがたちがたちが収集収集収集収集トトトトラックのラックのラックのラックの上上上上でででで有有有有価価価価物物物物をよりをよりをよりをより分分分分けていたものをけていたものをけていたものをけていたものを市民市民市民市民のののの人人人人たちにたちにたちにたちに分分分分けてもらうことができればけてもらうことができればけてもらうことができればけてもらうことができれば、、、、可可可可燃燃燃燃ごみとごみとごみとごみと不不不不燃燃燃燃ごみのごみのごみのごみの大大大大幅幅幅幅なななな減減減減量量量量がががが実現実現実現実現できるとできるとできるとできると考考考考ええええたたたた。。。。        しかししかししかししかし、、、、どうしたらどうしたらどうしたらどうしたら分分分分けるけるけるける作作作作業業業業をををを市民市民市民市民のののの人人人人たちにしてもらたちにしてもらたちにしてもらたちにしてもらええええるかがるかがるかがるかが第第第第１１１１ののののポポポポイントだっイントだっイントだっイントだったたたた。。。。ごみごみごみごみ戦争戦争戦争戦争がががが抜抜抜抜きききき差差差差しならないしならないしならないしならない状状状状態態態態のののの中中中中でででで、、、、市民市民市民市民にもこれまでどおりのにもこれまでどおりのにもこれまでどおりのにもこれまでどおりの収集収集収集収集方法方法方法方法をををを続続続続けけけけていたのではていたのではていたのではていたのでは、、、、早早早早晩晩晩晩行行行行きききき詰詰詰詰まるであろうとのまるであろうとのまるであろうとのまるであろうとの認認認認識識識識があったろうとがあったろうとがあったろうとがあったろうと思思思思われるがわれるがわれるがわれるが、、、、当当当当時時時時ははははオオオオイイイイ
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ルショックからルショックからルショックからルショックから我我我我がががが国国国国のののの経済経済経済経済がまだがまだがまだがまだ立立立立ちちちち直直直直れないでいたころであったれないでいたころであったれないでいたころであったれないでいたころであった。。。。もったいないとかもったいないとかもったいないとかもったいないとか物物物物をををを大大大大切切切切にしようというにしようというにしようというにしようという考考考考ええええがががが人人人人々々々々のののの気気気気持持持持ちのをちのをちのをちのを占占占占めていためていためていためていた。。。。ごみのごみのごみのごみの中中中中からからからから資資資資源源源源になるもになるもになるもになるものをのをのをのを分分分分けてけてけてけて出出出出してしてしてしてほほほほしいというしいというしいというしいという市市市市役役役役所所所所のののの訴訴訴訴ええええ、、、、呼呼呼呼びかけがびかけがびかけがびかけが市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの共感共感共感共感をををを呼呼呼呼んだのんだのんだのんだのだとだとだとだと思思思思うううう。。。。        市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの理理理理解解解解とととと協協協協力力力力をををを得得得得るためにるためにるためにるために、、、、どのようなことをやったかというとどのようなことをやったかというとどのようなことをやったかというとどのようなことをやったかというと、、、、収集収集収集収集現現現現場場場場のののの職職職職員員員員たちがたちがたちがたちが自自自自分分分分のののの仕仕仕仕事事事事がががが終終終終わったわったわったわった後後後後にあちらこちらのにあちらこちらのにあちらこちらのにあちらこちらの自治会自治会自治会自治会へへへへ説明説明説明説明にににに出出出出かけたかけたかけたかけた。。。。当当当当時時時時、、、、市市市市内内内内にはにはにはには 222255550000 近近近近くのくのくのくの自治会自治会自治会自治会がありがありがありがあり、、、、分別収集分別収集分別収集分別収集はははは 55550000年年年年４４４４月月月月からからからから始始始始まっているがまっているがまっているがまっているが、、、、44449999年年年年６６６６月月月月かかかからららら 55550000年年年年３３３３月月月月までのまでのまでのまでの間間間間ににににほほほほとんどのとんどのとんどのとんどの自治会自治会自治会自治会でででで説明説明説明説明会会会会をををを開開開開催催催催しているしているしているしている。。。。大大大大きなきなきなきな自治会自治会自治会自治会ではではではでは何回何回何回何回もももも開開開開いているのでいているのでいているのでいているので、、、、総数総数総数総数ではではではでは 333300000000回回回回をををを超超超超ええええたとたとたとたと言言言言われているわれているわれているわれている。。。。        ところでところでところでところで、、、、説明説明説明説明会会会会のののの開開開開催催催催方法方法方法方法はははは、、、、市市市市役役役役所所所所からからからから自治会自治会自治会自治会にににに正正正正式式式式なななな申申申申しししし入入入入れをしてれをしてれをしてれをして開開開開いたといたといたといたと普普普普通通通通はははは考考考考ええええるがるがるがるが、、、、そうではなかったそうではなかったそうではなかったそうではなかった。。。。当当当当時時時時のののの部部部部長長長長やややや課長課長課長課長からはからはからはからは、、、、沼津沼津沼津沼津弁弁弁弁でででで言言言言うとうとうとうと「「「「おまおまおまおまええええっっっっちなんかにできっこにちなんかにできっこにちなんかにできっこにちなんかにできっこにゃゃゃゃあからやめろあからやめろあからやめろあからやめろ」」」」とととと言言言言われわれわれわれ、、、、職職職職員員員員はははは職職職職制制制制をををを通通通通じじじじてはてはてはては行行行行けなかったのけなかったのけなかったのけなかったのでででで自自自自分分分分たちだけでたちだけでたちだけでたちだけで行行行行ったったったった。。。。現場現場現場現場のののの職職職職員員員員がスライがスライがスライがスライドドドドやややや８８８８ミリをミリをミリをミリを自自自自費制費制費制費制作作作作しししし、、、、手手手手弁弁弁弁当当当当でででで夜夜夜夜、、、、仕仕仕仕事事事事がががが終終終終わってからわってからわってからわってから交交交交代代代代でででで説明説明説明説明会会会会にににに出出出出かけたのがかけたのがかけたのがかけたのが実実実実態態態態であるであるであるである。。。。スライスライスライスライドドドドやややや８８８８ミリをミリをミリをミリを使使使使ってってってって目目目目でででで見見見見てわかるようにてわかるようにてわかるようにてわかるように説明説明説明説明するするするする方法方法方法方法はははは、、、、昭和昭和昭和昭和 33338888～～～～39393939年年年年にににに沼津沼津沼津沼津、、、、三島三島三島三島ココココンンンンビナビナビナビナートートートート反反反反対対対対運運運運動動動動のののの際際際際にににに地地地地元元元元のののの住住住住民民民民協協協協議会議会議会議会がががが考考考考ええええついたついたついたついた方法方法方法方法だったようであるだったようであるだったようであるだったようである。。。。当当当当時時時時公害公害公害公害問問問問題題題題がががが発発発発生生生生していたしていたしていたしていた四四四四日市日市日市日市へへへへ行行行行ったりしたったりしたったりしたったりした。。。。８８８８ミリやスライミリやスライミリやスライミリやスライドドドドをををを映映映映してしてしてして住住住住民民民民のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに理理理理解解解解をををを求求求求めためためためた方法方法方法方法をををを見見見見習習習習ったのでったのでったのでったのではないかとはないかとはないかとはないかと思思思思うううう。。。。        収集収集収集収集のののの現場現場現場現場でででで日日日日ごろからごろからごろからごろから声声声声をかけられるをかけられるをかけられるをかけられる間間間間柄柄柄柄になっていたになっていたになっていたになっていた老老老老人会人会人会人会のののの会長会長会長会長やややや自治会長自治会長自治会長自治会長等等等等にににに、、、、分別収集分別収集分別収集分別収集をやってみたいがをやってみたいがをやってみたいがをやってみたいが、、、、どうだろうかとどうだろうかとどうだろうかとどうだろうかと相相相相談談談談しししし、、、、賛賛賛賛同同同同のののの得得得得られたられたられたられた地地地地区区区区からからからから説明説明説明説明会会会会をををを始始始始めたのがめたのがめたのがめたのが実実実実態態態態のようであったのようであったのようであったのようであった。。。。当当当当時時時時のののの状状状状況況況況のののの中中中中でででで彼彼彼彼らのらのらのらの話話話話にににに市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けてくけてくけてくけてくれれれれ、「、「、「、「いいことだからいいことだからいいことだからいいことだから大大大大いにやったらいいではないかいにやったらいいではないかいにやったらいいではないかいにやったらいいではないか」、「」、「」、「」、「もっともっともっともっと早早早早くくくく言言言言ってくれればよかってくれればよかってくれればよかってくれればよかったのにったのにったのにったのに」」」」といったといったといったといった声声声声がががが上上上上がりがりがりがり、、、、それらのそれらのそれらのそれらの声声声声にににに励励励励まされまされまされまされ、、、、説明説明説明説明会会会会はははは続続続続けられていったけられていったけられていったけられていった。。。。評評評評判判判判がががが評判評判評判評判をををを呼呼呼呼びびびび、、、、連連連連鎖反鎖反鎖反鎖反応応応応的的的的にににに次次次次々々々々とととと説明説明説明説明会会会会がががが開開開開催催催催されていったのがされていったのがされていったのがされていったのが本本本本当当当当のところでありのところでありのところでありのところであり、、、、決決決決してしてしてして市市市市役役役役所所所所からではなくからではなくからではなくからではなく、、、、現場現場現場現場のののの職職職職員員員員がががが自主的自主的自主的自主的にやってきたのがにやってきたのがにやってきたのがにやってきたのが実実実実態態態態であるであるであるである。。。。それがそれがそれがそれが市市市市民民民民にににに対対対対するするするする理理理理解解解解とととと協協協協力力力力をををを求求求求めるめるめるめる方法方法方法方法であったであったであったであった。。。。        ２２２２番番番番目目目目ののののポポポポイントはイントはイントはイントは、、、、分別収集分別収集分別収集分別収集をををを始始始始めるとめるとめるとめると労働労働労働労働強強強強化化化化につながっていくことはやにつながっていくことはやにつながっていくことはやにつながっていくことはやむむむむをををを得得得得なななないいいい上上上上にににに「「「「余余余余祿祿祿祿」」」」をををを失失失失うことになりうことになりうことになりうことになり、、、、このこのこのこの２２２２つのつのつのつの難難難難関関関関をををを現場現場現場現場職職職職員員員員がみがみがみがみずずずずからからからから乗乗乗乗りりりり越越越越ええええなけれなけれなけれなければならなかったばならなかったばならなかったばならなかった。。。。当当当当時時時時のののの私私私私どものどものどものどもの給給給給料料料料はははは本本本本当当当当にににに低低低低くくくく、、、、本本本本給給給給のののの平平平平均均均均がががが５５５５万円程万円程万円程万円程度度度度のときにのときにのときにのときに、、、、多多多多いいいい人人人人ではではではでは余余余余祿祿祿祿をををを 11113333 万円万円万円万円もももも取取取取っておりっておりっておりっており、、、、普普普普通通通通でもでもでもでも 10101010 万円程万円程万円程万円程度度度度あったあったあったあった。。。。そんなにそんなにそんなにそんなに稼稼稼稼いでいいでいいでいいでいたのでたのでたのでたので生生生生活活活活費費費費になっておりになっておりになっておりになっており、、、、やめるのはやめるのはやめるのはやめるのは大変大変大変大変なことであったなことであったなことであったなことであった。。。。        労働労働労働労働密密密密度度度度についについについについてもてもてもても、、、、前市長前市長前市長前市長のののの時時時時代代代代からからからから収集収集収集収集のののの委委委委託託託託化化化化がががが一部始一部始一部始一部始まっていたがまっていたがまっていたがまっていたが、、、、現場現場現場現場職職職職員員員員はすはすはすはすぐぐぐぐにににに減減減減らさなかったためらさなかったためらさなかったためらさなかったため、、、、やややややややや余余余余裕裕裕裕がありがありがありがあり、、、、３３３３時時時時半半半半過過過過ぎぎぎぎにはにはにはには仕仕仕仕事事事事がががが終終終終わりわりわりわり、、、、おおおお風風風風呂呂呂呂へへへへ入入入入ってってってって定定定定時時時時にはにはにはには帰帰帰帰れるれるれるれる仕仕仕仕事事事事ぶぶぶぶりであったりであったりであったりであった。。。。収集収集収集収集体体体体制制制制のののの面面面面からからからから言言言言うとうとうとうと、、、、予算予算予算予算もももも人人人人もももも車両車両車両車両もももも増増増増やさやさやさやさずずずず、、、、従来従来従来従来のののの方方方方式式式式からからからから一一一一気気気気にににに３３３３分別分別分別分別方方方方式式式式へへへへ進進進進むむむむとととと、、、、当然当然当然当然労働労働労働労働強強強強化化化化はははは避避避避けられなかったけられなかったけられなかったけられなかった。。。。部部部部長長長長もももも課長課長課長課長もももも認認認認めていないのにめていないのにめていないのにめていないのに、、、、現場現場現場現場のののの職職職職員員員員がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん地地地地元元元元のののの説明説明説明説明会会会会にににに入入入入っていったとっていったとっていったとっていったと先先先先ほほほほどどどど言言言言ったがったがったがったが、、、、職職職職制制制制をををを通通通通ささささずずずずにそんなことができるはにそんなことができるはにそんなことができるはにそんなことができるはずずずずがないとがないとがないとがないと思思思思われたわれたわれたわれた方方方方もももも多多多多いといといといと思思思思うううう。。。。当当当当局局局局ではではではでは予算予算予算予算もももも人人人人員員員員もももも車両車両車両車両もももも増増増増加加加加しないしないしないしない方方方方針針針針でありでありでありであり、、、、議会議会議会議会にかけるにかけるにかけるにかける必要必要必要必要がないとがないとがないとがないと考考考考ええええていていていていたたたた。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、大変大変大変大変なななな差差差差別別別別感感感感をををを持持持持っていたのでっていたのでっていたのでっていたので、、、、現場現場現場現場職職職職員員員員だけでそんなことができるはだけでそんなことができるはだけでそんなことができるはだけでそんなことができるはずずずずははははないとたかをくくっていたないとたかをくくっていたないとたかをくくっていたないとたかをくくっていた。。。。しかししかししかししかし、、、、自自自自分分分分たちもたちもたちもたちも新新新新しいしいしいしい方方方方式式式式をををを生生生生みみみみ出出出出すことはできなかっすことはできなかっすことはできなかっすことはできなかっ
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たたたた。。。。        さてさてさてさて、、、、本本本本題題題題にににに戻戻戻戻りりりり、、、、余余余余祿祿祿祿はなくなってしまいはなくなってしまいはなくなってしまいはなくなってしまい、、、、労働労働労働労働強強強強化化化化になるというのではになるというのではになるというのではになるというのでは、、、、せっかくせっかくせっかくせっかく沼津方沼津方沼津方沼津方式式式式がいいことだとがいいことだとがいいことだとがいいことだと思思思思ってもってもってもっても、、、、とてもとてもとてもとても現場現場現場現場のののの職職職職員員員員としてはとしてはとしてはとしては賛賛賛賛成成成成できなかったのができなかったのができなかったのができなかったのが本本本本当当当当のところだとのところだとのところだとのところだと思思思思うううう。。。。しかししかししかししかし、、、、分別収集分別収集分別収集分別収集へへへへのののの転転転転換換換換をををを推進推進推進推進したしたしたした若若若若手手手手のののの現場現場現場現場職職職職員員員員のののの気気気気持持持持ちのちのちのちの中中中中ににににはははは、、、、収集収集収集収集現場現場現場現場のののの委委委委託託託託化化化化がががが進進進進むむむむ中中中中でででで職職職職場場場場がなくなってしまうのではないかというがなくなってしまうのではないかというがなくなってしまうのではないかというがなくなってしまうのではないかという強強強強いいいい不安不安不安不安感感感感があったがあったがあったがあった。。。。ここのところはここのところはここのところはここのところは皆皆皆皆さんにはさんにはさんにはさんには理理理理解解解解できないできないできないできない部分部分部分部分だとだとだとだと思思思思うがうがうがうが、、、、委委委委託託託託化化化化がががが進進進進むむむむとなとなとなとなぜぜぜぜ職職職職場場場場がなくなるのかがなくなるのかがなくなるのかがなくなるのか。。。。他他他他のののの職職職職場場場場へへへへ移移移移ったらいいとったらいいとったらいいとったらいいと考考考考ええええるとるとるとると思思思思うがうがうがうが、、、、現業現業現業現業職職職職種種種種のののの人人人人たちはそたちはそたちはそたちはそこのこのこのこの職職職職場場場場へへへへ最最最最初初初初からからからから勤勤勤勤めめめめ、、、、定定定定年年年年でやめるまでそこにいるでやめるまでそこにいるでやめるまでそこにいるでやめるまでそこにいる。。。。途途途途中中中中でででで職職職職場場場場がなくなってしまうがなくなってしまうがなくなってしまうがなくなってしまうとととと、、、、全全全全くくくく一一一一からやりからやりからやりからやり直直直直さなければいけないさなければいけないさなければいけないさなければいけない。。。。人間関係人間関係人間関係人間関係もももも一一一一からつくりからつくりからつくりからつくり直直直直さなければいけなさなければいけなさなければいけなさなければいけないいいい。。。。それはそれはそれはそれは現業現業現業現業職職職職場場場場のののの人人人人たちにとってはたちにとってはたちにとってはたちにとっては嫌嫌嫌嫌なことであるなことであるなことであるなことである。。。。私私私私たちたちたちたち一般一般一般一般職職職職のののの場合場合場合場合にはにはにはには数数数数年年年年でででで人事人事人事人事異異異異動動動動がありがありがありがあり、、、、人事人事人事人事異異異異動動動動がないがないがないがない方方方方がおかしいがおかしいがおかしいがおかしい。。。。現場現場現場現場のののの職職職職員員員員のののの人人人人たちはたちはたちはたちは、、、、入入入入ったらったらったらったら最後最後最後最後ままままででででずずずずっとそこでっとそこでっとそこでっとそこで勤勤勤勤めるのでめるのでめるのでめるので、、、、職職職職場場場場がなくなってしまうことについてがなくなってしまうことについてがなくなってしまうことについてがなくなってしまうことについて強強強強いいいい不安不安不安不安感感感感をををを持持持持っていっていっていっていたたたた。。。。        清掃作清掃作清掃作清掃作業業業業にににに従従従従事事事事するためするためするためするため、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんからはさんからはさんからはさんからは１１１１段段段段低低低低くくくく見見見見られられられられ、、、、そういうそういうそういうそういう状状状状態態態態からからからから脱脱脱脱却却却却したいというしたいというしたいというしたいという強強強強いいいい気気気気持持持持ちがあったちがあったちがあったちがあった。。。。例例例例ええええばばばば、、、、友友友友達達達達からからからから「「「「おまおまおまおまええええのおのおのおのお父父父父さんはどこにさんはどこにさんはどこにさんはどこに勤勤勤勤めてめてめてめているかいるかいるかいるか」」」」とととと聞聞聞聞かれてかれてかれてかれて、、、、子子子子供供供供がががが答答答答ええええられないつらさをよくわかっていたられないつらさをよくわかっていたられないつらさをよくわかっていたられないつらさをよくわかっていた。。。。収集収集収集収集のののの職職職職員員員員たちはたちはたちはたちは、、、、ままままずずずず課課課課のののの名名名名前前前前をををを変変変変ええええててててほほほほしいとしいとしいとしいと要要要要望望望望しししし、、、、今今今今までまでまでまで「「「「衛衛衛衛生生生生課課課課」」」」とととと呼呼呼呼んでいたのをんでいたのをんでいたのをんでいたのを「「「「収集収集収集収集課課課課」」」」にににに改改改改めためためためた。。。。こういうこともこういうこともこういうこともこういうことも皆皆皆皆さんにはさんにはさんにはさんには理理理理解解解解できないかもしれないできないかもしれないできないかもしれないできないかもしれない。。。。清掃清掃清掃清掃車車車車のののの上上上上でででで段段段段ボボボボールをールをールをールをよりよりよりより分分分分けたりけたりけたりけたり、、、、有有有有価価価価物物物物をををを物物物物色色色色したりするしたりするしたりするしたりする好好好好ましからざましからざましからざましからざるるるる勤勤勤勤務務務務実実実実態態態態からからからから早早早早くくくく抜抜抜抜けけけけ出出出出さないとさないとさないとさないと、、、、いつまでたってもいつまでたってもいつまでたってもいつまでたっても市民市民市民市民からさげすまれるといったことをからさげすまれるといったことをからさげすまれるといったことをからさげすまれるといったことを若若若若手手手手ののののググググループはループはループはループは仲仲仲仲間間間間にににに説説説説いていていていて回回回回ったったったった。。。。しかししかししかししかし、、、、聞聞聞聞くところによるとくところによるとくところによるとくところによると、、、、44449999 年年年年のののの前前前前半半半半、、、、収集収集収集収集のののの現場現場現場現場のののの中中中中ではではではでは半半半半年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、このこのこのこの問問問問題題題題をめをめをめをめぐぐぐぐってってってって職職職職員員員員同同同同士士士士でででで大変大変大変大変激激激激しいしいしいしい葛葛葛葛藤藤藤藤があったそうであるがあったそうであるがあったそうであるがあったそうである。。。。        このときにこのときにこのときにこのときに、、、、33330000 代代代代後後後後半半半半のののの宇宇宇宇田田田田川川川川というというというという係長係長係長係長がががが赴赴赴赴任任任任してきたしてきたしてきたしてきた。。。。宇宇宇宇田田田田川川川川係長係長係長係長がががが増増増増田田田田氏氏氏氏をををを初初初初めめめめ若若若若手手手手ののののググググループのループのループのループの主主主主張張張張にににに共感共感共感共感しししし、、、、支持支持支持支持したことがしたことがしたことがしたことが決決決決定定定定的的的的なななな意意意意味味味味をををを持持持持ったのではないかとったのではないかとったのではないかとったのではないかと思思思思うがうがうがうが、、、、現場現場現場現場職職職職員員員員だけのだけのだけのだけの親睦親睦親睦親睦会会会会であるであるであるである信信信信友友友友会会会会ののののドドドドンであるンであるンであるンである岡本会長岡本会長岡本会長岡本会長がががが分別収集分別収集分別収集分別収集をををを始始始始めるめるめるめる方向方向方向方向でででで現場現場現場現場のののの職職職職員員員員ををををまとめてくれたというのがまとめてくれたというのがまとめてくれたというのがまとめてくれたというのが大大大大きなきなきなきな意意意意味味味味をををを持持持持ったとったとったとったと後後後後でででで宇宇宇宇田田田田川氏川氏川氏川氏がががが言言言言っていっていっていっているるるる。。。。年年年年齢齢齢齢もまだもまだもまだもまだ若若若若くくくく、、、、現業現業現業現業職職職職とととと行政行政行政行政職職職職とととと身身身身分分分分のののの違違違違いがありいがありいがありいがあり、、、、現場現場現場現場のののの職職職職員員員員だけのだけのだけのだけの親睦親睦親睦親睦会会会会のののの決決決決定定定定にはにはにはには、、、、宇宇宇宇田田田田川氏川氏川氏川氏にはにはにはには立立立立ちちちち入入入入れないれないれないれない部分部分部分部分があったとがあったとがあったとがあったと思思思思うううう。。。。宇宇宇宇田田田田川氏川氏川氏川氏はははは、、、、このときのこのときのこのときのこのときの岡本岡本岡本岡本氏氏氏氏のののの決断決断決断決断がががが決決決決めめめめ手手手手になったとになったとになったとになったと言言言言っているっているっているっている。。。。さらにさらにさらにさらに言言言言うとうとうとうと、、、、このこのこのこの後後後後、、、、地地地地元元元元説明説明説明説明会会会会をををを広広広広げていくげていくげていくげていくがががが、、、、多多多多くのくのくのくの市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんからさんからさんからさんから賛賛賛賛同同同同がががが得得得得られたことがられたことがられたことがられたことが、、、、最最最最終終終終的的的的にににに方向方向方向方向をををを決決決決定定定定づづづづけたとけたとけたとけたと思思思思うううう。。。。        分別収集分別収集分別収集分別収集のののの実実実実施施施施までにはこういったまでにはこういったまでにはこういったまでにはこういった経経経経緯緯緯緯がありがありがありがあり、、、、大大大大げさにげさにげさにげさに言言言言ええええばばばば、、、、現場現場現場現場のののの職職職職員員員員たちはたちはたちはたちは意意意意をををを決決決決してしてしてして分別収集分別収集分別収集分別収集にににに自自自自分分分分たちのたちのたちのたちの未未未未来来来来をかけたとをかけたとをかけたとをかけたと思思思思うううう。。。。            こうしてこうしてこうしてこうして 55550000年年年年４４４４月月月月からからからから全全全全市市市市でででで分別収集分別収集分別収集分別収集がががが始始始始まったまったまったまった。。。。地域地域地域地域によってによってによってによって燃燃燃燃やすごみのやすごみのやすごみのやすごみの収集収集収集収集回回回回数数数数はははは異異異異なっていたがなっていたがなっていたがなっていたが、、、、缶缶缶缶やややや瓶瓶瓶瓶、、、、鉄鉄鉄鉄くくくくずずずず等等等等多多多多くのくのくのくの資資資資源源源源ごみごみごみごみ、、、、瀬瀬瀬瀬戸戸戸戸物物物物やプラスやプラスやプラスやプラスチチチチックックックック等等等等のののの埋埋埋埋立立立立ごごごごみはみはみはみは月月月月１１１１回回回回のののの収集収集収集収集としとしとしとし、、、、燃燃燃燃やすごみとはやすごみとはやすごみとはやすごみとは別別別別のステーションでのステーションでのステーションでのステーションで回回回回収収収収をしたをしたをしたをした。。。。基基基基本的本的本的本的にはにはにはには現現現現在在在在もももも月月月月１１１１回回回回のののの資資資資源源源源ごみごみごみごみ、、、、埋埋埋埋立立立立ごみのごみのごみのごみの日日日日のののの設定設定設定設定はははは変変変変わりがないわりがないわりがないわりがない。。。。沼津市沼津市沼津市沼津市のののの後後後後からからからから分別収集分別収集分別収集分別収集をををを始始始始めためためためた自治体自治体自治体自治体のののの中中中中にはにはにはには、、、、さらにさらにさらにさらに細細細細かいかいかいかい分別分別分別分別をををを行行行行っているところもあるがっているところもあるがっているところもあるがっているところもあるが、、、、複雑複雑複雑複雑多多多多岐岐岐岐にわたるにわたるにわたるにわたるプラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックの処理処理処理処理にはにはにはには悩悩悩悩まされていたまされていたまされていたまされていた。。。。処理処理処理処理のののの厄介厄介厄介厄介なプラスなプラスなプラスなプラスチチチチックックックック類類類類についてはについてはについてはについては、、、、排排排排出出出出量量量量、、、、種類種類種類種類ともともともとも当当当当時時時時とととと比比比比べべべべてててて今今今今はははは格格格格段段段段ににににふえふえふえふえておりておりておりており、、、、ごみごみごみごみ質質質質のののの変化変化変化変化にににに対対対対してしてしてして手手手手をこまをこまをこまをこまねねねねいていていていていたわけではないがいたわけではないがいたわけではないがいたわけではないが、、、、平平平平成成成成 11111111年度年度年度年度になってやっとになってやっとになってやっとになってやっと沼津市沼津市沼津市沼津市でもプラスでもプラスでもプラスでもプラスチチチチックごみのックごみのックごみのックごみの日日日日をををを設設設設けけけけ
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てててて週週週週１１１１回回回回、、、、燃燃燃燃やすごみのステーションでやすごみのステーションでやすごみのステーションでやすごみのステーションで回回回回収収収収をしているをしているをしているをしている。。。。ただただただただ、、、、容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ににににのっとりのっとりのっとりのっとり処理処理処理処理できているのはできているのはできているのはできているのは、、、、現現現現在在在在ははははペペペペットットットットボボボボトルだけであるトルだけであるトルだけであるトルだけである。。。。このこのこのこの点点点点ではおくれをとっではおくれをとっではおくれをとっではおくれをとったたたた感感感感もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、現現現現在在在在、、、、早早早早くくくく容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法にのっとったにのっとったにのっとったにのっとった処理処理処理処理ができるようにができるようにができるようにができるように準準準準備備備備をををを進進進進めているめているめているめている。。。。        ここでここでここでここで分別収集分別収集分別収集分別収集のののの始始始始まりのころのまりのころのまりのころのまりのころの話話話話にににに戻戻戻戻るとるとるとると、、、、最最最最初初初初、、、、資資資資源源源源ごみはパワーごみはパワーごみはパワーごみはパワーゲゲゲゲートもないートもないートもないートもない平平平平ボディボディボディボディーのトラックでーのトラックでーのトラックでーのトラックで集集集集めていたためめていたためめていたためめていたため、、、、缶缶缶缶やややや瓶瓶瓶瓶がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん詰詰詰詰まったケースをまったケースをまったケースをまったケースを引引引引きききき上上上上げるのげるのげるのげるのはははは大変大変大変大変なななな重重重重労働労働労働労働でででで腰腰腰腰をををを痛痛痛痛めるめるめるめる職職職職員員員員もももも多多多多くいたくいたくいたくいた。。。。資資資資源源源源班班班班にはなるにはなるにはなるにはなるべべべべくくくく体体体体力力力力のあるのあるのあるのある者者者者をつけたをつけたをつけたをつけたがががが、、、、もともともともともともともともと屈屈屈屈強強強強なななな者者者者がいたわけではなくがいたわけではなくがいたわけではなくがいたわけではなく、、、、資資資資源源源源ごみのごみのごみのごみの回回回回収収収収はははは大変大変大変大変つらいつらいつらいつらい仕仕仕仕事事事事になったとになったとになったとになったと思思思思うううう。。。。そのそのそのその後後後後、、、、機機機機械械械械をををを導導導導入入入入してしてしてして労労労労力力力力のののの軽軽軽軽減減減減をををを図図図図ってきたがってきたがってきたがってきたが、、、、それでもそれでもそれでもそれでも 22225555 年以上年以上年以上年以上のののの長長長長いいいい間間間間、、、、本本本本当当当当によくやってきたとによくやってきたとによくやってきたとによくやってきたと思思思思っているっているっているっている。。。。増増増増田田田田氏氏氏氏にににに聞聞聞聞いたところいたところいたところいたところ、、、、分別収集分別収集分別収集分別収集をををを開開開開始始始始するするするする前年前年前年前年のののの44449999 年年年年にににに七夕豪雨七夕豪雨七夕豪雨七夕豪雨がありがありがありがあり、、、、沼津市沼津市沼津市沼津市でもでもでもでも今今今今までまでまでまで経経経経験験験験したことのないしたことのないしたことのないしたことのない災災災災害害害害にににに見見見見舞舞舞舞われわれわれわれ、、、、そのためそのためそのためそのためにににに浸水浸水浸水浸水家家家家屋屋屋屋からからからから出出出出るるるる埋埋埋埋立立立立処分処分処分処分しなければならないごみがしなければならないごみがしなければならないごみがしなければならないごみが大大大大量量量量にににに出出出出てててて、、、、１１１１カカカカ月月月月半半半半ぐぐぐぐらいらいらいらい毎毎毎毎晩晩晩晩９９９９時時時時ごろまでごろまでごろまでごろまで残残残残業業業業してしてしてして埋埋埋埋立立立立処分処分処分処分場場場場にごみをにごみをにごみをにごみを運運運運んだとんだとんだとんだと言言言言っていたっていたっていたっていた。。。。つらいつらいつらいつらい仕仕仕仕事事事事もやってきたもやってきたもやってきたもやってきたのでのでのでので、、、、これならこれならこれならこれなら分別収集分別収集分別収集分別収集にににに耐耐耐耐ええええられるというようなられるというようなられるというようなられるというような自自自自信信信信もももも、、、、このときのこのときのこのときのこのときの経経経経験験験験からからからから裏裏裏裏づづづづけらけらけらけられたとれたとれたとれたと言言言言っていたっていたっていたっていた。。。。        宇宇宇宇田田田田川氏川氏川氏川氏はははは体体体体がががが大大大大きくきくきくきく体体体体力力力力がありがありがありがあり、、、、資資資資源源源源班班班班のののの仕仕仕仕事事事事はそんなにきつくないとはそんなにきつくないとはそんなにきつくないとはそんなにきつくないと感感感感じじじじたたたた節節節節もあもあもあもあるがるがるがるが、、、、体体体体力力力力がそれがそれがそれがそれほほほほどないどないどないどない職職職職員員員員もももも多多多多くくくく、、、、はたはたはたはた目目目目にはにはにはには長長長長くくくく続続続続くかくかくかくか心心心心配配配配であったであったであったであった。。。。高度経済成高度経済成高度経済成高度経済成長時長時長時長時代代代代にににに低低低低劣劣劣劣なななな賃賃賃賃金金金金体体体体系系系系でででで待遇待遇待遇待遇がががが悪悪悪悪いいいい市市市市役役役役所所所所にににに来来来来るるるる人人人人はいなかったはいなかったはいなかったはいなかった。。。。体体体体力力力力のののの劣劣劣劣ったったったった人人人人はははは労労労労働働働働がきつくないがきつくないがきつくないがきつくない生生生生ごみごみごみごみ班班班班へへへへ移移移移しししし、、、、若若若若いいいい体体体体力力力力のあるのあるのあるのある人人人人はははは資資資資源源源源班班班班やややや埋埋埋埋立立立立ごみにごみにごみにごみに回回回回したしたしたした。。。。それそれそれそれららららのののの心心心心配配配配をををを職職職職場場場場のののの団団団団結結結結のきのきのきのきずずずずなをなをなをなを強強強強めながらめながらめながらめながら打打打打ちちちち消消消消しししし、、、、仲仲仲仲間間間間をリーをリーをリーをリードドドドしてきたのがしてきたのがしてきたのがしてきたのが増増増増田田田田氏氏氏氏たたたたちちちち若若若若手手手手のののの分別分別分別分別推進推進推進推進派派派派であったであったであったであった。。。。        もともともともともともともともと現業現業現業現業部部部部門門門門はみんながはみんながはみんながはみんなが同同同同じじじじ仕仕仕仕事事事事をしているのでをしているのでをしているのでをしているので、、、、職職職職務務務務にににに対対対対してしてしてして同同同同じじじじようなようなようなような理理理理解解解解、、、、認認認認識識識識をををを持持持持ちやすいちやすいちやすいちやすい特特特特性性性性がありがありがありがあり、、、、分別収集分別収集分別収集分別収集にににに取取取取りりりり組組組組むむむむについてについてについてについて、、、、職職職職場場場場のののの中中中中ではけんけんがくではけんけんがくではけんけんがくではけんけんがくがくのがくのがくのがくの議議議議論論論論をしたがをしたがをしたがをしたが、、、、収集収集収集収集のののの現場現場現場現場ではではではでは自自自自分分分分をををを飾飾飾飾ららららずずずずにににに何何何何でもでもでもでも話話話話をすることでかをすることでかをすることでかをすることでかええええっておっておっておってお互互互互いをいをいをいを信信信信頼頼頼頼しししし合合合合うううう気気気気風風風風がががが培培培培われていたわれていたわれていたわれていた。。。。そしてそしてそしてそして、、、、苦苦苦苦しいことやつらいことがあってもしいことやつらいことがあってもしいことやつらいことがあってもしいことやつらいことがあっても、、、、みんみんみんみんなでなでなでなで励励励励ましましましまし合合合合ってってってって分別収集分別収集分別収集分別収集をををを維持維持維持維持発発発発展展展展させてきたとさせてきたとさせてきたとさせてきたと思思思思うううう。。。。収集収集収集収集のののの現場現場現場現場ではではではでは、、、、仕仕仕仕事事事事のののの進進進進めめめめ方方方方やややや改改改改善善善善方法方法方法方法等等等等についてもについてもについてもについても全全全全員員員員でででで話話話話しししし合合合合いいいい、、、、他他他他のののの職職職職場場場場ではまではまではまではまねねねねできないできないできないできない立立立立派派派派なことだとなことだとなことだとなことだと思思思思っっっっているているているている。。。。そのようなそのようなそのようなそのような雰囲雰囲雰囲雰囲気気気気ができができができができ上上上上がりがりがりがり、、、、現場現場現場現場のののの職職職職員員員員たちもたちもたちもたちも主体的主体的主体的主体的にかかわりをにかかわりをにかかわりをにかかわりを持持持持ちちちち、、、、係係係係長長長長やややや課長課長課長課長がががが決決決決めるのではなくめるのではなくめるのではなくめるのではなく、、、、現場現場現場現場のののの職職職職員員員員がががが意見意見意見意見をあげてくるをあげてくるをあげてくるをあげてくる。。。。ごみというのはごみというのはごみというのはごみというのは現場現場現場現場でなでなでなでないとわからないいとわからないいとわからないいとわからない部分部分部分部分があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、現場現場現場現場のののの人人人人たちのたちのたちのたちの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いていていていて最最最最終終終終的的的的にはにはにはには組組組組織織織織としてとしてとしてとして決決決決定定定定したしたしたした。。。。現場現場現場現場のののの職職職職員員員員がががが主体的主体的主体的主体的にかかわりをにかかわりをにかかわりをにかかわりを持持持持つことつことつことつこと、、、、自自自自分分分分たちもたちもたちもたちも責責責責任任任任をををを持持持持つというつというつというつという仕仕仕仕事事事事ぶぶぶぶりりりりがががが今日今日今日今日までまでまでまで続続続続いているいているいているいている。。。。        分別収集分別収集分別収集分別収集がががが全全全全市市市市でででで展展展展開開開開されたされたされたされた際際際際にはにはにはには、、、、面面面面倒倒倒倒くさいとくさいとくさいとくさいと言言言言ったったったった市民市民市民市民のののの人人人人たちもあったとたちもあったとたちもあったとたちもあったと思思思思ううううがががが、、、、多多多多くくくくのののの人人人人々々々々からはからはからはからは時時時時代代代代のののの風風風風潮潮潮潮にににに合合合合ったったったった合合合合理理理理的的的的ですばらしいですばらしいですばらしいですばらしい取取取取りりりり組組組組みだとみだとみだとみだと歓歓歓歓迎迎迎迎されたされたされたされた。。。。自治会自治会自治会自治会やややや老老老老人会人会人会人会、、、、婦婦婦婦人会人会人会人会、、、、消費者消費者消費者消費者団体団体団体団体等等等等からからからから支持支持支持支持されされされされ、、、、分別収集分別収集分別収集分別収集がががが定着定着定着定着してきたしてきたしてきたしてきた。。。。市市市市のののの教教教教育委員育委員育委員育委員会会会会でもでもでもでも、、、、義義義義務務務務教育教育教育教育のののの副副副副読読読読本本本本としてとしてとしてとして分別収集分別収集分別収集分別収集をををを取取取取りりりり上上上上げげげげ、、、、児童児童児童児童やややや生生生生徒徒徒徒にもにもにもにも浸透浸透浸透浸透したしたしたした。。。。少少少少しししし余余余余談談談談になるがになるがになるがになるが、、、、私私私私のののの子子子子供供供供がががが大学大学大学大学にににに入入入入ってってってって下下下下宿宿宿宿をさせたをさせたをさせたをさせた際際際際にまにまにまにまずずずず心心心心配配配配したのがごみのしたのがごみのしたのがごみのしたのがごみの出出出出しししし方方方方であったであったであったであった。。。。沼津沼津沼津沼津のののの子子子子供供供供はははは、、、、ごみのごみのごみのごみの出出出出しししし方方方方についてはについてはについてはについては感感感感覚覚覚覚がががが全然全然全然全然違違違違うううう。。。。このときにこのときにこのときにこのときに分別分別分別分別収集収集収集収集がすっかりがすっかりがすっかりがすっかり定着定着定着定着したことをしたことをしたことをしたことを感感感感じじじじたたたた。。。。        またまたまたまた、、、、環境問環境問環境問環境問題題題題についてについてについてについて考考考考ええええるるるる際際際際にはにはにはには、、、、沼津市民沼津市民沼津市民沼津市民はすはすはすはすぐぐぐぐにごみのことをにごみのことをにごみのことをにごみのことを言言言言うううう。。。。環境問環境問環境問環境問題題題題
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とととというとすいうとすいうとすいうとすぐぐぐぐごみであるごみであるごみであるごみである。。。。ごみのことをごみのことをごみのことをごみのことを話話話話しししし出出出出すとすとすとすと時間時間時間時間にににに切切切切りがないりがないりがないりがない。。。。何何何何といってもごみといってもごみといってもごみといってもごみはははは大変大変大変大変身身身身近近近近なななな素材素材素材素材であるであるであるである。。。。沼津市民沼津市民沼津市民沼津市民のののの場合場合場合場合、、、、分別収集分別収集分別収集分別収集にににに対対対対するするするする理理理理解解解解とととと信信信信頼頼頼頼がそうさせていがそうさせていがそうさせていがそうさせているのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。        収集収集収集収集現場現場現場現場のののの職職職職員員員員たちはたちはたちはたちは大変自大変自大変自大変自信信信信をををを持持持持ちちちち、、、、日日日日陰陰陰陰者者者者というというというという気気気気持持持持ちはなくなってきたちはなくなってきたちはなくなってきたちはなくなってきた。。。。みみみみずずずずかかかからをごみらをごみらをごみらをごみ屋屋屋屋とさげすとさげすとさげすとさげすむむむむこともなくなったこともなくなったこともなくなったこともなくなった。。。。市民市民市民市民からもからもからもからも信信信信頼頼頼頼されされされされ、、、、大大大大いにいにいにいに自自自自信信信信をををを得得得得たたたた。。。。分別分別分別分別収集収集収集収集をををを始始始始めるめるめるめる前前前前のののの議議議議論論論論やややや心心心心配配配配もももも吹吹吹吹きききき飛飛飛飛びびびび、、、、収集収集収集収集課課課課はははは市民市民市民市民からからからから信信信信頼頼頼頼されるされるされるされる風風風風通通通通しのよいしのよいしのよいしのよい職職職職場場場場となりとなりとなりとなり、、、、他他他他課課課課からもからもからもからも一一一一目目目目もももも二二二二目目目目もももも置置置置かれるかれるかれるかれる存存存存在在在在となったとなったとなったとなった。。。。沼津市沼津市沼津市沼津市のののの分別収集分別収集分別収集分別収集がががが全全全全国国国国からからからから注注注注目目目目さささされてれてれてれて高高高高いいいい信信信信頼頼頼頼をををを得得得得るとるとるとると、、、、清掃清掃清掃清掃行政行政行政行政にににに対対対対するするするする市民市民市民市民のののの目目目目もももも変変変変わってきたわってきたわってきたわってきた。。。。大学出大学出大学出大学出のののの元元元元気気気気なななな若若若若者者者者がががが職職職職員募員募員募員募集集集集にににに応応応応じじじじてくるようになりてくるようになりてくるようになりてくるようになり、、、、随随随随分分分分変変変変わったなとそのころわったなとそのころわったなとそのころわったなとそのころ感感感感じじじじたたたた。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは沼津沼津沼津沼津市市市市のののの清掃清掃清掃清掃行政行政行政行政にににに誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持ってってってって働働働働いてくれているいてくれているいてくれているいてくれている。。。。分別収集分別収集分別収集分別収集をををを始始始始めることによりめることによりめることによりめることにより職職職職場場場場がががが一一一一変変変変したしたしたした。。。。        本日話本日話本日話本日話をするについてをするについてをするについてをするについて井井井井手手手手氏氏氏氏におにおにおにお会会会会いしいしいしいし、、、、市長市長市長市長としてとしてとしてとして 55550000年年年年４４４４月月月月からのからのからのからの３３３３分別分別分別分別のののの実実実実施施施施をいをいをいをいつごろからつごろからつごろからつごろから意思意思意思意思決決決決定定定定したのかしたのかしたのかしたのか聞聞聞聞いてみたいてみたいてみたいてみた。。。。当当当当時時時時はははは部部部部長長長長やややや課長課長課長課長もやれないともやれないともやれないともやれないと言言言言っているのにっているのにっているのにっているのにやったやったやったやった。。。。現場現場現場現場説明説明説明説明会会会会にににに入入入入っているがっているがっているがっているが、、、、正規正規正規正規なルートでなルートでなルートでなルートで入入入入ったわけではないったわけではないったわけではないったわけではない。。。。井井井井手手手手氏氏氏氏はははは 44449999年年年年12121212 月月月月にににに宇宇宇宇田田田田川川川川係長係長係長係長ととととじじじじかかかかにににに話話話話をしたをしたをしたをした。「。「。「。「宇宇宇宇田田田田川川川川君君君君はもうそんなことははもうそんなことははもうそんなことははもうそんなことは忘忘忘忘れているかもしれれているかもしれれているかもしれれているかもしれないがないがないがないが、、、、私私私私はよくはよくはよくはよく覚覚覚覚ええええているているているている。。。。『『『『予算予算予算予算もももも人人人人もももも増増増増やせないがやせないがやせないがやせないが、、、、それでもできるのかそれでもできるのかそれでもできるのかそれでもできるのか。。。。分別収集分別収集分別収集分別収集をををを全全全全市市市市でででで一一一一斉斉斉斉にににに展展展展開開開開するとするとするとすると言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫かかかか』』』』とととと宇宇宇宇田田田田川氏川氏川氏川氏にににに聞聞聞聞いたらいたらいたらいたら『『『『大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫ですですですです。。。。自自自自信信信信がありますがありますがありますがあります』』』』とととと答答答答ええええたたたた」」」」とととと言言言言っていたっていたっていたっていた。。。。井井井井手手手手氏氏氏氏はははは「「「「このときのこのときのこのときのこのときの宇宇宇宇田田田田川川川川君君君君のののの決決決決意意意意がががが立立立立派派派派だっただっただっただった。。。。私私私私はははは、、、、このこのこのこの宇宇宇宇田田田田川川川川のののの決決決決意意意意にかけたにかけたにかけたにかけた」」」」とととと言言言言っていたっていたっていたっていた。。。。今回今回今回今回をををを契契契契機機機機にそんなこともにそんなこともにそんなこともにそんなことも聞聞聞聞くことができたくことができたくことができたくことができた。。。。        宇宇宇宇田田田田川氏川氏川氏川氏にはにはにはには、、、、44449999 年年年年４４４４月月月月にににに古古古古かったかったかったかった収集車収集車収集車収集車をををを一一一一遍遍遍遍にににに５５５５台台台台もももも更更更更新新新新してもらうとしてもらうとしてもらうとしてもらうと、、、、ロータリロータリロータリロータリーパッーパッーパッーパッカカカカーーーー車車車車はははは従来従来従来従来のののの収集車収集車収集車収集車にににに比比比比べべべべてててて大変高大変高大変高大変高いいいい性性性性能能能能をををを発発発発揮揮揮揮、、、、44448888年年年年にににに生生生生ごみごみごみごみ収集収集収集収集班班班班はははは 11113333 台台台台のののの車車車車をををを使使使使っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、44449999 年年年年にににに車車車車をををを入入入入れかれかれかれかええええたたたた後後後後はははは８８８８台台台台でででで足足足足りてしまいりてしまいりてしまいりてしまい、、、、可可可可燃燃燃燃ごみのごみのごみのごみの収集収集収集収集班班班班にににに余余余余裕裕裕裕ができたためができたためができたためができたため、、、、このこのこのこの余余余余剰剰剰剰となったとなったとなったとなった労働労働労働労働力力力力をををを資資資資源源源源ごみのごみのごみのごみの収集収集収集収集にににに回回回回すとすとすとすと、、、、人人人人もももも車車車車もももも予算予算予算予算ももももふふふふやさやさやさやさずずずずにににに３３３３分別収集分別収集分別収集分別収集ができるができるができるができる目目目目算算算算があったがあったがあったがあった。。。。係長係長係長係長のののの話話話話をををを聞聞聞聞いてトップダいてトップダいてトップダいてトップダウウウウンでンでンでンで決決決決定定定定するするするすることはことはことはことは今日行今日行今日行今日行われるかどうかわからないがわれるかどうかわからないがわれるかどうかわからないがわれるかどうかわからないが、、、、担当担当担当担当職職職職員員員員はははは自自自自信信信信をををを持持持持ってってってって自自自自分分分分のののの考考考考ええええをををを上司上司上司上司にににに提案提案提案提案したりしたりしたりしたり説明説明説明説明することがすることがすることがすることが本本本本当当当当にににに大事大事大事大事なことだとなことだとなことだとなことだと思思思思ったったったった。。。。        井井井井手手手手氏氏氏氏にいつごろからこんなにごみにいつごろからこんなにごみにいつごろからこんなにごみにいつごろからこんなにごみ問問問問題題題題にににに詳詳詳詳しくなったのかしくなったのかしくなったのかしくなったのか聞聞聞聞いたところいたところいたところいたところ、、、、もともとごもともとごもともとごもともとごみみみみ問問問問題題題題にににに造造造造詣詣詣詣がががが深深深深かったわけではなくかったわけではなくかったわけではなくかったわけではなく、、、、ごみごみごみごみ戦争戦争戦争戦争のときからのときからのときからのときから自自自自分分分分はははは勉勉勉勉強強強強したしたしたした。。。。ごみごみごみごみ戦争戦争戦争戦争がががが始始始始まりまりまりまり、、、、新新新新清掃清掃清掃清掃工工工工場場場場をつくらなければならないをつくらなければならないをつくらなければならないをつくらなければならない。。。。新新新新清掃清掃清掃清掃工工工工場場場場がががが公害公害公害公害問問問問題題題題がががが起起起起きることでいきることでいきることでいきることでいろいろあったためろいろあったためろいろあったためろいろあったため、、、、随随随随分分分分勉勉勉勉強強強強したとしたとしたとしたと言言言言っていたっていたっていたっていた。。。。例例例例ええええばばばば発発発発電電電電所所所所でででで同同同同じじじじ燃燃燃燃料料料料をををを使使使使ってってってって燃燃燃燃やすやすやすやすのはのはのはのは比較比較比較比較的楽的楽的楽的楽だだだだ。。。。ボボボボイラーとごみをイラーとごみをイラーとごみをイラーとごみを燃燃燃燃やすのはやすのはやすのはやすのは全然全然全然全然違違違違うううう。。。。ごみごみごみごみ質質質質はいろいろありはいろいろありはいろいろありはいろいろあり、、、、そのそのそのその日日日日によってによってによってによって燃燃燃燃やしやしやしやし方方方方がががが違違違違いいいい、、、、ごみをごみをごみをごみを燃燃燃燃やすということはやすということはやすということはやすということは大変大変大変大変なことであるなことであるなことであるなことである。。。。そしてそしてそしてそして、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック類類類類をををを燃燃燃燃やしたくなかったとやしたくなかったとやしたくなかったとやしたくなかったと言言言言っていたっていたっていたっていた。。。。当当当当時時時時はははは排排排排気気気気ガガガガスからスからスからスから有有有有害害害害物物物物質質質質をををを除除除除去去去去するするするする装装装装置置置置はははは性性性性能能能能がががが不不不不十十十十分分分分でありでありでありであり、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチッッッックをクをクをクを燃燃燃燃やすとやすとやすとやすと公害公害公害公害がががが発発発発生生生生するというするというするというするという強強強強いいいい観観観観念念念念がありがありがありがあり、、、、３３３３分別収集分別収集分別収集分別収集をををを行行行行いいいい、、、、資資資資源源源源のののの回回回回収収収収をををを進進進進めるよりもめるよりもめるよりもめるよりも、、、、分別分別分別分別してプラスしてプラスしてプラスしてプラスチチチチックックックック類類類類をををを燃燃燃燃やさやさやさやさずずずずにににに済済済済ますことにますことにますことにますことに関関関関心心心心があったとがあったとがあったとがあったと言言言言っていたっていたっていたっていた。。。。        同同同同時時時時にににに、、、、沼津方沼津方沼津方沼津方式式式式がががが目指目指目指目指したものはしたものはしたものはしたものは、、、、単単単単にごみのにごみのにごみのにごみの中中中中からからからから資資資資源源源源をををを分分分分けてごみをけてごみをけてごみをけてごみを減減減減らすことらすことらすことらすことではなかったはではなかったはではなかったはではなかったはずずずずでででで、、、、現現現現象面象面象面象面としてとしてとしてとして「「「「分分分分ければければければければ資資資資源源源源、、、、ままままぜぜぜぜればごみればごみればごみればごみ」」」」というというというという有有有有名名名名ななななココココピピピピーーーーができができができができ上上上上がりがりがりがり、、、、これがこれがこれがこれが沼津方沼津方沼津方沼津方式式式式のののの本質本質本質本質をついているようにをついているようにをついているようにをついているように見見見見ええええるるるる。。。。がががが、、、、製造者責製造者責製造者責製造者責任任任任によっによっによっによっ
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てごみのてごみのてごみのてごみの回回回回収収収収がががが行行行行われわれわれわれ、、、、ごみをごみをごみをごみを減減減減らすらすらすらすべべべべきだということをいつもきだということをいつもきだということをいつもきだということをいつも説説説説いてきたつもりだといてきたつもりだといてきたつもりだといてきたつもりだと。。。。井井井井手手手手氏氏氏氏はははは言言言言っていたっていたっていたっていた。。。。このこのこのこの点点点点ではではではでは当当当当時時時時からからからから宇宇宇宇田田田田川氏川氏川氏川氏もももも同同同同様様様様のののの考考考考ええええ方方方方であったであったであったであった。。。。初初初初めはめはめはめは沼津沼津沼津沼津方方方方式式式式のののの分別収集分別収集分別収集分別収集はははは労働労働労働労働強強強強化化化化につながるためにつながるためにつながるためにつながるため、、、、自治自治自治自治労労労労主主主主流流流流からからからから総総総総ススススカカカカンをンをンをンを食食食食ったったったった。。。。沼津沼津沼津沼津のやのやのやのやっていることはっていることはっていることはっていることは事業事業事業事業者者者者のののの責責責責任任任任をあいまいにしをあいまいにしをあいまいにしをあいまいにし、、、、資本資本資本資本家家家家をををを助助助助けるようなものだとけるようなものだとけるようなものだとけるようなものだと批批批批判判判判をををを浴浴浴浴びびびびたたたた。。。。宇宇宇宇田田田田川氏川氏川氏川氏たちはたちはたちはたちは、、、、目目目目のののの前前前前のごみをのごみをのごみをのごみを片片片片づづづづけなければならないのにどうしてけなければならないのにどうしてけなければならないのにどうしてけなければならないのにどうして批批批批判判判判をををを浴浴浴浴びるびるびるびるのだとのだとのだとのだと大大大大分分分分フラストレーションがたまったがフラストレーションがたまったがフラストレーションがたまったがフラストレーションがたまったが、、、、清掃清掃清掃清掃集集集集会会会会ではではではでは沼津沼津沼津沼津のののの考考考考ええええ方方方方はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか受受受受けけけけ入入入入れてもられてもられてもられてもらええええなかったなかったなかったなかった。。。。        全全全全国国国国各各各各地地地地からからからから毎毎毎毎日日日日のようにのようにのようにのように当当当当局局局局、、、、議会議会議会議会、、、、職職職職員員員員、、、、市民市民市民市民といろいろなといろいろなといろいろなといろいろな人人人人たちがたちがたちがたちが収集収集収集収集のののの現場現場現場現場をををを訪訪訪訪れたがれたがれたがれたが、、、、しばらくのしばらくのしばらくのしばらくの間間間間、、、、分別収集分別収集分別収集分別収集をををを始始始始めたというめたというめたというめたという話話話話はははは聞聞聞聞かなかったかなかったかなかったかなかった。。。。いろいろないろいろないろいろないろいろな条条条条件件件件ががががありありありあり、、、、分別収集分別収集分別収集分別収集実実実実施施施施までにはまでにはまでにはまでには至至至至らなかったのがらなかったのがらなかったのがらなかったのが実実実実情情情情だとだとだとだと思思思思うううう。。。。またまたまたまた、、、、一一一一時時時時、、、、通通通通産省産省産省産省のののの外外外外郭郭郭郭団体団体団体団体などによりなどによりなどによりなどにより機機機機械械械械でででで分別分別分別分別するするするする方法方法方法方法がががが試試試試みられみられみられみられ、、、、私私私私どももどももどももどもも大変大変大変大変危危危危機機機機感感感感をををを持持持持ったがったがったがったが、、、、このこのこのこの方方方方式式式式ではだめでありではだめでありではだめでありではだめであり、、、、ごみをごみをごみをごみを減減減減らすにはらすにはらすにはらすには手手手手をかけてをかけてをかけてをかけて分別収集分別収集分別収集分別収集しかないことがはっきりするよしかないことがはっきりするよしかないことがはっきりするよしかないことがはっきりするようになりうになりうになりうになり、、、、そのそのそのその頃頃頃頃になってやっとになってやっとになってやっとになってやっと自治自治自治自治労労労労でもでもでもでも沼津方沼津方沼津方沼津方式式式式がががが認認認認められたとめられたとめられたとめられたと思思思思うううう。。。。今今今今でこそでこそでこそでこそ「「「「ブブブブンンンンベツベツベツベツ」」」」とととと言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、井井井井手手手手氏氏氏氏はははは初初初初めのころめのころめのころめのころ「「「「フンフンフンフンベツベツベツベツ」」」」とととと言言言言っていたっていたっていたっていた。。。。昔昔昔昔はははは「「「「ブブブブンンンンベベベベツツツツ」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉はなかったはなかったはなかったはなかった。。。。最最最最近近近近、、、、分別収集分別収集分別収集分別収集というというというという言言言言葉葉葉葉がががが法法法法律用語律用語律用語律用語になりになりになりになり、、、、隔隔隔隔世世世世のののの感感感感もすもすもすもするがるがるがるが、、、、沼津方沼津方沼津方沼津方式式式式がががが市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの理理理理解解解解とととと協協協協力力力力によってによってによってによって四四四四半世紀半世紀半世紀半世紀以上以上以上以上続続続続けてこられたのはけてこられたのはけてこられたのはけてこられたのは、、、、何何何何といってもといってもといってもといっても重重重重みのあることだとみのあることだとみのあることだとみのあることだと思思思思うううう。。。。        本本本本題題題題にににに戻戻戻戻りりりり、、、、宇宇宇宇田田田田川氏川氏川氏川氏たちはたちはたちはたちは製造者製造者製造者製造者にににに廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの引引引引きききき取取取取りをりをりをりを求求求求めめめめ、、、、当当当当時時時時からいろいろなからいろいろなからいろいろなからいろいろな方方方方面面面面にににに掛掛掛掛けけけけ合合合合ってきたとってきたとってきたとってきたと言言言言っているっているっているっている。。。。分別収集分別収集分別収集分別収集をををを確確確確立立立立するするするする上上上上ではではではでは、、、、収集収集収集収集したしたしたした瓶瓶瓶瓶やややや缶缶缶缶、、、、古紙古紙古紙古紙、、、、段段段段ボボボボールをールをールをールを引引引引きききき取取取取ってもらうルートをまってもらうルートをまってもらうルートをまってもらうルートをまずずずずつくらなければいけないつくらなければいけないつくらなければいけないつくらなければいけない。。。。市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに分分分分けけけけてもらっててもらっててもらっててもらって出出出出しししし、、、、それをそれをそれをそれを集集集集めめめめてててて引引引引きききき取取取取ってもらうルートをつくらなければならないのがってもらうルートをつくらなければならないのがってもらうルートをつくらなければならないのがってもらうルートをつくらなければならないのが分分分分別収集別収集別収集別収集のもうのもうのもうのもう１１１１つのつのつのつの柱柱柱柱であるであるであるである。。。。いつまでもいつまでもいつまでもいつまでも宇宇宇宇田田田田川氏川氏川氏川氏がつくったがつくったがつくったがつくった「「「「分分分分ければければければければ資資資資源源源源、、、、ままままぜぜぜぜればればればればごみごみごみごみ」」」」というレというレというレというレベベベベルであってはごみはルであってはごみはルであってはごみはルであってはごみは減減減減らないらないらないらない。。。。根根根根本本本本からごみをからごみをからごみをからごみを減減減減らすことをらすことをらすことをらすことを考考考考ええええなけれなけれなけれなければならないばならないばならないばならない。。。。製造者製造者製造者製造者みみみみずずずずからからからから回回回回収収収収にににに力力力力をををを入入入入れたりれたりれたりれたり、、、、費用負担費用負担費用負担費用負担してもしかるしてもしかるしてもしかるしてもしかるべべべべきでありきでありきでありきであり、、、、処処処処理理理理できないものはつくらないことにできないものはつくらないことにできないものはつくらないことにできないものはつくらないことに流通流通流通流通業業業業者者者者、、、、製造製造製造製造業業業業者者者者のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが努努努努めてもらわなければめてもらわなければめてもらわなければめてもらわなければならないというならないというならないというならないという考考考考ええええ方方方方であったであったであったであった。。。。        当当当当時人時人時人時人気気気気があったサントリーのダルマがあったサントリーのダルマがあったサントリーのダルマがあったサントリーのダルマウウウウイスイスイスイスキキキキーのーのーのーの瓶瓶瓶瓶をををを、、、、サントリーはサントリーはサントリーはサントリーは引引引引きききき取取取取ってくれってくれってくれってくれなかったなかったなかったなかった。。。。サントリーのサントリーのサントリーのサントリーの社長社長社長社長とととと井井井井手手手手氏氏氏氏はははは大学大学大学大学のののの同同同同級級級級生生生生でありでありでありであり、、、、サントリーとサントリーとサントリーとサントリーと談判談判談判談判をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、あちこちのあちこちのあちこちのあちこちの集集集集会会会会ではサントリーはではサントリーはではサントリーはではサントリーは飲飲飲飲まないようにしてまないようにしてまないようにしてまないようにしてニニニニッッッッカカカカをををを飲飲飲飲みましみましみましみましょょょょうとうとうとうと言言言言ったったったった。。。。ガガガガラスラスラスラス製造製造製造製造メーメーメーメーカカカカーのーのーのーの最高最高最高最高責責責責任任任任者者者者のののの人人人人にににに会会会会いいいい、、、、集集集集めためためためたガガガガラスをラスをラスをラスを回回回回収収収収してしてしてして責責責責任任任任をとってくれとをとってくれとをとってくれとをとってくれと談判談判談判談判したそうでありしたそうでありしたそうでありしたそうであり、、、、それはそれはそれはそれは今今今今でもでもでもでも続続続続いているいているいているいている。。。。井井井井手手手手氏氏氏氏やややや宇宇宇宇田田田田川氏川氏川氏川氏はははは、、、、そういったことをそういったことをそういったことをそういったことをやってきたとやってきたとやってきたとやってきたと言言言言っていたっていたっていたっていた。。。。ただただただただ、、、、一地一地一地一地方自治体方自治体方自治体方自治体がそんなことをがそんなことをがそんなことをがそんなことを言言言言ってもってもってもっても、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいしいしいしいことはことはことはことは周周周周知知知知のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。        ごみごみごみごみ問問問問題題題題をををを解決解決解決解決するにはするにはするにはするには、、、、消費者消費者消費者消費者がごみになるものをがごみになるものをがごみになるものをがごみになるものを買買買買わないわないわないわない、、、、持持持持ちちちち込込込込まないようにすまないようにすまないようにすまないようにするだけではるだけではるだけではるだけでは不不不不十十十十分分分分であるであるであるである。。。。製造製造製造製造業業業業者者者者、、、、流通流通流通流通業業業業者者者者にににに対対対対しししし、、、、ごみになるものをつくらないごみになるものをつくらないごみになるものをつくらないごみになるものをつくらない、、、、売売売売らないようにとらないようにとらないようにとらないようにと、、、、消費者消費者消費者消費者をををを川川川川下下下下にににに、、、、事業事業事業事業者者者者をををを川川川川上上上上にたとにたとにたとにたとええええ、、、、常常常常にににに川川川川下下下下からからからから川川川川上上上上にににに向向向向かってかってかってかって対対対対応応応応していくようにしなさいとしていくようにしなさいとしていくようにしなさいとしていくようにしなさいと斎斎斎斎藤藤藤藤現市長現市長現市長現市長はははは言言言言っているっているっているっている。。。。ごみごみごみごみ問問問問題題題題はまだまだこれからとはまだまだこれからとはまだまだこれからとはまだまだこれからといういういういう感感感感がしているががしているががしているががしているが、、、、沼津市沼津市沼津市沼津市ではではではでは小小小小中学中学中学中学生生生生やややや一般一般一般一般のののの方方方方々々々々にごみにごみにごみにごみ問問問問題題題題にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる標標標標語語語語をををを募募募募集集集集しているしているしているしている。。。。平平平平成成成成 12121212年度年度年度年度のののの金金金金賞賞賞賞はははは、、、、小小小小学学学学校校校校４４４４年年年年生生生生のののの男男男男のののの子子子子がつくったがつくったがつくったがつくった「「「「このごみはこのごみはこのごみはこのごみは    変変変変身身身身すすすするるるるぞぞぞぞ    使使使使ええええるるるるぞぞぞぞ」」」」でででで、、、、ごみはいろいろなものにごみはいろいろなものにごみはいろいろなものにごみはいろいろなものに姿姿姿姿をををを変変変変ええええてリサイクルしててリサイクルしててリサイクルしててリサイクルして使使使使われることをわれることをわれることをわれることを
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言言言言っているっているっているっている。。。。今後今後今後今後のののの資資資資源源源源循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成をををを目指目指目指目指すすすす時時時時代代代代ににににふふふふさわさわさわさわしいしいしいしい標標標標語語語語ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思ったったったった。。。。        先先先先ほほほほどプラスどプラスどプラスどプラスチチチチックごみのックごみのックごみのックごみの処理処理処理処理についてについてについてについて遅遅遅遅れをとったれをとったれをとったれをとった感感感感があるとがあるとがあるとがあると言言言言ったがったがったがったが、、、、市民市民市民市民生生生生活活活活にににに密密密密着着着着したしたしたした幅幅幅幅広広広広いいいい施施施施策策策策をををを市市市市町村町村町村町村はははは実実実実施施施施しているしているしているしている。。。。地地地地方自治体方自治体方自治体方自治体にはにはにはには様様様様々々々々なななな課課課課題題題題がありがありがありがあり、、、、ごみごみごみごみ問問問問題題題題だけをだけをだけをだけを優優優優先先先先課課課課題題題題とするわけにはいかないとするわけにはいかないとするわけにはいかないとするわけにはいかない。。。。分別収集分別収集分別収集分別収集をををを始始始始めためためためた昭和昭和昭和昭和 55550000 年以年以年以年以来来来来もうもうもうもう 22226666 年年年年余余余余りがりがりがりが経経経経過過過過しているがしているがしているがしているが、、、、そのそのそのその間間間間にプラスにプラスにプラスにプラスチチチチックはどんどんックはどんどんックはどんどんックはどんどん増増増増ええええているているているている。。。。ごみごみごみごみ質質質質もももも大大大大きくきくきくきく変化変化変化変化しておりしておりしておりしており、、、、ごみごみごみごみ質質質質のののの変化変化変化変化にににに対対対対応応応応してごみしてごみしてごみしてごみ処理処理処理処理のシステムをのシステムをのシステムをのシステムを何度何度何度何度かかかか手直手直手直手直しをしようというしをしようというしをしようというしをしようという試試試試みをしたがみをしたがみをしたがみをしたが、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか結結結結実実実実しなかったしなかったしなかったしなかった。。。。ごみのごみのごみのごみの排排排排出出出出量量量量がががが平平平平成成成成になってになってになってになって大変大変大変大変増増増増ええええ、、、、このままこのままこのままこのままではではではでは埋埋埋埋立立立立処分処分処分処分場場場場がががが満杯満杯満杯満杯になってしまうになってしまうになってしまうになってしまう心心心心配配配配がありがありがありがあり、、、、やっとプラスやっとプラスやっとプラスやっとプラスチチチチックックックック類類類類をををを別途別途別途別途回回回回収収収収するするするする４４４４分別収集分別収集分別収集分別収集にににに改改改改めためためためた。。。。ごみをごみをごみをごみを出出出出ささささずずずず、、、、ごみをつくらごみをつくらごみをつくらごみをつくらずずずず、、、、ごみをごみをごみをごみを売売売売ららららずずずず、、、、ごみをごみをごみをごみを買買買買わわわわずずずずのののの４４４４つをつをつをつを基基基基本本本本理念理念理念理念としとしとしとし、、、、市民市民市民市民とととと事業事業事業事業者者者者、、、、行政行政行政行政がががが役割役割役割役割をををを分担分担分担分担しししし合合合合いいいい、、、、ごみのごみのごみのごみの発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制とととと減減減減量量量量にににに努努努努めるためめるためめるためめるため、、、、沼津市沼津市沼津市沼津市一般廃棄物処理基一般廃棄物処理基一般廃棄物処理基一般廃棄物処理基本本本本計計計計画画画画をををを平平平平成成成成 12121212年年年年３３３３月月月月にににに策策策策定定定定したしたしたした。。。。このこのこのこの基基基基本本本本計計計計画画画画のののの策策策策定定定定はははは、、、、今後今後今後今後のののの本市本市本市本市のごみのごみのごみのごみ処理処理処理処理のののの上上上上でででで大変大変大変大変重要重要重要重要なななな意意意意味味味味をををを持持持持っているとっているとっているとっていると思思思思うがうがうがうが、、、、永永永永遠遠遠遠のののの課課課課題題題題でででであるごみあるごみあるごみあるごみ処理処理処理処理問問問問題題題題にににに今後今後今後今後もももも努力努力努力努力するするするする姿勢姿勢姿勢姿勢をををを示示示示したものだとしたものだとしたものだとしたものだと考考考考ええええているているているている。。。。        まだまだいろいろなまだまだいろいろなまだまだいろいろなまだまだいろいろな話話話話があるとがあるとがあるとがあると思思思思うがうがうがうが、、、、今回今回今回今回ははははいろいろないろいろないろいろないろいろな人人人人たちからたちからたちからたちから話話話話をををを聞聞聞聞かせてもらかせてもらかせてもらかせてもらいいいい、、、、うろうろうろうろ覚覚覚覚ええええだったこともだったこともだったこともだったことも多多多多々々々々あったとあったとあったとあったと思思思思うがうがうがうが、、、、そんなことにそんなことにそんなことにそんなことに気気気気がついたがついたがついたがついた。。。。さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな人人人人たちがさまざまなたちがさまざまなたちがさまざまなたちがさまざまな立場立場立場立場のののの中中中中でいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろな思思思思いでいでいでいで沼津方沼津方沼津方沼津方式式式式のののの分別収集分別収集分別収集分別収集のののの確確確確立立立立にかかわってきにかかわってきにかかわってきにかかわってきたこともたこともたこともたことも改改改改めてめてめてめて確確確確認認認認したしたしたした。。。。分別分別分別分別方方方方式式式式はははは、、、、当当当当時時時時のいろいろなのいろいろなのいろいろなのいろいろな考考考考ええええ方方方方のののの最大最大最大最大公公公公約約約約数数数数でつくったでつくったでつくったでつくったものではないかとものではないかとものではないかとものではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。今後今後今後今後もももも全全全全国国国国のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの期期期期待待待待にににに恥恥恥恥じじじじないごみないごみないごみないごみ処理処理処理処理行政行政行政行政をををを進進進進めめめめていきたいていきたいていきたいていきたい。。。。どうかよろしくごどうかよろしくごどうかよろしくごどうかよろしくご指指指指導導導導、、、、ごごごご鞭撻鞭撻鞭撻鞭撻をおをおをおをお願願願願いしいしいしいし、、、、つたないつたないつたないつたない話話話話をこれでをこれでをこれでをこれで終終終終わりにさわりにさわりにさわりにさせていただきますせていただきますせていただきますせていただきます。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        おおおお手手手手元元元元のののの資料資料資料資料はははは、、、、イラストはおわかりだとイラストはおわかりだとイラストはおわかりだとイラストはおわかりだと思思思思うううう。。。。ググググラフはラフはラフはラフは、、、、55550000年年年年からからからから平平平平成成成成 11111111年度年度年度年度までまでまでまで資資資資源源源源化化化化をしたをしたをしたをした量量量量、、、、種類種類種類種類別別別別ににににググググラフラフラフラフ化化化化したものであるしたものであるしたものであるしたものである。。。。最最最最近近近近ではではではでは瓶瓶瓶瓶類類類類はははは減減減減りりりり、、、、ペペペペットットットットボボボボトルがトルがトルがトルが増増増増ええええているているているている。。。。またまたまたまた、、、、古紙類古紙類古紙類古紙類がががが量量量量的的的的にはすごくにはすごくにはすごくにはすごく増増増増ええええているているているている。。。。古紙古紙古紙古紙のののの値値値値段段段段がががが下下下下がりがりがりがり、、、、民間民間民間民間でのでのでのでの流通流通流通流通がががが行行行行われていないせいかもしれないわれていないせいかもしれないわれていないせいかもしれないわれていないせいかもしれない。。。。売売売売却却却却収入収入収入収入はははは、、、、缶缶缶缶のののの売売売売却却却却収入収入収入収入はははは沼津市沼津市沼津市沼津市がいただきがいただきがいただきがいただき、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外はははは地地地地元元元元のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに還還還還元元元元しているがしているがしているがしているが、、、、最最最最近近近近はははは値値値値段段段段がががが下下下下がりがりがりがり、、、、ここここここここ 10101010年年年年程程程程度度度度をををを見見見見るとるとるとると自治会自治会自治会自治会へへへへのののの還還還還元元元元金金金金がががが増増増増ええええていないていないていないていない。。。。市市市市のののの歳歳歳歳入入入入がががが増増増増ええええているのはているのはているのはているのは、、、、アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶がいいがいいがいいがいい値値値値段段段段だかだかだかだからであるらであるらであるらである。。。。最後最後最後最後のののの表表表表はははは、、、、55550000年年年年からからからから平平平平成成成成 11111111年年年年までのまでのまでのまでの累累累累計計計計であるであるであるである。。。。左左左左側側側側のののの計計計計がががが市市市市がががが歳歳歳歳入入入入したしたしたした額額額額７７７７億億億億 2000200020002000 万円万円万円万円、、、、右側右側右側右側のののの計計計計がががが自治会自治会自治会自治会へへへへ還還還還元元元元したしたしたした額額額額３３３３億億億億 6666000000000000 万円万円万円万円であるであるであるである。。。。24242424 年間年間年間年間でででで約約約約 10101010 億億億億8888000000000000 万円万円万円万円のののの資資資資源源源源ごみのごみのごみのごみの売売売売却却却却収入収入収入収入があったがあったがあったがあった。。。。増増増増減減減減はははは資料資料資料資料をををを見見見見ればればればれば一一一一目目目目瞭瞭瞭瞭然然然然であるであるであるである。。。。        司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））        すばらしいおすばらしいおすばらしいおすばらしいお話話話話をおをおをおをお聞聞聞聞かせいただきましてかせいただきましてかせいただきましてかせいただきまして、、、、感感感感謝謝謝謝いたしますいたしますいたしますいたします。。。。        あとのあとのあとのあとの質質質質疑疑疑疑応応応応答答答答のののの司会司会司会司会はははは鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦にバトンタッにバトンタッにバトンタッにバトンタッチチチチしますしますしますします。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        具具具具体的事体的事体的事体的事例例例例としてとしてとしてとして京都府京都府京都府京都府のののの尾形主任尾形主任尾形主任尾形主任、、、、沼津市沼津市沼津市沼津市のののの大澤課長大澤課長大澤課長大澤課長からのからのからのからの発表発表発表発表についてごについてごについてごについてご質問質問質問質問等等等等ががががあればおあればおあればおあればお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        参参参参加者加者加者加者（（（（板橋板橋板橋板橋区区区区））））    
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    大澤課長大澤課長大澤課長大澤課長にににに２２２２点点点点ほほほほどおどおどおどお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。委委委委託託託託化化化化からからからから職職職職場場場場をををを守守守守るるるる取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに関連関連関連関連してしてしてして教教教教ええええていていていていただきたいただきたいただきたいただきたい。。。。現行現行現行現行でででで委委委委託託託託しているしているしているしている部分部分部分部分はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか。。。。板橋板橋板橋板橋区区区区のののの例例例例ではではではでは、、、、収集収集収集収集職職職職員員員員はすはすはすはすべべべべてててて区区区区職職職職員員員員、、、、清掃清掃清掃清掃車車車車のののの運運運運転転転転職職職職員員員員はははは 24242424％％％％がががが区区区区職職職職員員員員、、、、そのそのそのその他他他他はははは車両車両車両車両借借借借りりりり上上上上げでげでげでげで運運運運転転転転手手手手さんはさんはさんはさんは民間民間民間民間のののの方方方方であるであるであるである。。。。委委委委託託託託というというというという意意意意味味味味ではではではでは、、、、資資資資源源源源ごみのうちのごみのうちのごみのうちのごみのうちの瓶瓶瓶瓶、、、、缶缶缶缶はははは 55555555％％％％がががが民間業民間業民間業民間業者者者者のののの収集運収集運収集運収集運搬搬搬搬になになになになっているっているっているっている。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの話話話話ではすではすではすではすべべべべてててて直直直直営営営営なのかとなのかとなのかとなのかと思思思思うがうがうがうが、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。        燃燃燃燃やすごみはやすごみはやすごみはやすごみは週週週週２２２２回回回回収集収集収集収集でででで、、、、あとはあとはあとはあとは月月月月１１１１回回回回となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、土土土土曜曜曜曜日日日日のののの収集収集収集収集はどうなってはどうなってはどうなってはどうなっているのかいるのかいるのかいるのか。。。。板橋板橋板橋板橋区区区区ではではではでは、、、、燃燃燃燃やすごみはやすごみはやすごみはやすごみは同同同同じじじじ週週週週２２２２回回回回、、、、月月月月木木木木、、、、火火火火金金金金、、、、水土水土水土水土のののの３３３３班班班班にににに分分分分けているけているけているけているがががが、、、、土土土土曜曜曜曜のののの収集収集収集収集はされているはされているはされているはされているのかのかのかのか。。。。されているされているされているされている場合場合場合場合はははは職職職職員員員員のののの手当手当手当手当をどうされているのかをどうされているのかをどうされているのかをどうされているのか、、、、教教教教ええええていただきたいていただきたいていただきたいていただきたい。。。。        大澤課長大澤課長大澤課長大澤課長        燃燃燃燃やすごみについてはもともとやすごみについてはもともとやすごみについてはもともとやすごみについてはもともと委委委委託託託託化化化化がががが進進進進んでいたんでいたんでいたんでいた。。。。現現現現在在在在、、、、面面面面積積積積にしてにしてにしてにして市市市市域域域域のののの７７７７割割割割がががが委委委委託託託託、、、、３３３３割割割割がががが直直直直営営営営でありでありでありであり、、、、資資資資源源源源ごみとごみとごみとごみと埋埋埋埋立立立立ごみはごみはごみはごみは直直直直営営営営であるであるであるである。。。。プラスプラスプラスプラスチチチチックごみはックごみはックごみはックごみは週週週週１１１１回回回回、、、、平平平平成成成成 11111111年度年度年度年度からからからからふえふえふえふえたがたがたがたが、、、、これもこれもこれもこれも燃燃燃燃やすごみのステーションでやすごみのステーションでやすごみのステーションでやすごみのステーションで取取取取っているのでっているのでっているのでっているので、、、、７７７７割割割割がががが委委委委託託託託、、、、直直直直営営営営がががが３３３３割割割割であるであるであるである。。。。        土土土土曜曜曜曜日日日日のののの収集収集収集収集もももも行行行行っているがっているがっているがっているが、、、、特特特特別別別別なななな手当手当手当手当はははは出出出出していないしていないしていないしていない。。。。        参参参参加者加者加者加者（（（（板橋板橋板橋板橋区区区区））））        職職職職員員員員はははは交交交交代代代代でででで行行行行っているのかっているのかっているのかっているのか。。。。        大澤課長大澤課長大澤課長大澤課長        そうであるそうであるそうであるそうである。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        今今今今日日日日はははは自治体自治体自治体自治体ではではではでは、、、、秋秋秋秋田県田県田県田県、、、、青青青青森森森森県県県県、、、、石石石石川川川川県県県県、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県、、、、板橋板橋板橋板橋区区区区、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県、、、、京都府京都府京都府京都府、、、、静岡静岡静岡静岡県県県県、、、、上上上上越越越越市市市市、、、、世世世世田田田田谷谷谷谷区区区区、、、、徳徳徳徳島島島島県県県県、、、、沼津市沼津市沼津市沼津市等等等等のメンバーにおのメンバーにおのメンバーにおのメンバーにお集集集集まりいただいているとまりいただいているとまりいただいているとまりいただいていると同同同同時時時時にににに、、、、産業界産業界産業界産業界からもからもからもからも大大大大分来分来分来分来ていただいているていただいているていただいているていただいている。。。。今日今日今日今日はははは法法法法制制制制度度度度のおのおのおのお話話話話並並並並びにびにびにびに現場現場現場現場感感感感覚覚覚覚のおのおのおのお話話話話をいたをいたをいたをいただきましただきましただきましただきました。。。。ごごごご質問質問質問質問がなければがなければがなければがなければ、、、、具具具具体的体的体的体的にににに取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを中中中中央官央官央官央官庁庁庁庁からからからから自治体自治体自治体自治体のののの方方方方にににに移移移移行行行行されされされされていくていくていくていく中中中中でででで、、、、京都府京都府京都府京都府のようなのようなのようなのような取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは即即即即中中中中央官央官央官央官庁庁庁庁もごらんになるところであろうかともごらんになるところであろうかともごらんになるところであろうかともごらんになるところであろうかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、何何何何かかかかココココメントがあればおメントがあればおメントがあればおメントがあればお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進課推進課推進課推進課    伊伊伊伊藤藤藤藤氏氏氏氏        本本本本来来来来であればであればであればであれば田辺田辺田辺田辺がここでおがここでおがここでおがここでお話話話話をさせていただくところであるがをさせていただくところであるがをさせていただくところであるがをさせていただくところであるが、、、、私私私私はははは田辺田辺田辺田辺のののの下下下下でででで働働働働いいいいているているているている伊伊伊伊藤藤藤藤とととと申申申申しますしますしますします。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        京都府京都府京都府京都府のののの事事事事例例例例はははは、、、、包包包包括括括括的的的的にににに検討検討検討検討していただけるのはしていただけるのはしていただけるのはしていただけるのは我我我我々々々々のののの容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法、、、、資資資資源源源源循環型循環型循環型循環型もももも含含含含めためためためた政府政府政府政府全全全全体体体体のののの基基基基本推進法本推進法本推進法本推進法にににに関係関係関係関係したしたしたした形形形形からからからから見見見見てもてもてもても非常非常非常非常にににに具具具具体的体的体的体的なななな展展展展開開開開がががが行行行行わわわわれれれれ、、、、先先先先進事進事進事進事例例例例としてとしてとしてとして我我我我々々々々もももも改改改改めてめてめてめて勉勉勉勉強強強強させていただいたさせていただいたさせていただいたさせていただいた。。。。今回参今回参今回参今回参加加加加させていただきさせていただきさせていただきさせていただき、、、、非常非常非常非常にににに有意義有意義有意義有意義だったとだったとだったとだったと感感感感じじじじているているているている。。。。        沼津市沼津市沼津市沼津市のののの事事事事例例例例についておについておについておについてお話話話話をしたいをしたいをしたいをしたい。。。。私私私私どものどものどものどもの部部部部屋屋屋屋にににに今今今今、、、、東東東東京都京都京都京都のののの方方方方がががが出向出向出向出向でででで来来来来られてられてられてられているいるいるいる。。。。東東東東京都京都京都京都からからからから 22223333 区区区区にににに事業事業事業事業展展展展開開開開しししし、、、、収集収集収集収集のののの仕仕仕仕方方方方についてはについてはについてはについては 22223333 通通通通りのりのりのりの方法方法方法方法がががが出出出出てきててきててきててきて微微微微
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妙妙妙妙にににに違違違違っているっているっているっている。。。。22223333 通通通通りのりのりのりの方法方法方法方法についてについてについてについて東東東東京都京都京都京都としてとらまとしてとらまとしてとらまとしてとらまええええていきたいのでていきたいのでていきたいのでていきたいので、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のののの協協協協力力力力やややや環境省環境省環境省環境省のののの全全全全体的体的体的体的なフレームワークをなフレームワークをなフレームワークをなフレームワークを進進進進めていきたいとしているめていきたいとしているめていきたいとしているめていきたいとしている。。。。井井井井手手手手市長市長市長市長はははは最最最最終終終終的的的的にににに現場現場現場現場のののの方方方方々々々々のののの意見意見意見意見をををを取取取取りりりり入入入入れてれてれてれて決断決断決断決断されたされたされたされた。「。「。「。「変変変変身身身身するするするするぞぞぞぞ    使使使使ええええるるるるぞぞぞぞ」」」」のののの方向方向方向方向がががが資資資資源源源源循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をあらわすをあらわすをあらわすをあらわす耳耳耳耳ざわりのいいざわりのいいざわりのいいざわりのいい言言言言葉葉葉葉としてとしてとしてとして当当当当省省省省のののの中中中中でででで使使使使わせていただければとわせていただければとわせていただければとわせていただければと思思思思うううう。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        京都府京都府京都府京都府のごのごのごのご説明説明説明説明がはんなりというがはんなりというがはんなりというがはんなりという感感感感覚覚覚覚であればであればであればであれば、、、、沼津市沼津市沼津市沼津市のごのごのごのご説明説明説明説明はかなりはかなりはかなりはかなり現場現場現場現場感感感感覚覚覚覚でででで、、、、プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトＸＸＸＸ版版版版・・・・沼津事沼津事沼津事沼津事例例例例ということでということでということでということでぜひぜひぜひぜひＮＮＮＮＨＨＨＨＫＫＫＫサイサイサイサイドドドドにもごにもごにもごにもご紹介紹介紹介紹介したしたしたした方方方方ががががいいのでいいのでいいのでいいのではないでしはないでしはないでしはないでしょょょょうかうかうかうか。。。。語語語語りりりり部口調部口調部口調部口調でプレゼンテーションとしてもでプレゼンテーションとしてもでプレゼンテーションとしてもでプレゼンテーションとしても非常非常非常非常にににに勉勉勉勉強強強強させていただいさせていただいさせていただいさせていただいたところがありますたところがありますたところがありますたところがあります。。。。皆皆皆皆さんからさんからさんからさんから何何何何かごかごかごかご質問質問質問質問があればおがあればおがあればおがあればお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        国連大学高国連大学高国連大学高国連大学高等等等等研究研究研究研究所所所所    近近近近藤藤藤藤上上上上級級級級研究研究研究研究員員員員        京都府京都府京都府京都府のののの方方方方にににに質問質問質問質問をしたいをしたいをしたいをしたい。。。。例例例例ええええばプラスばプラスばプラスばプラスチチチチックックックック業界業界業界業界のののの方方方方たちはたちはたちはたちは、、、、リリリリデデデデュースやリュースやリュースやリュースやリユユユユーーーーズズズズにみんながにみんながにみんながにみんなが参参参参加加加加しししし始始始始めるとめるとめるとめると、、、、そういうそういうそういうそういう産業産業産業産業はははは苦苦苦苦しいしいしいしい。。。。そういうそういうそういうそういう産業産業産業産業へへへへのののの援助援助援助援助はどのようはどのようはどのようはどのようなななな取取取取りりりり組組組組みをしているのかみをしているのかみをしているのかみをしているのか、、、、おおおお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。        尾形主任尾形主任尾形主任尾形主任        民間事業民間事業民間事業民間事業者者者者にににに対対対対するするするする支援支援支援支援はははは、、、、商商商商工工工工関係関係関係関係のののの部部部部署署署署のののの融融融融資資資資制制制制度度度度等等等等はあるはあるはあるはある。。。。工工工工業業業業、、、、商商商商業業業業のののの分野分野分野分野にににに対対対対するするするする補助補助補助補助事業事業事業事業はははは、、、、研究研究研究研究段段段段階階階階やややや先先先先進的進的進的進的なものについてはあるがなものについてはあるがなものについてはあるがなものについてはあるが、、、、京都府京都府京都府京都府のレのレのレのレベベベベルでルでルでルで一般一般一般一般のののの産業産業産業産業にににに対対対対してしてしてして補助補助補助補助をををを行行行行うことはうことはうことはうことは、、、、予算予算予算予算的的的的なななな話話話話もももも特特特特定定定定のところにのところにのところにのところに支援支援支援支援するするするする立場立場立場立場からもからもからもからも割割割割とととと難難難難しいしいしいしい状状状状況況況況になっているになっているになっているになっている。。。。市市市市町村町村町村町村にににに対対対対するするするする補助補助補助補助はあるがはあるがはあるがはあるが、、、、事業事業事業事業者者者者にににに対対対対するするするする補助補助補助補助はははは難難難難しいしいしいしい状状状状況況況況であるであるであるである。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        特特特特にごにごにごにご質問質問質問質問がなければがなければがなければがなければ閉閉閉閉会会会会したいとしたいとしたいとしたいと思思思思うがうがうがうが、、、、坂本坂本坂本坂本からからからから案内案内案内案内並並並並びにまとめをおびにまとめをおびにまとめをおびにまとめをお願願願願いしていしていしていして終終終終わりにしたいわりにしたいわりにしたいわりにしたい。。。。        司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））        本日本日本日本日はおはおはおはお忙忙忙忙しいところしいところしいところしいところ、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。        次次次次回回回回はははは、、、、研究会研究会研究会研究会ⅡⅡⅡⅡ・・・・「「「「環境学習環境学習環境学習環境学習とととと市民意識市民意識市民意識市民意識のののの改革改革改革改革」」」」をををを２２２２月月月月８８８８日日日日にこのにこのにこのにこの場場場場でででで開開開開催催催催するするするする予予予予定定定定でででですすすす。。。。キキキキーーーーノノノノートスートスートスートスピピピピーーーーカカカカーはーはーはーは東東東東京京京京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学のののの木俣木俣木俣木俣先生先生先生先生からごからごからごからご発表発表発表発表をいただきますをいただきますをいただきますをいただきます。。。。木俣木俣木俣木俣先先先先生生生生はははは雑雑雑雑穀穀穀穀のののの専門専門専門専門家家家家でででで海海海海外外外外にもたくさんにもたくさんにもたくさんにもたくさん技術支援技術支援技術支援技術支援なさっていらっしなさっていらっしなさっていらっしなさっていらっしゃゃゃゃるとるとるとると同同同同時時時時にににに、「、「、「、「農農農農村村村村とととと都市都市都市都市をををを結結結結ぶぶぶぶ環境学習環境学習環境学習環境学習」」」」をををを進進進進めていられるめていられるめていられるめていられる日本日本日本日本のののの第第第第一一一一人人人人者者者者ですですですです。。。。自治体自治体自治体自治体からはからはからはからは、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県とととと北北北北九州九州九州九州市市市市のののの事事事事例例例例発表発表発表発表をををを予予予予定定定定しておりますしておりますしておりますしております。。。。岩岩岩岩手手手手県県県県からはからはからはからは、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県発発発発展展展展ののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドド「「「「人人人人、、、、情情情情報報報報、、、、環境環境環境環境」」」」にににに基基基基づづづづいたいたいたいた環境学習環境学習環境学習環境学習のののの進進進進めめめめ方方方方のののの、、、、北九州北九州北九州北九州市市市市からはからはからはからは先先先先進環境自治体進環境自治体進環境自治体進環境自治体のののの環境学習環境学習環境学習環境学習；；；；どのようにしてどのようにしてどのようにしてどのようにして市民意識市民意識市民意識市民意識のののの合意形成合意形成合意形成合意形成をしているかのごをしているかのごをしているかのごをしているかのご発表発表発表発表をいただけるをいただけるをいただけるをいただける予予予予定定定定ですですですです。。。。皆様大皆様大皆様大皆様大変変変変おおおお忙忙忙忙しいとしいとしいとしいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ぜひぜひぜひぜひともごともごともごともご出席出席出席出席をををを賜賜賜賜りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。        本日本日本日本日はどうもありがとうございましたはどうもありがとうございましたはどうもありがとうございましたはどうもありがとうございました。。。。            
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    文文文文責責責責            国連大学高国連大学高国連大学高国連大学高等等等等研究研究研究研究所所所所        坂本坂本坂本坂本憲憲憲憲一一一一        萬木慶萬木慶萬木慶萬木慶子子子子                                                                                                                                                            
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４４４４－－－－１１１１    研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠ・・・・ⅡⅡⅡⅡ    合合合合同同同同第第第第４４４４回回回回ワークショップワークショップワークショップワークショップ議事録議事録議事録議事録        
国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム    

    

第第第第４４４４回回回回ワークショップワークショップワークショップワークショップ    

リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進・・・・環境学習統合研究会環境学習統合研究会環境学習統合研究会環境学習統合研究会    

    日日日日        時時時時：：：：2002200220022002 年年年年３３３３月月月月 27272727 日日日日（（（（水水水水））））        13131313 時時時時 28282828 分分分分～～～～17171717 時時時時 11111111 分分分分    場場場場        所所所所：：：：国連大学高等研究所国連大学高等研究所国連大学高等研究所国連大学高等研究所        １１１１階階階階セミナールームセミナールームセミナールームセミナールーム            講講講講    演演演演：：：：①①①①国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会長会長会長会長                                        山路敬三山路敬三山路敬三山路敬三    氏氏氏氏                    ②②②②ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人・・・・環境文明環境文明環境文明環境文明 21212121 代表代表代表代表                                                            加藤三郎加藤三郎加藤三郎加藤三郎    氏氏氏氏    パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション：：：：        コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター    環境文明環境文明環境文明環境文明 21212121 代表代表代表代表                                                                    加藤三郎加藤三郎加藤三郎加藤三郎    氏氏氏氏            パネリストパネリストパネリストパネリスト:      :      :      :          山形県立川町町長山形県立川町町長山形県立川町町長山形県立川町町長                                                                                                        清野義勝清野義勝清野義勝清野義勝    氏氏氏氏                岩手県資源循環推進課課長補佐岩手県資源循環推進課課長補佐岩手県資源循環推進課課長補佐岩手県資源循環推進課課長補佐                                                                                    菅野洋樹菅野洋樹菅野洋樹菅野洋樹    氏氏氏氏                太平洋太平洋太平洋太平洋セメントセメントセメントセメント専務取締役専務取締役専務取締役専務取締役                                                                                            谷口正次谷口正次谷口正次谷口正次    氏氏氏氏                ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人・グローバルスポーツアライアンス・グローバルスポーツアライアンス・グローバルスポーツアライアンス・グローバルスポーツアライアンス常任理事常任理事常任理事常任理事            岡田達雄岡田達雄岡田達雄岡田達雄    氏氏氏氏                環境省大臣官房廃棄物環境省大臣官房廃棄物環境省大臣官房廃棄物環境省大臣官房廃棄物・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル対策部企画課課長対策部企画課課長対策部企画課課長対策部企画課課長                江口隆裕江口隆裕江口隆裕江口隆裕    氏氏氏氏                経済産業省産業技術環境局経済産業省産業技術環境局経済産業省産業技術環境局経済産業省産業技術環境局リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進課課長補佐推進課課長補佐推進課課長補佐推進課課長補佐                山内輝暢山内輝暢山内輝暢山内輝暢    氏氏氏氏    
        司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））        私私私私はははは本日本日本日本日のののの司会司会司会司会をををを務務務務めますめますめますめます国連大学高国連大学高国連大学高国連大学高等等等等研究研究研究研究所所所所のののの坂本坂本坂本坂本でございますでございますでございますでございます。。。。本日本日本日本日はははは年度年度年度年度末末末末のおのおのおのお忙忙忙忙しいところしいところしいところしいところ、、、、またまたまたまた雨雨雨雨にもかかわらにもかかわらにもかかわらにもかかわらずずずず、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん多多多多数数数数おいでいただきおいでいただきおいでいただきおいでいただき、、、、大変大変大変大変ありがとうござありがとうござありがとうござありがとうございますいますいますいます。。。。本研究会本研究会本研究会本研究会はははは、、、、ゼロエミッションフォーラムをゼロエミッションフォーラムをゼロエミッションフォーラムをゼロエミッションフォーラムを構構構構成成成成しているしているしているしている会会会会員員員員のののの皆様皆様皆様皆様とととと相相相相談談談談のののの上上上上、、、、特特特特にににに自治体自治体自治体自治体のののの皆様皆様皆様皆様からからからから積積積積極極極極的的的的ななななごごごご意見意見意見意見をちをちをちをちょょょょうだいしうだいしうだいしうだいし、、、、昨年昨年昨年昨年９９９９月月月月からからからから２２２２つのつのつのつの研究会研究会研究会研究会をををを立立立立ちちちち上上上上げたげたげたげた。。。。１１１１つはリサイクルつはリサイクルつはリサイクルつはリサイクル推進推進推進推進、、、、１１１１つはつはつはつは環境学習環境学習環境学習環境学習をををを通通通通してのしてのしてのしての市民意識市民意識市民意識市民意識のののの２２２２つのテーマであつのテーマであつのテーマであつのテーマであるるるる。。。。各各各各テーマはテーマはテーマはテーマは年度年度年度年度内内内内にににに４４４４回回回回計計計計画画画画していたがしていたがしていたがしていたが、、、、本日本日本日本日はははは２２２２つのつのつのつの研究会研究会研究会研究会をををを１１１１つにまとめつにまとめつにまとめつにまとめ、、、、最最最最終終終終のののの研究会研究会研究会研究会とさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたい。。。。        本日本日本日本日のののの式次式次式次式次第第第第はははは、、、、ままままずずずずゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会長会長会長会長のののの山路山路山路山路敬敬敬敬三三三三様様様様からからからから、、、、ゼロエミッゼロエミッゼロエミッゼロエミッションションションション活動活動活動活動全全全全体体体体についてのについてのについてのについての発表発表発表発表をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、そのそのそのその後後後後、、、、ＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯ法人法人法人法人・・・・環境環境環境環境文文文文明明明明 21212121 代代代代表表表表のののの加加加加藤藤藤藤三三三三郎郎郎郎先生先生先生先生からからからから「「「「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成ににににむむむむけてけてけてけて－－－－各各各各ステークステークステークステークホホホホルダーのルダーのルダーのルダーの協協協協同同同同」」」」とととと題題題題したしたしたした発表発表発表発表ををををいただくいただくいただくいただく予予予予定定定定ですですですです。。。。そのそのそのその後後後後、、、、11115555 分分分分のののの休憩休憩休憩休憩をををを挟挟挟挟みみみみ、、、、パパパパネネネネルルルル討討討討議議議議にににに入入入入らせていただきますらせていただきますらせていただきますらせていただきます。。。。本本本本日日日日、、、、加加加加藤藤藤藤先生先生先生先生ににににココココーーーーディネディネディネディネーターをおーターをおーターをおーターをお願願願願いしていますがいしていますがいしていますがいしていますが、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外にパにパにパにパネネネネリストとしてリストとしてリストとしてリストとして山山山山形県立形県立形県立形県立川川川川町町町町のののの清清清清野町野町野町野町長様長様長様長様、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県のののの菅菅菅菅野野野野課長課長課長課長補補補補佐佐佐佐様様様様、、、、太太太太平平平平洋洋洋洋セメントセメントセメントセメント専専専専務務務務のののの谷谷谷谷口口口口様様様様、、、、ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法人法人法人法人・・・・ググググローバル・スローバル・スローバル・スローバル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンスの・アライアンスの・アライアンスの・アライアンスの常任常任常任常任理理理理事事事事のののの岡田様岡田様岡田様岡田様、、、、環境省大環境省大環境省大環境省大臣臣臣臣官官官官房房房房のののの企企企企
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画課長画課長画課長画課長のののの江江江江口口口口様様様様、、、、経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル課課長課課長課課長課課長補補補補佐佐佐佐のののの山山山山内内内内様様様様をおをおをおをお願願願願いしていますいしていますいしていますいしています。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        それではそれではそれではそれでは、、、、山路山路山路山路会長会長会長会長、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        山路山路山路山路会長会長会長会長        本日本日本日本日はははは悪悪悪悪天天天天候候候候及及及及びびびび寒寒寒寒さがさがさがさがぶぶぶぶりりりり返返返返したしたしたした中中中中、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県等等等等遠遠遠遠方方方方のののの方方方方にもにもにもにもおいでいただきおいでいただきおいでいただきおいでいただき、、、、ありがありがありがありがとうございますとうございますとうございますとうございます。。。。本本本本ワークショップもワークショップもワークショップもワークショップも、、、、坂本坂本坂本坂本さんがさんがさんがさんが大変大変大変大変熱熱熱熱をををを入入入入れてれてれてれて最最最最初初初初のののの企画企画企画企画からからからから始始始始めらめらめらめられれれれ、、、、これだけこれだけこれだけこれだけ皆様皆様皆様皆様がががが集集集集まってくださるようになってまってくださるようになってまってくださるようになってまってくださるようになって本本本本当当当当にうれしくにうれしくにうれしくにうれしく思思思思っていますっていますっていますっています。。。。皆様皆様皆様皆様ののののごごごご協協協協力力力力のおかげとおのおかげとおのおかげとおのおかげとお礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げたいげたいげたいげたい。。。。        ゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムの行動行動行動行動原原原原則則則則のののの第第第第一一一一にににに、、、、時時時時のののの流流流流れをれをれをれを一一一一歩歩歩歩先先先先行行行行しようというこしようというこしようというこしようということがあるとがあるとがあるとがある。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、時時時時のののの流流流流れにれにれにれに従従従従いいいい、、、、一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命地道地道地道地道にににに行動行動行動行動することもすることもすることもすることも大大大大切切切切でありでありでありであり、、、、そのそのそのそのためにためにためにためにベベベベストプラクテストプラクテストプラクテストプラクティィィィスをスをスをスを積積積積みみみみ上上上上げげげげ、、、、そのそのそのその実行実行実行実行をををを推推推推奨奨奨奨していくことがあるしていくことがあるしていくことがあるしていくことがある。。。。本日本日本日本日はははは、、、、ゼゼゼゼロエミッションとしてもロエミッションとしてもロエミッションとしてもロエミッションとしても先先先先をををを見見見見てみようというおてみようというおてみようというおてみようというお話話話話をしたをしたをしたをしたいいいい。。。。        ゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションは 1111999999994444年年年年にににに国連大学国連大学国連大学国連大学でででで提提提提唱唱唱唱されたされたされたされた。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学のののの本本本本部部部部はははは日本日本日本日本でありでありでありであり、、、、日日日日本本本本発発発発ののののココココンセプトでありンセプトでありンセプトでありンセプトであり、、、、ここにおられるここにおられるここにおられるここにおられる鵜浦氏鵜浦氏鵜浦氏鵜浦氏はそのはそのはそのはその中中中中心心心心人人人人物物物物のののの一一一一人人人人であったであったであったであった。。。。それにそれにそれにそれに共共共共鳴鳴鳴鳴しししし、、、、我我我我々々々々もおもおもおもお手手手手伝伝伝伝いをさせていただいてきたいをさせていただいてきたいをさせていただいてきたいをさせていただいてきた。。。。そのそのそのその際際際際、、、、排排排排出出出出物物物物やややや大大大大気気気気汚染汚染汚染汚染等等等等をををを限限限限りなりなりなりなくゼロにくゼロにくゼロにくゼロに持持持持っていこうというっていこうというっていこうというっていこうという高高高高いいいい目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げげげげ、、、、特特特特にクラスターにクラスターにクラスターにクラスターづづづづくりをくりをくりをくりを中中中中心心心心にににに推進推進推進推進してきしてきしてきしてきたたたた。。。。しかししかししかししかし、、、、モモモモトトトトモモモモトゼロエミッションのトゼロエミッションのトゼロエミッションのトゼロエミッションの根根根根本的本的本的本的ななななねねねねらいはらいはらいはらいは、、、、持持持持続可能続可能続可能続可能なななな社会社会社会社会をつくるたをつくるたをつくるたをつくるためのめのめのめの活動活動活動活動であったであったであったであった。。。。そこでそこでそこでそこで今日今日今日今日はははは、、、、環境問環境問環境問環境問題題題題、、、、ごみのごみのごみのごみの問問問問題題題題以以以以外外外外にもにもにもにも広広広広げてげてげてげて考考考考ええええていくていくていくていく必要必要必要必要があるのではないかといがあるのではないかといがあるのではないかといがあるのではないかというううう方向方向方向方向からおからおからおからお話話話話をさせていただこうとをさせていただこうとをさせていただこうとをさせていただこうと思思思思うううう。。。。        資料資料資料資料１１１１ペペペページにージにージにージに、、、、真真真真のゼロエミッションをのゼロエミッションをのゼロエミッションをのゼロエミッションを目指目指目指目指そうとそうとそうとそうと書書書書いたいたいたいた。。。。これはこれはこれはこれは最最最最近近近近、、、、私私私私がががが考考考考ええええたたたた言言言言葉葉葉葉でありでありでありであり、、、、まだまだまだまだ内容内容内容内容もももも煮煮煮煮詰詰詰詰まっていないのでまっていないのでまっていないのでまっていないので、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方のごのごのごのご理理理理解解解解をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、まとまるもまとまるもまとまるもまとまるものならばまとめていきたいのならばまとめていきたいのならばまとめていきたいのならばまとめていきたい。。。。ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション活動活動活動活動のののの最最最最初初初初ののののねねねねらいであるらいであるらいであるらいである、、、、持持持持続可能続可能続可能続可能なななな社社社社会会会会のののの実現実現実現実現にににに戻戻戻戻ろうではないかということであるろうではないかということであるろうではないかということであるろうではないかということである。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、環境活動環境活動環境活動環境活動だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、経経経経済活動済活動済活動済活動、、、、社会活動社会活動社会活動社会活動もももも持持持持続可能続可能続可能続可能にしていかなくてはいけないにしていかなくてはいけないにしていかなくてはいけないにしていかなくてはいけない。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、長長長長期期期期的的的的視視視視点点点点にににに立立立立ってってってって経済的経済的経済的経済的、、、、環境的環境的環境的環境的、、、、社会的社会的社会的社会的にもにもにもにも限限限限りなくりなくりなくりなくむむむむだをなくすだをなくすだをなくすだをなくす方向方向方向方向にににに行行行行くくくくべべべべきではきではきではきではなかろうかなかろうかなかろうかなかろうか。。。。経済活動経済活動経済活動経済活動ではではではでは経済経済経済経済、、、、資本資本資本資本のロスをのロスをのロスをのロスを追追追追求求求求するするするする。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、経済活動経済活動経済活動経済活動にににに貢献貢献貢献貢献することすることすることすること。。。。環境環境環境環境につにつにつについてはいてはいてはいては、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん最最最最初初初初ののののねねねねらいでありらいでありらいでありらいであり、、、、環境環境環境環境、、、、自自自自然然然然、、、、資資資資源源源源、、、、エエエエネネネネルルルルギギギギーのーのーのーのむむむむだをなくすだをなくすだをなくすだをなくす。。。。社会活動社会活動社会活動社会活動についてはについてはについてはについては、、、、社会社会社会社会やややや人間人間人間人間のロスをなくしのロスをなくしのロスをなくしのロスをなくし、、、、社会社会社会社会にににに貢献貢献貢献貢献しようではないかしようではないかしようではないかしようではないか。。。。それにそれにそれにそれによりトータルでサステーよりトータルでサステーよりトータルでサステーよりトータルでサステーナブナブナブナブルなルなルなルな社会社会社会社会をつくるをつくるをつくるをつくる運運運運動動動動にまでにまでにまでにまで今後今後今後今後だんだんだんだんだんだんだんだん広広広広げていこうとげていこうとげていこうとげていこうと考考考考ええええたたたた。。。。        それではそれではそれではそれでは、、、、どんなどんなどんなどんな例例例例があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。生生生生産産産産、、、、製品製品製品製品、、、、製品製品製品製品のののの循環循環循環循環、、、、地域地域地域地域にににに分分分分けてけてけてけて幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの例例例例をををを申申申申しししし上上上上げたいげたいげたいげたい。。。。ままままずずずず、、、、生生生生産産産産、、、、物物物物づづづづくりについてはくりについてはくりについてはくりについては、、、、当初当初当初当初からゼロエミッションがからゼロエミッションがからゼロエミッションがからゼロエミッションが推推推推奨奨奨奨してしてしてしてきたきたきたきた産業産業産業産業のクのクのクのクラスターラスターラスターラスターづづづづくりがあるくりがあるくりがあるくりがある。。。。        クラスターとはクラスターとはクラスターとはクラスターとは、、、、ＡＡＡＡ工工工工場場場場のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ををををＢＢＢＢ工工工工場場場場がががが原材原材原材原材料料料料としてとしてとしてとして受受受受けけけけ入入入入れれれれ、、、、ＢＢＢＢ工工工工場場場場のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ををををＣＣＣＣ工工工工場場場場がががが原材原材原材原材料料料料としてとしてとしてとして受受受受けけけけ入入入入れていきれていきれていきれていき、、、、うまくいけばうまくいけばうまくいけばうまくいけばＺＺＺＺ工工工工場場場場のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが最最最最初初初初ののののＡＡＡＡ工工工工場場場場のののの原原原原材材材材料料料料となればとなればとなればとなれば完結完結完結完結するするするする。。。。いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる自自自自然然然然のののの中中中中でででで生態系生態系生態系生態系がエがエがエがエココココシステムのシステムのシステムのシステムの形形形形でででで循環循環循環循環するのとするのとするのとするのと同同同同様様様様にににに、、、、インダストリーのインダストリーのインダストリーのインダストリーの中中中中でもでもでもでも循環循環循環循環をををを積積積積極極極極的的的的につくっていこうというにつくっていこうというにつくっていこうというにつくっていこうという提提提提唱唱唱唱であったがであったがであったがであったが、、、、経経経経済済済済面面面面からからからから見見見見るとるとるとると廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを原材原材原材原材料料料料、、、、価値価値価値価値のののの高高高高いいいい有有有有価価価価物物物物としてとしてとしてとして利用利用利用利用するするするする面面面面でででで経済的経済的経済的経済的なななな価値価値価値価値があがあがあがあるとるとるとると思思思思うううう。。。。環境環境環境環境面面面面はもちろんはもちろんはもちろんはもちろん、、、、産業産業産業産業ググググループループループループ全全全全体体体体としてゼロエミッションをとしてゼロエミッションをとしてゼロエミッションをとしてゼロエミッションを達達達達成成成成できるメできるメできるメできるメ
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リットがリットがリットがリットがあるあるあるある。。。。社会社会社会社会面面面面ではではではでは、、、、工工工工業化社会業化社会業化社会業化社会にににに自自自自然然然然のエのエのエのエココココシステムをシステムをシステムをシステムを導導導導入入入入できたできたできたできた点点点点でででで価値価値価値価値があがあがあがあるとるとるとると思思思思うううう。。。。        次次次次にににに、、、、製品製品製品製品についてについてについてについて考考考考ええええてみたいてみたいてみたいてみたい。。。。ここでライフ・サイクル・バリューというここでライフ・サイクル・バリューというここでライフ・サイクル・バリューというここでライフ・サイクル・バリューという言言言言葉葉葉葉をををを持持持持ちちちち出出出出したがしたがしたがしたが、、、、ライフ・サイクル・バリューはライフ・サイクル・バリューはライフ・サイクル・バリューはライフ・サイクル・バリューは経済経済経済経済価値価値価値価値、、、、環境環境環境環境価値価値価値価値、、、、社会社会社会社会価値価値価値価値のののの３３３３つでつでつでつで成成成成りりりり立立立立っているものであるとっているものであるとっているものであるとっているものであると定定定定義義義義をしているをしているをしているをしている。。。。日本日本日本日本工工工工学学学学アアアアカデカデカデカデミーにあるミーにあるミーにあるミーにある地地地地球球球球環境環境環境環境専門専門専門専門部部部部会会会会ののののワーワーワーワーキキキキンンンンググググググググループでループでループでループで出出出出したしたしたした結結結結論論論論であるであるであるである。。。。        ままままずずずず、、、、経済経済経済経済価値価値価値価値はははは商商商商品品品品としてとしてとしてとして持持持持たなければならないたなければならないたなければならないたなければならない基基基基本的本的本的本的なものでありなものでありなものでありなものであり、、、、機能機能機能機能、、、、品品品品質質質質、、、、ココココストストストスト、、、、納納納納期期期期、、、、物理物理物理物理的的的的寿寿寿寿命命命命等等等等があるがあるがあるがある。。。。物物物物をををを買買買買うときにうときにうときにうときに、、、、我我我我々々々々がこれまでがこれまでがこれまでがこれまで判断判断判断判断してきたしてきたしてきたしてきた価値価値価値価値であるであるであるである。。。。        最最最最近近近近ではではではでは、、、、環境環境環境環境価値価値価値価値がががが必要必要必要必要ではないかとではないかとではないかとではないかと言言言言われているわれているわれているわれている。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、地地地地球球球球配配配配慮慮慮慮のののの価値価値価値価値であであであであるるるる。。。。例例例例ええええばライフサイクルでそのばライフサイクルでそのばライフサイクルでそのばライフサイクルでその商商商商品品品品がどのがどのがどのがどの程程程程度度度度のエのエのエのエネネネネルルルルギギギギーをーをーをーを消費消費消費消費するかするかするかするか。。。。特特特特にににに電電電電気気気気製製製製品品品品やややや車車車車はははは、、、、おおおお客客客客様様様様のののの手手手手にににに移移移移りりりり、、、、使用使用使用使用しているしているしているしている間間間間のエのエのエのエネネネネルルルルギギギギーーーー消費消費消費消費がががが大大大大きいきいきいきい。。。。ランランランランニニニニンンンンググググエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー消費消費消費消費をどのくらいをどのくらいをどのくらいをどのくらい少少少少なくできたかなくできたかなくできたかなくできたか。。。。経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省でででで行行行行っているトップランっているトップランっているトップランっているトップランナナナナーーーー方方方方式式式式のトップランのトップランのトップランのトップランナナナナーをーをーをーを続続続続けられるかけられるかけられるかけられるか。。。。幾幾幾幾らリサイクルをやってもらリサイクルをやってもらリサイクルをやってもらリサイクルをやっても、、、、地下地下地下地下資資資資源源源源はははは将来将来将来将来なくなるなくなるなくなるなくなるのでのでのでので、、、、早早早早いいいい段段段段階階階階からからからから地下地下地下地下資資資資源源源源をををを動動動動植植植植物物物物ベベベベースのースのースのースの資資資資源源源源にににに置置置置きかきかきかきかええええておくことがておくことがておくことがておくことが必要必要必要必要ではなかではなかではなかではなかろうかろうかろうかろうか。。。。非非非非枯渇枯渇枯渇枯渇資資資資源源源源にどのくらいにどのくらいにどのくらいにどのくらい置置置置きかきかきかきかええええたかであるたかであるたかであるたかである。。。。もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは、、、、機能機能機能機能的的的的寿寿寿寿命命命命がどのくがどのくがどのくがどのくらいでらいでらいでらいで終終終終わるかわるかわるかわるか。。。。またまたまたまた寿寿寿寿命命命命にはにはにはには２２２２種類種類種類種類ありありありあり、、、、機機機機械械械械がががが摩耗摩耗摩耗摩耗してしてしてして動動動動かなくなりかなくなりかなくなりかなくなり、、、、寿寿寿寿命命命命になるのになるのになるのになるのがががが１１１１つであるがつであるがつであるがつであるが、、、、もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは新新新新しいしいしいしい機能機能機能機能をををを持持持持ったったったった機機機機械械械械がががが出出出出ることであるることであるることであるることである。。。。例例例例ええええばトップラばトップラばトップラばトップランンンンナナナナーがーがーがーが出出出出ることもそうであるがることもそうであるがることもそうであるがることもそうであるが、、、、そうしたそうしたそうしたそうした場合場合場合場合にどうしてもにどうしてもにどうしてもにどうしても前前前前のののの機機機機械械械械はははは寿寿寿寿命命命命になってしになってしになってしになってしまうまうまうまう。。。。それがそれがそれがそれが寿寿寿寿命命命命にならないようににならないようににならないようににならないように、、、、おおおお客客客客様様様様のののの手手手手にあるにあるにあるにある機機機機械械械械をををを直直直直してあげられるしてあげられるしてあげられるしてあげられる設計設計設計設計になになになになっているかであるっているかであるっているかであるっているかである。。。。        社会社会社会社会価値価値価値価値というのはというのはというのはというのは、、、、人間人間人間人間をををを配配配配慮慮慮慮したしたしたした価値価値価値価値であるであるであるである。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、社会的社会的社会的社会的公公公公正正正正にににに欠欠欠欠けるけるけるける商商商商品品品品、、、、最最最最近近近近、、、、乳乳乳乳業会社業会社業会社業会社、、、、食食食食肉肉肉肉そのそのそのその他他他他であったであったであったであった社会的社会的社会的社会的公公公公正正正正をををを欠欠欠欠くくくく商商商商品品品品はははは社会社会社会社会価値価値価値価値ゼロとゼロとゼロとゼロと言言言言わざるをわざるをわざるをわざるを得得得得ないないないない。。。。加加加加ええええてててて、、、、社会社会社会社会文文文文化的化的化的化的なななな存存存存在在在在であるかどうかがであるかどうかがであるかどうかがであるかどうかが大大大大切切切切であるであるであるである。。。。ライフスタイルやライフスタイルやライフスタイルやライフスタイルやビビビビジジジジネネネネススタイルをススタイルをススタイルをススタイルを変変変変ええええるるるる商商商商品品品品であるかであるかであるかであるか。。。。もっともっともっともっと大大大大きくきくきくきく言言言言ええええばばばば、、、、社会社会社会社会システムをシステムをシステムをシステムを変変変変ええええるるるる商商商商品品品品でででであるかがあるかがあるかがあるかが社会社会社会社会価値価値価値価値になるとになるとになるとになると思思思思うううう。。。。時時時時代代代代をををを引引引引っっっっ張張張張っていくっていくっていくっていく商商商商品品品品はははは必必必必ずずずず社会的社会的社会的社会的なななな価値価値価値価値をををを持持持持ってってってっているいるいるいる。。。。        このこのこのこの３３３３つでつでつでつで商商商商品品品品のののの価値価値価値価値をををを決決決決めるめるめるめるべべべべきであるきであるきであるきである。。。。少少少少なくともサステーなくともサステーなくともサステーなくともサステーナブナブナブナブルなルなルなルな社会社会社会社会になったになったになったになったらららら、、、、このこのこのこの３３３３つでつでつでつで決決決決めることがめることがめることがめることが当然当然当然当然のこととなってくるであろうのこととなってくるであろうのこととなってくるであろうのこととなってくるであろう。。。。今今今今からからからから癖癖癖癖をつけをつけをつけをつけ、、、、商商商商品品品品をををを設計設計設計設計するするするする場合場合場合場合もももも経済経済経済経済価値価値価値価値、、、、環境環境環境環境価値価値価値価値だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、社会社会社会社会価値価値価値価値までまでまでまで考考考考ええええてててて設計設計設計設計をするをするをするをする。。。。恐恐恐恐らくらくらくらくそういうそういうそういうそういう設計設計設計設計をしたものでないとをしたものでないとをしたものでないとをしたものでないと、、、、中国中国中国中国にはこれからはにはこれからはにはこれからはにはこれからは勝勝勝勝てなくなるとてなくなるとてなくなるとてなくなると思思思思うううう。。。。社会社会社会社会価値価値価値価値ままままでででで考考考考ええええ、、、、社会社会社会社会システムをシステムをシステムをシステムを変変変変ええええるるるるぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの商商商商品品品品をつくっていかないとをつくっていかないとをつくっていかないとをつくっていかないと中国中国中国中国にはにはにはには勝勝勝勝てないてないてないてない。。。。        そのようなそのようなそのようなそのような面面面面でででで社会社会社会社会価値価値価値価値もももも今後大今後大今後大今後大切切切切になってくるとになってくるとになってくるとになってくると思思思思うううう。。。。商商商商品品品品をををを設計設計設計設計するするするする際際際際にににに以上以上以上以上のののの３３３３つのつのつのつの価値価値価値価値のののの目目目目標標標標きめてきめてきめてきめて設計設計設計設計しししし、、、、商商商商品品品品をををを売売売売るるるる際際際際にもにもにもにも３３３３つのつのつのつの価値価値価値価値をきちんとをきちんとをきちんとをきちんと明明明明示示示示してしてしてして商商商商品品品品をををを売売売売るるるる。。。。買買買買うううう人人人人もももも、、、、３３３３つのつのつのつの価値価値価値価値のののの期期期期待待待待値値値値にににに近近近近いいいい商商商商品品品品をををを選選選選んでいくんでいくんでいくんでいく。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、研究開研究開研究開研究開発発発発しししし、、、、商商商商品品品品化化化化するするするする製造製造製造製造会社会社会社会社、、、、販販販販売売売売会社会社会社会社、、、、消費者消費者消費者消費者もももも一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって、、、、どういうどういうどういうどういう価値価値価値価値であるであるであるであるべべべべきかきかきかきかをををを積積積積みみみみ上上上上げげげげ、、、、商商商商品品品品ジャンルごとのライフ・サイクル・バリューのジャンルごとのライフ・サイクル・バリューのジャンルごとのライフ・サイクル・バリューのジャンルごとのライフ・サイクル・バリューの評価項評価項評価項評価項目目目目をみんなでつくりをみんなでつくりをみんなでつくりをみんなでつくり上上上上げていくことになるのではないかげていくことになるのではないかげていくことになるのではないかげていくことになるのではないか。。。。このこのこのこの３３３３つのつのつのつの価値価値価値価値をををを考考考考ええええながらながらながらながら仕仕仕仕事事事事をしていくことはをしていくことはをしていくことはをしていくことは、、、、我我我我々々々々をサステーをサステーをサステーをサステーナブナブナブナブルなルなルなルな社会社会社会社会にににに導導導導くくくく指指指指標標標標、、、、駆駆駆駆動動動動力力力力になるのではないかとになるのではないかとになるのではないかとになるのではないかと思思思思うううう。。。。        次次次次にににに、、、、循環循環循環循環のののの話話話話にににに移移移移りたいりたいりたいりたい。。。。これはこれはこれはこれは少少少少しししし単単単単純純純純過過過過ぎぎぎぎるるるる考考考考ええええ方方方方であるがであるがであるがであるが、、、、あるあるあるある商商商商品品品品をリサイをリサイをリサイをリサイ
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クルするクルするクルするクルする場合場合場合場合、、、、そのそのそのその商商商商品品品品にににに使使使使われているわれているわれているわれている材材材材料料料料がががが、、、、どんなどんなどんなどんな商商商商品品品品にににに戻戻戻戻ってもいいがってもいいがってもいいがってもいいが、、、、99990000％％％％再利再利再利再利用用用用されたとするされたとするされたとするされたとする。。。。回回回回収率収率収率収率とととと回回回回収収収収したなかでいいものだけをしたなかでいいものだけをしたなかでいいものだけをしたなかでいいものだけをええええららららぶぶぶぶ選選選選別率別率別率別率、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの歩歩歩歩どまりをどまりをどまりをどまりを掛掛掛掛けけけけ合合合合わせたものがわせたものがわせたものがわせたものが再利用率再利用率再利用率再利用率になりになりになりになり、、、、99990000％％％％はかなりすばらしいはかなりすばらしいはかなりすばらしいはかなりすばらしい数字数字数字数字ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うううう。。。。このようなこのようなこのようなこのような 99990000％％％％のののの再利用再利用再利用再利用をもうをもうをもうをもう無無無無限回限回限回限回繰繰繰繰りりりり返返返返してもしてもしてもしても、、、、数数数数学的学的学的学的にににに言言言言うとうとうとうと最最最最初初初初にににに投投投投入入入入ししししたたたた資資資資源源源源がががが 10101010 倍倍倍倍にしかにしかにしかにしか使使使使ええええないことになるないことになるないことになるないことになる。。。。もしもしもしもし再利用率再利用率再利用率再利用率がががが 55550000％％％％のののの場合場合場合場合にはにはにはには２２２２倍倍倍倍にしかにしかにしかにしか使使使使ええええないないないない。。。。ということはということはということはということは、、、、循環循環循環循環するするするする前前前前にリにリにリにリデデデデュースュースュースュース、、、、リリリリユユユユースースースース等等等等をををを行行行行ってってってって製品製品製品製品寿寿寿寿命命命命をのばしてをのばしてをのばしてをのばしておくことおくことおくことおくこと、、、、普普普普通通通通のののの寿寿寿寿命命命命のののの倍倍倍倍ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの期期期期間間間間使使使使ったったったった後後後後リサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクルに回回回回すことにしないとすことにしないとすことにしないとすことにしないと、、、、地下地下地下地下資資資資源源源源のののの本本本本格格格格的的的的なくいのばしなくいのばしなくいのばしなくいのばし効果効果効果効果はははは得得得得られないられないられないられない。。。。        製品製品製品製品をををを大大大大切切切切にににに使使使使ってってってって寿寿寿寿命命命命をををを延延延延ばすばすばすばす方法方法方法方法のののの１１１１つにつにつにつに、、、、ストックストックストックストック／／／／サーサーサーサービビビビスススス型経済型経済型経済型経済があるがあるがあるがある。。。。ダダダダススススキキキキンやンやンやンや複写機複写機複写機複写機等等等等でででで行行行行っているっているっているっている機能機能機能機能販販販販売売売売であるであるであるである。。。。おおおお客客客客様様様様がががが機機機機械械械械そのものをそのものをそのものをそのものを買買買買うのではなくうのではなくうのではなくうのではなく、、、、機能機能機能機能をををを買買買買ってってってって使使使使うううう。。。。機能機能機能機能販販販販売売売売のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、当然当然当然当然レンタルになるレンタルになるレンタルになるレンタルになる。。。。ハハハハーーーードウドウドウドウエアエアエアエア自自自自身身身身はははは元元元元のののの会社会社会社会社がががが所所所所有有有有しししし、、、、使用使用使用使用料料料料はははは「「「「基基基基本料本料本料本料＋＋＋＋使用使用使用使用エエエエネネネネルルルルギギギギーにーにーにーに比比比比例例例例したしたしたした料料料料金金金金」」」」になりになりになりになり、、、、おおおお客客客客様様様様はははは使使使使用用用用エエエエネネネネルルルルギギギギーをできるだけーをできるだけーをできるだけーをできるだけ減減減減らそうとらそうとらそうとらそうと一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命節節節節約約約約したしたしたした使使使使いいいい方方方方をををを考考考考ええええるるるる。。。。        メーメーメーメーカカカカーはーはーはーは、、、、機機機機械械械械をををを所所所所有有有有しているのでしているのでしているのでしているので毎毎毎毎年年年年減価減価減価減価償償償償却却却却をしていけるとをしていけるとをしていけるとをしていけると同同同同時時時時にににに、、、、減価減価減価減価償償償償却却却却がががが終終終終わってもまだおわってもまだおわってもまだおわってもまだお客客客客様様様様がががが使使使使っておられたらっておられたらっておられたらっておられたら、、、、そのおそのおそのおそのお客客客客様様様様からからからから入入入入るるるる使用使用使用使用料料料料はははは丸丸丸丸々々々々もうけになもうけになもうけになもうけになってしまうってしまうってしまうってしまう。。。。従従従従ってメーってメーってメーってメーカカカカーはーはーはーは機機機機械械械械のののの名名名名目目目目寿寿寿寿命命命命期期期期間間間間がががが終終終終わってわってわってわってもももも、、、、そのそのそのその寿寿寿寿命命命命のののの倍倍倍倍ぐぐぐぐらいらいらいらい使使使使ってもらおうとってもらおうとってもらおうとってもらおうと一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命おおおお客客客客様様様様にサーにサーにサーにサービビビビスするスするスするスする。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、メンテメンテメンテメンテナナナナンスサーンスサーンスサーンスサービビビビスをスをスをスを一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命行行行行いいいい、、、、機機機機械械械械がががが壊壊壊壊れてれてれてれて使用使用使用使用料料料料がががが入入入入らないことがないようにしらないことがないようにしらないことがないようにしらないことがないようにし、、、、減価減価減価減価償償償償却却却却がががが終終終終わってもまだわってもまだわってもまだわってもまだおおおお客客客客様様様様がががが使使使使っていてくださるようにっていてくださるようにっていてくださるようにっていてくださるように一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命サーサーサーサービビビビスをするスをするスをするスをする。。。。とととと同同同同時時時時にににに、、、、新新新新しいしいしいしい機能機能機能機能がつがつがつがつけけけけ加加加加わるわるわるわる際際際際もももも、、、、おおおお客客客客様様様様のところにあるのところにあるのところにあるのところにある機機機機械械械械にそのにそのにそのにその新新新新しいしいしいしい機能機能機能機能がががが組組組組みみみみ込込込込めるようにめるようにめるようにめるように設計設計設計設計するするするする。。。。こうしてこうしてこうしてこうして機機機機械械械械のののの寿寿寿寿命命命命をををを少少少少なくともなくともなくともなくとも倍倍倍倍ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに延延延延ばしばしばしばし、、、、そのあとでそのあとでそのあとでそのあとで再生率再生率再生率再生率がががが 55550000％％％％のリサイクのリサイクのリサイクのリサイクルをルをルをルを行行行行ってってってって４４４４倍倍倍倍にににに使使使使ったことにするったことにするったことにするったことにする。。。。        ストックストックストックストック／／／／サーサーサーサービビビビスススス型経済型経済型経済型経済ではではではでは、、、、経済経済経済経済面面面面ではレンタではレンタではレンタではレンタルなのでルなのでルなのでルなので毎毎毎毎月月月月払払払払うものはうものはうものはうものは経経経経費処理費処理費処理費処理でででできききき、、、、大大大大きなきなきなきな設備設備設備設備投投投投資資資資のののの必要必要必要必要がなくがなくがなくがなく、、、、機能機能機能機能だけだけだけだけ使使使使ええええるるるる。。。。ググググリーンプロダクトとしてリーンプロダクトとしてリーンプロダクトとしてリーンプロダクトとしてハハハハイイイイブブブブリリリリッッッッドカドカドカドカーやーやーやーや燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池のののの自動自動自動自動車車車車ができてもができてもができてもができても、、、、最最最最初初初初はははは高高高高いいいい。。。。高高高高いいいい自動自動自動自動車車車車をうまくをうまくをうまくをうまく使使使使うううう方法方法方法方法はははは、、、、レンタルをすることだとレンタルをすることだとレンタルをすることだとレンタルをすることだと思思思思うううう。。。。全部全部全部全部レンタルをするレンタルをするレンタルをするレンタルをする方法方法方法方法もあるしもあるしもあるしもあるし、、、、燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池部分部分部分部分だけおだけおだけおだけお客客客客様様様様にににに売売売売ららららずずずずにレンタルするにレンタルするにレンタルするにレンタルする方法方法方法方法もあるもあるもあるもある。。。。        余余余余談談談談であるがであるがであるがであるが、、、、燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池はははは白白白白金金金金をををを多多多多くくくく使使使使っているのでっているのでっているのでっているので、、、、自動自動自動自動車車車車メーメーメーメーカカカカーではこれをーではこれをーではこれをーではこれを回回回回収収収収しないとしないとしないとしないと元元元元がとれないがとれないがとれないがとれない。。。。燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池のののの部分部分部分部分だけでもレンタルをしだけでもレンタルをしだけでもレンタルをしだけでもレンタルをし、、、、絶絶絶絶対回対回対回対回収収収収できるようにしできるようにしできるようにしできるようにしておかないとておかないとておかないとておかないと、、、、おおおお客客客客様様様様はははは燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池のののの部分部分部分部分だけとだけとだけとだけとりりりり、、、、あとはあとはあとはあとは捨捨捨捨ててしまうかもしれないててしまうかもしれないててしまうかもしれないててしまうかもしれない。。。。そそそそうするとうするとうするとうすると、、、、元元元元もももも子子子子もなくなるのでもなくなるのでもなくなるのでもなくなるので、、、、こういうレンタルもこういうレンタルもこういうレンタルもこういうレンタルも出出出出てくるとてくるとてくるとてくると思思思思うううう。。。。        社会社会社会社会面面面面ではではではでは、、、、製造製造製造製造業業業業のサーのサーのサーのサービビビビスススス業化業化業化業化ができるができるができるができる。。。。もうもうもうもう１１１１つつつつ、、、、初期初期初期初期商商商商品品品品投投投投資資資資のののの資資資資金金金金需要需要需要需要がががが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。銀銀銀銀行行行行のののの貸貸貸貸しししし先先先先ができができができができ、、、、銀銀銀銀行行行行もももも仕仕仕仕事事事事ができができができができ、、、、利利利利子子子子のののの収入収入収入収入もももも得得得得られることになるられることになるられることになるられることになる。。。。たたたただだだだ、、、、初期初期初期初期投投投投資資資資はかなりはかなりはかなりはかなり膨膨膨膨大大大大なななな資資資資金金金金がががが要要要要るるるる。。。。膨膨膨膨大大大大なななな資資資資金金金金をををを持持持持っているのはっているのはっているのはっているのは、、、、自動自動自動自動車車車車会社会社会社会社ならならならならトトトトヨヨヨヨタタタタ等等等等数数数数ええええるるるるほほほほどしかないのでどしかないのでどしかないのでどしかないので、、、、トトトトヨヨヨヨタがやりタがやりタがやりタがやり出出出出したらしたらしたらしたらひひひひとりとりとりとり勝勝勝勝ちになることはちになることはちになることはちになることは目目目目にににに見見見見ええええているているているている。。。。それをそれをそれをそれを助助助助けるためにもけるためにもけるためにもけるためにも、、、、資資資資金金金金面面面面をををを助助助助けるためのけるためのけるためのけるための政策政策政策政策手段手段手段手段をつくっていただくこをつくっていただくこをつくっていただくこをつくっていただくことがとがとがとが必必必必要要要要ではないかではないかではないかではないか。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの１１１１つのつのつのつの種類種類種類種類としてとしてとしてとして、、、、これをこれをこれをこれをぜひぜひぜひぜひおおおお考考考考ええええいただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。いいいいずずずずれにしてもれにしてもれにしてもれにしても、、、、これはこれはこれはこれは経済経済経済経済面面面面、、、、環境環境環境環境面面面面、、、、社会社会社会社会面面面面のののの３３３３つでつでつでつで考考考考ええええることでありることでありることでありることであり、、、、真真真真のゼロエのゼロエのゼロエのゼロエミッションになるとミッションになるとミッションになるとミッションになると思思思思うううう。。。。        最後最後最後最後におにおにおにお話話話話ししたいのはししたいのはししたいのはししたいのは、、、、美美美美しいしいしいしい地域地域地域地域づづづづくりであるくりであるくりであるくりである。。。。産業界産業界産業界産業界のののの方方方方はははは美美美美しいしいしいしい地域地域地域地域づづづづくりにくりにくりにくりに
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何何何何のののの利利利利点点点点があるかとがあるかとがあるかとがあるかと考考考考ええええるかもしれないがるかもしれないがるかもしれないがるかもしれないが、、、、美美美美しいしいしいしい地域地域地域地域づづづづくりとはくりとはくりとはくりとは、、、、新新新新しいしいしいしい産業産業産業産業をつくるをつくるをつくるをつくることによりことによりことによりことにより美美美美しいしいしいしい地域地域地域地域ができるのではないかとができるのではないかとができるのではないかとができるのではないかと思思思思うううう。。。。美美美美しいしいしいしい地域地域地域地域もももも、、、、エエエエココココノノノノミミミミカカカカルルルル、、、、エエエエココココロジロジロジロジカカカカルルルル、、、、ソソソソシアルのシアルのシアルのシアルの３３３３つのつのつのつの視視視視点点点点からからからから評価評価評価評価すすすすべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか。。。。美美美美しいしいしいしい地域地域地域地域をつくるにはをつくるにはをつくるにはをつくるには住住住住民民民民のののの視視視視点点点点がががが大大大大切切切切でありでありでありであり、、、、住住住住民民民民についてについてについてについて考考考考ええええるるるる。。。。        エエエエココココノノノノミミミミカカカカルでルでルでルで見見見見るとるとるとると、、、、働働働働くくくく人人人人としてのとしてのとしてのとしての住住住住民民民民であるであるであるである。。。。テーマはテーマはテーマはテーマは仕仕仕仕事事事事、、、、価値観価値観価値観価値観はははは生生生生きがいきがいきがいきがい、、、、存存存存在在在在価値価値価値価値、、、、働働働働きがいだときがいだときがいだときがいだと思思思思うううう。。。。そうなるとそうなるとそうなるとそうなると、、、、地域内地域内地域内地域内にににに生生生生きがいのあるきがいのあるきがいのあるきがいのある仕仕仕仕事事事事があることがあることがあることがあること、、、、エエエエンプロイアンプロイアンプロイアンプロイアビビビビリテリテリテリティィィィ、、、、つまりつまりつまりつまり雇雇雇雇用用用用されうるためのされうるためのされうるためのされうるための教育教育教育教育、、、、新新新新しいしいしいしい技術技術技術技術のののの教育教育教育教育等等等等がそれにがそれにがそれにがそれに当当当当たたたたるとるとるとると思思思思うがうがうがうが、、、、それがそれがそれがそれが徹底徹底徹底徹底してそのしてそのしてそのしてその地域地域地域地域でででで行行行行われているかどうかであるわれているかどうかであるわれているかどうかであるわれているかどうかである。。。。        エエエエココココロジロジロジロジカカカカルについてはルについてはルについてはルについては、、、、自自自自然然然然のののの尊尊尊尊さをさをさをさを回回回回復復復復しようということであるしようということであるしようということであるしようということである。。。。分分分分散散散散型型型型エエエエココココシスシスシスシステムをテムをテムをテムを導導導導入入入入することがすることがすることがすることが１１１１つのつのつのつのポポポポイントであるイントであるイントであるイントである。。。。またまたまたまた、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション型型型型のののの交交交交通通通通システムシステムシステムシステムをををを完完完完成成成成するこするこするこすることがもうとがもうとがもうとがもう１１１１つのつのつのつのポポポポイントになるとイントになるとイントになるとイントになると思思思思うううう。。。。今今今今、、、、日本国日本国日本国日本国じじじじゅゅゅゅうでリサイクルうでリサイクルうでリサイクルうでリサイクル工工工工業業業業団団団団地等地等地等地等をつくっているがをつくっているがをつくっているがをつくっているが、、、、これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに大大大大切切切切であるであるであるである。。。。確確確確かにかにかにかに、、、、車車車車やややや家電等家電等家電等家電等のののの大大大大物物物物はははは１１１１カカカカ所所所所にににに集集集集めないとリサイクルできないめないとリサイクルできないめないとリサイクルできないめないとリサイクルできない。。。。設備設備設備設備投投投投資資資資がががが大大大大きくきくきくきく、、、、運用費用運用費用運用費用運用費用もかかるからでるもかかるからでるもかかるからでるもかかるからでる。。。。しかしかしかしかしししし、、、、行行行行くくくく行行行行くはくはくはくは分分分分散散散散型型型型になってくるになってくるになってくるになってくる。。。。自自自自分分分分のところでのところでのところでのところで出出出出したごみはしたごみはしたごみはしたごみは自自自自分分分分のところでのところでのところでのところで片片片片づづづづけけけけることがることがることがることが社会的社会的社会的社会的なななな責責責責任任任任となりとなりとなりとなり、、、、そのそのそのその過過過過程程程程でででで生生生生活活活活ごみならごみならごみならごみならココココンンンンポポポポストができストができストができストができ、、、、ココココジェジェジェジェネネネネがでがでがでができることになるときることになるときることになるときることになると、、、、今度今度今度今度はそのはそのはそのはその地域地域地域地域のののの電力電力電力電力もそのもそのもそのもその地域地域地域地域であるであるであるである程程程程度度度度賄賄賄賄ええええるようになってくるるようになってくるるようになってくるるようになってくるとととと思思思思うううう。。。。        ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション型交型交型交型交通通通通システムはシステムはシステムはシステムは、、、、公害公害公害公害問問問問題題題題がががが自動自動自動自動車車車車にににに移移移移りりりり、、、、しばらくするとしばらくするとしばらくするとしばらくすると自動自動自動自動車車車車のののの公害公害公害公害がもうがもうがもうがもう１１１１回見回見回見回見直直直直されてくるようになるとされてくるようになるとされてくるようになるとされてくるようになると思思思思うううう。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション型型型型のののの交交交交通通通通システムをシステムをシステムをシステムを完完完完成成成成しておくことがしておくことがしておくことがしておくことが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。電車電車電車電車やややや燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池のバスのバスのバスのバス等等等等、、、、いろいろなバいろいろなバいろいろなバいろいろなバリエーションがあるとリエーションがあるとリエーションがあるとリエーションがあると思思思思うがうがうがうが、、、、それらをそれらをそれらをそれらを完完完完成成成成するするするする。。。。そしてそしてそしてそして、、、、エエエエココココシステムをシステムをシステムをシステムを完完完完成成成成させたさせたさせたさせた地地地地域同域同域同域同士士士士をゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッション型型型型のののの交交交交通通通通システムでシステムでシステムでシステムで結結結結ぶぶぶぶようになってくるとようになってくるとようになってくるとようになってくると思思思思うううう。。。。        ソソソソシアルなシアルなシアルなシアルな面面面面からするとからするとからするとからすると、、、、そこにそこにそこにそこに住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人がががが求求求求めるものはめるものはめるものはめるものは生生生生活活活活のののの質質質質でありでありでありであり、、、、価値観価値観価値観価値観はははは心心心心のののの豊豊豊豊かさかさかさかさ、、、、生生生生活活活活のののの安安安安全保全保全保全保障障障障ではないかではないかではないかではないか。。。。そうなるとそうなるとそうなるとそうなると、、、、地域地域地域地域にににに自自自自給給給給のライフライのライフライのライフライのライフラインがあンがあンがあンがあることがることがることがることが１１１１つのつのつのつの条条条条件件件件になってくるになってくるになってくるになってくる。。。。ライフラインはライフラインはライフラインはライフラインは電力電力電力電力、、、、ガガガガスススス、、、、水水水水でありでありでありであり、、、、ココココジェジェジェジェネネネネがががが１１１１つのつのつのつの重要重要重要重要なフなフなフなファァァァクターになるクターになるクターになるクターになる。。。。ココココジェジェジェジェネネネネがさらにがさらにがさらにがさらに進進進進むむむむとととと、、、、木木木木材材材材ののののチチチチップップップップ等等等等をををを燃燃燃燃やしたバイやしたバイやしたバイやしたバイオオオオマスのマスのマスのマスの発発発発電電電電やややや水水水水素素素素をををを使使使使ったったったった発発発発電電電電もももも出出出出てくるかもしれないてくるかもしれないてくるかもしれないてくるかもしれない。。。。生生生生活活活活のののの安安安安全保全保全保全保障障障障のののの中中中中にはにはにはには食食食食糧糧糧糧もももも入入入入ってくるとってくるとってくるとってくると思思思思うううう。。。。将来将来将来将来、、、、輸送輸送輸送輸送のエのエのエのエネネネネルルルルギギギギーをーをーをーを云云云云々々々々されるとされるとされるとされると、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても地域地域地域地域でできたでできたでできたでできたものをものをものをものを地域地域地域地域でででで食食食食べべべべることがることがることがることが中中中中心心心心になってくるとになってくるとになってくるとになってくると思思思思うううう。。。。        以上以上以上以上のことをのことをのことをのことを考考考考ええええるとるとるとると、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域がそのがそのがそのがその地域地域地域地域にににに合合合合ったエったエったエったエココココシステムやシステムやシステムやシステムや交交交交通通通通システシステシステシステムムムム、、、、自自自自給給給給ライフラインをつくることになりライフラインをつくることになりライフラインをつくることになりライフラインをつくることになり、、、、各各各各地域地域地域地域がががが独独独独特特特特のののの特特特特色色色色をををを持持持持ったエったエったエったエココココタタタタウウウウンになンになンになンになってくるってくるってくるってくる。。。。特特特特色色色色をををを持持持持ったエったエったエったエココココタタタタウウウウンンンン同同同同士士士士がががが１１１１つのつのつのつの県県県県内内内内にたくさんできにたくさんできにたくさんできにたくさんでき、、、、それがゼロエミッそれがゼロエミッそれがゼロエミッそれがゼロエミッションのションのションのションの交交交交通通通通機機機機関関関関でででで結結結結ばれてばれてばれてばれて環境産業環境産業環境産業環境産業ができができができができ、、、、住住住住民民民民もももも住住住住みやすくなりみやすくなりみやすくなりみやすくなり、、、、若若若若いいいい方方方方もももも戻戻戻戻ってくってくってくってくるかもしれないるかもしれないるかもしれないるかもしれない。。。。仕仕仕仕事事事事もできもできもできもでき、、、、今後今後今後今後のののの少少少少子子子子高高高高齢齢齢齢化化化化にににに向向向向けけけけ、、、、福祉福祉福祉福祉施施施施設設設設もたくさんできもたくさんできもたくさんできもたくさんでき、、、、モデモデモデモデルルルル地域地域地域地域になるになるになるになる。。。。それにそれにそれにそれに今今今今まであったまであったまであったまであった観観観観光光光光資資資資源源源源をうまくをうまくをうまくをうまく混混混混ぜぜぜぜ合合合合わせわせわせわせ、、、、日本日本日本日本全全全全国国国国がががが観観観観光光光光立国立国立国立国にににになればよいのではないかなればよいのではないかなればよいのではないかなればよいのではないか。。。。産業産業産業産業もももも生生生生まれまれまれまれ、、、、観観観観光光光光もももも生生生生まれまれまれまれ、、、、おおおお客客客客様様様様がががが日本日本日本日本やややや世世世世界界界界じじじじゅゅゅゅうからうからうからうから集集集集まってくるまってくるまってくるまってくる。。。。日本日本日本日本はははは大変大変大変大変平平平平和和和和なななな国国国国でありでありでありであり、、、、秩序秩序秩序秩序のののの整整整整ったったったった国国国国でででで旅旅旅旅行行行行をしてもをしてもをしてもをしても安心安心安心安心であるであるであるである。。。。したがっしたがっしたがっしたがってててて、、、、日本日本日本日本がががが世世世世界界界界ののののモデモデモデモデルになるエルになるエルになるエルになるエココココシステムをつくりシステムをつくりシステムをつくりシステムをつくり、、、、エエエエココココ交交交交通通通通機機機機関関関関をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、自活自活自活自活をしてをしてをしてをして地域地域地域地域にににに自自自自給給給給のライフラインをのライフラインをのライフラインをのライフラインを持持持持っていることになるとっていることになるとっていることになるとっていることになると、、、、それをそれをそれをそれを見学見学見学見学にににに来来来来るるるる人人人人ももももふえふえふえふえるるるる。。。。観観観観光光光光資資資資源源源源がありがありがありがあり、、、、美美美美しいしいしいしい自自自自然然然然があるがあるがあるがある美美美美しいしいしいしい地域地域地域地域づづづづくりをすることはくりをすることはくりをすることはくりをすることは、、、、日本日本日本日本にとっにとっにとっにとっ
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てはてはてはては非常非常非常非常にににに大大大大切切切切だとだとだとだと思思思思うううう。。。。        中国中国中国中国とのとのとのとの比較比較比較比較をををを考考考考ええええるとるとるとると、、、、普普普普通通通通のののの商商商商品品品品ではではではでは中国中国中国中国にかなわなくなるにかなわなくなるにかなわなくなるにかなわなくなる。。。。どんどんどんどんどんどんどんどん差差差差がががが詰詰詰詰めらめらめらめられれれれ、、、、普普普普通通通通のののの商商商商品品品品をつくっていたらをつくっていたらをつくっていたらをつくっていたら中国中国中国中国にはかなわないにはかなわないにはかなわないにはかなわない。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、どうしたらいいかとどうしたらいいかとどうしたらいいかとどうしたらいいかと考考考考ええええるとるとるとると、、、、１１１１つはつはつはつは、、、、科科科科学学学学技術技術技術技術立国立国立国立国でででで新新新新しいバイしいバイしいバイしいバイオオオオ技術技術技術技術、、、、新新新新しいしいしいしいナナナナノノノノテクテクテクテク技術技術技術技術、、、、新新新新しいしいしいしい環境環境環境環境技技技技術等術等術等術等をををを創創創創造造造造しししし製製製製品品品品化化化化してしてしてして、、、、中国中国中国中国にににに対対対対抗抗抗抗していくのがしていくのがしていくのがしていくのが１１１１つのつのつのつの道道道道だとだとだとだと思思思思うううう。。。。もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは、、、、運運運運べべべべないものならないものならないものならないものなら中国中国中国中国からからからから運運運運んでくるわけにいかないのでんでくるわけにいかないのでんでくるわけにいかないのでんでくるわけにいかないので勝勝勝勝てるてるてるてる。。。。何何何何かとかとかとかと考考考考ええええるとるとるとると、、、、それはそれはそれはそれは日日日日本本本本のののの自自自自然然然然でありでありでありであり町町町町であるであるであるである。。。。日本日本日本日本のののの美美美美しいしいしいしい自自自自然然然然とととと美美美美しいしいしいしい町町町町をつくることはをつくることはをつくることはをつくることは、、、、もうもうもうもう１１１１つのつのつのつの中国中国中国中国にににに勝勝勝勝つつつつ方法方法方法方法ではないかではないかではないかではないか。。。。きっときっときっときっと中国中国中国中国もももも一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命観観観観光光光光をやるとをやるとをやるとをやると思思思思うがうがうがうが、、、、日本日本日本日本はそれにはそれにはそれにはそれに負負負負けなけなけなけないようにやることがいようにやることがいようにやることがいようにやることが新新新新しいゼロエミッションのしいゼロエミッションのしいゼロエミッションのしいゼロエミッションの１１１１つのつのつのつの例例例例になるのではないかとになるのではないかとになるのではないかとになるのではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。        とりとめのないとりとめのないとりとめのないとりとめのない夢夢夢夢のようなのようなのようなのような話話話話ばかりばかりばかりばかり述述述述べべべべてててて申申申申しわけないがしわけないがしわけないがしわけないが、、、、以上以上以上以上でででで私私私私のののの話話話話をををを終終終終わるわるわるわる。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））        山路山路山路山路会長会長会長会長、、、、夢夢夢夢のあのあのあのあるおるおるおるお話話話話をどうもありがとうございましたをどうもありがとうございましたをどうもありがとうございましたをどうもありがとうございました。。。。        山路山路山路山路会長会長会長会長はははは別別別別のののの会議会議会議会議がありがありがありがあり退退退退席席席席されるのでされるのでされるのでされるので、、、、ごごごご質問質問質問質問、、、、ごごごご意見意見意見意見等等等等があればおがあればおがあればおがあればお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        このこのこのこの機機機機会会会会にごにごにごにご紹介紹介紹介紹介させていただきたいさせていただきたいさせていただきたいさせていただきたい。。。。ゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムの本年度本年度本年度本年度のののの総総総総会会会会がががが５５５５月月月月 11117777日日日日午午午午後後後後、、、、国連大学本国連大学本国連大学本国連大学本部部部部でででで開開開開催催催催されるされるされるされる。。。。山路山路山路山路会長会長会長会長初初初初めいろいろなめいろいろなめいろいろなめいろいろな先生先生先生先生方方方方のごのごのごのご発表発表発表発表、、、、ああああるいはるいはるいはるいは中国中国中国中国からおいでになるからおいでになるからおいでになるからおいでになる方方方方等等等等いろいろあるのでいろいろあるのでいろいろあるのでいろいろあるので、、、、皆様皆様皆様皆様おおおお時間時間時間時間がありましたらがありましたらがありましたらがありましたらぜひぜひぜひぜひともともともともまたおいでくださいませまたおいでくださいませまたおいでくださいませまたおいでくださいませ。。。。        それではそれではそれではそれでは、、、、もうもうもうもう１１１１度度度度山路山路山路山路会長会長会長会長のおのおのおのお話話話話にににに拍拍拍拍手手手手でおでおでおでお礼礼礼礼申申申申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうもありどうもありどうもありどうもありがとうございましたがとうございましたがとうございましたがとうございました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        このこのこのこの後後後後、、、、ＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯ法人法人法人法人・・・・環境環境環境環境文文文文明明明明 21212121 代代代代表表表表のののの加加加加藤藤藤藤先生先生先生先生におにおにおにお話話話話をおをおをおをお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。        加加加加藤藤藤藤先生先生先生先生はははは、、、、環境省環境省環境省環境省でででで初代初代初代初代のののの地地地地球球球球環境環境環境環境部部部部長長長長をおをおをおをお務務務務めになりめになりめになりめになり、、、、退退退退官官官官後後後後、、、、ごごごご自自自自身身身身ででででＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯををををおおおお立立立立ちちちち上上上上げになられてげになられてげになられてげになられて９９９９年年年年たったたったたったたった。。。。日本日本日本日本のののの中中中中央官央官央官央官庁庁庁庁、、、、企業企業企業企業、、、、市民団体市民団体市民団体市民団体にすばらしいおにすばらしいおにすばらしいおにすばらしいお考考考考ええええ方方方方をををを提提提提唱唱唱唱なさっていらっしなさっていらっしなさっていらっしなさっていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。本日本日本日本日、、、、基調基調基調基調講講講講演演演演をいただくことをゼロエミッションをいただくことをゼロエミッションをいただくことをゼロエミッションをいただくことをゼロエミッションフォーラムとしてもフォーラムとしてもフォーラムとしてもフォーラムとしても大変大変大変大変光光光光栄栄栄栄にににに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。        ではではではでは、、、、加加加加藤藤藤藤先生先生先生先生、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        加加加加藤藤藤藤代代代代表表表表        皆様皆様皆様皆様、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。今今今今、、、、坂本坂本坂本坂本先生先生先生先生からからからから過過過過分分分分なおなおなおなお言言言言葉葉葉葉をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、大変大変大変大変ありがとうございありがとうございありがとうございありがとうございますますますます。。。。厚厚厚厚くくくく御礼御礼御礼御礼申申申申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。たったたったたったたった今今今今、、、、山路山路山路山路会長会長会長会長のすばらしいおのすばらしいおのすばらしいおのすばらしいお話話話話、、、、私私私私もももも皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと一一一一緒緒緒緒にににに拝拝拝拝聴聴聴聴させていただきさせていただきさせていただきさせていただき、、、、極極極極めてめてめてめて示示示示唆唆唆唆にににに富富富富むむむむ、、、、しかもしかもしかもしかも将来将来将来将来のののの日本日本日本日本をををを考考考考ええええるるるる上上上上でででで貴貴貴貴重重重重なおなおなおなお話話話話だったとだったとだったとだったと思思思思っているっているっているっている。。。。        このこのこのこの後行後行後行後行うパうパうパうパネネネネルルルルディディディディススススカカカカッションではッションではッションではッションでは、、、、坂本坂本坂本坂本さんやさんやさんやさんや鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦さんたちがさんたちがさんたちがさんたちが長長長長いいいい間間間間、、、、地地地地方方方方公公公公共共共共団体団体団体団体をををを中中中中心心心心にゼロエミッションがにゼロエミッションがにゼロエミッションがにゼロエミッションが各各各各地域地域地域地域でどうでどうでどうでどう進進進進んでいるのかんでいるのかんでいるのかんでいるのか、、、、実実実実情情情情及及及及びびびび問問問問題題題題点点点点、、、、成成成成果等果等果等果等をみんなでをみんなでをみんなでをみんなで議議議議論論論論するするするする場場場場をおつくりになりをおつくりになりをおつくりになりをおつくりになり、、、、そこにそこにそこにそこに参参参参加加加加してくださったしてくださったしてくださったしてくださった幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの自治体自治体自治体自治体からからからから特特特特にごにごにごにご参参参参加加加加いただいているいただいているいただいているいただいている。。。。またまたまたまた、、、、ＮＮＮＮＧＧＧＧＯ、Ｏ、Ｏ、Ｏ、中中中中央央央央省省省省庁庁庁庁のののの環境省環境省環境省環境省、、、、経産省経産省経産省経産省からもからもからもからも担当担当担当担当官官官官にににに来来来来ていただきていただきていただきていただき、、、、パパパパネネネネルルルルディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを行行行行うがうがうがうが、、、、そこではそこではそこではそこでは今後今後今後今後、、、、日本日本日本日本がががが循環社会循環社会循環社会循環社会、、、、循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会とととと言言言言われるものにさらにわれるものにさらにわれるものにさらにわれるものにさらに弾弾弾弾みをつけるにはどうしたらいいかみをつけるにはどうしたらいいかみをつけるにはどうしたらいいかみをつけるにはどうしたらいいか。。。。山路山路山路山路会長会長会長会長のののの非常非常非常非常にににに格格格格調調調調高高高高いおいおいおいお話話話話もももも１１１１つのつのつのつの方向方向方向方向性性性性としてとしてとしてとして示示示示唆唆唆唆があったとがあったとがあったとがあったと思思思思うがうがうがうが、、、、それらをそれらをそれらをそれらを現場的現場的現場的現場的感感感感覚覚覚覚でさらにでさらにでさらにでさらに深深深深めめめめ
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てもらいたいてもらいたいてもらいたいてもらいたい。。。。そのそのそのそのココココーーーーディネディネディネディネーターをさせていただくのでーターをさせていただくのでーターをさせていただくのでーターをさせていただくので、、、、中間中間中間中間項項項項としてとしてとしてとして私私私私からもからもからもからも少少少少しししし日本日本日本日本のゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッション、、、、循環社会循環社会循環社会循環社会、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは持持持持続可能続可能続可能続可能なななな社会社会社会社会等等等等いろいろないろいろないろいろないろいろな言言言言葉葉葉葉でででで言言言言われるものをわれるものをわれるものをわれるものを進進進進めるためにはどうしたらいいかめるためにはどうしたらいいかめるためにはどうしたらいいかめるためにはどうしたらいいか、、、、私自私自私自私自身身身身のののの考考考考ええええをををを述述述述べべべべ、、、、後後後後のパのパのパのパネネネネルルルルディディディディススススカカカカッションのッションのッションのッションの１１１１つのつのつのつの参参参参考考考考にさせていただきたいにさせていただきたいにさせていただきたいにさせていただきたい。。。。        ままままずずずず、、、、言言言言葉葉葉葉のののの整理整理整理整理をををを少少少少ししておきたいししておきたいししておきたいししておきたい。。。。実実実実はははは私自私自私自私自身身身身もももも、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会、、、、循環社会循環社会循環社会循環社会、、、、持持持持続可続可続可続可能能能能なななな社会社会社会社会、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション等等等等いろいろないろいろないろいろないろいろな言言言言葉葉葉葉をををを使使使使っているっているっているっている。。。。ここにおここにおここにおここにお集集集集まりのまりのまりのまりの皆様皆様皆様皆様もももも、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの言言言言葉葉葉葉にそれにそれにそれにそれぞぞぞぞれれれれ思思思思いをいをいをいを込込込込めてめてめてめて使使使使っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思うううう。。。。したがしたがしたがしたがってってってって、、、、これらこれらこれらこれら言言言言葉葉葉葉をををを使使使使うときにはうときにはうときにはうときには、、、、定定定定義義義義やややや概念概念概念概念をををを皆様方皆様方皆様方皆様方にににに押押押押しつけるつもりはしつけるつもりはしつけるつもりはしつけるつもりは毛毛毛毛頭頭頭頭ないがないがないがないが、、、、同同同同時時時時にににに明確明確明確明確ななななココココンセプトがないままンセプトがないままンセプトがないままンセプトがないまま言言言言葉葉葉葉がはんらんするのもがはんらんするのもがはんらんするのもがはんらんするのも、、、、日本日本日本日本のののの社会社会社会社会をさらにをさらにをさらにをさらに進進進進めるめるめるめる上上上上でででで場合場合場合場合によってはによってはによってはによっては不不不不必要必要必要必要なななな障障障障害害害害になったりになったりになったりになったり、、、、議議議議論論論論がややかみがややかみがややかみがややかみ合合合合わないこともありわないこともありわないこともありわないこともあり得得得得るかるかるかるかとととと思思思思いいいい、、、、私私私私のののの知知知知っているっているっているっている範範範範囲囲囲囲でででで整理整理整理整理をををを試試試試みたのでみたのでみたのでみたので、、、、ごごごご参参参参考考考考までにおまでにおまでにおまでにお聞聞聞聞きききき取取取取りいただければりいただければりいただければりいただければとととと思思思思うううう。。。。        ままままずずずず第第第第１１１１にににに「「「「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉はははは、、、、1111999999994444 年年年年にににに国連大学国連大学国連大学国連大学ででででＺＺＺＺＥＲＥＲＥＲＥＲＩＩＩＩをスターをスターをスターをスタートさせたトさせたトさせたトさせた。「。「。「。「あるあるあるある産業産業産業産業からからからから出出出出るするするするすべべべべてのてのてのての廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを新新新新たにたにたにたに他他他他のののの分野分野分野分野のののの原原原原料料料料としてとしてとしてとして活活活活用用用用しししし、、、、あらあらあらあらゆゆゆゆるるるる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを限限限限りなくゼロにりなくゼロにりなくゼロにりなくゼロに近近近近づづづづけることでけることでけることでけることで新新新新しいしいしいしい資資資資源源源源循環型循環型循環型循環型のののの産業社会産業社会産業社会産業社会のののの形成形成形成形成をををを目指目指目指目指すすすす構構構構想想想想」」」」とととと説明説明説明説明されているされているされているされている。。。。このこのこのこの説明説明説明説明はははは坂本坂本坂本坂本氏氏氏氏がおがおがおがお書書書書きになったきになったきになったきになった文文文文章章章章等等等等からからからから引引引引用用用用したしたしたした。。。。ここここここここにににに書書書書いてあるいてあるいてあるいてある「「「「あるあるあるある産業産業産業産業からからからから出出出出るするするするすべべべべてのてのてのての廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物」」」」のののの「「「「廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉はははは、、、、いわいわいわいわゆゆゆゆるるるるソソソソリッリッリッリッドドドド（（（（固固固固形状形状形状形状））））なものをなものをなものをなものを言言言言っているとっているとっているとっていると比較比較比較比較的最的最的最的最近近近近までまでまでまで私私私私はそうはそうはそうはそう思思思思っていたっていたっていたっていた。。。。        ところがところがところがところが、、、、坂本坂本坂本坂本氏氏氏氏とととと鵜浦氏鵜浦氏鵜浦氏鵜浦氏がががが共共共共著著著著でででで環境環境環境環境調調調調査査査査センターのセンターのセンターのセンターの「「「「環境研究環境研究環境研究環境研究」」」」というというというという雑雑雑雑誌誌誌誌にににに投投投投稿稿稿稿されておりされておりされておりされており、、、、英語英語英語英語をををを見見見見たらたらたらたら廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はすはすはすはすべべべべてのタイプのてのタイプのてのタイプのてのタイプの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とありとありとありとあり、、、、液液液液状状状状、、、、ガガガガスススス状状状状、、、、固固固固形形形形状状状状のすのすのすのすべべべべてをてをてをてを含含含含むむむむとわざわざとわざわざとわざわざとわざわざ書書書書いてあるいてあるいてあるいてある。。。。私私私私はははは最最最最近英語近英語近英語近英語をををを見見見見させていただきさせていただきさせていただきさせていただき、、、、気気気気がついたがついたがついたがついた。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学がががが 99994444年年年年にににに構構構構想想想想されたされたされたされた際際際際のののの「「「「廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物」」」」とはとはとはとは、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、都市都市都市都市ごみごみごみごみ等等等等だけだけだけだけではなくではなくではなくではなく、、、、汚汚汚汚水水水水もももも排排排排ガガガガスもスもスもスも固固固固形形形形のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物もももも含含含含んでいたことのんでいたことのんでいたことのんでいたことの認認認認識識識識をををを新新新新たにしたたにしたたにしたたにした。。。。これがゼこれがゼこれがゼこれがゼロエミッションロエミッションロエミッションロエミッション構構構構想想想想でありでありでありであり、、、、このこのこのこの構構構構想想想想にににに沿沿沿沿ってってってって本本本本フォーラムもフォーラムもフォーラムもフォーラムも進進進進めてこられたとめてこられたとめてこられたとめてこられたと思思思思うううう。。。。        ２２２２点点点点目目目目としてとしてとしてとして「「「「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉はははは、、、、最最最最近近近近でもでもでもでも法法法法律律律律ができるができるができるができる以前以前以前以前もよくもよくもよくもよく口口口口のののの端端端端ににににのったとのったとのったとのったと思思思思うううう。。。。私私私私もももも循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会、、、、循環型循環型循環型循環型とよくとよくとよくとよく言言言言ったがったがったがったが、、、、2000200020002000 年年年年５５５５月月月月のののの基基基基本法本法本法本法にににに循環型社循環型社循環型社循環型社会会会会とはというとはというとはというとはという法法法法律律律律上上上上のののの定定定定義義義義がががが与与与与ええええられたられたられたられた。。。。法法法法律律律律上上上上のののの定定定定義義義義はははは「「「「製品等製品等製品等製品等がががが廃棄物等廃棄物等廃棄物等廃棄物等となることとなることとなることとなることがががが抑抑抑抑制制制制されされされされ」」」」云云云云々々々々とととと難難難難しくしくしくしく書書書書いてあるいてあるいてあるいてある。。。。昨年昨年昨年昨年初初初初めてめてめてめて出出出出たたたた第第第第１１１１冊冊冊冊目目目目のののの循環循環循環循環白白白白書書書書にはにはにはには、、、、このこのこのこの定定定定義義義義だけではだけではだけではだけでは一般一般一般一般国民国民国民国民はわかりにくかろうとはわかりにくかろうとはわかりにくかろうとはわかりにくかろうと白白白白書書書書のののの作作作作者者者者はははは思思思思われたようでわれたようでわれたようでわれたようで、、、、そこでそこでそこでそこで解説解説解説解説がががが引引引引いてあるいてあるいてあるいてある。。。。そのそのそのその解説解説解説解説文文文文によるとによるとによるとによると「「「「なによりもまなによりもまなによりもまなによりもまずずずず、、、、資資資資源源源源をををを効率効率効率効率的的的的にににに利用利用利用利用してごみをしてごみをしてごみをしてごみを出出出出さなさなさなさないこといこといこといこと、、、、出出出出てしまったごみはてしまったごみはてしまったごみはてしまったごみは資資資資源源源源としてとしてとしてとして利用利用利用利用することすることすることすること、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても利用利用利用利用できないごみはできないごみはできないごみはできないごみは適適適適正正正正にににに処分処分処分処分することというすることというすることというすることという考考考考ええええ方方方方がががが社会経済社会経済社会経済社会経済のののの基基基基本本本本原原原原則則則則としてとしてとしてとして定着定着定着定着したしたしたした持持持持続続続続的的的的なななな発発発発展展展展をををを志志志志向向向向するするするする社会社会社会社会であるであるであるである」」」」とととと説明説明説明説明されているされているされているされている。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会はははは少少少少なくともなくともなくともなくとも法法法法律律律律、、、、行政的行政的行政的行政的にはごみのこにはごみのこにはごみのこにはごみのことをとをとをとを言言言言っているっているっているっている。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、ウウウウエストエストエストエストウウウウォーターでもなければォーターでもなければォーターでもなければォーターでもなければ、、、、ましてましてましてましてガガガガスのスのスのスの話話話話ではなくではなくではなくではなく、、、、固固固固形形形形のごみをのごみをのごみをのごみを指指指指しているしているしているしている。。。。明確明確明確明確にににに固固固固形形形形にににに限限限限るとはるとはるとはるとは書書書書いていないがいていないがいていないがいていないが、、、、廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理法法法法によるによるによるによる廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの定定定定義義義義はははは、、、、液液液液状状状状またはまたはまたはまたは固固固固形状形状形状形状のののの汚汚汚汚物物物物またはまたはまたはまたは不不不不要物要物要物要物とととと書書書書いてありいてありいてありいてあり、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物というというというという言言言言葉葉葉葉をををを平平平平仮仮仮仮名名名名でででで仮仮仮仮にににに「「「「ごみごみごみごみ」」」」とあらわしたとすればとあらわしたとすればとあらわしたとすればとあらわしたとすれば、、、、必必必必ずずずずしもしもしもしも固固固固形形形形にににに限限限限るわるわるわるわけではないがけではないがけではないがけではないが、、、、このこのこのこの文文文文章章章章からからからから得得得得るるるる印印印印象象象象としてはとしてはとしてはとしては大体大体大体大体固固固固形形形形のものをのものをのものをのものを前前前前提提提提としているととしているととしているととしていると考考考考ええええていいとていいとていいとていいと思思思思うううう。。。。        次次次次にににに、、、、私自私自私自私自身身身身、、、、循環社会循環社会循環社会循環社会はははは、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会であってはならないであってはならないであってはならないであってはならない、、、、目指目指目指目指すすすすべべべべきききき社会社会社会社会はははは循環社循環社循環社循環社会会会会だとだとだとだと随随随随分分分分前前前前からからからから主主主主張張張張していたがしていたがしていたがしていたが、、、、99998888年年年年、、、、今今今今からからからから４４４４年年年年ほほほほどどどど前前前前にににに日日日日刊刊刊刊工工工工業業業業新新新新聞聞聞聞社社社社からからからから「「「「『『『『循環循環循環循環
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社会社会社会社会』』』』創創創創造造造造のののの条条条条件件件件」」」」というというというという本本本本をををを出出出出したしたしたした。。。。そのそのそのその中中中中でででで私私私私なりになりになりになりに循環社会循環社会循環社会循環社会とはとはとはとは「「「「社会社会社会社会のののの永永永永続続続続性性性性をををを確確確確保保保保するためするためするためするため、、、、有限有限有限有限なななな地地地地球球球球のののの中中中中でででで行行行行うううう人間人間人間人間のあらのあらのあらのあらゆゆゆゆるるるる活動活動活動活動にににに伴伴伴伴いいいい、、、、消費消費消費消費するするするするモモモモノノノノやエやエやエやエネネネネルルルルギギギギーにーにーにーに係係係係るるるる資資資資源源源源をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし、、、、またはまたはまたはまたは様様様様々々々々なななな形形形形でででで利用利用利用利用するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄するものをするものをするものをするものを最最最最小小小小限限限限とするとするとするとする意意意意志志志志とととと能能能能力力力力をををを有有有有するするするする社会社会社会社会」」」」とととと定定定定義義義義をしたをしたをしたをした。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、物物物物はははは繰繰繰繰りりりり返返返返しししし使用使用使用使用することがすることがすることがすることができるができるができるができるが、、、、エエエエネネネネルルルルギギギギーはーはーはーは繰繰繰繰りりりり返返返返しししし使用使用使用使用することができないすることができないすることができないすることができない。。。。カカカカスケースケースケースケードドドド等等等等のののの利用利用利用利用もももも含含含含めめめめ、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな形形形形でででで利用利用利用利用するとするとするとすると書書書書いているいているいているいている。。。。        つまりつまりつまりつまり、、、、私私私私のののの場合場合場合場合、、、、循環社会循環社会循環社会循環社会はははは認認認認識識識識としてとしてとしてとして永永永永続続続続性性性性、、、、持持持持続続続続性性性性がまがまがまがまずずずず頭頭頭頭にあるにあるにあるにある。。。。またまたまたまた、、、、有限有限有限有限なななな地地地地球球球球のなかでのなかでのなかでのなかで行行行行うものをうものをうものをうものを念念念念頭頭頭頭にににに置置置置きききき、、、、特特特特にににに「「「「廃棄廃棄廃棄廃棄するものをするものをするものをするものを最最最最小小小小限限限限とするとするとするとする意意意意志志志志とととと能能能能力力力力」」」」をををを有有有有するするするする社会社会社会社会だとだとだとだと言言言言っているっているっているっている。。。。循環社会循環社会循環社会循環社会のののの具具具具体的体的体的体的なななな分野分野分野分野としてとしてとしてとして４４４４つつつつ挙挙挙挙げているがげているがげているがげているが、、、、１１１１つはつはつはつはいわいわいわいわゆゆゆゆるるるる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物問問問問題題題題、、、、２２２２つつつつ目目目目がエがエがエがエネネネネルルルルギギギギーーーー問問問問題題題題、、、、３３３３つつつつ目目目目がががが食食食食糧糧糧糧、、、、農農農農業業業業分野分野分野分野、、、、４４４４つつつつ目目目目がががが交交交交通通通通のののの分野分野分野分野、、、、特特特特にこのにこのにこのにこの４４４４つのつのつのつの分野分野分野分野がががが循環社会循環社会循環社会循環社会をををを形成形成形成形成するするするする上上上上でででで非常非常非常非常にににに重要重要重要重要だとこのだとこのだとこのだとこの本本本本のののの中中中中でででで論論論論じじじじたたたた。。。。        このこのこのこの本本本本はははは４４４４年年年年ほほほほどどどど前前前前にににに書書書書いたがいたがいたがいたが、、、、今今今今、、、、私自私自私自私自身身身身はどうはどうはどうはどう考考考考ええええているかというとているかというとているかというとているかというと、、、、本本本本をををを書書書書いたいたいたいた時時時時点点点点からからからから少少少少しししし進進進進んだんだんだんだ。。。。持持持持続可能続可能続可能続可能なななな循環社会循環社会循環社会循環社会のののの定定定定義義義義めいたことがめいたことがめいたことがめいたことが書書書書いてあるがいてあるがいてあるがいてあるが、、、、環境環境環境環境面面面面でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが進進進進んだんだんだんだ社会社会社会社会であるだけでなくであるだけでなくであるだけでなくであるだけでなく、、、、経済的経済的経済的経済的側面側面側面側面、、、、人間人間人間人間・・・・社会的社会的社会的社会的側面側面側面側面においてもバラにおいてもバラにおいてもバラにおいてもバランスがとれたンスがとれたンスがとれたンスがとれた社会社会社会社会だとだとだとだと言言言言っているっているっているっている。。。。先先先先ほほほほどどどど山路山路山路山路さんのさんのさんのさんの話話話話ではではではでは、、、、環境環境環境環境、、、、経済経済経済経済、、、、社会社会社会社会ががががキキキキーワーワーワーワーーーードドドドとしてとしてとしてとして出出出出てきたがてきたがてきたがてきたが、、、、国国国国際際際際的的的的にもよくにもよくにもよくにもよく使使使使われておりわれておりわれておりわれており、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん私私私私たちもそれをたちもそれをたちもそれをたちもそれを知知知知ったったったった上上上上でででで特特特特にににに人間人間人間人間をををを頭頭頭頭につけているにつけているにつけているにつけている。。。。社会社会社会社会のののの中中中中にににに人間人間人間人間がいるのはがいるのはがいるのはがいるのは当当当当たりたりたりたり前前前前でありでありでありであり、、、、人間人間人間人間・・・・社会社会社会社会ととととわざわざつけるのはとわざわざつけるのはとわざわざつけるのはとわざわざつけるのはと言言言言われるかもしれないがわれるかもしれないがわれるかもしれないがわれるかもしれないが、、、、それをそれをそれをそれを承承承承知知知知であであであであええええてててて人間社会人間社会人間社会人間社会としたとしたとしたとした。。。。ややややはりはりはりはり人間人間人間人間がががが生生生生きききき生生生生きしていなかったらきしていなかったらきしていなかったらきしていなかったら意意意意味味味味がないがないがないがない。。。。環境環境環境環境がよくがよくがよくがよく、、、、物物物物がよくがよくがよくがよく循環循環循環循環しししし、、、、しかししかししかししかし、、、、人間人間人間人間はははは皆皆皆皆うなだれていてうなだれていてうなだれていてうなだれていて活活活活気気気気がなくがなくがなくがなく、、、、失失失失業業業業やややや子子子子供供供供がががが不登不登不登不登校校校校ででででココココンンンンピピピピューターのューターのューターのューターの前前前前にしがみにしがみにしがみにしがみついているついているついているついている社会社会社会社会はははは全然全然全然全然よくないよくないよくないよくない。。。。そんなものがそんなものがそんなものがそんなものが循環社会循環社会循環社会循環社会ではないとあではないとあではないとあではないとあええええてててて追追追追加加加加しているしているしているしている。。。。        もうもうもうもう少少少少しししし解説解説解説解説的的的的にににに書書書書くとくとくとくと、、、、ままままずずずず環境環境環境環境についてはについてはについてはについては、、、、有限有限有限有限なななな地地地地球球球球環境環境環境環境のののの中中中中でででで環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷をををを最少最少最少最少にとどめにとどめにとどめにとどめ、、、、資資資資源源源源のののの循環循環循環循環をををを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、地地地地球球球球生態系生態系生態系生態系をををを維持維持維持維持できるできるできるできる持持持持続可続可続可続可能能能能なななな社会社会社会社会であることであることであることであること。。。。２２２２つつつつ目目目目がががが、、、、社会経済社会経済社会経済社会経済システムにおいてシステムにおいてシステムにおいてシステムにおいて費用費用費用費用とととと便益便益便益便益のバランスがとれたのバランスがとれたのバランスがとれたのバランスがとれた状状状状態態態態にありにありにありにあり、、、、市場経市場経市場経市場経済済済済においてもにおいてもにおいてもにおいても長長長長期期期期的的的的なななな視視視視点点点点がががが重重重重視視視視されされされされ、、、、長長長長期期期期的的的的ななななココココストストストスト負担負担負担負担もいとわないもいとわないもいとわないもいとわない社会社会社会社会であるであるであるである。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、長長長長期期期期的的的的なななな視視視視点点点点でありでありでありであり、、、、市場経済市場経済市場経済市場経済でありながらでありながらでありながらでありながら長長長長期期期期的的的的なななな視視視視点点点点がががが重重重重視視視視されるされるされるされる社会社会社会社会。。。。そしそしそしそしてててて、、、、３３３３番番番番目目目目のののの人間人間人間人間・・・・社会社会社会社会はははは、、、、１１１１人人人人１１１１人人人人のののの市民市民市民市民がががが自立自立自立自立しししし、、、、健健健健康康康康でででで文文文文化的化的化的化的なななな生生生生活活活活をををを営営営営むむむむだけでだけでだけでだけでなくなくなくなく、、、、自自自自然然然然・・・・次次次次世代世代世代世代・・・・他他他他のののの地域地域地域地域などとのなどとのなどとのなどとの関連関連関連関連性性性性をををを持持持持ちちちち、、、、多様多様多様多様なななな豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを実実実実感感感感できるできるできるできる社会社会社会社会でででであるとあるとあるとあると定定定定義義義義づづづづけているけているけているけている。。。。        私自私自私自私自身身身身がたどりがたどりがたどりがたどり着着着着いたのはこのいたのはこのいたのはこのいたのはこの辺辺辺辺であるがであるがであるがであるが、、、、京大京大京大京大のののの内内内内藤藤藤藤正正正正明明明明さんさんさんさん、、、、私私私私たちたちたちたちのののの仲仲仲仲間間間間であるであるであるである藤藤藤藤村村村村ココココノヱノヱノヱノヱさんさんさんさん等等等等、、、、ＭＭＭＭＩＩＩＩＴＴＴＴ、、、、タフトタフトタフトタフト大学大学大学大学、、、、サンフランシスサンフランシスサンフランシスサンフランシスココココ大学大学大学大学等等等等アメリアメリアメリアメリカカカカのののの研究研究研究研究者者者者とととと一一一一緒緒緒緒にににに、、、、まさにまさにまさにまさに合合合合宿宿宿宿しながらしながらしながらしながら循環社会循環社会循環社会循環社会とはとはとはとは何何何何だとだとだとだと２２２２年間年間年間年間やってきたやってきたやってきたやってきた。。。。あとあとあとあと二二二二、、、、三三三三カカカカ月月月月のうちのうちのうちのうちにににに私私私私たちのたちのたちのたちの成成成成果物果物果物果物をををを公表公表公表公表できるとできるとできるとできると思思思思うがうがうがうが、、、、そのそのそのその中中中中でででで循環社会循環社会循環社会循環社会とはとはとはとは何何何何かをかをかをかを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし議議議議論論論論してしてしてしてきたきたきたきた。。。。私私私私たちのたちのたちのたちのチチチチームにームにームにームに参参参参加加加加するアメリするアメリするアメリするアメリカカカカ人人人人はははは、、、、サーサーサーサーキキキキュレーションやリサイクルというュレーションやリサイクルというュレーションやリサイクルというュレーションやリサイクルという言言言言葉葉葉葉をををを使使使使うよりうよりうよりうより「「「「JyunkanJyunkanJyunkanJyunkan」」」」とととと表表表表記記記記したしたしたした方方方方ががががぴぴぴぴたっとたっとたっとたっと来来来来るというところまでなっているるというところまでなっているるというところまでなっているるというところまでなっている。。。。繰繰繰繰りりりり返返返返しししし議議議議論論論論したしたしたした中中中中でででで、、、、人間的人間的人間的人間的側面側面側面側面がががが非常非常非常非常にににに重要重要重要重要だということになってきただということになってきただということになってきただということになってきた。。。。たまたまたまたまたまたまたまたま日本日本日本日本のののの環境環境環境環境教育教育教育教育のののの専門専門専門専門家家家家のののの藤藤藤藤村村村村ココココノノノノエエエエ、、、、アメリアメリアメリアメリカカカカのサンフランシスのサンフランシスのサンフランシスのサンフランシスココココ大学大学大学大学でででで西西西西田田田田哲哲哲哲学学学学をををを教教教教ええええてててているいるいるいる有坂有坂有坂有坂陽陽陽陽子子子子というというというという日本人日本人日本人日本人女女女女性性性性ががががチチチチームにームにームにームに加加加加わりわりわりわり、、、、特特特特にににに人間的人間的人間的人間的側面側面側面側面がががが強調強調強調強調されるようになされるようになされるようになされるようになったったったった。。。。私自私自私自私自身身身身もももも、、、、単単単単にににに環境環境環境環境、、、、経済経済経済経済、、、、社会社会社会社会だけではだけではだけではだけでは少少少少しししし足足足足りないのではないかりないのではないかりないのではないかりないのではないか。。。。やはりやはりやはりやはり人間人間人間人間
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的的的的側面側面側面側面はははは非常非常非常非常にににに重要重要重要重要だということをもうだということをもうだということをもうだということをもう１１１１度度度度強調強調強調強調しておきたいしておきたいしておきたいしておきたい。。。。        以上以上以上以上、、、、循環社会循環社会循環社会循環社会ないしないしないしないし循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに比較比較比較比較的的的的近近近近いいいい言言言言葉葉葉葉でででで出出出出てくるタームをてくるタームをてくるタームをてくるタームを私私私私なりになりになりになりに整理整理整理整理ししししたものでありたものでありたものでありたものであり、、、、別別別別にこれをにこれをにこれをにこれを皆様方皆様方皆様方皆様方にににに押押押押しつけるつもりはしつけるつもりはしつけるつもりはしつけるつもりは毛毛毛毛頭頭頭頭ないないないない。。。。それそれそれそれ以以以以外外外外のののの考考考考ええええ方方方方もももも十十十十分分分分ありありありあり得得得得るとるとるとると思思思思うがうがうがうが、、、、いいいいずずずずれにしてもれにしてもれにしてもれにしても、、、、あとあとあとあと一一一一、、、、二二二二年年年年のうちにのうちにのうちにのうちに整理整理整理整理してしてしてしていかないとなかないかないとなかないかないとなかないかないとなかなかかかか先先先先へへへへ進進進進めないのではないかとのめないのではないかとのめないのではないかとのめないのではないかとの思思思思いがありいがありいがありいがあり、、、、整理整理整理整理をををを試試試試みるみるみるみる１１１１つのつのつのつの材材材材料料料料としておとりいたとしておとりいたとしておとりいたとしておとりいただければだければだければだければ結結結結構構構構かとかとかとかと思思思思うううう。。。。        さてさてさてさて、、、、もうもうもうもう１１１１つのつのつのつの今日今日今日今日のテーマはのテーマはのテーマはのテーマは、、、、このこのこのこの後後後後、、、、パパパパネネネネルルルルディディディディススススカカカカッションでッションでッションでッションで議議議議論論論論するするするする。。。。日本日本日本日本のののの社会社会社会社会もゼロエミッションもゼロエミッションもゼロエミッションもゼロエミッション、、、、循環型循環型循環型循環型、、、、循環循環循環循環等等等等、、、、単単単単にににに法法法法律律律律だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、企業社会企業社会企業社会企業社会、、、、地地地地方方方方公公公公共共共共団体団体団体団体、、、、政府政府政府政府、、、、ＮＮＮＮＧＧＧＧＯＯＯＯココココミュミュミュミュニニニニテテテティィィィーもそれーもそれーもそれーもそれぞぞぞぞれれれれ努力努力努力努力をしてをしてをしてをして随随随随分分分分進進進進んできたとんできたとんできたとんできたと思思思思うがうがうがうが、、、、ここここここここからさらにからさらにからさらにからさらに循環社会循環社会循環社会循環社会、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会、、、、ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを進進進進めるためにはどうしたらいいかめるためにはどうしたらいいかめるためにはどうしたらいいかめるためにはどうしたらいいかというというというという点点点点でででで私私私私のののの提案提案提案提案はははは３３３３つつつつほほほほどあるどあるどあるどある。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、社会社会社会社会のののの各各各各セクターがセクターがセクターがセクターが地地地地球球球球だけでなだけでなだけでなだけでなくくくく、、、、地域地域地域地域のののの環境環境環境環境もももも含含含含めめめめ、、、、環境環境環境環境がががが非常非常非常非常にににに危危危危機機機機的的的的なななな状状状状況況況況にあることをにあることをにあることをにあることを共共共共有有有有すすすすべべべべきでないかきでないかきでないかきでないか。。。。        第第第第２２２２点点点点としてはとしてはとしてはとしては、、、、危危危危機機機機感感感感のののの共共共共有有有有のののの他他他他にににに具具具具体的体的体的体的なななな課課課課題題題題としてとしてとしてとして、、、、政府政府政府政府やややや国会国会国会国会のののの大変大変大変大変なななな努力努力努力努力にににによりよりよりより循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに関関関関するいろいろなするいろいろなするいろいろなするいろいろな法法法法律律律律ができができができができ、、、、これらのこれらのこれらのこれらの法法法法律律律律をきちっとをきちっとをきちっとをきちっと先先先先にににに進進進進めてめてめてめて実実実実施施施施していくことがしていくことがしていくことがしていくことが大事大事大事大事であるであるであるである。。。。京都議京都議京都議京都議定書定書定書定書、、、、国会国会国会国会でででで間間間間違違違違いなくいなくいなくいなく批准批准批准批准されるとされるとされるとされると思思思思うがうがうがうが、、、、批准批准批准批准さささされたらそれをきちんとれたらそれをきちんとれたらそれをきちんとれたらそれをきちんと実実実実施施施施していくことがしていくことがしていくことがしていくことが日本日本日本日本のののの社会社会社会社会をさらにをさらにをさらにをさらに前前前前にににに進進進進めるとめるとめるとめると思思思思うううう。。。。        ３３３３つつつつ目目目目はははは、、、、そのためにはそのためにはそのためにはそのためには何何何何といってもといってもといってもといっても経済的経済的経済的経済的手手手手法法法法をもっときちんとをもっときちんとをもっときちんとをもっときちんと活活活活用用用用しなくてはだめしなくてはだめしなくてはだめしなくてはだめではないかではないかではないかではないか。。。。経済的経済的経済的経済的手手手手法法法法抜抜抜抜きでいろいろきでいろいろきでいろいろきでいろいろなことをやろうとしてもなことをやろうとしてもなことをやろうとしてもなことをやろうとしても無無無無理理理理ではないかというこではないかというこではないかというこではないかということもありともありともありともあり、、、、このこのこのこの３３３３つをつをつをつを私私私私としてはとしてはとしてはとしては提案提案提案提案したいしたいしたいしたい。。。。        ままままずずずず最最最最初初初初のののの危危危危機機機機のののの共共共共有有有有だがだがだがだが、、、、地地地地球球球球規模規模規模規模でもでもでもでも地域地域地域地域レレレレベベベベルでもルでもルでもルでも、、、、かなりかなりかなりかなり環境環境環境環境がががが悪悪悪悪化化化化しているしているしているしている。。。。私私私私にににに言言言言わせるとわせるとわせるとわせると、、、、極極極極めてめてめてめて危危危危機機機機的的的的なななな状状状状況況況況だとだとだとだと思思思思っているがっているがっているがっているが、、、、社会社会社会社会のののの人人人人たちはそうたちはそうたちはそうたちはそう思思思思ってくれってくれってくれってくれているかているかているかているか。。。。政治政治政治政治のリーダーのリーダーのリーダーのリーダー、、、、経済界経済界経済界経済界のリーダーがのリーダーがのリーダーがのリーダーが皆皆皆皆そうそうそうそう思思思思ってくれているかというとってくれているかというとってくれているかというとってくれているかというと必必必必ずずずずしもそうではないしもそうではないしもそうではないしもそうではない。。。。それどころかそれどころかそれどころかそれどころか、、、、危危危危機機機機がどこにあるのかとがどこにあるのかとがどこにあるのかとがどこにあるのかと言言言言うううう人人人人もももも結結結結構構構構いるいるいるいる。。。。私私私私はははは職職職職業業業業柄柄柄柄いろいろないろいろないろいろないろいろな人人人人とととと会会会会いいいい、、、、頼頼頼頼まれてまれてまれてまれて講講講講演演演演もするもするもするもする。。。。社会社会社会社会のののの各各各各般般般般各各各各層層層層のののの人人人人にににに比較比較比較比較的的的的おおおお目目目目にかかっにかかっにかかっにかかっているとているとているとていると思思思思うがうがうがうが、、、、知知知知識識識識ははははあってもあってもあってもあっても危危危危機機機機感感感感がないがないがないがない人人人人がががが結結結結構構構構いるいるいるいる。。。。私私私私はははは、、、、危危危危機機機機感感感感でどのでどのでどのでどの程程程程度度度度ののののレレレレベベベベルにあるかをルにあるかをルにあるかをルにあるかを４４４４分分分分類類類類、、、、どうしてどうしてどうしてどうして危危危危機機機機感感感感がないのかをがないのかをがないのかをがないのかを３３３３分分分分類類類類、、、、危危危危機機機機感感感感があるわけでもながあるわけでもながあるわけでもながあるわけでもないわけでもないもういわけでもないもういわけでもないもういわけでもないもう１１１１分分分分類類類類、、、、全部全部全部全部でででで８８８８分分分分類類類類にににに分分分分けたけたけたけた。。。。このこのこのこの分分分分類類類類はおもしろいのではおもしろいのではおもしろいのではおもしろいので、、、、機機機機会会会会ががががあればあればあればあれば喜喜喜喜んでおんでおんでおんでお話話話話しするがしするがしするがしするが、、、、今日今日今日今日はははは時間時間時間時間がないのでやめておくがないのでやめておくがないのでやめておくがないのでやめておく。。。。        危危危危機機機機感感感感をををを持持持持つというのはつというのはつというのはつというのは、、、、危危危危機機機機のののの正正正正体体体体をきちんとをきちんとをきちんとをきちんと認認認認識識識識することがすることがすることがすることが非常非常非常非常にににに大事大事大事大事でありでありでありであり、、、、パパパパニニニニックになるックになるックになるックになる必要必要必要必要はないはないはないはない。。。。例例例例ええええばばばば温暖温暖温暖温暖化化化化１１１１つとってもつとってもつとってもつとっても、、、、ＩＩＩＩＰＰＰＰＣＣＣＣＣＣＣＣがががが言言言言うようにうようにうようにうように、、、、もしもしもしもし 5555.8.8.8.8度度度度程程程程度上度上度上度上がるとがるとがるとがると言言言言ったらったらったらったら危危危危機機機機どころではなくどころではなくどころではなくどころではなく、、、、病病病病気気気気でででで言言言言ええええばばばば絶絶絶絶命命命命であるであるであるである。。。。ＩＩＩＩＰＰＰＰＣＣＣＣＣＣＣＣのののの一番一番一番一番下下下下のののの数字数字数字数字のののの 1111....4444度度度度でもでもでもでも重重重重病病病病もいいところであるもいいところであるもいいところであるもいいところである。。。。人間人間人間人間でででで言言言言ええええばばばば 40404040度度度度のののの高高高高熱熱熱熱がががが３３３３カカカカ月月月月続続続続くくくくぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの重重重重病病病病でででで、、、、もしかするとそのためにもしかするとそのためにもしかするとそのためにもしかするとそのために命命命命をををを落落落落とすかもしれないしとすかもしれないしとすかもしれないしとすかもしれないし、、、、運運運運がよければがよければがよければがよければ助助助助かるかるかるかるぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの話話話話であるであるであるである。。。。5555.8.8.8.8度度度度といったらといったらといったらといったら、、、、確確確確実実実実にそのにそのにそのにその場場場場でででで即死即死即死即死にににに近近近近いいいい状状状状態態態態でありでありでありであり、、、、危危危危機機機機感感感感といといといというものではないうものではないうものではないうものではない。。。。        ＩＩＩＩＰＰＰＰＣＣＣＣＣＣＣＣのことでものことでものことでものことでも、、、、社会社会社会社会のののの人人人人はははは結結結結構構構構いろいろなタイプでいろいろなタイプでいろいろなタイプでいろいろなタイプで受受受受けとめているけとめているけとめているけとめている。。。。私私私私がががが最最最最近一近一近一近一番番番番驚驚驚驚いたのはいたのはいたのはいたのは、、、、私私私私がこのがこのがこのがこの話話話話をしたらをしたらをしたらをしたら、、、、私私私私にににに厚厚厚厚意意意意をををを持持持持っているあるっているあるっているあるっているある方方方方がががが「「「「加加加加藤藤藤藤さんさんさんさん、、、、余余余余りりりり変変変変なことをなことをなことをなことを言言言言わないわないわないわない方方方方がいいよがいいよがいいよがいいよ」」」」とわざわざアとわざわざアとわざわざアとわざわざアドドドドバイスしてくれたバイスしてくれたバイスしてくれたバイスしてくれた。「。「。「。「ななななぜぜぜぜですかですかですかですか」」」」とととと言言言言ったったったったらららら「「「「いやいやいやいや、、、、専門専門専門専門家家家家はいいかげんなものだはいいかげんなものだはいいかげんなものだはいいかげんなものだ。。。。石油危石油危石油危石油危機機機機のときのときのときのとき、、、、トイレットトイレットトイレットトイレットペペペペーパーがなくなーパーがなくなーパーがなくなーパーがなくなるとかるとかるとかるとか、、、、日本日本日本日本からからからから石油危石油危石油危石油危機機機機でででで油油油油がががが一一一一滴滴滴滴もなくなるともなくなるともなくなるともなくなると大大大大騒騒騒騒ぎぎぎぎしたしたしたした専門専門専門専門家家家家がいたががいたががいたががいたが、、、、トイレットイレットイレットイレッ
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トトトトペペペペーパーもーパーもーパーもーパーも油油油油もなくならなかったもなくならなかったもなくならなかったもなくならなかった。。。。ＩＩＩＩＰＰＰＰＣＣＣＣＣＣＣＣのののの 1111....4444 度度度度からからからから 5555.8.8.8.8 度度度度でででで加加加加藤藤藤藤さんはさんはさんはさんは驚驚驚驚いていいていいていいているがるがるがるが、、、、こんなものはどうなるかわかったものではないこんなものはどうなるかわかったものではないこんなものはどうなるかわかったものではないこんなものはどうなるかわかったものではない。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、トイレットトイレットトイレットトイレットペペペペーパーーパーーパーーパー程程程程度度度度のものではないのかのものではないのかのものではないのかのものではないのか」」」」とアとアとアとアドドドドバイスがあったバイスがあったバイスがあったバイスがあった。。。。私私私私やややや環境問環境問環境問環境問題題題題にににに対対対対してすごくしてすごくしてすごくしてすごく悪悪悪悪意意意意をををを持持持持っっっっているているているている人人人人のアのアのアのアドドドドバイスならバイスならバイスならバイスなら最最最最初初初初からからからから聞聞聞聞かかかかずずずずにににに、、、、何何何何をををを寝寝寝寝ぼぼぼぼけたことをけたことをけたことをけたことを言言言言っているのかでっているのかでっているのかでっているのかで終終終終わわわわってしまうがってしまうがってしまうがってしまうが、、、、そのそのそのその方方方方はははは環環環環境境境境にににに熱心熱心熱心熱心でででで、、、、しかもしかもしかもしかも私私私私のののの話話話話をよくをよくをよくをよく聞聞聞聞いてくれるいてくれるいてくれるいてくれる方方方方であるであるであるである。。。。        もうもうもうもう一一一一寸寸寸寸ままままじじじじめなめなめなめな方方方方はははは「「「「明明明明日日日日のののの天天天天気気気気でさでさでさでさええええわからないのにわからないのにわからないのにわからないのに、、、、気気気気象象象象庁庁庁庁だってだってだってだって当当当当たらないこたらないこたらないこたらないこともよくあるではないかともよくあるではないかともよくあるではないかともよくあるではないか。。。。明明明明日日日日晴晴晴晴れるとれるとれるとれると言言言言いながらいながらいながらいながら、、、、雨雨雨雨がががが降降降降ることもあるではないかることもあるではないかることもあるではないかることもあるではないか。。。。今今今今年年年年のののの冬冬冬冬はははは暖暖暖暖冬冬冬冬ですとですとですとですと言言言言いながらいながらいながらいながら寒寒寒寒かったりかったりかったりかったり、、、、今年今年今年今年のののの冬冬冬冬はははは寒寒寒寒いですよといですよといですよといですよと言言言言ったらったらったらったら暖暖暖暖冬冬冬冬だっただっただっただったりりりり、、、、二二二二、、、、三三三三カカカカ月月月月先先先先のことさのことさのことさのことさええええわわわわええええらないのにらないのにらないのにらないのに、、、、100100100100年年年年先先先先のことがわかるはのことがわかるはのことがわかるはのことがわかるはずずずずがないがないがないがない。。。。だからだからだからだから、、、、危危危危機機機機だだだだ危危危危機機機機だとだとだとだと大大大大騒騒騒騒ぎぎぎぎしてしてしてして歩歩歩歩くとくとくとくと加加加加藤藤藤藤さんがさんがさんがさんが恥恥恥恥をかくからやめたをかくからやめたをかくからやめたをかくからやめた方方方方がいいがいいがいいがいい」」」」というというというという話話話話もあもあもあもあるるるる。。。。    しかししかししかししかし、、、、学学学学生生生生時時時時代代代代からからからから公害公害公害公害、、、、環境問環境問環境問環境問題題題題をををを約約約約 40404040年年年年近近近近くやっているプロとしてくやっているプロとしてくやっているプロとしてくやっているプロとして、、、、私自私自私自私自身身身身ははははＩＩＩＩＰＰＰＰＣＣＣＣＣＣＣＣのいろいろなのいろいろなのいろいろなのいろいろな手手手手続続続続からからからから見見見見てそのてそのてそのてその警警警警告告告告されるされるされるされる危危危危機機機機はははは大変大変大変大変なななな状状状状況況況況にあるとにあるとにあるとにあると思思思思っているっているっているっている。。。。ここここれをみんながれをみんながれをみんながれをみんなが正正正正しくしくしくしく共共共共有有有有しないとしないとしないとしないと、、、、ななななぜぜぜぜ循環社会循環社会循環社会循環社会をつくらなくてはいけないのかをつくらなくてはいけないのかをつくらなくてはいけないのかをつくらなくてはいけないのか、、、、ななななぜぜぜぜ環環環環境境境境税税税税をををを入入入入れなくてはいけないのかれなくてはいけないのかれなくてはいけないのかれなくてはいけないのか、、、、ななななぜぜぜぜこんなことをやらなくてはいけないかがこんなことをやらなくてはいけないかがこんなことをやらなくてはいけないかがこんなことをやらなくてはいけないかが理理理理解解解解できできできできないとないとないとないと思思思思っているっているっているっている。。。。ＩＩＩＩＰＰＰＰＣＣＣＣＣＣＣＣほほほほどではないがどではないがどではないがどではないが、、、、そこにあそこにあそこにあそこにあええええてててて私私私私のののの会会会会報報報報にににに最最最最近書近書近書近書いたことかいたことかいたことかいたことからこのらこのらこのらこの 10101010年年年年のののの変化変化変化変化をををを書書書書いておいたいておいたいておいたいておいた。。。。    一一一一々々々々説明説明説明説明するするするする必要必要必要必要はないとはないとはないとはないと思思思思うがうがうがうが、、、、例例例例ええええばばばば世世世世界界界界のののの人人人人口口口口でもでもでもでも、、、、地地地地球球球球サミットをやっているこサミットをやっているこサミットをやっているこサミットをやっているころからろからろからろから、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、ＣＣＣＣＯＰＯＰＯＰＯＰ１１１１、、、、ＣＣＣＣＯＰＯＰＯＰＯＰ３３３３、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯＰＰＰＰ７７７７だとだとだとだと言言言言っているうちにっているうちにっているうちにっているうちに、、、、世世世世界界界界のののの人人人人口口口口はもはもはもはもうううう８８８８億億億億人人人人ももももふえふえふえふえてしまっているてしまっているてしまっているてしまっている。。。。ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２    濃濃濃濃度度度度もももも 11115555ppmppmppmppm程程程程度度度度ふえふえふえふえ、、、、年年年年率率率率 0000....4444％％％％程程程程度度度度ふえふえふえふえていていていているるるる。。。。一一一一方方方方、、、、世世世世界界界界全全全全体体体体のののの経済経済経済経済はもちろんはもちろんはもちろんはもちろんふえふえふえふえているがているがているがているが、、、、先先先先進国進国進国進国ののののＯＯＯＯＤＡＤＡＤＡＤＡはははは、、、、地地地地球球球球サミットサミットサミットサミット時時時時点点点点でででで 0000....33333333％％％％ほほほほどどどど各各各各国国国国ののののＧＧＧＧＮＮＮＮＰＰＰＰのののの中中中中からからからから出出出出していたがしていたがしていたがしていたが、、、、今今今今はははは 0000....24242424％％％％にににに下下下下がってしまっているがってしまっているがってしまっているがってしまっている。。。。このこのこのこの間間間間、、、、国連国連国連国連でででで再再再再確確確確認認認認したがしたがしたがしたが、、、、0000....7777％％％％のののの目目目目標標標標からどんどんからどんどんからどんどんからどんどん遠遠遠遠ざかっているとざかっているとざかっているとざかっていると言言言言ってもってもってもっても過過過過言言言言ででででないないないない状状状状況況況況になっているになっているになっているになっている。。。。地域地域地域地域レレレレベベベベルのルのルのルの環境問環境問環境問環境問題題題題もももも、、、、危危危危機機機機的状的状的状的状況況況況になりつつあるになりつつあるになりつつあるになりつつある。。。。        これらのこれらのこれらのこれらの状状状状況況況況をできるだけをできるだけをできるだけをできるだけ多多多多くのくのくのくの人人人人にににに知知知知ってもらいってもらいってもらいってもらい、、、、認認認認識識識識ししししてもらいてもらいてもらいてもらい、、、、もしもしもしもし疑疑疑疑問問問問があるがあるがあるがあるならみんなでならみんなでならみんなでならみんなで議議議議論論論論したらいいしたらいいしたらいいしたらいい。。。。みんなでみんなでみんなでみんなで知知知知りりりり合合合合いいいい、、、、なるなるなるなるほほほほどどどどＩＩＩＩＰＰＰＰＣＣＣＣＣＣＣＣのののの予予予予測測測測やややや警警警警告告告告はははは、、、、ここここういうういうういうういう手手手手続続続続をををを経経経経てててて、、、、これだけのこれだけのこれだけのこれだけの科科科科学的学的学的学的なエなエなエなエビデビデビデビデンスをンスをンスをンスを積積積積みみみみ重重重重ねねねねたたたた上上上上でここまでたどりでここまでたどりでここまでたどりでここまでたどり着着着着きききき、、、、雲雲雲雲やややや海海海海流等流等流等流等わからないこともあるがわからないこともあるがわからないこともあるがわからないこともあるが、、、、少少少少なくともここまではなくともここまではなくともここまではなくともここまでは確確確確実実実実にににに言言言言ええええるものとるものとるものとるものと、、、、石油危石油危石油危石油危機機機機のののの際際際際にどなたがにどなたがにどなたがにどなたが言言言言ったかったかったかったか知知知知らないがらないがらないがらないが、、、、日本日本日本日本からトイレットからトイレットからトイレットからトイレットペペペペーパーがなくなるといったーパーがなくなるといったーパーがなくなるといったーパーがなくなるといった程程程程度度度度のののの専門専門専門専門家家家家のののの話話話話とととと何何何何もかももかももかももかも全部全部全部全部違違違違うということをみんながうということをみんながうということをみんながうということをみんなが認認認認識識識識することがますることがますることがますることがまずずずず第第第第１１１１であであであであるるるる。。。。        第第第第２２２２はははは、、、、２２２２年年年年ほほほほどどどど前前前前にににに循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のためのためのためのため、、、、一口一口一口一口でででで言言言言ってごみってごみってごみってごみ処理処理処理処理、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの問問問問題題題題であるがであるがであるがであるが、、、、それでもかなりいいそれでもかなりいいそれでもかなりいいそれでもかなりいい法法法法律律律律ができてきたしができてきたしができてきたしができてきたし、、、、今後今後今後今後もももも自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法、、、、パパパパソソソソココココンをンをンをンを家家家家庭庭庭庭にまでにまでにまでにまで拡拡拡拡大大大大するするするする等等等等いろいろなことがなされようとしているのでいろいろなことがなされようとしているのでいろいろなことがなされようとしているのでいろいろなことがなされようとしているので、、、、これはきちっこれはきちっこれはきちっこれはきちっとととと実実実実施施施施しなくてはいけないしなくてはいけないしなくてはいけないしなくてはいけない。。。。このこのこのこの実実実実施施施施をすることがをすることがをすることがをすることが日本日本日本日本をををを間間間間違違違違いなくさらにいなくさらにいなくさらにいなくさらに一一一一歩歩歩歩循環社会循環社会循環社会循環社会ないしないしないしないし循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに近近近近づづづづけるものになるとけるものになるとけるものになるとけるものになると私自私自私自私自身身身身はかたくはかたくはかたくはかたく信信信信じじじじているているているている。。。。        ただただただただ、、、、ああああええええてててて一一一一言言言言言言言言ええええばばばば、、、、容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法はははは５５５５年以上前年以上前年以上前年以上前にできたにできたにできたにできた法法法法律律律律でででで、、、、今今今今からからからから見見見見るとるとるとるとＥＥＥＥＰＰＰＰＲＲＲＲがががが弱弱弱弱いのでいのでいのでいので直直直直したしたしたした方方方方がいいがいいがいいがいい。。。。環境省環境省環境省環境省もももも直直直直すすすす方向方向方向方向でででで検討検討検討検討をををを始始始始めているのではなめているのではなめているのではなめているのではないかといかといかといかと思思思思うがうがうがうが、、、、いいいいずずずずれにしてもれにしてもれにしてもれにしても、、、、このこのこのこの法法法法律律律律はははは直直直直したしたしたした方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと思思思思っているっているっているっている。。。。直直直直すすすす際際際際はははは、、、、私私私私がががが昨年昨年昨年昨年 11111111月月月月のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物学会学会学会学会でででで述述述述べべべべたとおりたとおりたとおりたとおり、、、、資料資料資料資料にににに書書書書いてあるいてあるいてあるいてある４４４４点点点点をををを骨骨骨骨子子子子にににに直直直直していったらしていったらしていったらしていったら
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いいといいといいといいと思思思思っているっているっているっている。。。。本日本日本日本日はははは容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法をどうをどうをどうをどう改改改改正正正正すすすすべべべべきかのきかのきかのきかの問問問問題題題題がががが直直直直接接接接のののの対対対対象象象象ではないのでではないのでではないのでではないので、、、、これこれこれこれ以上以上以上以上のことはのことはのことはのことは言言言言わないわないわないわない。。。。いいいいずずずずれにしてもれにしてもれにしてもれにしても、、、、循環社会形成循環社会形成循環社会形成循環社会形成のためののためののためののための諸諸諸諸法法法法律律律律をををを着着着着実実実実にににに実実実実施施施施していくことがしていくことがしていくことがしていくことが大事大事大事大事であるであるであるである。。。。        ２２２２番番番番目目目目はははは、、、、エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー関係関係関係関係ではではではでは間間間間違違違違いなくいなくいなくいなく京都議京都議京都議京都議定書定書定書定書はははは非常非常非常非常にににに大大大大きなインパクトをきなインパクトをきなインパクトをきなインパクトを与与与与ええええるるるる。。。。今国会今国会今国会今国会でででで日本日本日本日本がががが批准批准批准批准すればすればすればすれば、、、、55555555％％％％のののの中中中中のののの 8.8.8.8.5555％％％％をををを日本日本日本日本がががが持持持持っているのでっているのでっているのでっているので、、、、これでこれでこれでこれで 55555555％％％％以上以上以上以上になりになりになりになり、、、、京都議京都議京都議京都議定書定書定書定書がががが発発発発効効効効となるとなるとなるとなる。。。。発発発発効効効効になればになればになればになれば法的法的法的法的責務責務責務責務でありでありでありであり、、、、６６６６％％％％削削削削減減減減はははは単単単単なるなるなるなる数値数値数値数値目目目目標標標標ではなくではなくではなくではなく、、、、法的法的法的法的拘拘拘拘束束束束力力力力をををを有有有有するターするターするターするターゲゲゲゲットになりットになりットになりットになり、、、、必必必必死死死死になってやらなくてはいになってやらなくてはいになってやらなくてはいになってやらなくてはいけないけないけないけない。。。。そのそのそのその第第第第一一一一弾弾弾弾としてとしてとしてとして出出出出たたたた新新新新大大大大綱綱綱綱をををを資料資料資料資料にににに引引引引用用用用したしたしたした。。。。大変大変大変大変結結結結構構構構であるがであるがであるがであるが、、、、ああああええええてててて新新新新大大大大綱綱綱綱にににに２２２２つだけつだけつだけつだけ触触触触れるとすればれるとすればれるとすればれるとすれば、、、、このこのこのこの後後後後すすすすぐぐぐぐ触触触触れるれるれるれる経済的経済的経済的経済的手手手手法法法法はははは入入入入っていないっていないっていないっていない。。。。経済的経済的経済的経済的手手手手法法法法だけでできるとはだけでできるとはだけでできるとはだけでできるとは思思思思っていないがっていないがっていないがっていないが、、、、どこをどうつついてもどこをどうつついてもどこをどうつついてもどこをどうつついても、、、、経済的経済的経済的経済的手手手手法法法法抜抜抜抜きできできできで京都議京都議京都議京都議定書定書定書定書をををを日本日本日本日本がががが達達達達成成成成することはすることはすることはすることは不可能不可能不可能不可能だとだとだとだと私自私自私自私自身身身身はははは思思思思っているっているっているっている。。。。環境省環境省環境省環境省がががが最最最最近近近近キキキキャンャンャンャンペペペペーンしてーンしてーンしてーンしているがいるがいるがいるが、、、、シャワーのシャワーのシャワーのシャワーの時間時間時間時間をををを１１１１分分分分短短短短くすればくすればくすればくすれば等等等等のののの呼呼呼呼びかけではびくとびかけではびくとびかけではびくとびかけではびくともももも動動動動かないのはかないのはかないのはかないのは、、、、過去過去過去過去10101010 年年年年やってきてやってきてやってきてやってきて効果効果効果効果がなかったことでもうがなかったことでもうがなかったことでもうがなかったことでもう証明証明証明証明済済済済みでありみでありみでありみであり、、、、経済的経済的経済的経済的手手手手法法法法をををを入入入入れなくはいけれなくはいけれなくはいけれなくはいけないというのがないというのがないというのがないというのが１１１１つであるつであるつであるつである。。。。        もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは、、、、今回今回今回今回のののの新新新新大大大大綱綱綱綱ではではではでは森森森森林林林林のののの吸吸吸吸収源収源収源収源のののの枠枠枠枠としてとしてとしてとして 3333....9999％％％％とってありとってありとってありとってあり、、、、これはこれはこれはこれは余余余余りにりにりにりにもももも過過過過大大大大であるであるであるである。。。。私私私私たちもたちもたちもたちも多少多少多少多少、、、、森森森森林林林林のののの勉勉勉勉強強強強をしておりをしておりをしておりをしており、、、、今今今今からからからから２２２２週週週週間前間前間前間前もももも長長長長野野野野のののの森森森森のののの中中中中にににに行行行行ってってってって森森森森林林林林関係関係関係関係者者者者のののの話話話話をををを聞聞聞聞いてびっくりしたいてびっくりしたいてびっくりしたいてびっくりした。。。。私私私私のようなのようなのようなのような素素素素人人人人からからからから見見見見るといいるといいるといいるといい森森森森だとだとだとだと思思思思ううううところでもところでもところでもところでも、、、、全然手入全然手入全然手入全然手入れをしていないのでれをしていないのでれをしていないのでれをしていないので、、、、森森森森林林林林のののの吸吸吸吸収収収収能能能能力力力力どころかどころかどころかどころかむむむむしろしろしろしろ排排排排出出出出源源源源になりになりになりになりかかかかねねねねないないないない状状状状況況況況であるであるであるである。。。。私私私私はははは、、、、このこのこのこの森森森森になってしまうとになってしまうとになってしまうとになってしまうと雑雑雑雑キキキキノノノノココココもももも生生生生ええええないというないというないというないという言言言言葉葉葉葉をををを聞聞聞聞いてびっくりしたいてびっくりしたいてびっくりしたいてびっくりした。。。。間間間間伐伐伐伐もももも何何何何もしていないのでもしていないのでもしていないのでもしていないので、、、、茂茂茂茂ってってってって空空空空気気気気のののの流流流流れがれがれがれが悪悪悪悪くくくく、、、、日日日日がががが差差差差しししし込込込込ままままないためないためないためないため、、、、キキキキノノノノココココすらもうすらもうすらもうすらもう生生生生ええええなくなってきたなくなってきたなくなってきたなくなってきた。。。。日本日本日本日本のかなりののかなりののかなりののかなりの山山山山がそういうがそういうがそういうがそういう状状状状態態態態にあるにあるにあるにある中中中中でででで、、、、3333....9999％％％％吸吸吸吸収収収収できるとできるとできるとできると言言言言ったらったらったらったら、、、、ああああほほほほではないかとではないかとではないかとではないかと言言言言われるわれるわれるわれる。。。。        森森森森林林林林のののの専門専門専門専門家家家家にににに聞聞聞聞くとくとくとくと、、、、どうどうどうどう考考考考ええええてもけたがてもけたがてもけたがてもけたが１１１１つつつつ違違違違うううう。。。。3333....9999％％％％どころかどころかどころかどころか、、、、0000....3333％％％％程程程程度度度度までまでまでまでいけばいけばいけばいけば御御御御のののの字字字字だというだというだというだというぐぐぐぐらいであるらいであるらいであるらいである。。。。あのあのあのあの 3333....9999％％％％はははは日本政府日本政府日本政府日本政府がががが勝勝勝勝手手手手にににに突突突突っっっっ込込込込んだんだんだんだ数字数字数字数字でありでありでありであり、、、、京都議京都議京都議京都議定書定書定書定書上上上上はははは最最最最終終終終的的的的にににに本本本本当当当当にににに吸吸吸吸収収収収されたかどうかをされたかどうかをされたかどうかをされたかどうかを専門専門専門専門家家家家によるによるによるによるチチチチェックがなされるのェックがなされるのェックがなされるのェックがなされるのでででで、、、、やがてやがてやがてやがて明明明明ららららかになっていくがかになっていくがかになっていくがかになっていくが、、、、到到到到底底底底今今今今のままではのままではのままではのままでは無無無無理理理理であるであるであるである。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、経済的経済的経済的経済的手手手手法法法法をををを入入入入れれれれ、、、、そこからそこからそこからそこから税税税税収収収収をををを上上上上げげげげ、、、、そのそのそのその費用費用費用費用をををを技術技術技術技術開開開開発発発発やバイやバイやバイやバイオオオオマスマスマスマス、、、、間間間間伐伐伐伐できるできるできるできる雇雇雇雇用用用用体体体体系系系系をををを早早早早急急急急につくっていくにつくっていくにつくっていくにつくっていく。。。。そしてそしてそしてそして、、、、バイバイバイバイオオオオマスでエマスでエマスでエマスでエネネネネルルルルギギギギーをつくったらーをつくったらーをつくったらーをつくったら、、、、そこにそこにそこにそこに補助補助補助補助金金金金をををを出出出出すすすす等等等等、、、、技術技術技術技術開開開開発発発発におにおにおにお金金金金がががが回回回回るようにしてあげるるようにしてあげるるようにしてあげるるようにしてあげる仕仕仕仕組組組組みをつくらなかったらみをつくらなかったらみをつくらなかったらみをつくらなかったら、、、、3333....9999％％％％はははは幻幻幻幻のののの数字数字数字数字にににに終終終終わってしまうだろうとわってしまうだろうとわってしまうだろうとわってしまうだろうと私自私自私自私自身身身身はははは思思思思っているっているっているっている。。。。        そこでそこでそこでそこで、、、、４４４４ペペペページのージのージのージの経済的経済的経済的経済的手手手手法法法法はははは、、、、言言言言葉葉葉葉はははは何何何何であれであれであれであれ、、、、広広広広いいいい意意意意味味味味のののの環境環境環境環境税税税税であるであるであるである。。。。環境環境環境環境税税税税とととと言言言言うとうとうとうと、、、、すすすすぐぐぐぐ炭炭炭炭素素素素税税税税になりがちであるがになりがちであるがになりがちであるがになりがちであるが、、、、私自私自私自私自身身身身はははは環境環境環境環境税税税税はもっとはもっとはもっとはもっと幅幅幅幅広広広広いいいい概念概念概念概念だとだとだとだと思思思思っっっっておりておりておりており、、、、必必必必ずずずずしもしもしもしも炭炭炭炭素素素素税税税税だけではないだけではないだけではないだけではない。。。。そもそもそもそもそもそもそもそも炭炭炭炭素素素素税税税税かかかか炭炭炭炭素素素素エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー税税税税かのかのかのかの問問問問題題題題がががが１１１１つあるつあるつあるつある。。。。炭炭炭炭素素素素税税税税はははは化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２がががが出出出出たたたた部分部分部分部分にかけるのがにかけるのがにかけるのがにかけるのが炭炭炭炭素素素素税税税税であるがであるがであるがであるが、、、、エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー税税税税のののの場合場合場合場合はははは原原原原子子子子力等力等力等力等からエからエからエからエネネネネルルルルギギギギーがーがーがーが出出出出てもてもてもても、、、、そのそのそのその部分部分部分部分についてもについてもについてもについても課課課課税税税税するするするする考考考考ええええ方方方方でありでありでありであり、、、、炭炭炭炭素素素素税税税税かかかか炭炭炭炭素素素素エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー税税税税かでかなりかでかなりかでかなりかでかなり違違違違うううう。。。。それにそれにそれにそれに加加加加ええええ、、、、例例例例ええええばごみにばごみにばごみにばごみに税税税税をかけるをかけるをかけるをかける等等等等、、、、そそそそのののの他他他他いろいろないろいろないろいろないろいろな税税税税のかけのかけのかけのかけ方方方方があるがあるがあるがある。。。。        税税税税をかけるとをかけるとをかけるとをかけると言言言言うとうとうとうと、、、、今今今今のののの日本日本日本日本はははは不況不況不況不況のさなかにあるのにのさなかにあるのにのさなかにあるのにのさなかにあるのに増増増増税税税税とはとはとはとは何事何事何事何事かかかか。。。。税税税税とととと聞聞聞聞いたいたいたいただけでだけでだけでだけで拒否拒否拒否拒否反反反反応応応応をををを起起起起こしこしこしこし、、、、とんでもないとんでもないとんでもないとんでもない、、、、一一一一体体体体どこのどいつがそんなばかなことどこのどいつがそんなばかなことどこのどいつがそんなばかなことどこのどいつがそんなばかなことをををを言言言言ってってってっているのかいるのかいるのかいるのか。。。。時時時時世世世世もわきまもわきまもわきまもわきまえずえずえずえずとなりがちであるがとなりがちであるがとなりがちであるがとなりがちであるが、、、、私私私私にににに言言言言わせればわせればわせればわせれば、、、、このこのこのこの時時時時世世世世だからこそだからこそだからこそだからこそ
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環境環境環境環境税税税税をををを導導導導入入入入しししし、、、、そのおそのおそのおそのお金金金金がががが有有有有効効効効にににに使使使使われるようにしなくてはいけないわれるようにしなくてはいけないわれるようにしなくてはいけないわれるようにしなくてはいけない。。。。まさにこのまさにこのまさにこのまさにこの時時時時世世世世だからこそだからこそだからこそだからこそ、、、、不況不況不況不況やややや社会社会社会社会がががが行行行行きききき詰詰詰詰まりまりまりまり、、、、銀銀銀銀行行行行がががが不不不不良債権良債権良債権良債権でででで非常非常非常非常にににに困困困困っているっているっているっている、、、、優優優優秀秀秀秀なななな人人人人たたたたちがリストラされてちがリストラされてちがリストラされてちがリストラされて路頭路頭路頭路頭にににに迷迷迷迷っているときだからこそっているときだからこそっているときだからこそっているときだからこそ、、、、まさにまさにまさにまさに環境環境環境環境にににに関関関関するするするする税税税税をかけをかけをかけをかけ、、、、そそそそれをうまくれをうまくれをうまくれをうまく使使使使っていくっていくっていくっていく。。。。何何何何もももも日本経済日本経済日本経済日本経済をををを痛痛痛痛めつけるためにめつけるためにめつけるためにめつけるために使使使使うのではなくうのではなくうのではなくうのではなく、、、、日本経済日本経済日本経済日本経済をををを活活活活性性性性化化化化するするするする、、、、よくするためによくするためによくするためによくするために使使使使うことがうことがうことがうことが幾幾幾幾らでもできるのではないかとらでもできるのではないかとらでもできるのではないかとらでもできるのではないかと言言言言っているっているっているっている。。。。私私私私にもにもにもにもしししし権権権権力力力力をくれたらをくれたらをくれたらをくれたら、、、、私私私私はははは１１１１年年年年ぐぐぐぐらいのうちにらいのうちにらいのうちにらいのうちに見事見事見事見事にやらせてにやらせてにやらせてにやらせて見見見見せますとせますとせますとせますと言言言言ってもってもってもっても過過過過言言言言ではではではではないがないがないがないが、、、、そんなそんなそんなそんな権権権権力力力力をくれるをくれるをくれるをくれる人人人人はははは１１１１人人人人もいないのでもいないのでもいないのでもいないので単単単単なるなるなるなる話話話話でででで終終終終わってしまうわってしまうわってしまうわってしまう。。。。        それはうそではないかとそれはうそではないかとそれはうそではないかとそれはうそではないかと言言言言うううう人人人人がいたらがいたらがいたらがいたら、、、、イイイイギギギギリスのリスのリスのリスの気気気気候候候候変動変動変動変動税税税税をををを少少少少しししし勉勉勉勉強強強強してみてはしてみてはしてみてはしてみてはどうかとどうかとどうかとどうかと言言言言いたいいたいいたいいたい。。。。イイイイギギギギリスもリスもリスもリスも経済経済経済経済のののの状状状状態態態態がいいわけではないがいいわけではないがいいわけではないがいいわけではない。。。。経済経済経済経済がいいがいいがいいがいい状状状状態態態態ではないではないではないではないがががが、、、、ＥＥＥＥＵＵＵＵはははは京都議京都議京都議京都議定書定書定書定書上上上上はははは８８８８％％％％、、、、ＥＥＥＥＵＵＵＵ11115555 カカカカ国国国国のののの中中中中ででででドドドドイイイイツツツツはははは何何何何％％％％、、、、イイイイギギギギリスはリスはリスはリスは何何何何％％％％、、、、フラフラフラフランスンスンスンス何何何何％％％％とととと分分分分けけけけ合合合合いいいい、、、、全全全全体体体体でででで８８８８％％％％としているとしているとしているとしている。。。。ＥＥＥＥＵＵＵＵにおけるイにおけるイにおけるイにおけるイギギギギリスのリスのリスのリスの削削削削減減減減義義義義務量務量務量務量がががが 12121212....5555％％％％であるであるであるである。。。。イイイイギギギギリスはリスはリスはリスは 12121212....5555％％％％をををを目目目目標標標標にににに政策政策政策政策をとっているかをとっているかをとっているかをとっているかというとというとというとというと、、、、そうではなくそうではなくそうではなくそうではなく、、、、20202020％％％％削削削削減減減減しようとしているしようとしているしようとしているしようとしている。。。。日本日本日本日本でででで 10101010％％％％カカカカットしようともしットしようともしットしようともしットしようともし私私私私がががが言言言言ったらったらったらったら、、、、ばかなことをばかなことをばかなことをばかなことを言言言言ってってってっているといるといるといると言言言言われるかもしれないがわれるかもしれないがわれるかもしれないがわれるかもしれないが…………。。。。        イイイイギギギギリスはなリスはなリスはなリスはなぜぜぜぜ 20202020％％％％のののの目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げているかというとげているかというとげているかというとげているかというと、、、、イイイイギギギギリスのリスのリスのリスの政治政治政治政治家家家家もももも産業人産業人産業人産業人もももも、、、、今今今今起起起起こっているこっているこっているこっている地地地地球球球球のののの温暖温暖温暖温暖化化化化はははは大変大変大変大変なななな問問問問題題題題であるとであるとであるとであると認認認認識識識識しししし、、、、将来将来将来将来ともともともとも、、、、21212121 世紀世紀世紀世紀のののの世世世世界界界界のののの中中中中でででで地地地地球温暖球温暖球温暖球温暖化化化化へへへへのののの対対対対応応応応はははは免免免免れないれないれないれない。。。。ＩＩＩＩＰＰＰＰＣＣＣＣＣＣＣＣがそうがそうがそうがそう言言言言っているからではなくっているからではなくっているからではなくっているからではなく、、、、自自自自分分分分たちたちたちたち自自自自身身身身もももも科科科科学的学的学的学的なエなエなエなエビデビデビデビデンスンスンスンス等等等等をををを産業人産業人産業人産業人はははは産業人産業人産業人産業人としてとしてとしてとして積積積積みみみみ上上上上げたげたげたげた上上上上でででで、、、、なるなるなるなるほほほほどどどどＩＩＩＩＰＰＰＰＣＣＣＣＣＣＣＣがががが言言言言っているようなことになりかっているようなことになりかっているようなことになりかっているようなことになりかねねねねないとなるないとなるないとなるないとなる。。。。日本日本日本日本のののの産業人産業人産業人産業人がががが一一一一体体体体それだけのそれだけのそれだけのそれだけの努力努力努力努力をしていをしていをしていをしているかるかるかるか。。。。アメリアメリアメリアメリカカカカがががが京都議京都議京都議京都議定書定書定書定書をやめたとをやめたとをやめたとをやめたと言言言言っているのにっているのにっているのにっているのに日本日本日本日本がやるのはがやるのはがやるのはがやるのは問問問問題題題題だとかだとかだとかだとか、、、、このこのこのこの不況不況不況不況、、、、経済状経済状経済状経済状況況況況のののの中中中中でででで京都議京都議京都議京都議定書定書定書定書のののの批准批准批准批准はははは遅遅遅遅らせたらせたらせたらせた方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと経済界経済界経済界経済界のののの偉偉偉偉いいいい人人人人がががが言言言言っていっていっていっているようであるがるようであるがるようであるがるようであるが、、、、そのそのそのその方方方方ががががＩＩＩＩＰＰＰＰＣＣＣＣＣＣＣＣのののの言言言言っていることをどれっていることをどれっていることをどれっていることをどれほほほほどみどみどみどみずずずずからからからからチチチチェックしたかェックしたかェックしたかェックしたか。。。。イイイイギギギギリスのリスのリスのリスの産業人産業人産業人産業人はははは、、、、チチチチェックをしたェックをしたェックをしたェックをした上上上上でででで、、、、なるなるなるなるほほほほどこれはどこれはどこれはどこれは大変大変大変大変だだだだ、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化のインパクトのインパクトのインパクトのインパクトはははは避避避避けられないのではないかけられないのではないかけられないのではないかけられないのではないか。。。。避避避避けられないとしたらけられないとしたらけられないとしたらけられないとしたら、、、、京都議京都議京都議京都議定書定書定書定書のののの５５５５％％％％カカカカットはットはットはットは第第第第１１１１段段段段階階階階にしかにしかにしかにしか過過過過ぎぎぎぎないないないない。。。。        つまりつまりつまりつまり、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層破壊破壊破壊破壊防止防止防止防止ののののモモモモントリントリントリントリオオオオールプロトールプロトールプロトールプロトココココルのときはルのときはルのときはルのときは、、、、最最最最初初初初はははは 55550000％％％％カカカカットかットかットかットからららら始始始始まりまりまりまり、、、、何回何回何回何回かかかか強強強強化化化化にににに次次次次ぐぐぐぐ強強強強化化化化をしてをしてをしてをして最後最後最後最後はははは全廃全廃全廃全廃になったになったになったになった。。。。地地地地球温暖球温暖球温暖球温暖化化化化もももも、、、、現状現状現状現状とととと科科科科学学学学のエのエのエのエビデビデビデビデンスがンスがンスがンスが示示示示すところはすところはすところはすところは大変大変大変大変だとなればだとなればだとなればだとなれば、、、、当然当然当然当然５５５５％％％％ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで終終終終わらないわらないわらないわらない。。。。終終終終わらないわらないわらないわらないのならのならのならのなら、、、、あらかあらかあらかあらかじじじじめめめめ早早早早くくくく手手手手をををを打打打打ったったったった方方方方がイがイがイがイギギギギリスリスリスリス経済経済経済経済にとっていいのではないかにとっていいのではないかにとっていいのではないかにとっていいのではないか。。。。イイイイギギギギリリリリスススス経済経済経済経済をををを地地地地球温暖球温暖球温暖球温暖化時化時化時化時代代代代にににに強強強強くなるくなるくなるくなる社会社会社会社会にすればいいとのにすればいいとのにすればいいとのにすればいいとの判断判断判断判断にににに立立立立ちちちち、、、、気気気気候候候候変動変動変動変動プロプロプロプロググググララララムをつくっているムをつくっているムをつくっているムをつくっている。。。。イイイイギギギギリスでリスでリスでリスで何何何何をやっているかはをやっているかはをやっているかはをやっているかは、、、、今日今日今日今日このこのこのこの場場場場でででで説明説明説明説明するするするする必要必要必要必要はないとはないとはないとはないと思思思思うううう。。。。おおおお知知知知りになりたいりになりたいりになりたいりになりたい方方方方はははは、、、、環境省環境省環境省環境省からからからから出出出出ているているているている報告報告報告報告書書書書もももも含含含含めてめてめてめて見見見見ていただきたいていただきたいていただきたいていただきたい。。。。        私私私私がががが言言言言いたいのはいたいのはいたいのはいたいのは、、、、現実現実現実現実をはっきりとをはっきりとをはっきりとをはっきりと見見見見詰詰詰詰めためためためた上上上上でそのでそのでそのでその対対対対応応応応策策策策をとろうをとろうをとろうをとろう。。。。そのそのそのその対対対対応応応応策策策策はははは、、、、一番基一番基一番基一番基本本本本となるものとしてとなるものとしてとなるものとしてとなるものとして気気気気候候候候変動変動変動変動税税税税をををを入入入入れているれているれているれている。。。。気気気気候候候候変動変動変動変動税税税税とはとはとはとは何何何何かかかか、、、、それにそれにそれにそれに伴伴伴伴いいいい協協協協定定定定をををを結結結結んでいるんでいるんでいるんでいる云云云云々々々々のののの話話話話はははは今日今日今日今日はははは置置置置くとしてくとしてくとしてくとして、、、、イイイイギギギギリスがリスがリスがリスが気気気気候候候候変動変動変動変動税税税税をををを導導導導入入入入したのはしたのはしたのはしたのは、、、、そそそそういうういうういうういう深深深深いいいい認認認認識識識識があってがあってがあってがあって導導導導入入入入されておりされておりされておりされており、、、、しかもしかもしかもしかも戦略戦略戦略戦略的的的的にににに先先先先取取取取りのりのりのりの精神精神精神精神でででで行行行行っていることっていることっていることっていることをををを改改改改めてめてめてめて強調強調強調強調しておきたいしておきたいしておきたいしておきたい。。。。        最後最後最後最後にににに、、、、ごみのことであるごみのことであるごみのことであるごみのことである。。。。環境環境環境環境税税税税とととと言言言言われるものはわれるものはわれるものはわれるものは炭炭炭炭素素素素税税税税だけではないだけではないだけではないだけではない。。。。炭炭炭炭素素素素エエエエネネネネルルルルギギギギーもあればーもあればーもあればーもあれば、、、、ごみごみごみごみ、、、、高速高速高速高速道道道道路路路路、、、、駐駐駐駐車車車車場場場場等等等等いろいろあるいろいろあるいろいろあるいろいろある。。。。国国国国のののの段段段段階階階階でもいいしでもいいしでもいいしでもいいし、、、、地地地地方方方方がががが行行行行っっっってもいいてもいいてもいいてもいい。。。。地地地地方方方方もうっかりもうっかりもうっかりもうっかり変変変変なことをするとなことをするとなことをするとなことをすると、、、、昨日昨日昨日昨日のののの銀銀銀銀行行行行税税税税にににに判決判決判決判決のようにのようにのようにのように痛痛痛痛いおいおいおいお灸灸灸灸をををを
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据据据据ええええられるからられるからられるからられるから気気気気をつけなくてはいけないがをつけなくてはいけないがをつけなくてはいけないがをつけなくてはいけないが、、、、地地地地方方方方もやっていいもやっていいもやっていいもやっていい。。。。現現現現にににに地地地地方方方方でもでもでもでも三三三三重重重重県県県県のののの産産産産廃廃廃廃税税税税等等等等いろいろいろいろいろいろいろいろ動動動動きがあるきがあるきがあるきがある。。。。私私私私がここでがここでがここでがここで言言言言いたいのはいたいのはいたいのはいたいのは、、、、ごみごみごみごみ処理処理処理処理のののの有料化有料化有料化有料化でありでありでありであり、、、、またまたまたまたデポデポデポデポジットもジットもジットもジットも極極極極めてめてめてめて有有有有効効効効であるであるであるである。。。。日本日本日本日本ではではではではデポデポデポデポジットのジットのジットのジットの議議議議論論論論はタはタはタはタブブブブーになっているがーになっているがーになっているがーになっているが、、、、ととととんでもないんでもないんでもないんでもない。。。。デポデポデポデポジットとジットとジットとジットと一一一一緒緒緒緒にやるにやるにやるにやるべべべべきだときだときだときだと思思思思っているっているっているっている。。。。        ただただただただ、、、、ごみのごみのごみのごみの有料化有料化有料化有料化といってもといってもといってもといっても、、、、現現現現在在在在、、、、日本日本日本日本のののの自治体自治体自治体自治体がやっているがやっているがやっているがやっている有料化有料化有料化有料化ははははほほほほんのんのんのんの少少少少ししししであるであるであるである。。。。平平平平均均均均値値値値でででで言言言言うとうとうとうと、、、、ごみごみごみごみ処理処理処理処理経経経経費費費費のののの６６６６％％％％しかしかしかしか有料化有料化有料化有料化でででで払払払払っっっっているているているている部分部分部分部分がないがないがないがない。。。。例例例例ええええばばばば 55550000 円円円円のごみのごみのごみのごみ袋袋袋袋をををを買買買買ってごみをってごみをってごみをってごみを出出出出すことはすことはすことはすことは、、、、通通通通常有料化常有料化常有料化常有料化ののののカカカカテテテテゴゴゴゴリーのリーのリーのリーの中中中中にににに入入入入っているがっているがっているがっているが、、、、自治体自治体自治体自治体がががが使使使使っているごみっているごみっているごみっているごみ処理費用処理費用処理費用処理費用のののの平平平平均均均均値値値値ではではではでは６６６６％％％％にしかなっていないのでにしかなっていないのでにしかなっていないのでにしかなっていないので、、、、もっともっともっともっと高高高高いいいいものにしなくてはいけないものにしなくてはいけないものにしなくてはいけないものにしなくてはいけない。。。。そうかといってそうかといってそうかといってそうかといって、、、、ごみごみごみごみ処理費用処理費用処理費用処理費用をををを全部排全部排全部排全部排出出出出者者者者がががが出出出出せとせとせとせと言言言言ったったったったらららら膨膨膨膨大大大大なななな費用費用費用費用になってしまうのでになってしまうのでになってしまうのでになってしまうので、、、、そこにはそこにはそこにはそこには一一一一種種種種のののの合合合合理性理性理性理性をををを配配配配慮慮慮慮しなくはいけないしなくはいけないしなくはいけないしなくはいけない。。。。合合合合理理理理性性性性についてのについてのについてのについての私私私私のののの意見意見意見意見はははは資料資料資料資料にににに書書書書いてあるのでいてあるのでいてあるのでいてあるので、、、、今日今日今日今日はははは省省省省略略略略するするするする。。。。        ただただただただ、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな経済的経済的経済的経済的手手手手法法法法のののの中中中中にはにはにはには、、、、もちろんもちろんもちろんもちろんキキキキャンャンャンャンペペペペーンーンーンーン的的的的にシャワーのにシャワーのにシャワーのにシャワーの時間時間時間時間短短短短縮縮縮縮やややや昼昼昼昼間間間間はははは電電電電気気気気をををを消消消消すすすす等等等等もあもあもあもあっていいっていいっていいっていい。。。。そしてそしてそしてそして、、、、国民国民国民国民１１１１人人人人１１１１人人人人はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、企業企業企業企業、、、、ＮＮＮＮＧＧＧＧＯ、Ｏ、Ｏ、Ｏ、自治体自治体自治体自治体、、、、国国国国もももも全部全部全部全部危危危危機機機機感感感感をををを共共共共有有有有しながらしながらしながらしながら同同同同じじじじ思思思思いでいでいでいで、、、、パパパパニニニニックになるのではなくックになるのではなくックになるのではなくックになるのではなく、、、、むむむむしろしろしろしろババババネネネネにしてにしてにしてにして 20202020 世紀世紀世紀世紀型大型大型大型大量生量生量生量生産産産産、、、、大大大大量消費量消費量消費量消費、、、、大大大大量量量量浪浪浪浪費費費費型型型型のののの社会社会社会社会からからからから、、、、21212121 世紀世紀世紀世紀のののの地地地地球球球球環境時環境時環境時環境時代代代代ににににふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい社会社会社会社会にににに切切切切りかりかりかりかええええていくていくていくていく。。。。それもそれもそれもそれも５５５５年年年年やややや 10101010 年年年年でででで切切切切りかりかりかりかええええられるわけではなくられるわけではなくられるわけではなくられるわけではなく、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも 20202020～～～～33330000年年年年かかるかかるかかるかかる。。。。ただただただただ、、、、いつまでもいつまでもいつまでもいつまでもほほほほうっておいたらうっておいたらうっておいたらうっておいたら、、、、いつまでたってもいつまでたってもいつまでたってもいつまでたっても起起起起ここここらないらないらないらない。。。。少少少少ししししずずずずつつつつ動動動動きききき出出出出せばせばせばせば、、、、必必必必ずずずず 20202020～～～～33330000年年年年先先先先にはにはにはには違違違違ったったったった社会社会社会社会になるのでになるのでになるのでになるので頑頑頑頑張張張張りましりましりましりましょょょょうううう。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学でででで始始始始められたゼロエミッションもめられたゼロエミッションもめられたゼロエミッションもめられたゼロエミッションも非非非非常常常常にににに貴貴貴貴重重重重なななな示示示示唆唆唆唆だったしだったしだったしだったし、、、、国国国国がががが一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命やっやっやっやっているているているている循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のためののためののためののための法法法法律律律律のののの実実実実施施施施ももちろんももちろんももちろんももちろん重要重要重要重要であるであるであるである。。。。企業企業企業企業のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方がががが頑頑頑頑張張張張っているっているっているっているゴゴゴゴミゼロミゼロミゼロミゼロ工工工工場場場場づづづづくりやエくりやエくりやエくりやエココココインダストリアルパークインダストリアルパークインダストリアルパークインダストリアルパーク等等等等いろいろないろいろないろいろないろいろな努力努力努力努力はははは非常非常非常非常にににに大大大大事事事事であるがであるがであるがであるが、、、、それとともにそれとともにそれとともにそれとともに私私私私のののの言言言言ったこともったこともったこともったことも加味加味加味加味していただければいいなというしていただければいいなというしていただければいいなというしていただければいいなという思思思思いであいであいであいであるるるる。。。。        ごごごご清清清清聴聴聴聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））        何何何何をなすをなすをなすをなすべべべべきかきかきかきか、、、、大変大変大変大変わかりやすいわかりやすいわかりやすいわかりやすい理論理論理論理論的的的的、、、、またまたまたまた実実実実施施施施できるできるできるできる手段手段手段手段にににに関関関関してのごしてのごしてのごしてのご発表発表発表発表、、、、あああありがとうございましたりがとうございましたりがとうございましたりがとうございました。。。。        皆皆皆皆さんさんさんさん質問質問質問質問がおありだとがおありだとがおありだとがおありだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、このこのこのこの後後後後、、、、加加加加藤藤藤藤先生先生先生先生がパがパがパがパネネネネルのルのルのルのココココーーーーディネディネディネディネーターをーターをーターをーターをおおおお務務務務めいただくめいただくめいただくめいただく際際際際にににに一一一一緒緒緒緒におにおにおにお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。        11115555分分分分間間間間休憩休憩休憩休憩をさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます。。。。                                                                〔〔〔〔                休休休休                        憩憩憩憩                〕〕〕〕        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        再再再再開開開開させていただきさせていただきさせていただきさせていただき、、、、早速早速早速早速討討討討議議議議にににに移移移移らせていただきたいとらせていただきたいとらせていただきたいとらせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。        ココココーーーーディネディネディネディネーターはーターはーターはーターは環境環境環境環境文文文文明明明明 21212121 代代代代表表表表のののの加加加加藤藤藤藤三三三三郎郎郎郎先生先生先生先生にににに引引引引きききき続続続続きおきおきおきお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    パパパパネネネネリストのリストのリストのリストの皆様皆様皆様皆様はははは、、、、岩岩岩岩手手手手県資県資県資県資源源源源循環推進課課長循環推進課課長循環推進課課長循環推進課課長補補補補佐佐佐佐のののの菅菅菅菅野野野野洋洋洋洋樹樹樹樹様様様様、、、、山山山山形県立形県立形県立形県立川川川川町町町町町町町町長長長長清清清清野野野野義義義義勝勝勝勝様様様様、、、、屋屋屋屋久久久久島島島島電工電工電工電工株株株株式式式式会社会社会社会社代代代代表表表表取取取取締締締締役役役役社長社長社長社長谷谷谷谷口正口正口正口正次次次次様様様様、、、、ＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯ法人法人法人法人ググググローバル・スローバル・スローバル・スローバル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンス・アライアンス・アライアンス・アライアンス常任常任常任常任理理理理事事事事のののの岡田岡田岡田岡田達達達達雄様雄様雄様雄様、、、、環境省環境省環境省環境省廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル対策対策対策対策部部部部企画課課長企画課課長企画課課長企画課課長
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江江江江口口口口隆隆隆隆裕裕裕裕様様様様、、、、経済産業省産業経済産業省産業経済産業省産業経済産業省産業技術技術技術技術環境環境環境環境局局局局リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進課課長推進課課長推進課課長推進課課長補補補補佐佐佐佐山山山山内輝内輝内輝内輝暢暢暢暢様様様様ですですですです。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        私私私私どものどものどものどもの研究会研究会研究会研究会はははは、、、、名名名名刺刺刺刺交換交換交換交換をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、おおおお互互互互いにいにいにいに顔顔顔顔のののの見見見見れるれるれるれる交交交交流流流流、、、、具具具具体的体的体的体的にににに１１１１つのつのつのつのビビビビジジジジネネネネススススチチチチャンスにつながったりャンスにつながったりャンスにつながったりャンスにつながったり、、、、情報情報情報情報交換交換交換交換のののの場場場場としてとしてとしてとして常常常常々々々々開開開開かれたかれたかれたかれた会会会会にしているにしているにしているにしている。。。。皆皆皆皆さんさんさんさんおおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、交交交交流流流流がががが深深深深めていただけるめていただけるめていただけるめていただける時間時間時間時間帯帯帯帯もおもおもおもお帰帰帰帰りになるまでにりになるまでにりになるまでにりになるまでにぜひぜひぜひぜひおつくりいただきおつくりいただきおつくりいただきおつくりいただきたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。        それではそれではそれではそれでは、、、、加加加加藤藤藤藤さんさんさんさん、、、、早速早速早速早速おおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。        加加加加藤藤藤藤代代代代表表表表        パパパパネネネネルルルルディディディディススススカカカカッションはッションはッションはッションは５５５５時時時時までまでまでまで約約約約２２２２時間時間時間時間のののの予予予予定定定定でででであるあるあるある。。。。ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション、、、、循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会、、、、循環社会循環社会循環社会循環社会、、、、言言言言葉葉葉葉はははは何何何何であれであれであれであれ、、、、日本日本日本日本もかなりいろいろなものがもかなりいろいろなものがもかなりいろいろなものがもかなりいろいろなものが整備整備整備整備されされされされ、、、、進進進進んできたんできたんできたんできたことはことはことはことは間間間間違違違違いないがいないがいないがいないが、、、、これでいいわけではなくこれでいいわけではなくこれでいいわけではなくこれでいいわけではなく、、、、地地地地球球球球のののの危危危危機機機機、、、、地域地域地域地域環境環境環境環境、、、、身身身身近近近近なごみなごみなごみなごみ、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物問問問問題題題題だけだけだけだけ見見見見てもてもてもても、、、、さらにさらにさらにさらに進進進進めるめるめるめる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル問問問問題題題題をををを取取取取りりりり上上上上げてもげてもげてもげても、、、、法法法法律律律律行行行行政政政政によるいろいろなによるいろいろなによるいろいろなによるいろいろな規制規制規制規制がかかりがかかりがかかりがかかり、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか身身身身動動動動きできないきできないきできないきできない、、、、市民市民市民市民のののの理理理理解解解解がなくてがなくてがなくてがなくて進進進進めらめらめらめられないれないれないれない等等等等、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな問問問問題題題題があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。現実社会現実社会現実社会現実社会はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか難難難難しいがしいがしいがしいが、、、、それらをそれらをそれらをそれらを１１１１つつつつ１１１１つクリアしながらさらにつクリアしながらさらにつクリアしながらさらにつクリアしながらさらに進進進進めるためにはどうしたらいいかめるためにはどうしたらいいかめるためにはどうしたらいいかめるためにはどうしたらいいか議議議議論論論論するためするためするためするため、、、、６６６６人人人人のパのパのパのパネネネネリスリスリスリストトトトのののの参参参参加加加加をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた。。。。        方法方法方法方法としてはとしてはとしてはとしては、、、、ままままずずずず各各各各パパパパネネネネリストからリストからリストからリストから 10101010 分分分分ずずずずつつつつ、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの立場立場立場立場でさらにでさらにでさらにでさらに進進進進めるためのめるためのめるためのめるための提提提提言言言言、、、、要要要要望望望望等等等等をををを含含含含めてめてめてめて話話話話をしていただきをしていただきをしていただきをしていただき、、、、そのそのそのその中中中中からからからから私私私私もももも会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様とととと一一一一緒緒緒緒にパにパにパにパネネネネリストリストリストリストとととと議議議議論論論論したいしたいしたいしたい幾幾幾幾つかのテーマをつかのテーマをつかのテーマをつかのテーマを拾拾拾拾っていくっていくっていくっていく。。。。それらをそれらをそれらをそれらを議議議議論論論論しながらしながらしながらしながら２２２２時間進時間進時間進時間進めたいめたいめたいめたい。。。。フロフロフロフロアのアのアのアの方方方方もももも後後後後半部分半部分半部分半部分ではではではでは議議議議論論論論にににに加加加加わっていただくのでわっていただくのでわっていただくのでわっていただくので、、、、そのおつもりでおそのおつもりでおそのおつもりでおそのおつもりでお聞聞聞聞きききき取取取取りいただきりいただきりいただきりいただきたいたいたいたい。。。。        それではそれではそれではそれでは、、、、早速早速早速早速、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県のののの菅菅菅菅野野野野さんからおさんからおさんからおさんからお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        菅菅菅菅野野野野課長課長課長課長補補補補佐佐佐佐        本県本県本県本県でででで今取今取今取今取りりりり組組組組もうとしていることをもうとしていることをもうとしていることをもうとしていることを若干若干若干若干ごごごご紹介紹介紹介紹介させていただきたいさせていただきたいさせていただきたいさせていただきたい。。。。        産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物についてについてについてについて新新新新しいしいしいしい条条条条例例例例をつくろうとをつくろうとをつくろうとをつくろうと取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。本県本県本県本県ではではではでは近近近近年年年年、、、、他他他他県県県県からからからから持持持持ちちちち込込込込まれたまれたまれたまれた廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物によりによりによりにより大大大大規模規模規模規模なななな不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄事事事事件件件件がががが頻頻頻頻発発発発しているしているしているしている。。。。青青青青森森森森県境県境県境県境、、、、またまたまたまた県県県県南南南南のののの一一一一関市関市関市関市ではフではフではフではフィィィィリリリリピピピピンンンンへへへへのごみのごみのごみのごみ輸輸輸輸出出出出でででで問問問問題題題題になったになったになったになったニニニニッッッッソソソソーというーというーというーという会社会社会社会社のごみがのごみがのごみがのごみが持持持持ちちちち込込込込ままままれたれたれたれた事事事事案案案案があるがあるがあるがある。。。。これらにどうやってこれらにどうやってこれらにどうやってこれらにどうやって対対対対応応応応していったらいいかしていったらいいかしていったらいいかしていったらいいか。。。。またまたまたまた、、、、本県本県本県本県ではではではでは将来将来将来将来的的的的にににに資資資資源源源源循環型循環型循環型循環型のののの地域地域地域地域社会社会社会社会をつくっていくためをつくっていくためをつくっていくためをつくっていくため、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物行政行政行政行政をどうをどうをどうをどう進進進進めていったらいいかめていったらいいかめていったらいいかめていったらいいか、、、、ままままずビずビずビずビジョンをつくろうとジョンをつくろうとジョンをつくろうとジョンをつくろうと昨年昨年昨年昨年３３３３月月月月にいわてにいわてにいわてにいわて資資資資源源源源循環型循環型循環型循環型廃棄物処理構廃棄物処理構廃棄物処理構廃棄物処理構想想想想をつくったをつくったをつくったをつくった。。。。これをこれをこれをこれを進進進進めるためめるためめるためめるため、、、、制制制制度的度的度的度的なものをつくっていかなければならないなものをつくっていかなければならないなものをつくっていかなければならないなものをつくっていかなければならない。。。。このこのこのこの２２２２つをつをつをつをココココンセプトにンセプトにンセプトにンセプトに条条条条例例例例化化化化をををを今進今進今進今進めているところであるめているところであるめているところであるめているところである。。。。        １１１１つつつつ目目目目はははは、、、、本県本県本県本県とととと青青青青森森森森県県県県のののの県境県境県境県境部部部部にににに埼玉埼玉埼玉埼玉県県県県とととと青青青青森森森森県県県県のののの事業事業事業事業者者者者がががが共共共共謀謀謀謀してしてしてして大大大大規模規模規模規模なななな不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄事事事事件件件件をををを引引引引きききき起起起起こしたこしたこしたこした。。。。青青青青森森森森県県県県側側側側でででで約約約約 67676767万万万万㎥㎥㎥㎥、、、、本県本県本県本県側側側側でででで 11115555万万万万㎥㎥㎥㎥、、、、合合合合わせてわせてわせてわせて 88882222 万万万万㎥㎥㎥㎥のののの廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物がありがありがありがあり、、、、香香香香川川川川県県県県のののの豊島豊島豊島豊島をををを上回上回上回上回るるるる規模規模規模規模であるであるであるである。。。。こういったことをこういったことをこういったことをこういったことを二二二二度度度度とととと引引引引きききき起起起起こさないこさないこさないこさない、、、、もしもしもしもし起起起起こったこったこったこった場合場合場合場合にどうしたらいいかということでにどうしたらいいかということでにどうしたらいいかということでにどうしたらいいかということで、、、、新新新新たなたなたなたな条条条条例例例例をつくりたいとをつくりたいとをつくりたいとをつくりたいと思思思思っていっていっていっているるるる。。。。        ２２２２つつつつ目目目目はははは、、、、循環型循環型循環型循環型廃棄物処理構廃棄物処理構廃棄物処理構廃棄物処理構想想想想であるがであるがであるがであるが、、、、本県本県本県本県ののののココココンセプトとしてンセプトとしてンセプトとしてンセプトとして大大大大きくきくきくきく４４４４つつつつ挙挙挙挙げてげてげてげて
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いるいるいるいる。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの自県自県自県自県内処理内処理内処理内処理でででで、、、、県県県県とととと圏圏圏圏をををを使使使使いいいい分分分分けているがけているがけているがけているが、、、、今後今後今後今後、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを処理処理処理処理するするするする場合場合場合場合はリサイクルをしていくのがはリサイクルをしていくのがはリサイクルをしていくのがはリサイクルをしていくのが原原原原則則則則であるであるであるである。。。。みみみみずずずずからからからから出出出出たところでたところでたところでたところで極極極極力力力力リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルしていくしていくしていくしていく、、、、地域地域地域地域でできないものはでできないものはでできないものはでできないものは県県県県レレレレベベベベルでルでルでルで行行行行うううう。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県でもでもでもでも処理処理処理処理できないできないできないできない廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物についてはについてはについてはについては、、、、もうもうもうもう少少少少しししし大大大大きなレきなレきなレきなレベベベベルルルル、、、、岩岩岩岩手手手手、、、、青青青青森森森森、、、、秋秋秋秋田田田田のののの北北北北東東東東北北北北３３３３県県県県、、、、それでできないそれでできないそれでできないそれでできないものはものはものはものは宮宮宮宮城城城城、、、、山山山山形形形形、、、、福福福福島島島島をををを入入入入れたれたれたれた東東東東北北北北でででで行行行行っていくっていくっていくっていく。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの性性性性状状状状によりによりによりにより、、、、極極極極力力力力身身身身近近近近なとなとなとなところでリサイクルしていくということをころでリサイクルしていくということをころでリサイクルしていくということをころでリサイクルしていくということを今後今後今後今後のののの岩岩岩岩手手手手県県県県のののの基基基基本的本的本的本的なななな姿勢姿勢姿勢姿勢にしたいにしたいにしたいにしたい。。。。        またまたまたまた、、、、本県本県本県本県でででで平平平平成成成成７７７７年度年度年度年度にににに全全全全国国国国初初初初のののの廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理センターをセンターをセンターをセンターを県県県県南南南南のののの江差江差江差江差市市市市につくったにつくったにつくったにつくった。。。。公公公公共共共共関関関関与与与与のののの産産産産廃廃廃廃ののののモデモデモデモデルルルル施施施施設設設設でありでありでありであり、、、、県民県民県民県民からからからから非常非常非常非常にににに好好好好評評評評をををを得得得得ているているているている。。。。ただただただただ、、、、当当当当時時時時はまだはまだはまだはまだ本本本本施施施施設設設設はははは適適適適切処理切処理切処理切処理ののののモデモデモデモデルでありルでありルでありルであり、、、、今後今後今後今後のののの自県自県自県自県内処理内処理内処理内処理をををを考考考考ええええたたたた場合場合場合場合、、、、いいいいずずずずれリサイクルれリサイクルれリサイクルれリサイクル、、、、資資資資源源源源化化化化ののののモデモデモデモデルをもうルをもうルをもうルをもう１１１１つつくるつつくるつつくるつつくる必要必要必要必要があるためがあるためがあるためがあるため、、、、県県県県内内内内にににに公公公公共共共共関関関関与与与与ののののモデモデモデモデルルルル施施施施設設設設をつくろうをつくろうをつくろうをつくろうとととと思思思思っているっているっているっている。。。。理念理念理念理念だけだけだけだけ言言言言ってもしようがないのでってもしようがないのでってもしようがないのでってもしようがないので、、、、施施施施設整備設整備設整備設整備とととと相相相相まってまってまってまって本県本県本県本県内内内内におけるにおけるにおけるにおける循環型循環型循環型循環型のののの地域地域地域地域社会社会社会社会をつくっていきたいをつくっていきたいをつくっていきたいをつくっていきたい。。。。        これらをこれらをこれらをこれらを受受受受けてけてけてけて、、、、今今今今のところのところのところのところ、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな視視視視点点点点をををを設設設設けてけてけてけて検討検討検討検討しているがしているがしているがしているが、、、、１１１１つはつはつはつは、、、、資資資資源源源源循環循環循環循環のののの環環環環をををを乱乱乱乱すすすす行行行行為為為為、、、、これをこれをこれをこれを防防防防ぐぐぐぐためにはどうしていったらいいかためにはどうしていったらいいかためにはどうしていったらいいかためにはどうしていったらいいか。。。。もしもしもしもし万万万万がががが一一一一起起起起こったこったこったこった場合場合場合場合はははは、、、、原原原原状回状回状回状回復復復復をどうしたらいいかをどうしたらいいかをどうしたらいいかをどうしたらいいか。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、悪悪悪悪いいいい業業業業者者者者をををを淘汰淘汰淘汰淘汰しししし、、、、優優優優良良良良なななな事業事業事業事業者者者者をををを育育育育成成成成しししし、、、、それらにそれらにそれらにそれらに仕仕仕仕事事事事がががが回回回回っていくっていくっていくっていく仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、最最最最もももも大大大大きなきなきなきな視視視視点点点点としてとしてとしてとしてはははは、、、、リリリリデデデデュースュースュースュース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルをつくるリサイクルをつくるリサイクルをつくるリサイクルをつくる仕仕仕仕組組組組みをどうしていったらいいかみをどうしていったらいいかみをどうしていったらいいかみをどうしていったらいいか。。。。以上以上以上以上のののの４４４４つのつのつのつの視視視視点点点点でででで今今今今検討検討検討検討をををを進進進進めているめているめているめている。。。。        環環環環をををを乱乱乱乱すすすす行行行行為為為為、、、、いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄対策対策対策対策としてはとしてはとしてはとしては、、、、いろいろなことをいろいろなことをいろいろなことをいろいろなことを考考考考ええええているがているがているがているが、、、、特特特特にににに、、、、議議議議論論論論をいただいているのはをいただいているのはをいただいているのはをいただいているのは５５５５番番番番目目目目のののの県県県県外廃棄物外廃棄物外廃棄物外廃棄物のののの搬搬搬搬入入入入事前事前事前事前協協協協議議議議のののの義義義義務務務務化化化化、、、、６６６６番番番番目目目目のののの県県県県外廃外廃外廃外廃棄物棄物棄物棄物のののの搬搬搬搬入負担入負担入負担入負担金金金金制制制制度度度度であるであるであるである。。。。県県県県外廃棄物外廃棄物外廃棄物外廃棄物についてはについてはについてはについては、、、、現現現現在在在在、、、、要要要要綱綱綱綱でででで搬搬搬搬入入入入事事事事前前前前協協協協議議議議制制制制をとをとをとをとっているっているっているっている。。。。これはこれはこれはこれは県県県県外廃棄物外廃棄物外廃棄物外廃棄物をををを一切入一切入一切入一切入れないためのものではなくれないためのものではなくれないためのものではなくれないためのものではなく、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル原原原原料以料以料以料以外外外外ののののものはおものはおものはおものはお断断断断りをしりをしりをしりをし、、、、単単単単純純純純にににに燃燃燃燃やすやすやすやす、、、、埋埋埋埋めるだけのものはめるだけのものはめるだけのものはめるだけのものは極極極極力力力力出出出出たところでたところでたところでたところで処理処理処理処理いただきたいただきたいただきたいただきたいといういといういといういという考考考考ええええ方方方方であるであるであるである。。。。このこのこのこの要要要要綱綱綱綱をををを条条条条例例例例化化化化したいしたいしたいしたい。。。。        もうもうもうもう１１１１つつつつ、、、、県県県県外廃棄物外廃棄物外廃棄物外廃棄物をををを持持持持ちちちち込込込込みはみはみはみは、、、、首首首首都都都都圏圏圏圏でででで処理処理処理処理するよりするよりするよりするより安安安安いからいからいからいから、、、、岩岩岩岩手手手手にににに持持持持ってきってきってきってきてててて燃燃燃燃やしたいやしたいやしたいやしたい、、、、埋埋埋埋めたいというめたいというめたいというめたいという現実現実現実現実があるがあるがあるがある。。。。このためこのためこのためこのため負担負担負担負担金金金金をいただくことでをいただくことでをいただくことでをいただくことで、、、、経済的経済的経済的経済的なななな障障障障壁壁壁壁をををを上上上上げげげげ、、、、本県本県本県本県にににに持持持持ちちちち込込込込んでんでんでんで燃燃燃燃やすやすやすやす、、、、埋埋埋埋めるよりめるよりめるよりめるより、、、、各各各各地域地域地域地域でリサイクルしていくというでリサイクルしていくというでリサイクルしていくというでリサイクルしていくという方向方向方向方向にににに誘誘誘誘導導導導したいしたいしたいしたい。。。。またまたまたまた、、、、本県本県本県本県にににに持持持持ちちちち込込込込んでんでんでんで処理処理処理処理することすることすることすることによりによりによりにより、、、、本県本県本県本県のののの環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷がががが生生生生じじじじることもありることもありることもありることもあり、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの負担負担負担負担金金金金をいただきたいをいただきたいをいただきたいをいただきたい。。。。これらのことでこれらのことでこれらのことでこれらのことで、、、、搬搬搬搬入負担入負担入負担入負担金金金金制制制制度度度度をををを検討検討検討検討しているしているしているしている。。。。なおなおなおなお、、、、これはこれはこれはこれは税税税税とはとはとはとは違違違違いいいい強制強制強制強制的的的的にににに徴徴徴徴収収収収することはできないのですることはできないのですることはできないのですることはできないので、、、、事業事業事業事業者者者者とととと協協協協定定定定をををを結結結結んでいただくというんでいただくというんでいただくというんでいただくという手手手手法法法法しかないとしかないとしかないとしかないと思思思思っているっているっているっている。。。。        原原原原状回状回状回状回復復復復へへへへのののの保保保保証証証証としてはとしてはとしてはとしては、、、、国国国国でもいろいろごでもいろいろごでもいろいろごでもいろいろご検討検討検討検討いただいているがいただいているがいただいているがいただいているが、、、、汚染汚染汚染汚染関関関関与与与与者責者責者責者責任任任任についてもうについてもうについてもうについてもう少少少少しししし条条条条例例例例でででで対対対対応応応応できないかできないかできないかできないか、、、、何何何何かかかか行行行行われたわれたわれたわれた場合場合場合場合のののの原原原原状回状回状回状回復復復復のためののためののためののための基基基基金金金金制制制制度度度度をやれないかといったをやれないかといったをやれないかといったをやれないかといった点点点点をををを中中中中心心心心にににに検討検討検討検討しているしているしているしている。。。。        廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制・・・・再使用再使用再使用再使用・・・・再生利用再生利用再生利用再生利用のののの仕仕仕仕組組組組みみみみづづづづくりはくりはくりはくりは、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ考考考考ええええてててているがいるがいるがいるが、、、、一番一番一番一番議議議議論論論論のののの中中中中でででで出出出出てきているのはてきているのはてきているのはてきているのは、、、、３３３３番番番番目目目目のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの減減減減量量量量化化化化・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル促促促促進進進進税税税税制制制制ををををビビビビルトイルトイルトイルトインしなければならないのではないかということであるンしなければならないのではないかということであるンしなければならないのではないかということであるンしなければならないのではないかということである。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発発発発生生生生をををを抑抑抑抑ええええ、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルをつくるシステムとしてはをつくるシステムとしてはをつくるシステムとしてはをつくるシステムとしては、、、、税税税税制制制制をををを活活活活用用用用せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないとないとないとないと考考考考ええええているているているている。。。。昨日昨日昨日昨日、、、、東東東東京都京都京都京都のののの判判判判決決決決もありもありもありもあり、、、、やりやりやりやり方方方方によってはによってはによってはによっては本県本県本県本県もももも非常非常非常非常にににに危危危危ないないないない橋橋橋橋をををを渡渡渡渡るるるる格格格格好好好好にはなるがにはなるがにはなるがにはなるが、、、、そういったもそういったもそういったもそういったものがのがのがのが１１１１つつつつ必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。今後今後今後今後はははは、、、、おとといおとといおとといおととい懇懇懇懇談談談談会会会会をををを開開開開きききき、、、、答答答答申申申申をいただいたばかりであをいただいたばかりであをいただいたばかりであをいただいたばかりであ
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るがるがるがるが、、、、平平平平成成成成 14141414年度年度年度年度にににに県県県県としてとしてとしてとして条条条条例例例例化化化化をををを目指目指目指目指したいとしたいとしたいとしたいと考考考考ええええているているているている。。。。        ただただただただ、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物対策対策対策対策やリサイクルのやリサイクルのやリサイクルのやリサイクルの推進推進推進推進はははは県県県県域域域域だけではだけではだけではだけでは難難難難しいしいしいしい問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。場合場合場合場合によってによってによってによってはははは県県県県をををを超超超超ええええてリサイクルしなければならないこともあるてリサイクルしなければならないこともあるてリサイクルしなければならないこともあるてリサイクルしなければならないこともある。。。。本県本県本県本県ではではではでは、、、、青青青青森森森森、、、、秋秋秋秋田田田田とととと毎毎毎毎年年年年１１１１回回回回知知知知事事事事サミットをサミットをサミットをサミットを開開開開いているいているいているいている。。。。今年今年今年今年からからからから北海北海北海北海道道道道にににに参参参参加加加加していただきしていただきしていただきしていただき、、、、北海北海北海北海道道道道・・・・北北北北東東東東北北北北３３３３県県県県知知知知事事事事サミットになったがサミットになったがサミットになったがサミットになったが、、、、そのそのそのその知知知知事事事事サミットにおいてサミットにおいてサミットにおいてサミットにおいて廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物対策対策対策対策についてについてについてについて、、、、特特特特にににに北北北北東東東東北北北北３３３３県県県県でででで同一同一同一同一歩歩歩歩調調調調でででで進進進進めようではないかというめようではないかというめようではないかというめようではないかという話話話話しししし合合合合いをいをいをいを進進進進めているめているめているめている。。。。もうもうもうもう既既既既にににに規制規制規制規制監視監視監視監視部部部部門門門門についてはについてはについてはについては、、、、北北北北東東東東北北北北３３３３県県県県でででで共共共共同同同同のパトロールやのパトロールやのパトロールやのパトロールや相相相相互互互互のののの監視監視監視監視をををを行行行行っているがっているがっているがっているが、、、、さらにさらにさらにさらに今年今年今年今年のののの知知知知事事事事サミットではサミットではサミットではサミットでは、、、、産産産産廃廃廃廃税税税税制制制制についてについてについてについて３３３３県県県県でででで共共共共同同同同でででで取取取取りりりり組組組組もうもうもうもう。。。。搬搬搬搬入入入入事前事前事前事前協協協協議議議議制制制制についてについてについてについて、、、、３３３３県県県県でででで条条条条例例例例化化化化をををを検討検討検討検討しようしようしようしよう。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、搬搬搬搬入負担入負担入負担入負担金金金金についてもについてもについてもについても、、、、３３３３県県県県でででで同一同一同一同一歩歩歩歩調調調調でででで条条条条例例例例でででで書書書書くことにしたくことにしたくことにしたくことにした。。。。３３３３県県県県共共共共同同同同歩歩歩歩調調調調はははは、、、、これまではこれまではこれまではこれまでは取取取取りりりり締締締締まりまりまりまり、、、、パトロールパトロールパトロールパトロール等等等等実実実実態態態態的的的的なものがなものがなものがなものが多多多多かったがかったがかったがかったが、、、、制制制制度的度的度的度的なものになものになものになものに踏踏踏踏みみみみ込込込込んでおりんでおりんでおりんでおり、、、、青青青青森森森森、、、、秋秋秋秋田田田田、、、、岩岩岩岩手手手手３３３３県県県県でワーでワーでワーでワーキキキキンンンンググググをををを設設設設けけけけ、、、、毎毎毎毎月月月月１１１１回回回回程程程程度開度開度開度開催催催催しししし、、、、来来来来年度年度年度年度のののの３３３３県県県県共共共共通通通通条条条条例例例例化化化化をををを目指目指目指目指してしてしてして進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。        ただただただただ、、、、１１１１つつつつ述述述述べべべべたいのはたいのはたいのはたいのは、、、、産産産産廃廃廃廃税税税税制制制制というというというという形形形形でででで大大大大きくきくきくきく取取取取りりりり上上上上げられているがげられているがげられているがげられているが、、、、私私私私どもどもどもども環環環環境境境境サイサイサイサイドドドドとしてはとしてはとしてはとしては、、、、産産産産廃廃廃廃税税税税制制制制ではなくではなくではなくではなく、、、、減減減減量量量量化化化化税税税税制制制制、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル税税税税制制制制がががが望望望望ましいとましいとましいとましいと思思思思ってってってっているいるいるいる。。。。究究究究極極極極的的的的にはにはにはには全部全部全部全部リサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクルに回回回回りりりり、、、、税税税税額額額額ゼロのゼロのゼロのゼロの税税税税制制制制をををを目指目指目指目指したいしたいしたいしたい。。。。財政事財政事財政事財政事情情情情がががが厳厳厳厳ししししいいいい中中中中、、、、これでこれでこれでこれで上上上上がったがったがったがった税税税税収収収収をををを一般一般一般一般財財財財源源源源化化化化してしてしてして使使使使うといううといううといううという考考考考ええええはははは環境環境環境環境サイサイサイサイドドドドとしてはとしてはとしてはとしては持持持持ってってってっていないいないいないいない。。。。これはこれはこれはこれは、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの産業産業産業産業振興振興振興振興等等等等特特特特定定定定目的目的目的目的のためにだけのためにだけのためにだけのためにだけ使使使使うううう。。。。税税税税制制制制上上上上、、、、産業産業産業産業部部部部門門門門にににに対対対対してはしてはしてはしては極極極極力力力力中立的中立的中立的中立的なななな税税税税制制制制をつくりたいとをつくりたいとをつくりたいとをつくりたいと考考考考ええええているているているている。。。。        加加加加藤藤藤藤代代代代表表表表        どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。後後後後でまたもうでまたもうでまたもうでまたもう１１１１度度度度このこのこのこの点点点点についてについてについてについて議議議議論論論論したいしたいしたいしたい。。。。        実実実実はははは私私私私、、、、昨昨昨昨晩晩晩晩、、、、あるあるあるある場場場場所所所所でででで堂堂堂堂本本本本千葉千葉千葉千葉県県県県知知知知事事事事とごとごとごとご一一一一緒緒緒緒するするするする機機機機会会会会があったがあったがあったがあった。。。。千葉千葉千葉千葉県県県県でもでもでもでも不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄ががががひひひひどくどくどくどく、、、、しかもしかもしかもしかも不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄されたものがしされたものがしされたものがしされたものがしょょょょっちっちっちっちゅゅゅゅうううう火火火火事事事事になりになりになりになり、、、、大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題であるであるであるである。。。。国国国国にににに何何何何とかとかとかとか法法法法律律律律をとをとをとをと頼頼頼頼んだがんだがんだがんだが、、、、なかなかやってもらなかなかやってもらなかなかやってもらなかなかやってもらええええないないないない。。。。仕仕仕仕方方方方がないのでがないのでがないのでがないので、、、、千葉千葉千葉千葉県県県県でででで条条条条例例例例をつくったばかりであるをつくったばかりであるをつくったばかりであるをつくったばかりである。。。。岩岩岩岩手手手手県県県県はははは今後今後今後今後つくるということであったがつくるということであったがつくるということであったがつくるということであったが、、、、国国国国のののの動動動動きをきをきをきを待待待待っっっっていられないというのがていられないというのがていられないというのがていられないというのが自治体自治体自治体自治体からのからのからのからの悲悲悲悲鳴鳴鳴鳴なのかとなのかとなのかとなのかと思思思思うううう。。。。そのそのそのその辺辺辺辺についてはについてはについてはについては後後後後でででで江江江江口口口口さんさんさんさんからもからもからもからも説明説明説明説明があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。        引引引引きききき続続続続きききき、、、、山山山山形県立形県立形県立形県立川川川川町町町町町町町町長長長長のののの清清清清野野野野さんさんさんさん、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        清清清清野町野町野町野町長長長長        ついついついつい最最最最近近近近までまでまでまで４４４４期期期期 11116666年間年間年間年間務務務務めためためためた舘林茂樹舘林茂樹舘林茂樹舘林茂樹町町町町長長長長がががが任任任任期期期期満満満満了了了了でででで、、、、私私私私がががが舘林舘林舘林舘林町町町町長長長長のののの助役助役助役助役をををを７７７７年年年年間間間間やっていたことからやっていたことからやっていたことからやっていたことから引引引引きききき継継継継いでいでいでいで町町町町長長長長選選選選にににに立立立立候候候候補補補補しししし、、、、無競争無競争無競争無競争当当当当選選選選をさせてもらったをさせてもらったをさせてもらったをさせてもらった大変大変大変大変幸幸幸幸せなせなせなせな男男男男ですですですです。。。。このこのこのこの間間間間、、、、ＮＮＮＮＨＨＨＨＫＫＫＫのののの「「「「プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトＸＸＸＸ」」」」をごらんになられたをごらんになられたをごらんになられたをごらんになられた方方方方もあるともあるともあるともあると思思思思うがうがうがうが、、、、大変大変大変大変ありがたくありがたくありがたくありがたく思思思思っているっているっているっている。。。。ただただただただ、、、、最最最最初初初初にににに「「「「おしんおしんおしんおしん」」」」がががが出出出出てきててきててきててきて随随随随分分分分貧乏貧乏貧乏貧乏なななな町町町町というというというという印印印印象象象象をををを強強強強くしたのではないかとくしたのではないかとくしたのではないかとくしたのではないかと思思思思うううう。。。。当町当町当町当町はははは全全全全体体体体面面面面積積積積１１１１万万万万 9999000000000000ヘヘヘヘクタールとクタールとクタールとクタールと広広広広大大大大であるがであるがであるがであるが、、、、88881111％％％％がががが山山山山でででで占占占占められているめられているめられているめられている小小小小さなさなさなさな山山山山村村村村でででで、、、、人人人人口口口口はははは 7777000000000000人人人人をををを欠欠欠欠けているけているけているけている。。。。しかもしかもしかもしかも風風風風がががが強強強強くくくく、、、、そのそのそのその風風風風をををを逆手逆手逆手逆手にとりにとりにとりにとり、、、、風風風風力力力力発発発発電電電電につなげたのがにつなげたのがにつなげたのがにつなげたのが前前前前舘林茂樹舘林茂樹舘林茂樹舘林茂樹町町町町長長長長のののの功功功功績績績績であるであるであるである。。。。私私私私もそれをもそれをもそれをもそれを受受受受けけけけ継継継継いでいでいでいで頑頑頑頑張張張張っていきたいっていきたいっていきたいっていきたい。。。。        風風風風力力力力発発発発電電電電についてはについてはについてはについては、、、、最最最最近近近近、、、、立立立立川川川川町直町直町直町直営営営営のののの風風風風力力力力発発発発電電電電をををを建設建設建設建設したしたしたした。。。。1111555500000000 ワットのワットのワットのワットのドドドドイイイイツツツツ製製製製のののの風風風風車車車車であるであるであるである。。。。ドドドドイイイイツツツツ製製製製のののの風風風風車車車車をををを建設建設建設建設したのはしたのはしたのはしたのは大大大大阪阪阪阪のトリシマのトリシマのトリシマのトリシマ製製製製作作作作所所所所であるであるであるである。。。。３３３３月月月月のののの中中中中ごごごご
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ろからろからろからろから稼稼稼稼働働働働がががが始始始始まりまりまりまり、、、、1111555500000000 キキキキロワットロワットロワットロワット１１１１基基基基でででで年間年間年間年間 937937937937 万万万万キキキキロワットのロワットのロワットのロワットの発発発発電電電電能能能能力力力力があるがあるがあるがある。。。。ここここのののの 1111555500000000 キキキキロワットをロワットをロワットをロワットを加加加加ええええ、、、、年間年間年間年間計計計計画画画画どおりどおりどおりどおり発発発発電電電電するとするとするとすると,,,,立立立立川川川川町全町全町全町全体体体体でででで使使使使うううう電電電電気気気気量量量量のののの 42424242....5555％％％％はははは風風風風力力力力発発発発電電電電でででで賄賄賄賄ええええるるるる。。。。一番一番一番一番最最最最初初初初にににに建建建建てたのがてたのがてたのがてたのが 100100100100 キキキキロワットロワットロワットロワット３３３３基基基基、、、、そのそのそのその後後後後、、、、民間民間民間民間とととと立立立立川川川川とととと一一一一緒緒緒緒にににに第第第第三三三三セクターでセクターでセクターでセクターで建建建建てたのがてたのがてたのがてたのが 400400400400 キキキキロワットロワットロワットロワット２２２２基基基基、、、、666600000000 キキキキロワットロワットロワットロワット４４４４基基基基、、、、そしてそしてそしてそして今今今今のののの1111555500000000 キキキキロワットとロワットとロワットとロワットと合合合合わせてわせてわせてわせて 10101010 基基基基になるになるになるになる。。。。10101010 基基基基合合合合わせるとわせるとわせるとわせると立立立立川川川川のののの電電電電気気気気需要量需要量需要量需要量のののの年間年間年間年間のののの予予予予定定定定2200220022002200 万万万万キキキキロワットのロワットのロワットのロワットの 42424242....5555％％％％はははは賄賄賄賄ええええるようになってきたるようになってきたるようになってきたるようになってきた。。。。これをこれをこれをこれを何何何何とかとかとかとか 100100100100％％％％新新新新エエエエネネネネルルルルギギギギーーーーでやりたいでやりたいでやりたいでやりたい。。。。        山山山山のののの間間間間伐伐伐伐材材材材、、、、製材製材製材製材所所所所３３３３社社社社からからからから出出出出るるるる廃材等廃材等廃材等廃材等、、、、ママママツツツツクイムシのクイムシのクイムシのクイムシの松松松松枯枯枯枯れれれれ等等等等もももも相当相当相当相当出出出出てきているてきているてきているてきている。。。。山山山山にだんだんにだんだんにだんだんにだんだん行行行行かなくなりかなくなりかなくなりかなくなり、、、、山山山山のののの経済経済経済経済価値価値価値価値がなくなってきたためがなくなってきたためがなくなってきたためがなくなってきたため山山山山がががが荒荒荒荒れてきているれてきているれてきているれてきている。。。。荒荒荒荒廃廃廃廃してきているしてきているしてきているしてきている山山山山をををを何何何何とかよみがとかよみがとかよみがとかよみがええええらせるためにはらせるためにはらせるためにはらせるためには、、、、木木木木質質質質バイバイバイバイオオオオマスのマスのマスのマスの研究研究研究研究をををを行行行行ってってってって実現実現実現実現しししし、、、、そのエそのエそのエそのエネネネネルルルルギギギギーでーでーでーで温温温温泉泉泉泉のおのおのおのお湯湯湯湯をををを温温温温めたりめたりめたりめたり、、、、農農農農家家家家でででで使使使使っているっているっているっているハハハハウウウウスのスのスのスの暖暖暖暖房房房房にににに取取取取りりりり入入入入れれれれるるるる等等等等、、、、計計計計画画画画をををを立立立立てててててててて進進進進めているめているめているめている。。。。まだまだまだまだ実現実現実現実現までにはまでにはまでにはまでには至至至至っていないがっていないがっていないがっていないが、、、、ぜひぜひぜひぜひこれはやってみこれはやってみこれはやってみこれはやってみたいたいたいたい。。。。小小小小さなさなさなさな山山山山村村村村でででで元元元元気気気気のののの出出出出るるるる施施施施策策策策をををを思思思思いいいい切切切切ってやっていかなければいけないとってやっていかなければいけないとってやっていかなければいけないとってやっていかなければいけないと、、、、計計計計画画画画をををを立立立立てているところであるてているところであるてているところであるてているところである。。。。        立立立立川川川川町町町町ではではではでは、、、、家家家家庭庭庭庭からからからから出出出出るるるる生生生生ごみのごみのごみのごみの全量全量全量全量をををを堆肥堆肥堆肥堆肥センターでセンターでセンターでセンターでココココンンンンポポポポストにストにストにストに変変変変ええええているているているている。。。。今今今今からからからから 11115555年年年年もももも前前前前からからからから実実実実施施施施しているしているしているしている。。。。荏荏荏荏原製原製原製原製作作作作所所所所につくってもらったにつくってもらったにつくってもらったにつくってもらった堆肥堆肥堆肥堆肥生生生生産産産産センターであるセンターであるセンターであるセンターであるがががが、、、、今今今今もももも順順順順調調調調にににに稼稼稼稼働働働働しておりしておりしておりしており、、、、年間年間年間年間 1111555500000000 トンのトンのトンのトンの堆肥堆肥堆肥堆肥をつくっているをつくっているをつくっているをつくっている。。。。当町当町当町当町はははは 1111888800000000 戸戸戸戸程程程程度度度度しかないがしかないがしかないがしかないが、、、、各各各各家家家家庭庭庭庭からからからから毎毎毎毎日出日出日出日出るるるる生生生生ごみのごみのごみのごみの全量全量全量全量をををを堆肥堆肥堆肥堆肥生生生生産産産産センターにセンターにセンターにセンターに運運運運びびびび、、、、畜畜畜畜産産産産農農農農家家家家のののの畜畜畜畜ふふふふんともみんともみんともみんともみ殻殻殻殻をををを混混混混ぜぜぜぜてててて発発発発酵酵酵酵させさせさせさせ、、、、さらにさらにさらにさらに最最最最近近近近はははは活活活活性性性性水水水水というというというという大変大変大変大変健健健健康康康康にいいにいいにいいにいい微微微微生物生物生物生物のののの水水水水をををを加加加加ええええ、、、、良良良良質質質質ののののココココンンンンポポポポストをつくっているストをつくっているストをつくっているストをつくっている。。。。やるやるやるやる気気気気のあるのあるのあるのある農農農農家家家家のののの若若若若いいいい皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが有有有有機米機米機米機米研究会研究会研究会研究会をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、田田田田んんんんぼぼぼぼにににに還還還還元元元元しししし、、、、無無無無農農農農薬栽薬栽薬栽薬栽培培培培をしているをしているをしているをしている。。。。有有有有機機機機ココココンンンンポポポポストをストをストをストを使使使使いいいい、、、、付付付付加加加加価値価値価値価値のののの高高高高いいいい米米米米をつくってをつくってをつくってをつくって大大大大阪阪阪阪生生生生協協協協にににに販販販販売売売売をしているをしているをしているをしている。。。。大大大大阪阪阪阪生生生生協協協協にただにただにただにただ売売売売るだけでなくるだけでなくるだけでなくるだけでなく、、、、大大大大阪阪阪阪生生生生協協協協のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに立立立立川川川川町町町町においでいただきにおいでいただきにおいでいただきにおいでいただき、、、、交交交交流流流流会会会会をしてをしてをしてをして本本本本物物物物のののの米米米米をををを食食食食べべべべてもらうというつながてもらうというつながてもらうというつながてもらうというつながりもりもりもりも 11115555年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい続続続続いているいているいているいている。。。。このこのこのこの間間間間もももも大大大大阪阪阪阪生生生生協協協協のののの役役役役員員員員のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方とととと交交交交流流流流会会会会をしたばかりでをしたばかりでをしたばかりでをしたばかりであるがあるがあるがあるが、、、、今後今後今後今後、、、、米米米米をををを販販販販売売売売していくのはしていくのはしていくのはしていくのは大変大変大変大変厳厳厳厳しいしいしいしい時時時時代代代代になるになるになるになる。。。。しかししかししかししかし、、、、付付付付加加加加価値価値価値価値のののの高高高高いいいいいいいいいものであればいものであればいものであればいものであれば売売売売れるのでれるのでれるのでれるので、、、、頑頑頑頑張張張張ってってってってほほほほしいとしいとしいとしいと言言言言われたばかりであるわれたばかりであるわれたばかりであるわれたばかりである。。。。        立立立立川川川川町町町町のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル率率率率はははは、、、、生生生生ごみをごみをごみをごみを全量全量全量全量リサイクルしていることがリサイクルしていることがリサイクルしていることがリサイクルしていることが一番一番一番一番大大大大きいがきいがきいがきいが、、、、55555555％％％％とととと山山山山形県形県形県形県でもトップクラスであるでもトップクラスであるでもトップクラスであるでもトップクラスである。。。。これをこれをこれをこれを何何何何とかもっととかもっととかもっととかもっと高高高高めていこうとめていこうとめていこうとめていこうと、、、、今今今今、、、、農農農農山山山山村村村村型型型型ゼゼゼゼロエミッションロエミッションロエミッションロエミッションへへへへのののの挑挑挑挑戦戦戦戦をををを始始始始めているめているめているめている。。。。それにはそれにはそれにはそれには、、、、ままままずずずず何何何何といってもといってもといってもといっても地域地域地域地域特特特特性性性性をををを生生生生かしたかしたかしたかした方法方法方法方法をしていかなければならないをしていかなければならないをしていかなければならないをしていかなければならない。。。。当町当町当町当町のののの山山山山林林林林をいかにをいかにをいかにをいかに活活活活用用用用していくかしていくかしていくかしていくか。。。。当町当町当町当町はははは日本日本日本日本海海海海寄寄寄寄りであるがりであるがりであるがりであるが、、、、月月月月山山山山、、、、羽黒羽黒羽黒羽黒山山山山、、、、湯殿湯殿湯殿湯殿山山山山のののの出出出出羽羽羽羽三三三三山山山山がありがありがありがあり、、、、羽黒羽黒羽黒羽黒山山山山はははは山山山山伏伏伏伏のののの修修修修験験験験場場場場としてもとしてもとしてもとしても大大大大変有変有変有変有名名名名でででで全全全全国国国国各各各各地地地地からからからから崇崇崇崇敬敬敬敬者者者者のののの皆皆皆皆さんがおさんがおさんがおさんがお参参参参りにりにりにりに来来来来ているているているている。。。。月月月月山山山山のののの頂頂頂頂上上上上がががが立立立立川川川川町町町町でありでありでありであり、、、、北北北北にににに斜斜斜斜面面面面ががががずずずずっとっとっとっと連連連連なりなりなりなり、、、、長長長長細細細細くなっているのがくなっているのがくなっているのがくなっているのが私私私私どものどものどものどもの町町町町であるであるであるである。。。。月月月月山山山山からわきからわきからわきからわき出出出出るるるる豊豊豊豊富富富富なななな水水水水がががが立立立立谷谷谷谷沢沢沢沢川川川川をををを流流流流れれれれ、、、、そしてそしてそしてそして最上最上最上最上川川川川にににに合合合合流流流流するするするする。。。。立立立立川川川川町町町町のののの清清清清川川川川、、、、清清清清川川川川八八八八郎郎郎郎というというというという明明明明治治治治のののの志士志士志士志士がががが出出出出たところであるがたところであるがたところであるがたところであるが、、、、清清清清川川川川でででで最上最上最上最上川川川川とととと合合合合流流流流するするするする。。。。山山山山紫紫紫紫水水水水明明明明のののの美美美美しいしいしいしい私私私私どものどものどものどもの町町町町をををを何何何何とかとかとかとか農農農農山山山山村村村村型型型型ゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッションに使使使使っていくことをっていくことをっていくことをっていくことを新新新新たなたなたなたな挑挑挑挑戦戦戦戦にしているにしているにしているにしている。。。。        そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、町町町町民民民民のののの意識意識意識意識をををを高高高高めていかなければいけないめていかなければいけないめていかなければいけないめていかなければいけない。。。。大変大変大変大変ありがたいことにありがたいことにありがたいことにありがたいことにＮＮＮＮＥＥＥＥＤＤＤＤＯＯＯＯのののの省省省省エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー対策対策対策対策部部部部からいろいろごからいろいろごからいろいろごからいろいろご支援支援支援支援、、、、補助補助補助補助をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、エエエエネネネネルルルルギギギギーーーービビビビジョンをジョンをジョンをジョンを政策政策政策政策しししし、、、、11113333年度年度年度年度、、、、14141414年度年度年度年度でででで策策策策定定定定するするするする。。。。これをこれをこれをこれを実実実実施施施施していくしていくしていくしていく方向方向方向方向でででで今進今進今進今進めているめているめているめている。。。。今後今後今後今後はははは風風風風力力力力発発発発電電電電だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、木木木木質質質質バイバイバイバイオオオオ、、、、豊富豊富豊富豊富なななな水水水水をををを利用利用利用利用したミしたミしたミしたミニニニニ水水水水力力力力発発発発電電電電もももも研究開研究開研究開研究開発発発発していかなしていかなしていかなしていかな
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ければいけないければいけないければいけないければいけない。。。。これもこれもこれもこれも一一一一緒緒緒緒にににに立立立立川川川川町町町町のののの自自自自然然然然エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー100100100100％％％％にににに持持持持っていくっていくっていくっていく。。。。目目目目標標標標はははは早早早早けれけれけれければばばば早早早早いいいいほほほほどいいがどいいがどいいがどいいが、、、、ただただただただ、、、、町町町町のののの財政財政財政財政がそんなにがそんなにがそんなにがそんなに余余余余裕裕裕裕がないのでがないのでがないのでがないので、、、、年年年年々々々々厳厳厳厳しくなってきていしくなってきていしくなってきていしくなってきているるるる。。。。町町町町のののの財政財政財政財政だけではだけではだけではだけでは不可能不可能不可能不可能でありでありでありであり、、、、今後今後今後今後はははは民間活民間活民間活民間活力力力力をおをおをおをお願願願願いしながらいしながらいしながらいしながら自治体自治体自治体自治体、、、、行政行政行政行政とととと民民民民間間間間、、、、そしてそしてそしてそして政府政府政府政府、、、、大学大学大学大学のののの先生先生先生先生方方方方にもいろいろごにもいろいろごにもいろいろごにもいろいろご指指指指導導導導いただきながらいただきながらいただきながらいただきながら進進進進めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい。。。。これこれこれこれらをあわせてらをあわせてらをあわせてらをあわせて行行行行っていけばっていけばっていけばっていけば、、、、当町当町当町当町のようなのようなのようなのような人人人人口口口口 7777000000000000人人人人のののの小小小小さなさなさなさな町町町町であってもであってもであってもであっても大大大大きなきなきなきな挑挑挑挑戦戦戦戦はははは可能可能可能可能だとだとだとだと夢夢夢夢をををを広広広広げているげているげているげている。。。。        こうしたことをこうしたことをこうしたことをこうしたことを考考考考ええええるとるとるとると、、、、一番一番一番一番頑頑頑頑張張張張っていくっていくっていくっていく意識意識意識意識をををを持持持持たなければならないのはたなければならないのはたなければならないのはたなければならないのは町町町町民自民自民自民自身身身身であるであるであるである。。。。大人大人大人大人からからからから子子子子供供供供までまでまでまで立立立立川川川川町町町町がどのようながどのようながどのようながどのような方向方向方向方向にににに進進進進もうとしているのかもうとしているのかもうとしているのかもうとしているのか、、、、自自自自然然然然循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会をどのようにをどのようにをどのようにをどのように進進進進めようとしているのかめようとしているのかめようとしているのかめようとしているのか、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく説明説明説明説明しししし、、、、町町町町民民民民のののの協協協協力力力力をいただいをいただいをいただいをいただいていくていくていくていく。。。。自自自自然然然然エエエエネネネネルルルルギギギギーをーをーをーを創創創創出出出出するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、省省省省エエエエネネネネルルルルギギギギーにもーにもーにもーにも力力力力をををを入入入入れていくれていくれていくれていく。。。。省省省省エエエエネネネネルルルルギギギギーにーにーにーに力力力力をををを入入入入れていくことはれていくことはれていくことはれていくことは節節節節電電電電につながりにつながりにつながりにつながり、、、、町町町町民民民民節節節節電電電電所所所所もももも計計計計画画画画をををを立立立立てててててててて今進今進今進今進めているめているめているめている。。。。全全全全体体体体のののの盛盛盛盛りりりり上上上上がりでがりでがりでがりで美美美美しいまちしいまちしいまちしいまちづづづづくりをくりをくりをくりを進進進進めていくためめていくためめていくためめていくため、、、、私私私私どものさどものさどものさどものさらなるらなるらなるらなる挑挑挑挑戦戦戦戦がががが続続続続くくくく。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        加加加加藤藤藤藤代代代代表表表表        どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。おおおお聞聞聞聞きのとおりきのとおりきのとおりきのとおり、、、、たったたったたったたった 10101010 分分分分であるがであるがであるがであるが、、、、すばらしいおすばらしいおすばらしいおすばらしいお話話話話であったであったであったであった。。。。ベベベベクショーというスクショーというスクショーというスクショーというスウウウウェーェーェーェーデデデデンのンのンのンの町町町町はははは、、、、エエエエネネネネルルルルギギギギーをーをーをーを木木木木質質質質バイバイバイバイオオオオでででで 100100100100％％％％やろやろやろやろうとうとうとうと頑頑頑頑張張張張っているっているっているっている町町町町としてとしてとしてとして日本日本日本日本でもでもでもでも有有有有名名名名であるであるであるである。。。。日本日本日本日本のののの町町町町はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか難難難難しいのではないかしいのではないかしいのではないかしいのではないかとととと思思思思っていたらっていたらっていたらっていたら、、、、今今今今のののの町町町町長長長長さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話でででで、、、、風風風風力力力力、、、、バイバイバイバイオオオオ、、、、生生生生ごみごみごみごみ、、、、そのそのそのその他他他他すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい挑挑挑挑戦戦戦戦だとだとだとだと思思思思いいいい、、、、まことにまことにまことにまことに感感感感銘銘銘銘をををを深深深深くしたくしたくしたくした。。。。今後今後今後今後、、、、ベベベベクショーどころかクショーどころかクショーどころかクショーどころか日本日本日本日本のののの立立立立川川川川町町町町へへへへ行行行行ってみってみってみってみろというろというろというろという話話話話ができそうでうれしくなったができそうでうれしくなったができそうでうれしくなったができそうでうれしくなった。。。。木木木木質質質質ババババイイイイオオオオをどのようにしようとしているのかをどのようにしようとしているのかをどのようにしようとしているのかをどのようにしようとしているのか、、、、私私私私もももも個個個個人的人的人的人的にににに関関関関心心心心があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、またまたまたまた後後後後でででで教教教教ええええてくださいてくださいてくださいてください。。。。        町町町町長長長長さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話のののの中中中中にににに民間活民間活民間活民間活力力力力のののの話話話話がががが出出出出たたたた。。。。民間活民間活民間活民間活力力力力というとというとというとというと、、、、谷谷谷谷口口口口さんはさんはさんはさんは前前前前からそのからそのからそのからそのことをことをことをことを非常非常非常非常にににに強強強強くおっしくおっしくおっしくおっしゃゃゃゃっているのでっているのでっているのでっているので、、、、谷谷谷谷口口口口さんにバトンタッさんにバトンタッさんにバトンタッさんにバトンタッチチチチしたいしたいしたいしたい。。。。        谷谷谷谷口口口口専専専専務務務務取取取取締締締締役役役役        屋屋屋屋久久久久島島島島電工電工電工電工のののの社長社長社長社長とととと太太太太平平平平洋洋洋洋セメントのセメントのセメントのセメントの顔顔顔顔とととと２２２２つありつありつありつあり、、、、今日今日今日今日のののの話話話話はははは太太太太平平平平洋洋洋洋セメントのセメントのセメントのセメントの立場立場立場立場でおでおでおでお話話話話しするしするしするしする。。。。私私私私はははは６６６６月月月月末末末末にににに役役役役員員員員をををを退退退退任後任後任後任後、、、、太太太太平平平平洋洋洋洋セメントのセメントのセメントのセメントの環境経環境経環境経環境経営営営営戦略戦略戦略戦略アアアアドドドドバイバイバイバイザザザザーーーーとしてとしてとしてとして、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション事業活動事業活動事業活動事業活動をををを今今今今までどおりまでどおりまでどおりまでどおり行行行行っているっているっているっている。。。。屋屋屋屋久久久久島島島島もももも非常非常非常非常にににに環境環境環境環境にににに関関関関係係係係がありがありがありがあり、、、、世世世世界自界自界自界自然然然然遺遺遺遺産産産産のののの島島島島であるであるであるである。。。。今今今今、、、、全全全全島島島島のののの電力電力電力電力はははは 100100100100％％％％水水水水力力力力でクリーンエでクリーンエでクリーンエでクリーンエネネネネルルルルギギギギーでーでーでーで供給供給供給供給しているしているしているしている。。。。クリーンでないのはクリーンでないのはクリーンでないのはクリーンでないのは外部外部外部外部からからからから来来来来るるるる観観観観光光光光客客客客がががが持持持持ちちちち込込込込むむむむ物物物物資資資資ととととガガガガソソソソリンそのリンそのリンそのリンその他他他他のののの化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料でありでありでありであり、、、、これをシャットアこれをシャットアこれをシャットアこれをシャットアウウウウトすトすトすトすべべべべくくくく、、、、豊富豊富豊富豊富なクリーンエなクリーンエなクリーンエなクリーンエネネネネルルルルギギギギーでーでーでーで水水水水をををを電電電電気気気気分分分分解解解解してしてしてして水水水水素素素素をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、アイスランアイスランアイスランアイスランドドドドのようにのようにのようにのように水水水水素素素素社会社会社会社会にできればいいなというにできればいいなというにできればいいなというにできればいいなという夢夢夢夢をををを持持持持ちちちち、、、、具具具具体的体的体的体的にににに自動自動自動自動車車車車会社会社会社会社等等等等ともともともとも打打打打ちちちち合合合合わせをしているがわせをしているがわせをしているがわせをしているが、、、、このこのこのこの話話話話はまたはまたはまたはまた別別別別のののの機機機機会会会会にするにするにするにする。。。。        本日本日本日本日のののの私私私私のテーマはのテーマはのテーマはのテーマは、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを実現実現実現実現するためにするためにするためにするために今後何今後何今後何今後何をなすをなすをなすをなすべべべべきかきかきかきか。。。。一一一一言言言言でででで言言言言うとうとうとうと、、、、産業界産業界産業界産業界としてはとしてはとしてはとしては物物物物づづづづくりのパラダイムをくりのパラダイムをくりのパラダイムをくりのパラダイムを変変変変ええええなければいけないということであるなければいけないということであるなければいけないということであるなければいけないということである。。。。私私私私どもどもどもどもはエはエはエはエココココフフフファァァァククククチチチチャリンャリンャリンャリンググググというというというという新造語新造語新造語新造語をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、これをトレーこれをトレーこれをトレーこれをトレードドドドマークとしてマークとしてマークとしてマークとして日本日本日本日本、、、、アメアメアメアメリリリリカカカカ、、、、ヨヨヨヨーロッパでーロッパでーロッパでーロッパで商商商商標登標登標登標登録録録録をををを申申申申請請請請しているしているしているしている。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、世世世世界界界界にににに情報発情報発情報発情報発信信信信しようとしようとしようとしようと思思思思っっっってててて今今今今いろいろいろいろいろいろいろいろ動動動動いているいているいているいている。。。。20202020 世紀世紀世紀世紀はははは、、、、大大大大量生量生量生量生産産産産、、、、大大大大量消費量消費量消費量消費、、、、大大大大量廃棄量廃棄量廃棄量廃棄のののの物物物物づづづづくりによりくりによりくりによりくりにより繁繁繁繁栄栄栄栄をもたらしたがをもたらしたがをもたらしたがをもたらしたが、、、、20202020 世紀世紀世紀世紀のののの物物物物づづづづくりはマくりはマくりはマくりはマニニニニュフュフュフュファァァァククククチチチチャリンャリンャリンャリンググググであったであったであったであった。。。。20202020 世紀世紀世紀世紀型型型型のマのマのマのマ



 151

ニニニニュフュフュフュファァァァククククチチチチャリンャリンャリンャリンググググのおかげでのおかげでのおかげでのおかげで地地地地球球球球のののの劣劣劣劣化化化化がががが急急急急速速速速にににに進進進進みみみみ、、、、地地地地球球球球のののの限界限界限界限界にににに直面直面直面直面しししし、、、、資資資資源源源源もももも枯渇枯渇枯渇枯渇しししし、、、、環境環境環境環境面面面面でのでのでのでの社会的社会的社会的社会的なななな費用費用費用費用がががが急急急急激激激激にににに増増増増加加加加しているのがしているのがしているのがしているのが 20202020 世紀世紀世紀世紀のののの物物物物づづづづくりでありくりでありくりでありくりであり、、、、ここここのパラダイムをのパラダイムをのパラダイムをのパラダイムを変変変変ええええるときなのだろうるときなのだろうるときなのだろうるときなのだろう。。。。21212121 世紀世紀世紀世紀型型型型のののの物物物物づづづづくりをエくりをエくりをエくりをエココココフフフファァァァククククチチチチャリンャリンャリンャリンググググとととと商商商商標登標登標登標登録録録録をしをしをしをし、、、、これをこれをこれをこれを世世世世界界界界のののの標準標準標準標準としてとしてとしてとして広広広広めたいというのがめたいというのがめたいというのがめたいというのが我我我我々々々々のののの夢夢夢夢であるであるであるである。。。。エエエエココココフフフファァァァククククチチチチャリンャリンャリンャリンググググはははは、、、、20202020 世紀世紀世紀世紀型型型型のマのマのマのマニニニニュフュフュフュファァァァククククチチチチャーからもたらされるャーからもたらされるャーからもたらされるャーからもたらされる地地地地球球球球環境環境環境環境のののの急急急急激激激激なななな劣劣劣劣化化化化とととと資資資資源源源源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇をををを防防防防ぎぎぎぎ、、、、社会的社会的社会的社会的費用費用費用費用をををを抑抑抑抑制制制制するするするする物物物物づづづづくりでありくりでありくりでありくりであり、、、、言言言言いかいかいかいかええええればればればれば経済経済経済経済とととと社会社会社会社会とととと環境環境環境環境のトリプル・のトリプル・のトリプル・のトリプル・ボボボボトム・ラインでバランスをとれたトム・ラインでバランスをとれたトム・ラインでバランスをとれたトム・ラインでバランスをとれた企業活動企業活動企業活動企業活動をしようということになるをしようということになるをしようということになるをしようということになる。。。。        経済経済経済経済面面面面だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、環境環境環境環境とととと社会社会社会社会のののの３３３３つのつのつのつの面面面面でバランスがとれでバランスがとれでバランスがとれでバランスがとれ、、、、これをトリプル・これをトリプル・これをトリプル・これをトリプル・ボボボボトム・トム・トム・トム・ラインとラインとラインとラインとしししし、、、、経済経済経済経済面面面面でいかにでいかにでいかにでいかに収収収収益益益益をををを上上上上げげげげ、、、、税引税引税引税引きききき後後後後のののの利利利利益益益益がががが高高高高くてもくてもくてもくても、、、、環境環境環境環境とととと社会社会社会社会にににに迷惑迷惑迷惑迷惑をかけをかけをかけをかけ、、、、社会的社会的社会的社会的費用費用費用費用をををを増増増増大大大大させていたのではさせていたのではさせていたのではさせていたのでは、、、、何何何何のののの信信信信頼頼頼頼価値価値価値価値はないというはないというはないというはないという考考考考ええええ方方方方でででで、、、、これこれこれこれがががが１１１１つのつのつのつの持持持持続可能続可能続可能続可能なななな発発発発展展展展のためののためののためののための３３３３要素要素要素要素とととと言言言言ええええるのではないかるのではないかるのではないかるのではないか。。。。こういったこういったこういったこういった物物物物づづづづくりをやくりをやくりをやくりをやっていかなければいけないっていかなければいけないっていかなければいけないっていかなければいけない。。。。        左左左左側側側側がががが従来従来従来従来のアプローのアプローのアプローのアプローチチチチのののの仕仕仕仕方方方方、、、、いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる 20202020 世紀世紀世紀世紀型型型型のマのマのマのマニニニニュフュフュフュファァァァククククチチチチャリンャリンャリンャリンググググであるであるであるである。。。。非非非非効率効率効率効率的的的的なななな資資資資源消費源消費源消費源消費、、、、日本日本日本日本ではではではでは４４４４億億億億トンでトンでトンでトンで依依依依然然然然としてとしてとしてとして減減減減らないらないらないらない。。。。エンエンエンエンドドドド・・・・オオオオブブブブ・パイプの・パイプの・パイプの・パイプのリサイクルばかりやっていてもリサイクルばかりやっていてもリサイクルばかりやっていてもリサイクルばかりやっていても解決解決解決解決しないしないしないしない。。。。入入入入りりりり口口口口をををを押押押押ささささええええなければいけないなければいけないなければいけないなければいけない。。。。要要要要するにするにするにするに効率効率効率効率的的的的なななな資資資資源消費源消費源消費源消費をををを行行行行うううう。。。。すなわちすなわちすなわちすなわち、、、、21212121 世紀世紀世紀世紀のエのエのエのエココココフフフファァァァククククチチチチャリンャリンャリンャリンググググではではではでは資資資資源源源源のののの生生生生産産産産性性性性をををを重重重重視視視視したしたしたした物物物物づづづづくりでなくてはいけないのではないかくりでなくてはいけないのではないかくりでなくてはいけないのではないかくりでなくてはいけないのではないか。。。。        ２２２２番番番番目目目目にににに、、、、20202020 世紀世紀世紀世紀型型型型はエンはエンはエンはエンドドドド・・・・オオオオブブブブ・パイプの・パイプの・パイプの・パイプの処理処理処理処理をををを一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命やってやってやってやって無害無害無害無害化化化化することばすることばすることばすることばかりではかりではかりではかりでは成立成立成立成立しないからしないからしないからしないから、、、、クリークリークリークリーナナナナープロダクションをやらなければいけないープロダクションをやらなければいけないープロダクションをやらなければいけないープロダクションをやらなければいけない。。。。産業界産業界産業界産業界はははは何何何何かというとフかというとフかというとフかというとファブァブァブァブリックリレーションばかりをリックリレーションばかりをリックリレーションばかりをリックリレーションばかりを重重重重視視視視しているがしているがしているがしているが、、、、ココココーーーーポポポポレートレートレートレートガガガガババババナナナナンンンンスススス（（（（企業企業企業企業統統統統治治治治））））のののの考考考考ええええ方方方方でででで経済経済経済経済、、、、環境環境環境環境、、、、社会社会社会社会のバランスのとれたのバランスのとれたのバランスのとれたのバランスのとれたガガガガババババナナナナンスをやっていかンスをやっていかンスをやっていかンスをやっていかなければいけないなければいけないなければいけないなければいけない。。。。        次次次次にににに、、、、環境問環境問環境問環境問題題題題はははは受受受受けけけけ身身身身でででで消消消消極極極極的的的的なななな対対対対処処処処ばかりしてばかりしてばかりしてばかりしてきたがきたがきたがきたが、、、、アアアアググググレッシレッシレッシレッシブブブブにににに取取取取りりりり組組組組むべむべむべむべきききき問問問問題題題題であるであるであるである。。。。ＩＳＩＳＩＳＩＳＯＯＯＯ14000140001400014000にににに象象象象徴徴徴徴されるがされるがされるがされるが、、、、ママママネネネネジメントシステムをつくればいいというジメントシステムをつくればいいというジメントシステムをつくればいいというジメントシステムをつくればいいという問問問問題題題題ではなくではなくではなくではなく、、、、ライフサイクルにライフサイクルにライフサイクルにライフサイクルに基基基基づづづづくくくくビビビビジジジジネネネネススススデデデデザザザザインをやらないといけないインをやらないといけないインをやらないといけないインをやらないといけない。。。。ただのただのただのただのママママネネネネジメントシステムというジメントシステムというジメントシステムというジメントシステムという狭狭狭狭義義義義のものではないのものではないのものではないのものではない。。。。ステークステークステークステークホホホホルダーとのルダーとのルダーとのルダーとのココココミュミュミュミュニニニニケーシケーシケーシケーションもョンもョンもョンも、、、、例例例例ええええばばばば日経日経日経日経新新新新聞聞聞聞にににに大大大大きくきくきくきく広告広告広告広告をををを出出出出しししし、、、、我我我我がががが社社社社のののの製品製品製品製品はははは社会社会社会社会にごにごにごにご迷惑迷惑迷惑迷惑をおかけしてをおかけしてをおかけしてをおかけしていませんとイメージいませんとイメージいませんとイメージいませんとイメージ広告広告広告広告をををを一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命やってもやってもやってもやっても一一一一方方方方通通通通行行行行でだめであるでだめであるでだめであるでだめである。。。。多多多多重重重重方向方向方向方向ののののココココミュミュミュミュニニニニケーションでケーションでケーションでケーションで積積積積極極極極的的的的なステークなステークなステークなステークホホホホルダーとのルダーとのルダーとのルダーとの対話対話対話対話をしていかなければいけないをしていかなければいけないをしていかなければいけないをしていかなければいけない。。。。右右右右側側側側にににに書書書書いてあるのがエいてあるのがエいてあるのがエいてあるのがエココココフフフファァァァククククチチチチャリンャリンャリンャリンググググであるとであるとであるとであると思思思思うううう。。。。        今今今今のはのはのはのは一般論一般論一般論一般論であるがであるがであるがであるが、、、、セメントセメントセメントセメント会社会社会社会社はどういうことをやっているのかはどういうことをやっているのかはどういうことをやっているのかはどういうことをやっているのか。。。。我我我我々々々々はエはエはエはエココココフフフファァァァククククチチチチャリンャリンャリンャリンググググににににふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい企業活動企業活動企業活動企業活動ということをここでということをここでということをここでということをここで言言言言いたいいたいいたいいたい。。。。左左左左側側側側がががが 20202020 世紀世紀世紀世紀型型型型のセのセのセのセメントのマメントのマメントのマメントのマニニニニュフュフュフュファァァァククククチチチチャリンャリンャリンャリンググググ、、、、右側右側右側右側がセメントのエがセメントのエがセメントのエがセメントのエココココフフフファァァァククククチチチチャリンャリンャリンャリンググググでででで、、、、これをさこれをさこれをさこれをさらにらにらにらに追追追追求求求求していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。左左左左側側側側はロータリーはロータリーはロータリーはロータリーキキキキルンというセメントをつくるルンというセメントをつくるルンというセメントをつくるルンというセメントをつくる装装装装置置置置がありがありがありがあり、、、、ババババージンージンージンージン原原原原料料料料とととと化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料でセメントをつくりでセメントをつくりでセメントをつくりでセメントをつくり、、、、ゼゼゼゼネコネコネコネコンにンにンにンに売売売売ってってってって代代代代金金金金をいただくのがをいただくのがをいただくのがをいただくのが 20202020 世紀世紀世紀世紀型型型型のセメントマのセメントマのセメントマのセメントマニニニニュフュフュフュファァァァククククチチチチャリンャリンャリンャリンググググであったがであったがであったがであったが、、、、21212121 世紀世紀世紀世紀はははは他他他他産業産業産業産業、、、、自治体自治体自治体自治体、、、、国国国国からからからから処理処理処理処理費費費費をいただいてをいただいてをいただいてをいただいて代代代代替替替替原原原原料料料料にしにしにしにし、、、、化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料をををを減減減減らしてらしてらしてらして代代代代替替替替燃燃燃燃料料料料をををを使使使使いいいい、、、、セメントのセメントのセメントのセメントの品品品品質質質質はははは絶絶絶絶対対対対にににに落落落落とさとさとさとさずずずず、、、、他他他他産業産業産業産業やややや自治体自治体自治体自治体、、、、国国国国からおからおからおからお金金金金をいただくをいただくをいただくをいただく。。。。        要要要要するにするにするにするに、、、、ゼゼゼゼネコネコネコネコンからおンからおンからおンからお金金金金をもらうをもらうをもらうをもらう公公公公共共共共投投投投資資資資頼頼頼頼みのみのみのみの製造製造製造製造をするのではなくをするのではなくをするのではなくをするのではなく、、、、プロセスプロセスプロセスプロセスをををを活活活活用用用用してしてしてして他他他他産業産業産業産業、、、、自治体自治体自治体自治体、、、、地域地域地域地域からおからおからおからお金金金金をいただくをいただくをいただくをいただく。。。。プロセスをフルにプロセスをフルにプロセスをフルにプロセスをフルに活活活活用用用用しししし、、、、社会的社会的社会的社会的
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なななな共共共共通通通通インフラインフラインフラインフラ、、、、決決決決してしてしてして先先先先端端端端産業産業産業産業ではないがではないがではないがではないが、、、、いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる成成成成熟熟熟熟産業産業産業産業とととと言言言言われるわれるわれるわれる産業産業産業産業とととと言言言言われわれわれわれるものがるものがるものがるものが世世世世界界界界一一一一のののの省省省省エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー、、、、省資省資省資省資源源源源、、、、品品品品質質質質をををを達達達達成成成成しししし、、、、技術技術技術技術をををを持持持持っているっているっているっている。。。。それをそれをそれをそれを活活活活用用用用すればすればすればすれば、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をつくりをつくりをつくりをつくり上上上上げげげげるためのるためのるためのるための大大大大きなきなきなきな力力力力になるのでになるのでになるのでになるので、、、、セメントセメントセメントセメント産業自体産業自体産業自体産業自体のののの社会社会社会社会的的的的なななな存存存存在在在在意義意義意義意義がががが変変変変わってきているわってきているわってきているわってきている。。。。これがこれがこれがこれが 21212121 世紀世紀世紀世紀のエのエのエのエココココフフフファァァァククククチチチチャリンャリンャリンャリンググググでありでありでありであり、、、、プロセプロセプロセプロセスでおスでおスでおスでお金金金金をいただくをいただくをいただくをいただく。。。。ゼゼゼゼネコネコネコネコンはもういいンはもういいンはもういいンはもういい。。。。ただでセメントをただでセメントをただでセメントをただでセメントを持持持持っていってくださいっていってくださいっていってくださいっていってください。。。。必必必必要要要要最最最最小小小小限限限限につくるというにつくるというにつくるというにつくるという考考考考ええええ方方方方でありでありでありであり、、、、製製製製紙紙紙紙会社会社会社会社もももも非非非非鉄金鉄金鉄金鉄金属属属属もそういうことはもそういうことはもそういうことはもそういうことは可能可能可能可能であるであるであるである。。。。        エエエエココココフフフファァァァククククチチチチャリンャリンャリンャリンググググはははは、、、、実実実実はははは中国中国中国中国とのとのとのとの空空空空洞洞洞洞化対策化対策化対策化対策にもなるにもなるにもなるにもなる。。。。物物物物づづづづくりのパラダイムをくりのパラダイムをくりのパラダイムをくりのパラダイムをこれでこれでこれでこれで変変変変ええええてしまっているてしまっているてしまっているてしまっている。。。。同同同同じじじじセメントやセメントやセメントやセメントや金金金金属属属属をつくってもをつくってもをつくってもをつくっても、、、、中国中国中国中国のののの物物物物とはとはとはとは違違違違うううう。。。。税税税税制制制制とととと組組組組みみみみ合合合合わせればわせればわせればわせれば非常非常非常非常におもしろいことになりにおもしろいことになりにおもしろいことになりにおもしろいことになり、、、、国国国国際競争際競争際競争際競争力力力力がががが非常非常非常非常にににに強強強強いものになるいものになるいものになるいものになる可能可能可能可能性性性性もあるともあるともあるともあると言言言言いたいいたいいたいいたい。。。。これをエこれをエこれをエこれをエココココフフフファァァァククククチチチチャリンャリンャリンャリンググググとととと言言言言いいいい、、、、エエエエココココフフフファァァァククククチチチチャリンャリンャリンャリンググググににににふふふふささささわしいわしいわしいわしい企業企業企業企業とはどういうとはどういうとはどういうとはどういう標準標準標準標準かかかか、、、、現現現現在在在在標準標準標準標準のののの作作作作業中業中業中業中であるであるであるである。。。。基基基基準準準準をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、世世世世界界界界標準標準標準標準にしにしにしにしようとようとようとようと思思思思いいいい、、、、トレートレートレートレードドドドマークをマークをマークをマークを世世世世界界界界でででで申申申申請請請請中中中中であるであるであるである。。。。世世世世界界界界標準標準標準標準にしてにしてにしてにしてビビビビジジジジネネネネスをスをスをスを展展展展開開開開してしてしてしていくのがいくのがいくのがいくのが循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のためにのためにのためにのために貢献貢献貢献貢献するということであるするということであるするということであるするということである。。。。        加加加加藤藤藤藤代代代代表表表表        大変大変大変大変おもしろくおもしろくおもしろくおもしろく、、、、かつかつかつかつ説説説説得力得力得力得力あるおあるおあるおあるお話話話話をありがとうございましたをありがとうございましたをありがとうございましたをありがとうございました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））    エエエエココココママママニニニニュュュュフフフファァァァククククチチチチャリンャリンャリンャリンググググをアメリをアメリをアメリをアメリカカカカかかかかヨヨヨヨーロッパでーロッパでーロッパでーロッパで使使使使ったことはありますかったことはありますかったことはありますかったことはありますか。。。。        谷谷谷谷口口口口専専専専務務務務取取取取締締締締役役役役        カナカナカナカナダからダからダからダから、、、、使使使使いたいからいたいからいたいからいたいから幾幾幾幾らららら払払払払ったらいいかとったらいいかとったらいいかとったらいいかと来来来来ているがているがているがているが、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち世世世世界界界界じじじじゅゅゅゅうからうからうからうから来来来来るとるとるとると思思思思うううう。。。。あるあるあるある人人人人とととと共共共共同同同同でででで出願出願出願出願をしているをしているをしているをしている。。。。        加加加加藤藤藤藤代代代代表表表表        おもしろいおもしろいおもしろいおもしろい発想発想発想発想でででで、、、、かつかつかつかつ非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なことであるなことであるなことであるなことである。。。。実実実実際際際際にこういうことをやらないとにこういうことをやらないとにこういうことをやらないとにこういうことをやらないと、、、、本本本本当当当当のののの意意意意味味味味のののの地地地地球球球球環境環境環境環境のののの環境環境環境環境容量容量容量容量のののの中中中中でででで 66660000億億億億人人人人、、、、77770000億億億億人人人人がががが生生生生きききき残残残残っていくことはできないっていくことはできないっていくことはできないっていくことはできない。。。。１１１１つのつのつのつの可能可能可能可能性性性性をおをおをおをお話話話話しいただきしいただきしいただきしいただき、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。        次次次次はははは、、、、前前前前者者者者３３３３人人人人とはとはとはとは少少少少しししし変変変変わったわったわったわった立場立場立場立場でででで、、、、ススススポポポポーーーーツツツツをををを通通通通じじじじてててて循環社会循環社会循環社会循環社会をををを目指目指目指目指しているしているしているしている岡岡岡岡田田田田さんさんさんさん、、、、ひひひひとつよろしくおとつよろしくおとつよろしくおとつよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        岡田常任岡田常任岡田常任岡田常任理理理理事事事事        正正正正式名式名式名式名称称称称はははは特特特特定定定定非非非非営営営営利利利利活動法人活動法人活動法人活動法人ググググローバル・スローバル・スローバル・スローバル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンスであり・アライアンスであり・アライアンスであり・アライアンスであり、、、、略略略略称称称称ＧＧＧＧＳＳＳＳＡＡＡＡとととと皆皆皆皆さんからさんからさんからさんから呼呼呼呼んでいただいているんでいただいているんでいただいているんでいただいている。。。。        今日今日今日今日はははは循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて我我我我々々々々１１１１人人人人１１１１人人人人がどんながどんながどんながどんな役割役割役割役割をををを持持持持っていっていっていっているかのるかのるかのるかの観点観点観点観点からからからから整理整理整理整理してみたしてみたしてみたしてみた。。。。        レジュメにはレジュメにはレジュメにはレジュメには循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のイメージとのイメージとのイメージとのイメージと書書書書いたいたいたいた。。。。このこのこのこの辺辺辺辺はもうはもうはもうはもう皆様方皆様方皆様方皆様方がががが整理整理整理整理してくださっしてくださっしてくださっしてくださったのでたのでたのでたので、、、、私私私私はあはあはあはあええええてつけてつけてつけてつけ加加加加ええええることはないがることはないがることはないがることはないが、、、、１１１１つつつつ言言言言ええええばばばば、、、、宇宇宇宇宙宙宙宙のののの自自自自然然然然がががが周周周周期期期期的的的的にににに供給供給供給供給すすすするというるというるというるという「「「「周周周周期期期期的的的的」」」」にににに着着着着目目目目しておりしておりしておりしており、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん１１１１年間年間年間年間でできるバイでできるバイでできるバイでできるバイオオオオマスエマスエマスエマスエネネネネルルルルギギギギーーーー、、、、どどどどんなにんなにんなにんなに長長長長くかかってもくかかってもくかかってもくかかっても人間人間人間人間のののの一生一生一生一生ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで森森森森林林林林がががが生生生生ええええそろうことそろうことそろうことそろうこと等等等等、、、、時間的時間的時間的時間的なななな軸軸軸軸がががが加加加加味味味味さささされるれるれるれるべべべべきであるときであるときであるときであると思思思思っているっているっているっている。。。。私私私私どものどものどものどもの場合場合場合場合、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会、、、、環境問環境問環境問環境問題題題題をををを考考考考ええええたたたた際際際際にににに、、、、経済経済経済経済とととと技術技術技術技術とととと社会社会社会社会づづづづくりのくりのくりのくりの３３３３つのつのつのつの視視視視点点点点からからからから見見見見ておりておりておりており、、、、経済経済経済経済というとというとというとというと常常常常にににに出出出出されるされるされるされる指指指指標標標標ががががＧＧＧＧＤＤＤＤＰＰＰＰ
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であるであるであるである。。。。戦戦戦戦後後後後、、、、我我我我がががが国国国国がががが一番一番一番一番たけていたたけていたたけていたたけていた部分部分部分部分でありでありでありであり、、、、世世世世界第界第界第界第２２２２位位位位ののののＧＧＧＧＤＤＤＤＰＰＰＰをををを達達達達成成成成したがしたがしたがしたが、、、、実実実実ははははＧＧＧＧＤＤＤＤＰＰＰＰをををを伸伸伸伸ばそうというばそうというばそうというばそうという我我我我々々々々のののの強強強強いいいい思思思思いがいがいがいが残念残念残念残念ながらながらながらながら環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊をををを招招招招いてしまったいてしまったいてしまったいてしまった。。。。        ななななぜぜぜぜかとかとかとかと考考考考ええええるとるとるとると、、、、今今今今ははははココココンテンンテンンテンンテンツツツツのののの時時時時代代代代とよくとよくとよくとよく言言言言われるわれるわれるわれる。。。。ココココンンンンピピピピューターのューターのューターのューターの世世世世界界界界でもでもでもでもそうであるがそうであるがそうであるがそうであるが、、、、ＧＧＧＧＤＤＤＤＰＰＰＰのののの中中中中身身身身をををを再再再再検証検証検証検証するするするするべべべべきであるきであるきであるきである。。。。具具具具体的体的体的体的にににに言言言言うとうとうとうと、、、、高付高付高付高付加加加加価値価値価値価値・・・・低低低低環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷型経済型経済型経済型経済とととと書書書書いたがいたがいたがいたが、、、、大大大大量生量生量生量生産産産産のののの工工工工業業業業製品製品製品製品にににに頼頼頼頼るのではなくるのではなくるのではなくるのではなく、、、、同同同同じじじじおおおお金金金金をををを使使使使うううう際際際際ににににはははは、、、、例例例例ええええばばばば人間人間人間人間のののの心心心心やややや体体体体をををを豊豊豊豊かにするものかにするものかにするものかにするもの、、、、文文文文化化化化、、、、芸芸芸芸術術術術、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ、、、、教育教育教育教育等等等等におにおにおにお金金金金をををを使使使使っっっっていこうではないかていこうではないかていこうではないかていこうではないか。。。。そのそのそのその比比比比率率率率がががが上上上上がればがればがればがれば上上上上がるがるがるがるほほほほどどどど、、、、高付高付高付高付加加加加価値価値価値価値・・・・低低低低環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷になってになってになってになっていくいくいくいく。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、工工工工業業業業製品製品製品製品はははは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事でありでありでありであり、、、、クラフトマンシップやエクラフトマンシップやエクラフトマンシップやエクラフトマンシップやエココココフフフファァァァククククチチチチャャャャリンリンリンリンググググ等等等等をををを進進進進めながらめながらめながらめながら、、、、人間人間人間人間のののの想想想想像力像力像力像力をををを高付高付高付高付加加加加価値価値価値価値としてとしてとしてとして認認認認めるめるめるめる社会社会社会社会づづづづくりだろうとくりだろうとくりだろうとくりだろうと考考考考ええええているているているている。。。。        技術技術技術技術にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、当然当然当然当然、、、、集集集集中型中型中型中型であったテクであったテクであったテクであったテクノノノノロジーからロジーからロジーからロジーから分分分分散散散散型型型型へへへへ、、、、社会社会社会社会づづづづくりにくりにくりにくりに関関関関ししししてはてはてはては大都会大都会大都会大都会集集集集中型中型中型中型をををを地地地地方方方方のののの時時時時代代代代、、、、分分分分散散散散型型型型にににに持持持持っていくっていくっていくっていくべべべべきであるきであるきであるきである。。。。しかもしかもしかもしかも自自自自給給給給自自自自足足足足、、、、いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる自自自自然然然然エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー活活活活用用用用型型型型、、、、まさにまさにまさにまさに岩岩岩岩手手手手県県県県とととと山山山山形県立形県立形県立形県立川川川川町町町町はこれをはこれをはこれをはこれを実実実実践践践践しているしているしているしている自治体自治体自治体自治体ででででありありありあり、、、、非常非常非常非常にににに具具具具体的体的体的体的でいいとでいいとでいいとでいいと思思思思っているっているっているっている。。。。        さてさてさてさて、、、、本日本日本日本日のののの私私私私のののの立場立場立場立場ははははＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯでありでありでありであり、、、、２２２２番番番番目目目目ののののＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯのののの責責責責任任任任とととと役割役割役割役割についてについてについてについて触触触触れたいれたいれたいれたい。。。。ここにおここにおここにおここにお集集集集まりのまりのまりのまりの皆様方皆様方皆様方皆様方はははは、、、、基基基基本的本的本的本的にににに循環社会循環社会循環社会循環社会、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを達達達達成成成成しなければいけないしなければいけないしなければいけないしなければいけない、、、、しかもかなりすしかもかなりすしかもかなりすしかもかなりすぐぐぐぐやらなくてはいけないというやらなくてはいけないというやらなくてはいけないというやらなくてはいけないという共共共共通認通認通認通認識識識識はははは持持持持っているとっているとっているとっていると思思思思うううう。。。。先先先先ほほほほどどどど加加加加藤藤藤藤さんからさんからさんからさんから危危危危機機機機感感感感がががが足足足足りないというりないというりないというりないという話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、私私私私もそのことをもそのことをもそのことをもそのことを強強強強くくくく感感感感じじじじているているているている者者者者のののの１１１１人人人人であるであるであるである。。。。ただただただただ、、、、少少少少なくともここにいるなくともここにいるなくともここにいるなくともここにいる我我我我々々々々はははは目的目的目的目的をををを共共共共有有有有しているだろうしているだろうしているだろうしているだろう。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、官官官官・・・・民民民民・・・・公公公公がががが目的目的目的目的をををを共共共共有化有化有化有化しししし、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ自自自自分分分分たちのたちのたちのたちの役割役割役割役割をきちんとをきちんとをきちんとをきちんと認認認認識識識識したしたしたした上上上上でででで協協協協力力力力体体体体制制制制をとをとをとをとればればればれば達達達達成成成成可能可能可能可能だとだとだとだと思思思思っているっているっているっている。。。。        例例例例ええええばばばば政府政府政府政府（（（（官官官官））））はははは、、、、３３３３月月月月末末末末になるとせっかくつくったものをになるとせっかくつくったものをになるとせっかくつくったものをになるとせっかくつくったものを壊壊壊壊してしてしてして捨捨捨捨てているのをてているのをてているのをてているのを見見見見るにつけるにつけるにつけるにつけ、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも政府政府政府政府はははは公公公公共共共共事業事業事業事業をもうをもうをもうをもう少少少少しししし何何何何とかしなければいけないととかしなければいけないととかしなければいけないととかしなければいけないと思思思思っているっているっているっているのでのでのでので、、、、公公公公共共共共事業事業事業事業のののの環境化環境化環境化環境化をををを推進推進推進推進していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい。。。。もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは、、、、環境環境環境環境をををを公公公公共共共共事業事業事業事業としてとしてとしてとして認認認認めていくというめていくというめていくというめていくという両両両両方向方向方向方向がががが必要必要必要必要だとだとだとだと考考考考ええええているているているている。。。。企業企業企業企業はははは、、、、既既既既存存存存産業産業産業産業をもっとをもっとをもっとをもっと環境化環境化環境化環境化していくしていくしていくしていく。。。。ママママニニニニュフュフュフュファァァァククククチチチチャリンャリンャリンャリンググググをエをエをエをエココココフフフファァァァククククチチチチャャャャリンリンリンリンググググにしていくとにしていくとにしていくとにしていくと同同同同時時時時にににに、、、、全全全全くくくく新新新新しいしいしいしい産業産業産業産業ががががそこにそこにそこにそこに出出出出てきてもいいのではないかてきてもいいのではないかてきてもいいのではないかてきてもいいのではないか。。。。ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを産業化産業化産業化産業化することもすることもすることもすることも可能可能可能可能だとだとだとだと思思思思ううううがががが、、、、環境環境環境環境のののの産業化産業化産業化産業化、、、、ニニニニューューューュービビビビジジジジネネネネスをもっとスをもっとスをもっとスをもっと普普普普及及及及していくのがしていくのがしていくのがしていくのが企業企業企業企業のののの役割役割役割役割であるであるであるである。。。。        そしてそしてそしてそして、、、、ＮＮＮＮＰＯ（ＰＯ（ＰＯ（ＰＯ（公公公公））））はははは、、、、こういうこういうこういうこういう社会社会社会社会をつくりたいというをつくりたいというをつくりたいというをつくりたいという市民市民市民市民たちのたちのたちのたちの集集集集まりであるとまりであるとまりであるとまりであると思思思思うううう。。。。こういったこういったこういったこういった社会社会社会社会をつくりたいというをつくりたいというをつくりたいというをつくりたいという人人人人たちにもしたちにもしたちにもしたちにもし賛賛賛賛同同同同したのであればしたのであればしたのであればしたのであれば、、、、そのそのそのその人人人人たちたちたちたちがががが市民市民市民市民のののの意識意識意識意識をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん変変変変ええええていきていきていきていき、、、、まさにゼロエミッションフォーラムのまさにゼロエミッションフォーラムのまさにゼロエミッションフォーラムのまさにゼロエミッションフォーラムの目的目的目的目的のののの１１１１つでつでつでつであるあるあるある市民意識市民意識市民意識市民意識のののの改革改革改革改革ががががＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯのののの役割役割役割役割であるとであるとであるとであると思思思思っているっているっているっている。。。。実実実実はははは意識意識意識意識だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、行動行動行動行動のののの環境化推進環境化推進環境化推進環境化推進がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。ググググローバル・スローバル・スローバル・スローバル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンスは・アライアンスは・アライアンスは・アライアンスは、、、、意識意識意識意識とととと行動行動行動行動とととと両両両両方方方方にににに働働働働きかけているきかけているきかけているきかけているＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯであるであるであるである。。。。        ままままずずずず、、、、ググググローバル・スローバル・スローバル・スローバル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンスの・アライアンスの・アライアンスの・アライアンスの説明説明説明説明をするをするをするをする際際際際にににに必必必必ずずずず何何何何でスでスでスでスポポポポーーーーツツツツとととと環境環境環境環境なのかとなのかとなのかとなのかと言言言言われるわれるわれるわれる。。。。基基基基本的本的本的本的にスにスにスにスポポポポーーーーツツツツマンはマンはマンはマンは、、、、自自自自分分分分がスがスがスがスポポポポーーーーツツツツをををを楽楽楽楽しもうとしもうとしもうとしもうと思思思思ったらったらったらったら、、、、水水水水はきれいなはきれいなはきれいなはきれいな方方方方がいいしがいいしがいいしがいいし、、、、空空空空気気気気はきれいなはきれいなはきれいなはきれいな方方方方がいいことはがいいことはがいいことはがいいことは常識的常識的常識的常識的にににに自自自自分分分分のののの体体体体がががが知知知知っているっているっているっている。。。。すなわちすなわちすなわちすなわち、、、、地地地地球球球球環境環境環境環境はははは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なことをなことをなことをなことを既既既既にににに知知知知っているっているっているっている人人人人たちであるたちであるたちであるたちである。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、ススススポポポポーーーーツツツツがががが好好好好きなきなきなきな人人人人はははは、、、、世世世世のののの中中中中にごまんといるにごまんといるにごまんといるにごまんといる。。。。数数数数ええええたことはないがたことはないがたことはないがたことはないが、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも世世世世界界界界じじじじゅゅゅゅうにうにうにうに10101010 億億億億人以上人以上人以上人以上いるだろうといるだろうといるだろうといるだろうと考考考考ええええているているているている。。。。少少少少なくともなくともなくともなくとも世世世世界人界人界人界人口口口口のののの６６６６分分分分のののの１１１１ぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは何何何何らかのスらかのスらかのスらかのス
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ポポポポーーーーツツツツがががが好好好好きなはきなはきなはきなはずずずずだとだとだとだと勝勝勝勝手手手手にににに仮仮仮仮定定定定しているしているしているしている。。。。ススススポポポポーーーーツツツツ愛愛愛愛好好好好家家家家、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ選選選選手等手等手等手等もももも含含含含まれまれまれまれるがるがるがるが、、、、基基基基本的本的本的本的にににに趣趣趣趣味味味味としてスとしてスとしてスとしてスポポポポーーーーツツツツをやるをやるをやるをやる人人人人たちたちたちたち、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち社会社会社会社会のののの中中中中のののの自自自自分分分分のののの役割役割役割役割がスがスがスがスポポポポーーーーツツツツ以以以以外外外外のところにあるのところにあるのところにあるのところにある人人人人たちたちたちたち、、、、例例例例ええええばきばきばきばきょょょょうおいでのうおいでのうおいでのうおいでの皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも多多多多分全分全分全分全員員員員そうであるがそうであるがそうであるがそうであるが、、、、企業企業企業企業のののの経経経経営営営営者者者者やややや行政行政行政行政マンマンマンマン等等等等がががが自自自自分分分分のののの仕仕仕仕事事事事やややや生生生生活活活活のののの場場場場でででで大事大事大事大事だとだとだとだと知知知知っているっているっているっている環境環境環境環境をををを守守守守るるるる行動行動行動行動をををを起起起起こすことがみそであるこすことがみそであるこすことがみそであるこすことがみそである。。。。        実実実実はははは先先先先ほほほほどからどからどからどから危危危危機機機機感感感感がががが足足足足りないりないりないりない等等等等のののの話話話話がががが出出出出ているがているがているがているが、、、、基基基基本的本的本的本的にににに社会社会社会社会のののの中中中中でででで合意形成合意形成合意形成合意形成がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。合意形成合意形成合意形成合意形成はははは価値観価値観価値観価値観でありでありでありであり、、、、今今今今、、、、何何何何がががが課課課課題題題題かかかか、、、、何何何何がががが大事大事大事大事かのかのかのかの共共共共通認通認通認通認識識識識をををを持持持持ってってってっていくいくいくいく大大大大きなきなきなきな力力力力をををを持持持持っていかないとっていかないとっていかないとっていかないと、、、、とてもとてもとてもとても変変変変わらないわらないわらないわらない。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの 20202020 世紀世紀世紀世紀型型型型からからからから 21212121 世紀世紀世紀世紀型型型型へへへへというときにというときにというときにというときに、、、、もうもうもうもう 21212121 世紀世紀世紀世紀にににに入入入入っているにもかかわらっているにもかかわらっているにもかかわらっているにもかかわらずずずず、、、、ななななぜぜぜぜ 20202020 世紀世紀世紀世紀型型型型ではいけないではいけないではいけないではいけないのかといまだにのかといまだにのかといまだにのかといまだに言言言言っているっているっているっている人人人人がいるがいるがいるがいる。。。。どうしてもどうしてもどうしてもどうしても大大大大きなマスがきなマスがきなマスがきなマスが動動動動いておりいておりいておりいており、、、、舵舵舵舵取取取取りをしたりをしたりをしたりをしたときにときにときにときに時間時間時間時間もかかるがもかかるがもかかるがもかかるが、、、、大大大大きなきなきなきな力力力力ささささええええあればあればあればあれば舵舵舵舵取取取取りもできるだろうりもできるだろうりもできるだろうりもできるだろう。。。。力力力力＝＝＝＝人人人人数数数数××××意識意識意識意識××××行行行行動動動動とととと公式公式公式公式をををを書書書書いたがいたがいたがいたが、、、、世世世世のののの中中中中をををを変変変変ええええるるるる力力力力、、、、地地地地球球球球環境問環境問環境問環境問題題題題をををを解決解決解決解決するするするする力力力力とととと置置置置きかきかきかきかええええてもてもてもても結結結結構構構構であるであるであるである。。。。人間人間人間人間のののの数数数数××××そのそのそのその人人人人たたたたちのちのちのちの意識意識意識意識××××そのそのそのその人人人人たちのたちのたちのたちの行動行動行動行動がががが掛掛掛掛けけけけ算算算算できいてくるはできいてくるはできいてくるはできいてくるはずずずずであであであであるるるる。。。。        実実実実ははははググググローバル・スローバル・スローバル・スローバル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンスがな・アライアンスがな・アライアンスがな・アライアンスがなぜぜぜぜススススポポポポーーーーツツツツ愛愛愛愛好好好好家家家家をセをセをセをセググググメントとしてとメントとしてとメントとしてとメントとしてとっているかというとっているかというとっているかというとっているかというと、、、、人人人人数数数数のところがどんなのところがどんなのところがどんなのところがどんな政治団体政治団体政治団体政治団体、、、、宗宗宗宗教教教教団体団体団体団体よりもよりもよりもよりも多多多多いいいい。。。。純純純純粋粋粋粋なスなスなスなスポポポポーーーーツツツツ愛愛愛愛好好好好家家家家、、、、きれいなきれいなきれいなきれいな環境環境環境環境のののの中中中中でスでスでスでスポポポポーーーーツツツツをしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思うううう人人人人たちのたちのたちのたちの集集集集まりはまりはまりはまりは、、、、10101010 億億億億人人人人といといといというううう人人人人数数数数がそこにあるがそこにあるがそこにあるがそこにある。。。。そうであればそうであればそうであればそうであれば、、、、そのそのそのその人人人人たちのたちのたちのたちの意識意識意識意識とととと行動行動行動行動にににに少少少少しししし働働働働きかければきかければきかければきかければ、、、、地地地地球球球球問問問問題題題題をををを解決解決解決解決するするするする力力力力、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは循環社会循環社会循環社会循環社会をををを実現実現実現実現するするするする力力力力となるだろうとなるだろうとなるだろうとなるだろう。。。。具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、ススススポポポポーーーーツツツツがががが好好好好きなわけでありきなわけでありきなわけでありきなわけであり、、、、自自自自分分分分のスのスのスのスポポポポーーーーツツツツのののの場場場場、、、、例例例例ええええばばばば私私私私ははははヨヨヨヨットがットがットがットが好好好好きなのできなのできなのできなので、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても海海海海のののの話話話話になってしまうがになってしまうがになってしまうがになってしまうが、、、、海海海海にににに行行行行くとくとくとくと、、、、地地地地球温暖球温暖球温暖球温暖化化化化のののの結結結結果果果果だとだとだとだと思思思思うがうがうがうが、、、、岸岸岸岸壁壁壁壁からからからから水水水水面面面面のののの高高高高さをさをさをさを見見見見てみるとてみるとてみるとてみると、、、、間間間間違違違違いなくいなくいなくいなく 10101010年前年前年前年前よりよりよりより今今今今のののの方方方方がががが上上上上がっているがっているがっているがっている。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、ＩＩＩＩＰＰＰＰＣＣＣＣＣＣＣＣはははは100100100100年後年後年後年後のののの話話話話をしているがをしているがをしているがをしているが、、、、実実実実はもうはもうはもうはもう既既既既にににに海海海海面面面面上上上上昇昇昇昇はははは始始始始まっているまっているまっているまっている。。。。        テテテテニニニニスがスがスがスが好好好好きなきなきなきな人人人人、、、、ゴゴゴゴルフがルフがルフがルフが好好好好きなきなきなきな人人人人、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのスれのスれのスれのスポポポポーーーーツツツツシーンでシーンでシーンでシーンで自自自自分分分分のやるスのやるスのやるスのやるスポポポポーーーーツツツツ施施施施設設設設、、、、例例例例ええええばばばばゴゴゴゴルフならルフならルフならルフならゴゴゴゴルフルフルフルフ場場場場のののの緑緑緑緑化化化化、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自自自自分分分分のののの生生生生活活活活のののの場場場場でのでのでのでの緑緑緑緑化化化化にににに努努努努めましめましめましめましょょょょうということがうということがうということがうということが１１１１つつつつ。。。。もうもうもうもう１１１１つはスつはスつはスつはスポポポポーーーーツツツツイイイイベベベベントでントでントでントで、、、、例例例例ええええばワールばワールばワールばワールドカドカドカドカップップップップ等等等等大大大大きなきなきなきなイイイイベベベベントがあっントがあっントがあっントがあったたたた場合場合場合場合はははは、、、、ここでゼロエミッションをここでゼロエミッションをここでゼロエミッションをここでゼロエミッションを達達達達成成成成しようとしようとしようとしようと考考考考ええええないないないない限限限限りりりり、、、、物物物物すごすごすごすごいいいい浪浪浪浪費費費費がそこにがそこにがそこにがそこに生生生生まれまれまれまれ、、、、かつごみもかつごみもかつごみもかつごみも発発発発生生生生するするするする。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、私私私私どもがやろうとするイどもがやろうとするイどもがやろうとするイどもがやろうとするイベベベベンンンントではトではトではトでは、、、、必必必必ずずずずマイマイマイマイカカカカップをップをップをップを持持持持参参参参してもらっているしてもらっているしてもらっているしてもらっている。。。。本日本日本日本日もももも若干若干若干若干捨捨捨捨てるものがてるものがてるものがてるものが出出出出るがるがるがるが、、、、例例例例ええええばこういうことをどうしたらばこういうことをどうしたらばこういうことをどうしたらばこういうことをどうしたら是是是是正正正正していけるかしていけるかしていけるかしていけるか、、、、みんなできちんとみんなできちんとみんなできちんとみんなできちんと取取取取りりりり組組組組もうということもうということもうということもうということであるであるであるである。。。。これはこれはこれはこれは１１１１人人人人のののの人間人間人間人間だけがやってもできるだけがやってもできるだけがやってもできるだけがやってもできる問問問問題題題題ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、社会社会社会社会システムとしてシステムとしてシステムとしてシステムとして取取取取りりりり組組組組まなくてはいけないまなくてはいけないまなくてはいけないまなくてはいけない。。。。        そしてそしてそしてそして、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ用品用品用品用品のリのリのリのリデデデデュースュースュースュース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルであるリサイクルであるリサイクルであるリサイクルである。。。。私私私私もももも実実実実はいつもはいつもはいつもはいつも罪罪罪罪悪悪悪悪感感感感があるががあるががあるががあるが、、、、テテテテニニニニススススボボボボールはールはールはールは 10101010回回回回ぐぐぐぐらいらいらいらい使使使使うとうとうとうとボボボボールがールがールがールが何何何何となくとなくとなくとなく汚汚汚汚くなりくなりくなりくなり、、、、捨捨捨捨ててしまててしまててしまててしまうううう。。。。捨捨捨捨ててしまうのはててしまうのはててしまうのはててしまうのは余余余余りにもしのびないがりにもしのびないがりにもしのびないがりにもしのびないが、、、、そのそのそのその後後後後、、、、どうなってしまうかわからないどうなってしまうかわからないどうなってしまうかわからないどうなってしまうかわからない。。。。燃燃燃燃やしたらやしたらやしたらやしたら大変大変大変大変なことになるしなことになるしなことになるしなことになるし、、、、まさかまさかまさかまさか埋埋埋埋立立立立地地地地にににに入入入入れたらまたとんでもないことになるれたらまたとんでもないことになるれたらまたとんでもないことになるれたらまたとんでもないことになる。。。。どうなっているかわからないのがどうなっているかわからないのがどうなっているかわからないのがどうなっているかわからないのが現状現状現状現状であるであるであるである。。。。少少少少なくとももうなくとももうなくとももうなくとももう少少少少しリしリしリしリユユユユースをしようとースをしようとースをしようとースをしようと、、、、全全全全国国国国のののの難難難難聴聴聴聴児児児児のいるのいるのいるのいる小小小小学学学学校校校校にににに配配配配っているっているっているっている。。。。既既既既にににに 55550000 万個万個万個万個弱配弱配弱配弱配ったがったがったがったが、、、、穴穴穴穴をあけてをあけてをあけてをあけて小小小小学学学学校校校校のののの教教教教室室室室のののの机机机机といすにはめるとといすにはめるとといすにはめるとといすにはめると教教教教室室室室ののののノノノノイイイイズズズズがががが激激激激減減減減するするするする。。。。難難難難聴聴聴聴児児児児のののの子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが補補補補聴聴聴聴器器器器にににに雑雑雑雑音音音音がががが入入入入らなくてらなくてらなくてらなくて非常非常非常非常によくによくによくによく学学学学べべべべるプロジェクトであるるプロジェクトであるるプロジェクトであるるプロジェクトである。。。。物物物物すすすすごくごくごくごく評価評価評価評価されされされされ、、、、小小小小学学学学校校校校からからからから、、、、実実実実はははは難難難難
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聴聴聴聴児児児児のいないのいないのいないのいない教教教教室室室室からもリクエストがどんどんからもリクエストがどんどんからもリクエストがどんどんからもリクエストがどんどん私私私私どもにどもにどもにどもに入入入入っているプロジェクトであるっているプロジェクトであるっているプロジェクトであるっているプロジェクトである。。。。        ただしただしただしただし、、、、もちろんそれだけでいいとはもちろんそれだけでいいとはもちろんそれだけでいいとはもちろんそれだけでいいとは思思思思っていないっていないっていないっていない。。。。もっとテもっとテもっとテもっとテニニニニススススボボボボールールールール以以以以外外外外のものものものものものものものもリリリリデデデデュースュースュースュース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルを進進進進めていこうとめていこうとめていこうとめていこうと考考考考ええええているているているている。。。。そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを行動行動行動行動ととととしてあらわすことによりしてあらわすことによりしてあらわすことによりしてあらわすことにより、、、、世世世世のののの中中中中がががが大大大大きくきくきくきく変変変変わるわるわるわる可能可能可能可能性性性性がががが大大大大であるであるであるである。。。。実実実実はははは昨年昨年昨年昨年、、、、一一一一昨年昨年昨年昨年とととと私私私私どもはどもはどもはどもは設設設設立立立立してからいろいろなスしてからいろいろなスしてからいろいろなスしてからいろいろなスポポポポーーーーツツツツイイイイベベベベントをントをントをントを通通通通してゼロエミッションしてゼロエミッションしてゼロエミッションしてゼロエミッション化化化化、、、、緑緑緑緑化化化化のののの啓啓啓啓蒙蒙蒙蒙活動活動活動活動等等等等をををを行行行行ってきたがってきたがってきたがってきたが、、、、今年今年今年今年からからからから新新新新たにプロたにプロたにプロたにプロググググラムをラムをラムをラムを追追追追加加加加したしたしたした。。。。例例例例ええええばばばばゴゴゴゴルフルフルフルフ場場場場にににに行行行行ってってってって有有有有機機機機栽栽栽栽培培培培のののの野野野野菜菜菜菜をををを食食食食べべべべてててて無無無無農農農農薬薬薬薬をををを推進推進推進推進することによりすることによりすることによりすることにより、、、、自自自自然生態系然生態系然生態系然生態系がががが活活活活性性性性化化化化されていされていされていされていくくくく。。。。自自自自分分分分のスのスのスのスポポポポーーーーツツツツシーンでシーンでシーンでシーンで何何何何かのかのかのかの環境環境環境環境保全保全保全保全活動活動活動活動をしたらをしたらをしたらをしたら、、、、エエエエココココフラッフラッフラッフラッググググをををを掲掲掲掲げてはどうげてはどうげてはどうげてはどうかかかか。。。。３３３３つつつつぐぐぐぐらいサイらいサイらいサイらいサイズズズズがあるががあるががあるががあるが、、、、今日今日今日今日持持持持ってきたのはってきたのはってきたのはってきたのは真真真真んんんん中中中中のサイのサイのサイのサイズズズズであるであるであるである。。。。例例例例ええええばばばば自自自自分分分分がががが属属属属しているしているしているしているゴゴゴゴルフルフルフルフ場場場場がががが農農農農薬薬薬薬をををを半分半分半分半分にににに減減減減らしたららしたららしたららしたら、、、、エエエエココココフラッフラッフラッフラッググググをフラッをフラッをフラッをフラッグポグポグポグポールにールにールにールに掲掲掲掲げげげげてみてはどうかてみてはどうかてみてはどうかてみてはどうか。。。。そこにそこにそこにそこに来来来来たたたた他他他他のおのおのおのお客客客客様様様様がそれをがそれをがそれをがそれを見見見見てててて何何何何だあれはとなりだあれはとなりだあれはとなりだあれはとなり、、、、そこでまたそこでまたそこでまたそこでまた意識意識意識意識がががが１１１１つつつつ開開開開花花花花していくしていくしていくしていく。。。。新新新新しくエしくエしくエしくエココココ活動活動活動活動がががが認知認知認知認知されていくされていくされていくされていく。。。。        ここにここにここにここに ecoflecoflecoflecoflaaaagggg....comcomcomcom とととと書書書書いてあるがいてあるがいてあるがいてあるが、、、、自自自自分分分分でででで何何何何かかかかやったときにやったときにやったときにやったときに、、、、それをそれをそれをそれをデデデデジジジジカカカカメでメでメでメで写写写写真真真真にににに撮撮撮撮りりりり、、、、ウウウウェェェェブブブブサイトにアップすることができるサイトにアップすることができるサイトにアップすることができるサイトにアップすることができる。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、世世世世界界界界じじじじゅゅゅゅうのうのうのうの人人人人がそれをがそれをがそれをがそれを見見見見てててて、、、、こんなこともできるのかこんなこともできるのかこんなこともできるのかこんなこともできるのか、、、、あんなこともできるのかあんなこともできるのかあんなこともできるのかあんなこともできるのか、、、、自自自自分分分分はもっとできるとはもっとできるとはもっとできるとはもっとできると、、、、トルトルトルトルネネネネーーーードドドド効果効果効果効果をををを我我我我々々々々はははは期期期期待待待待しているしているしているしている。。。。もっともっともっともっと多多多多くのくのくのくの人人人人がそのがそのがそのがその活動活動活動活動にににに参参参参加加加加しししし、、、、結結結結果果果果としてまたとしてまたとしてまたとしてまた新新新新たなたなたなたな人人人人のののの意識意識意識意識にににに働働働働きかけることがきかけることがきかけることがきかけることが達達達達成成成成されていくのではないかされていくのではないかされていくのではないかされていくのではないか。。。。始始始始めてまだめてまだめてまだめてまだ１１１１カカカカ月月月月半半半半ぐぐぐぐらいであるがらいであるがらいであるがらいであるが、、、、着着着着々々々々とととと進進進進んでおりんでおりんでおりんでおり、、、、大変大変大変大変わかりやすくていいプロジェクトだとわかりやすくていいプロジェクトだとわかりやすくていいプロジェクトだとわかりやすくていいプロジェクトだと評価評価評価評価をいたをいたをいたをいただいているだいているだいているだいている。。。。        ＮＮＮＮＰＯ、ＰＯ、ＰＯ、ＰＯ、非非非非営営営営利利利利活動法人活動法人活動法人活動法人のののの役割役割役割役割はははは、、、、市民市民市民市民のののの意識形成意識形成意識形成意識形成とととと同同同同時時時時にににに、、、、行動行動行動行動にににに直直直直接働接働接働接働きかけるきかけるきかけるきかける。。。。行政行政行政行政でもなければでもなければでもなければでもなければ、、、、企業企業企業企業でもなくでもなくでもなくでもなく、、、、これこそこれこそこれこそこれこそ我我我我々々々々のようなのようなのようなのようなＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯのののの責責責責任任任任ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っっっってててて日日日日々々々々活動活動活動活動しているしているしているしている。。。。ススススポポポポーーーーツツツツとととと環境環境環境環境というというというという一一一一見変見変見変見変わったアプローわったアプローわったアプローわったアプローチチチチであるがであるがであるがであるが、、、、ススススポポポポーーーーツツツツをするをするをするをする人人人人はははは環境環境環境環境がいいがいいがいいがいい方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと知知知知っているっているっているっている人人人人たちのたちのたちのたちの集集集集まりでありまりでありまりでありまりであり、、、、日本日本日本日本だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、北北北北京京京京、、、、韓韓韓韓国国国国、、、、アメリアメリアメリアメリカカカカ、、、、夏夏夏夏からはからはからはからは北北北北欧欧欧欧のののの方方方方にもローにもローにもローにもローカカカカルルルルＧＧＧＧＳＳＳＳＡＡＡＡができていくができていくができていくができていく等等等等、、、、かなりかなりかなりかなり早早早早いいいい勢勢勢勢いでいでいでいで浸透浸透浸透浸透しているしているしているしている。。。。皆様皆様皆様皆様のののの支援支援支援支援もよろしくおもよろしくおもよろしくおもよろしくお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ありがとうござありがとうござありがとうござありがとうございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        加加加加藤藤藤藤代代代代表表表表        私私私私はははは約約約約 33338888年年年年公害公害公害公害、、、、環境環境環境環境分野分野分野分野のプロとしているがのプロとしているがのプロとしているがのプロとしているが、、、、率直率直率直率直にににに言言言言ってスってスってスってスポポポポーーーーツツツツがががが環境環境環境環境のののの力力力力になになになになるとるとるとると思思思思ったことがなかったったことがなかったったことがなかったったことがなかった。。。。今日今日今日今日、、、、岡田岡田岡田岡田さんのさんのさんのさんの話話話話をををを伺伺伺伺いいいい、、、、私私私私がいかにがいかにがいかにがいかに視視視視野野野野がががが狭狭狭狭かったかとかったかとかったかとかったかと、、、、反反反反省省省省というよりというよりというよりというより喜喜喜喜びにびにびにびに思思思思っているっているっているっている。。。。エエエエココココフラッフラッフラッフラッググググををををぜひぜひぜひぜひあちこちであちこちであちこちであちこちで掲掲掲掲げてげてげてげてほほほほしいとしいとしいとしいと思思思思ったったったった。。。。人人人人数数数数××××意識意識意識意識××××行動行動行動行動、、、、私私私私もももも役役役役所所所所をやめてをやめてをやめてをやめてＮＮＮＮＧＧＧＧＯＯＯＯ活動活動活動活動をををを始始始始めてめてめてめて９９９９年年年年近近近近くなるがくなるがくなるがくなるが、、、、人人人人数数数数ががががふえふえふえふえなななないないないないな、、、、まだまだまだまだ意識意識意識意識がががが低低低低いないないないな、、、、行動行動行動行動がががが小小小小さいなとさいなとさいなとさいなと嘆嘆嘆嘆いてばかりいたがいてばかりいたがいてばかりいたがいてばかりいたが、、、、岡田岡田岡田岡田さんのさんのさんのさんの指指指指南南南南をををを受受受受けけけけてもうてもうてもうてもう１１１１回回回回たたきたたきたたきたたき直直直直さないといけないというさないといけないというさないといけないというさないといけないという思思思思いがしたいがしたいがしたいがした。。。。        中中中中央央央央省省省省庁庁庁庁からからからから２２２２人人人人いらしているいらしているいらしているいらしている。。。。千葉千葉千葉千葉県県県県のののの条条条条例制定例制定例制定例制定やややや岩岩岩岩手手手手県県県県のののの同同同同様様様様のののの動動動動きききき等等等等がががが出出出出始始始始めてめてめてめているがいるがいるがいるが、、、、そうはいってもそうはいってもそうはいってもそうはいっても江江江江口口口口さんやさんやさんやさんや山山山山内内内内さんのさんのさんのさんの立場立場立場立場からいうとからいうとからいうとからいうと、、、、そうしたものでもないよそうしたものでもないよそうしたものでもないよそうしたものでもないよというというというという話話話話もももも出出出出てくるとてくるとてくるとてくると思思思思うううう。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ遠遠遠遠慮慮慮慮なくおっしなくおっしなくおっしなくおっしゃゃゃゃっていただきたいっていただきたいっていただきたいっていただきたい。。。。        ではではではでは、、、、江江江江口口口口さんからおさんからおさんからおさんからお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        江江江江口口口口課長課長課長課長    
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    おおおお手手手手元元元元のののの「「「「循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成にににに向向向向けたけたけたけた今後今後今後今後のののの課課課課題題題題」」」」のののの資料資料資料資料をごらんいただきたいをごらんいただきたいをごらんいただきたいをごらんいただきたい。。。。        今今今今までおまでおまでおまでお話話話話があったがあったがあったがあった市市市市町村町村町村町村、、、、県県県県、、、、民間民間民間民間のののの取取取取りりりり組組組組みについてはなるみについてはなるみについてはなるみについてはなるほほほほどとどとどとどと思思思思ったしったしったしったし、、、、町町町町長長長長さんのすばらしいさんのすばらしいさんのすばらしいさんのすばらしい取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも大大大大いにいにいにいに勉勉勉勉強強強強になったになったになったになった。。。。国国国国のののの役割役割役割役割はははは、、、、民間民間民間民間のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、さらにさらにさらにさらにはははは自治体自治体自治体自治体のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを踏踏踏踏ままままええええながらながらながらながら、、、、国国国国全全全全体体体体のののの枠枠枠枠組組組組みをつくることにあるとみをつくることにあるとみをつくることにあるとみをつくることにあると思思思思うううう。。。。事事事事務務務務局局局局からからからから事前事前事前事前にににに今後行今後行今後行今後行うことをうことをうことをうことを中中中中心心心心にににに今日今日今日今日はははは話話話話をしてくれとをしてくれとをしてくれとをしてくれと話話話話があったがあったがあったがあった。。。。簡簡簡簡単単単単にににに資料資料資料資料をつくっをつくっをつくっをつくっているのでているのでているのでているので、、、、1111    ペペペページをおージをおージをおージをお開開開開きいただきたいきいただきたいきいただきたいきいただきたい。。。。        「「「「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成のののの推進推進推進推進のためののためののためののための法体法体法体法体系系系系」」」」とととと書書書書いてあるがいてあるがいてあるがいてあるが、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築にににに向向向向けけけけてててて我我我我がががが国国国国でもここでもここでもここでもここ数数数数年年年年急急急急速速速速にににに基基基基本的本的本的本的なななな枠枠枠枠組組組組みができつつあるみができつつあるみができつつあるみができつつある。。。。平平平平成成成成 12121212年年年年５５５５月月月月にににに循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会形成推進形成推進形成推進形成推進基基基基本法本法本法本法ができておりができておりができておりができており、、、、環境省環境省環境省環境省がががが所所所所管管管管をしているをしているをしているをしている。。。。廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理法法法法はははは、、、、直近直近直近直近ではではではでは平平平平成成成成12121212年年年年にににに改改改改正正正正をををを行行行行っているっているっているっている。。。。個別個別個別個別リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法としてはとしてはとしてはとしては、、、、ままままずずずず容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法があるがあるがあるがある。。。。ペペペペットットットットボボボボトルやトルやトルやトルや瓶瓶瓶瓶のののの分別収集分別収集分別収集分別収集がされているががされているががされているががされているが、、、、このこのこのこの法法法法律律律律にににに基基基基づづづづいていていていて全全全全国的国的国的国的なななな枠枠枠枠組組組組みがみがみがみが作作作作らららられているれているれているれている。。。。容器包容器包容器包容器包装装装装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法もスタートもスタートもスタートもスタート直直直直後後後後はいろいろなはいろいろなはいろいろなはいろいろな議議議議論論論論、、、、批批批批判判判判もあったがもあったがもあったがもあったが、、、、平平平平成成成成１２１２１２１２年度年度年度年度からからからから完完完完全全全全施施施施行行行行されされされされ、、、、徐徐徐徐々々々々にににに実実実実績績績績がががが出出出出てきたてきたてきたてきた。。。。このこのこのこの法法法法律律律律はははは私私私私どもとどもとどもとどもと経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省ととととのののの共共共共管管管管であるであるであるである。。。。        家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法はははは昨年昨年昨年昨年４４４４月月月月からスタートしているがからスタートしているがからスタートしているがからスタートしているが、、、、一番一番一番一番問問問問題題題題になったのはになったのはになったのはになったのは排排排排出時出時出時出時負負負負担担担担のののの問問問問題題題題であるであるであるである。。。。家電家電家電家電４４４４品品品品目目目目についてはについてはについてはについては、、、、ごみにごみにごみにごみに出出出出すすすす際際際際にににに二千二千二千二千数数数数百百百百円円円円からからからから四千四千四千四千数数数数百百百百円円円円をををを消消消消費者費者費者費者がががが負担負担負担負担するするするする。。。。これがこれがこれがこれが不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄のののの増増増増加加加加につながらないかとのにつながらないかとのにつながらないかとのにつながらないかとの議議議議論論論論があったがあったがあったがあった。。。。今今今今までのまでのまでのまでの施施施施行実行実行実行実績績績績をををを見見見見るとるとるとると、、、、家電家電家電家電４４４４品品品品目目目目のののの中中中中でテレでテレでテレでテレビビビビ以以以以外外外外のののの冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫、、、、洗洗洗洗濯濯濯濯機機機機、、、、クーラークーラークーラークーラー等等等等はははは大体大体大体大体横横横横ばばばばいであるがいであるがいであるがいであるが、、、、テレテレテレテレビビビビはははは若干不若干不若干不若干不法法法法投投投投棄棄棄棄ががががふえふえふえふえているているているている。。。。テレテレテレテレビビビビがががが持持持持ちちちち運運運運びやすいためではないびやすいためではないびやすいためではないびやすいためではないかとかとかとかと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。このこのこのこの法法法法律律律律もももも、、、、経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省とのとのとのとの共共共共管管管管であるであるであるである。。。。        食品食品食品食品リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法はははは、、、、平平平平成成成成 12121212年年年年にできておりにできておりにできておりにできており、、、、私私私私どもとどもとどもとどもと農農農農林林林林水水水水産省産省産省産省がががが共共共共管管管管しているしているしているしている。。。。昨昨昨昨年年年年５５５５月月月月からスタートしからスタートしからスタートしからスタートし、、、、肥肥肥肥料料料料、、、、飼飼飼飼料料料料そのそのそのその他他他他メタンメタンメタンメタン発発発発酵酵酵酵等等等等のののの方法方法方法方法によりによりによりにより食品食品食品食品のののの残残残残さをリサイさをリサイさをリサイさをリサイクルしようとするものであるクルしようとするものであるクルしようとするものであるクルしようとするものである。。。。これからこれからこれからこれから本本本本格格格格的的的的にににに取取取取りりりり組組組組まなければいけないまなければいけないまなければいけないまなければいけない分野分野分野分野だとだとだとだと考考考考ええええているているているている。。。。        建設建設建設建設リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法はははは平平平平成成成成 12121212年年年年にできにできにできにでき、、、、国国国国土土土土交交交交通通通通省省省省とととと環境省環境省環境省環境省がががが共共共共管管管管しているしているしているしている。。。。このこのこのこの５５５５月月月月かかかからららら完完完完全全全全施施施施行行行行のののの予予予予定定定定であるであるであるである。。。。建設建設建設建設リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法でででで大事大事大事大事なのはなのはなのはなのは、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄のののの約約約約６６６６割割割割はははは建設建設建設建設廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物でありでありでありであり、、、、このこのこのこの法法法法律律律律がががが施施施施行行行行されることによってされることによってされることによってされることによって、、、、今今今今までミンまでミンまでミンまでミンチチチチ解解解解体体体体とととと言言言言われるようにごっわれるようにごっわれるようにごっわれるようにごっちちちちゃゃゃゃ混混混混ぜぜぜぜにににに解解解解体体体体されていたものがされていたものがされていたものがされていたものが分別分別分別分別してしてしてして解解解解体体体体されることになりされることになりされることになりされることになり、、、、かなりかなりかなりかなり不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄がががが減減減減るるるる可能可能可能可能性性性性があるがあるがあるがある。。。。今今今今までまでまでまで最最最最終処分終処分終処分終処分場場場場にににに捨捨捨捨てていたてていたてていたてていた建設廃材建設廃材建設廃材建設廃材もリサイクルされもリサイクルされもリサイクルされもリサイクルされ、、、、埋埋埋埋立立立立処分処分処分処分場場場場のののの問問問問題題題題にもにもにもにも良良良良いいいい影響影響影響影響がががが出出出出るのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと見見見見られているられているられているられている。。。。        自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法はははは、、、、今度今度今度今度のののの通通通通常国会常国会常国会常国会にににに出出出出そうとそうとそうとそうと、、、、経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省とととと共共共共同同同同でででで法法法法案案案案作作作作業業業業をしをしをしをしているているているている。。。。        一番下一番下一番下一番下ののののググググリーンリーンリーンリーン購入購入購入購入法法法法はははは、、、、国国国国やややや地地地地方方方方公公公公共共共共団体団体団体団体がががが率先率先率先率先してしてしてして環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい物品物品物品物品をををを購入購入購入購入してしてしてしていこうというものであるいこうというものであるいこうというものであるいこうというものである。。。。供給供給供給供給サイサイサイサイドドドドというよりもというよりもというよりもというよりも、、、、需要需要需要需要サイサイサイサイドドドドからからからから環境環境環境環境にににに優優優優しいものがしいものがしいものがしいものが売売売売れるようにしていこうというれるようにしていこうというれるようにしていこうというれるようにしていこうという仕仕仕仕組組組組みであるみであるみであるみである。。。。        右側右側右側右側のののの資資資資源源源源有有有有効利用促効利用促効利用促効利用促進法進法進法進法はははは、、、、経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省がががが主主主主にににに所所所所管管管管しししし、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは一部一部一部一部をををを所所所所管管管管をしていをしていをしていをしているるるる。。。。これはこれはこれはこれは川川川川上対策上対策上対策上対策でででで、、、、企業企業企業企業のののの自主的自主的自主的自主的努力努力努力努力をををを助助助助長長長長しようというしようというしようというしようという仕仕仕仕組組組組みであるみであるみであるみである。。。。            以上以上以上以上のようにのようにのようにのように今今今今ここまでここまでここまでここまで来来来来ているというのをているというのをているというのをているというのを示示示示したのがこのしたのがこのしたのがこのしたのがこの図図図図であるであるであるである。。。。全全全全体体体体のののの枠枠枠枠組組組組みみみみ法法法法ののののほほほほかにかにかにかに、、、、個別物品個別物品個別物品個別物品にににに応応応応じじじじたリサイクルたリサイクルたリサイクルたリサイクル法法法法ができているができているができているができている。。。。            これからこれからこれからこれから何何何何をするかについてはをするかについてはをするかについてはをするかについては、、、、次次次次ペペペページージージージ以以以以降降降降でででで説明説明説明説明したいしたいしたいしたい。。。。ままままずずずず循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進
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基基基基本法本法本法本法についてであるがについてであるがについてであるがについてであるが、、、、このこのこのこの法法法法律律律律ではではではでは、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会とはとはとはとは何何何何かをかをかをかを法法法法律律律律でででで書書書書いているいているいているいている。。。。最最最最初初初初のののの１１１１にににに書書書書いているようにいているようにいているようにいているように、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発発発発生生生生をををを抑抑抑抑制制制制しししし、、、、循環的循環的循環的循環的なななな利用利用利用利用をしをしをしをし、、、、最最最最終終終終的的的的にはにはにはには天然天然天然天然資資資資源源源源のののの消費消費消費消費をををを抑抑抑抑制制制制しししし、、、、環境環境環境環境へへへへのののの負負負負荷荷荷荷をををを低低低低減減減減するするするする社会社会社会社会ということであるということであるということであるということである。。。。またまたまたまた、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ののののほほほほかかかかにににに「「「「等等等等」」」」というというというという形形形形でよりでよりでよりでより広広広広いいいい循環資循環資循環資循環資源源源源のののの位位位位置置置置づづづづけをしているけをしているけをしているけをしている。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制、、、、再使用再使用再使用再使用、、、、再生利用再生利用再生利用再生利用、、、、熱熱熱熱回回回回収収収収、、、、適適適適正処分正処分正処分正処分のののの順順順順番番番番づづづづけをしているけをしているけをしているけをしている。。。。        さらにさらにさらにさらに、、、、５５５５にににに書書書書いてあるいてあるいてあるいてある循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進基基基基本本本本計計計計画画画画をつくることになっているをつくることになっているをつくることになっているをつくることになっている。。。。３３３３ペペペページをごらんいただくとージをごらんいただくとージをごらんいただくとージをごらんいただくと、、、、法法法法律律律律上上上上はははは平平平平成成成成 11115555 年年年年 10101010 月月月月までにまでにまでにまでに循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進基基基基本本本本計計計計画画画画ををををつくることになっているつくることになっているつくることになっているつくることになっている。。。。このこのこのこの循環循環循環循環基基基基本本本本計計計計画画画画ととととはははは一一一一体何体何体何体何なのかなのかなのかなのか。。。。今日今日今日今日、、、、既既既既にににに４４４４人人人人のののの方方方方からからからからのののの発表発表発表発表があったががあったががあったががあったが、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな循環循環循環循環へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みがあるみがあるみがあるみがある。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会といってもわかったといってもわかったといってもわかったといってもわかったようでようでようでようで実実実実はわからないはわからないはわからないはわからない。。。。ここにおここにおここにおここにお集集集集まりのまりのまりのまりの方方方方はははは多少多少多少多少なりともごなりともごなりともごなりともご関関関関心心心心がありがありがありがあり、、、、イメージもおイメージもおイメージもおイメージもお持持持持ちだろうがちだろうがちだろうがちだろうが、、、、多多多多くのくのくのくの国民国民国民国民のののの方方方方々々々々にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会といってもといってもといってもといっても何何何何がががが循環循環循環循環するのかよするのかよするのかよするのかよくわからないというのがくわからないというのがくわからないというのがくわからないというのが率直率直率直率直なななな気気気気持持持持ちだろうちだろうちだろうちだろう。。。。        そこでそこでそこでそこで、、、、このこのこのこの基基基基本本本本計計計計画画画画ではではではでは、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの姿姿姿姿をををを出出出出来来来来るだけるだけるだけるだけ具具具具体的体的体的体的にににに描描描描きながらきながらきながらきながら、、、、官官官官・・・・民民民民・・・・公公公公がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれのれのれのれの役割役割役割役割をををを果果果果たしたしたしたし、、、、国民国民国民国民全全全全体体体体、、、、国国国国全全全全体体体体でででで循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をつくるためのをつくるためのをつくるためのをつくるための計計計計画画画画をつくをつくをつくをつくっていこうということであるっていこうということであるっていこうということであるっていこうということである。。。。そのためにそのためにそのためにそのために、、、、民間民間民間民間のののの方方方方、、、、個個個個々々々々のののの市民市民市民市民、、、、国民国民国民国民、、、、ＮＮＮＮＰＯ、ＰＯ、ＰＯ、ＰＯ、ＮＮＮＮＧＧＧＧＯ、Ｏ、Ｏ、Ｏ、さらにさらにさらにさらに地地地地方方方方公公公公共共共共団体団体団体団体等等等等のさまざまなのさまざまなのさまざまなのさまざまな方方方方のののの意見意見意見意見をををを反映反映反映反映させてつくっていこうとさせてつくっていこうとさせてつくっていこうとさせてつくっていこうと考考考考ええええていていていているるるる。。。。第第第第１１１１号号号号のののの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会白白白白書書書書をををを法法法法律律律律にににに基基基基づづづづきききき昨年昨年昨年昨年６６６６月月月月につくったがにつくったがにつくったがにつくったが、、、、このこのこのこの白白白白書書書書ではいろいではいろいではいろいではいろいろなリサイクルろなリサイクルろなリサイクルろなリサイクル法法法法のののの仕仕仕仕組組組組みやみやみやみや各各各各方方方方面面面面のののの取取取取りりりり組組組組みがわかりやすくみがわかりやすくみがわかりやすくみがわかりやすく解説解説解説解説されているされているされているされている。。。。今年今年今年今年もももも今今今今、、、、白白白白書書書書作作作作業業業業をををを一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命やっているやっているやっているやっている。。。。        基基基基本本本本計計計計画画画画のののの指指指指針針針針についてはについてはについてはについては、、、、法法法法律律律律上上上上はははは本年本年本年本年３３３３月月月月までとされているがまでとされているがまでとされているがまでとされているが、、、、既既既既にににに１１１１月月月月 11117777日日日日にににに２２２２カカカカ月月月月半半半半ほほほほどどどど前前前前倒倒倒倒しでしでしでしで指指指指針針針針をつくっているをつくっているをつくっているをつくっている。。。。現現現現在在在在、、、、これをもとにこれをもとにこれをもとにこれをもとに基基基基本本本本計計計計画画画画案案案案をつくるをつくるをつくるをつくる作作作作業業業業ををををしているしているしているしている。。。。基基基基本本本本計計計計画画画画についについについについてはてはてはては、、、、インターインターインターインターネネネネットットットット等等等等でもいろいろなでもいろいろなでもいろいろなでもいろいろな意見意見意見意見をおをおをおをお寄寄寄寄せいただけせいただけせいただけせいただければとればとればとればと思思思思っているっているっているっている。。。。        次次次次のののの４４４４ペペペページはージはージはージは自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法のののの概念図概念図概念図概念図であるであるであるである。。。。自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ではではではでは、、、、新車新車新車新車をををを買買買買うううう際際際際にリサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクル費用費用費用費用ををををユユユユーーーーザザザザーがごーがごーがごーがご負担負担負担負担いただくいただくいただくいただく方法方法方法方法をををを導導導導入入入入しようとしようとしようとしようと考考考考ええええているているているている。。。。既既既既販販販販車車車車についてはについてはについてはについては車車車車検検検検制制制制度度度度をををを活活活活用用用用しししし、、、、３３３３年年年年ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで最最最最初初初初のののの車車車車検検検検がががが来来来来るのでるのでるのでるので、、、、それまでにおそれまでにおそれまでにおそれまでにお払払払払いいただくことでいいただくことでいいただくことでいいただくことで費用負担費用負担費用負担費用負担をしてもらうをしてもらうをしてもらうをしてもらう。。。。自動自動自動自動車車車車のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、自動自動自動自動車車車車のののの解解解解体業体業体業体業者者者者やややや破砕破砕破砕破砕業業業業者等者等者等者等、、、、既既既既存存存存のシステムができておりのシステムができておりのシステムができておりのシステムができており、、、、これをこれをこれをこれを活活活活用用用用しながらしながらしながらしながら最最最最終終終終的的的的にはにはにはには自動自動自動自動車車車車のののの製造製造製造製造業業業業者者者者がががが引引引引きききき取取取取りりりり義義義義務務務務をををを負負負負うううう形形形形でリサイクルをでリサイクルをでリサイクルをでリサイクルを進進進進めていこうとめていこうとめていこうとめていこうと考考考考ええええているているているている。。。。今今今今でもでもでもでも自動自動自動自動車車車車はははは 75757575％％％％かかかからららら 88880000％％％％程程程程度度度度リサイクルされているがリサイクルされているがリサイクルされているがリサイクルされているが、、、、よりリサイクルをよりリサイクルをよりリサイクルをよりリサイクルを強強強強化化化化しししし、、、、95959595％％％％ぐぐぐぐらいまでリサイクらいまでリサイクらいまでリサイクらいまでリサイクルをしてルをしてルをしてルをして頂頂頂頂ければとければとければとければと考考考考ええええているているているている。。。。        ５５５５ペペペページージージージ以以以以下下下下はははは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル制制制制度度度度のののの基基基基本問本問本問本問題題題題のののの検討検討検討検討についてであるについてであるについてであるについてである。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会についてはいろいろなについてはいろいろなについてはいろいろなについてはいろいろな意見意見意見意見がががが出出出出ているているているている。。。。例例例例ええええばばばば経済界経済界経済界経済界からからからから、、、、廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理法法法法というというというという厳厳厳厳しいしいしいしい法法法法律律律律があるとがあるとがあるとがあると、、、、循環循環循環循環のためののためののためののための産業活動産業活動産業活動産業活動がしにくいがしにくいがしにくいがしにくい。。。。他他他他方方方方、、、、自治体自治体自治体自治体からはからはからはからは、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄をどうしをどうしをどうしをどうしてくれるのかというてくれるのかというてくれるのかというてくれるのかという意見意見意見意見があるがあるがあるがある。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、中中中中央央央央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会ではではではでは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル制制制制度度度度にににに関関関関しししし、、、、基基基基本問本問本問本問題題題題のののの検討検討検討検討をををを行行行行ってきってきってきってきたたたた。。。。３３３３月月月月 22222222日日日日、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル部部部部会会会会としてとしてとしてとして中間取中間取中間取中間取りりりりまとめができまとめができまとめができまとめができ、、、、現現現現在在在在若干若干若干若干のののの案案案案文文文文のののの詰詰詰詰めをしているめをしているめをしているめをしている。。。。そのそのそのその後後後後、、、、パパパパブブブブリックリックリックリックココココメントをメントをメントをメントを経経経経てててて今今今今年年年年じじじじゅゅゅゅうにはうにはうにはうには最最最最終終終終取取取取りまとめをしたいりまとめをしたいりまとめをしたいりまとめをしたい。。。。必要必要必要必要があればがあればがあればがあれば法法法法律律律律改改改改正正正正もももも視視視視野野野野にににに置置置置きながらきながらきながらきながら作作作作業業業業ををををしたいとしたいとしたいとしたいと考考考考ええええているているているている。。。。        そのそのそのその中中中中でででで幾幾幾幾つかのつかのつかのつかのポポポポイントだけイントだけイントだけイントだけ説明説明説明説明しししし、、、、このこのこのこの後後後後のシンのシンのシンのシンポポポポジジジジウウウウムにムにムにムに私私私私のののの方方方方からあからあからあからあええええてててて問問問問題題題題



 158

提提提提起起起起をしたいをしたいをしたいをしたい。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの範範範範囲囲囲囲をどうとらをどうとらをどうとらをどうとらええええるかであるるかであるるかであるるかである。。。。このこのこのこの審審審審議会議会議会議会ではではではでは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物についてはについてはについてはについては少少少少しししし広広広広目目目目にとってもいいのではないかとにとってもいいのではないかとにとってもいいのではないかとにとってもいいのではないかと言言言言っているっているっているっている。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルをすることでをすることでをすることでをすることで物物物物のののの循環循環循環循環がががが進進進進むむむむことはことはことはことは結結結結構構構構だだだだがががが、、、、現実現実現実現実にはリサイクルにはリサイクルにはリサイクルにはリサイクル名名名名目目目目でででで不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄をされをされをされをされるケースがるケースがるケースがるケースが少少少少なくないなくないなくないなくない。。。。ここはここはここはここはぜひぜひぜひぜひごごごご議議議議論論論論いただきたいがいただきたいがいただきたいがいただきたいが、、、、今今今今、、、、原原原原因因因因者者者者不明不明不明不明のののの不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄のののの処理処理処理処理にににに係係係係るるるる費用負担費用負担費用負担費用負担はどうなっているかというとはどうなっているかというとはどうなっているかというとはどうなっているかというと、、、、一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物のののの場合場合場合場合にはにはにはには基基基基本的本的本的本的にはにはにはには全全全全額額額額税金税金税金税金でででで処理処理処理処理をしているをしているをしているをしている。。。。産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、４４４４分分分分のののの１１１１はははは産業界産業界産業界産業界がががが負担負担負担負担するするするする仕仕仕仕組組組組みになみになみになみになっているがっているがっているがっているが、、、、残残残残りはりはりはりは税金税金税金税金でででで負担負担負担負担するするするする。。。。問問問問題題題題はないのだがはないのだがはないのだがはないのだが、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄のリスクをだれがのリスクをだれがのリスクをだれがのリスクをだれが負負負負ううううのかであるのかであるのかであるのかである。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、本本本本当当当当にリサイクルににリサイクルににリサイクルににリサイクルに回回回回ってくれればってくれればってくれればってくれれば問問問問題題題題ないのだがないのだがないのだがないのだが、、、、本本本本当当当当にそうにそうにそうにそう言言言言ええええないところがなかなかないところがなかなかないところがなかなかないところがなかなか難難難難しくしくしくしく、、、、現状現状現状現状ではではではでは不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄のリスクはのリスクはのリスクはのリスクは税金税金税金税金すなわちすなわちすなわちすなわち国民国民国民国民全全全全体体体体がががが負負負負っていることになるっていることになるっていることになるっていることになる。。。。果果果果たしてこれでいいのかというのがたしてこれでいいのかというのがたしてこれでいいのかというのがたしてこれでいいのかというのが論論論論点点点点であるであるであるである。。。。        次次次次にににに、、、、廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理法法法法のののの規制規制規制規制のののの見見見見直直直直しというしというしというしという問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。見見見見直直直直しのしのしのしの考考考考ええええ方方方方としてはとしてはとしてはとしては、、、、規制規制規制規制はははは厳格厳格厳格厳格にににに、、、、手手手手続続続続はははは合合合合理理理理的的的的にということであるにということであるにということであるにということである。。。。例例例例ええええばばばば、、、、一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物とととと産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの施施施施設設設設のののの設設設設置置置置にはそれにはそれにはそれにはそれぞぞぞぞれれれれ許可許可許可許可がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。これではこれではこれではこれでは企業企業企業企業もももも大変大変大変大変なのでなのでなのでなので、、、、どちらかのどちらかのどちらかのどちらかの許可許可許可許可があれがあれがあれがあればばばば、、、、どちらかはどちらかはどちらかはどちらかは届届届届けけけけ出出出出でいいでいいでいいでいい等等等等のののの合合合合理理理理的的的的なななな仕仕仕仕組組組組みはみはみはみは考考考考ええええられないかられないかられないかられないか。。。。そのそのそのその他他他他にににに排排排排出出出出者責者責者責者責任任任任、、、、さらにはさらにはさらにはさらには拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責者責者責者責任任任任についてもについてもについてもについても、、、、今今今今のありのありのありのあり方方方方をもうをもうをもうをもう少少少少しししし考考考考ええええ直直直直そうではないかというそうではないかというそうではないかというそうではないかという問問問問題提題提題提題提起起起起がされているがされているがされているがされている。。。。これをこれをこれをこれを踏踏踏踏ままままええええ、、、、私私私私どもとしてもいろいろなどもとしてもいろいろなどもとしてもいろいろなどもとしてもいろいろな意見意見意見意見をををを聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら、、、、細細細細部部部部をををを詰詰詰詰めていくのがめていくのがめていくのがめていくのが今後今後今後今後のののの大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題であるであるであるである。。。。        山山山山内内内内さんからもごさんからもごさんからもごさんからもご意見意見意見意見があるとがあるとがあるとがあると思思思思うがうがうがうが、、、、皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご意見意見意見意見もももも聞聞聞聞かせていただきたいかせていただきたいかせていただきたいかせていただきたい。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        加加加加藤藤藤藤代代代代表表表表        特特特特にににに一番一番一番一番最後最後最後最後でででで説明説明説明説明のあったのあったのあったのあった廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの定定定定義義義義なりなりなりなり、、、、産産産産廃廃廃廃、、、、一廃一廃一廃一廃のののの区区区区分分分分、、、、拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責者責者責者責任任任任等等等等についてについてについてについて大大大大きなきなきなきな変化変化変化変化がありそうだということでがありそうだということでがありそうだということでがありそうだということで、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県のののの条条条条例案例案例案例案のののの中中中中でもでもでもでも、、、、こういうものこういうものこういうものこういうものをををを問問問問題題題題にしようということだったようであるにしようということだったようであるにしようということだったようであるにしようということだったようである。。。。山山山山内内内内さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話をををを伺伺伺伺ったったったった後後後後、、、、改改改改めてめてめてめて議議議議論論論論ささささせていただきたいせていただきたいせていただきたいせていただきたい。。。。        ではではではでは、、、、山山山山内内内内さんさんさんさん、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        山山山山内内内内課長課長課長課長補補補補佐佐佐佐        「「「「ゴゴゴゴミミミミ処理処理処理処理・・・・リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの官官官官業業業業からからからから民業民業民業民業へへへへのののの転転転転換換換換」」」」というというというという資料資料資料資料をををを用用用用意意意意したしたしたした。。。。        経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、リサイクルのルールリサイクルのルールリサイクルのルールリサイクルのルールづづづづくりくりくりくり、、、、ルールのルールのルールのルールの運用運用運用運用をををを容器包装容器包装容器包装容器包装、、、、家電家電家電家電、、、、自動自動自動自動車車車車、、、、そのそのそのその他他他他、、、、あとはあとはあとはあとは実実実実際際際際にリサイクルしやすいものにリサイクルしやすいものにリサイクルしやすいものにリサイクルしやすいもの、、、、リリリリユユユユースしやすいものをつくっースしやすいものをつくっースしやすいものをつくっースしやすいものをつくってもらうてもらうてもらうてもらう。。。。例例例例ええええばばばばペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル等等等等、、、、いろいろなものにマークがついているといろいろなものにマークがついているといろいろなものにマークがついているといろいろなものにマークがついていると思思思思うううう。。。。例例例例ええええばばばばペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの△△△△のののの１１１１のようにのようにのようにのように、、、、分別収集分別収集分別収集分別収集しやすくしやすくしやすくしやすく、、、、わかりやすいわかりやすいわかりやすいわかりやすい表表表表示示示示にもにもにもにも取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めているめているめているめている。。。。        ただただただただ、、、、ルールについてはルールについてはルールについてはルールについては廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル等等等等、、、、今後今後今後今後いろいろいろいろいろいろいろいろ我我我我々々々々もももも議議議議論論論論をしないをしないをしないをしないといけないとといけないとといけないとといけないと思思思思っているがっているがっているがっているが、、、、今日今日今日今日はとりあはとりあはとりあはとりあえずえずえずえずそこはそこはそこはそこは置置置置いておきいておきいておきいておき、、、、用用用用意意意意したしたしたした資料資料資料資料はリサイはリサイはリサイはリサイクルをしていくにクルをしていくにクルをしていくにクルをしていくに当当当当たりたりたりたり、、、、ビビビビジジジジネネネネスとしてエスとしてエスとしてエスとしてエココココフフフファァァァククククチチチチュアリンュアリンュアリンュアリンググググやややや産業界産業界産業界産業界のののの取取取取りりりり組組組組むべむべむべむべきききき事事事事項項項項、、、、産業産業産業産業のののの環境化環境化環境化環境化、、、、環境環境環境環境のののの産業化産業化産業化産業化等等等等のののの話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、環境環境環境環境、、、、循環循環循環循環ををををビビビビジジジジネネネネスとしてスとしてスとしてスとして今今今今後順後順後順後順調調調調にににに円円円円滑滑滑滑にににに伸伸伸伸びていっていただくびていっていただくびていっていただくびていっていただく必要必要必要必要があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。そのそのそのその点点点点についてもについてもについてもについても、、、、我我我我々々々々はははは今後取今後取今後取今後取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思っているっているっているっている。。。。そういったそういったそういったそういった観点観点観点観点からやっているからやっているからやっているからやっている事業事業事業事業につにつにつについていていていて幾幾幾幾つかつかつかつか説明説明説明説明したいしたいしたいしたい。。。。    
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    ままままずずずず１１１１つつつつ目目目目はははは、、、、１１１１ペペペページージージージ目目目目にいろいろにいろいろにいろいろにいろいろ書書書書いてあるがいてあるがいてあるがいてあるが、、、、我我我我々々々々がやっているがやっているがやっているがやっている事業事業事業事業のののの中中中中でエでエでエでエココココタタタタウウウウンンンン事業事業事業事業があるがあるがあるがある。。。。これもこれもこれもこれも実実実実際際際際にはにはにはには環境省環境省環境省環境省とととと一一一一緒緒緒緒にやらにやらにやらにやらせていただいているがせていただいているがせていただいているがせていただいているが、、、、今日今日今日今日のののの１１１１つのテーマであるゼロエミッションをつのテーマであるゼロエミッションをつのテーマであるゼロエミッションをつのテーマであるゼロエミッションを地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めるめるめるめる動動動動きがいろいろなときがいろいろなときがいろいろなときがいろいろなところでころでころでころで出出出出てきているてきているてきているてきている。。。。それらにそれらにそれらにそれらに対対対対しししし、、、、我我我我々々々々もももも何何何何らかのらかのらかのらかの支援支援支援支援ができないかというのがそもそができないかというのがそもそができないかというのがそもそができないかというのがそもそものものものもの発想発想発想発想であるであるであるである。。。。実実実実際際際際にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる自治体自治体自治体自治体はははは４４４４ペペペページージージージ以以以以降降降降にににに全部書全部書全部書全部書いてあるがいてあるがいてあるがいてあるが、、、、例例例例ええええばばばば北九州北九州北九州北九州市市市市等等等等、、、、できるだけごみをできるだけごみをできるだけごみをできるだけごみを資資資資源源源源、、、、材材材材料料料料としてとしてとしてとして使使使使っていこうではないかっていこうではないかっていこうではないかっていこうではないか。。。。そのためにそのためにそのためにそのためにはははは、、、、当然当然当然当然自治体自治体自治体自治体のリーダーシップがのリーダーシップがのリーダーシップがのリーダーシップが一番重要一番重要一番重要一番重要だというのがだというのがだというのがだというのが私私私私たちのたちのたちのたちの経経経経験験験験のののの中中中中でででで言言言言ええええることることることることだとだとだとだと思思思思うううう。。。。自治体自治体自治体自治体がこういうがこういうがこういうがこういうビビビビジョンをつくりジョンをつくりジョンをつくりジョンをつくり、、、、できるだけごみをゼロにしていこうできるだけごみをゼロにしていこうできるだけごみをゼロにしていこうできるだけごみをゼロにしていこう。。。。        当然当然当然当然、、、、そのためにはそのためにはそのためにはそのためには地域地域地域地域住住住住民民民民にもにもにもにも、、、、例例例例ええええばばばば分別収集分別収集分別収集分別収集やリサイクルやリサイクルやリサイクルやリサイクル施施施施設設設設はははは工工工工場場場場でありでありでありであり、、、、地地地地域域域域のののの中中中中にににに置置置置いていただくのがいていただくのがいていただくのがいていただくのが雇雇雇雇用用用用のもとになるのもとになるのもとになるのもとになる等等等等、、、、住住住住民民民民としてもごみをゼロにするためのとしてもごみをゼロにするためのとしてもごみをゼロにするためのとしてもごみをゼロにするための努力努力努力努力をしていただくをしていただくをしていただくをしていただく必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。他他他他方方方方、、、、実実実実際際際際にはリサイクルをにはリサイクルをにはリサイクルをにはリサイクルをビビビビジジジジネネネネスとしスとしスとしスとし取取取取りりりり組組組組むむむむ事業事業事業事業者者者者がががが出出出出てきていただくてきていただくてきていただくてきていただく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。自治体自治体自治体自治体、、、、市民市民市民市民、、、、事業事業事業事業者者者者のののの方方方方々々々々がががが１１１１つのつのつのつの目目目目標標標標にににに向向向向かってかってかってかって進進進進むむむむことについてことについてことについてことについて、、、、例例例例ええええばばばばビビビビジョンをつくるところでジョンをつくるところでジョンをつくるところでジョンをつくるところで我我我我々々々々もごもごもごもご支援支援支援支援をしようではなをしようではなをしようではなをしようではないかいかいかいか。。。。またまたまたまた、、、、今今今今までまでまでまで取取取取りりりり組組組組んでこなかったリサイクルんでこなかったリサイクルんでこなかったリサイクルんでこなかったリサイクル施施施施設設設設のののの部分部分部分部分についてはについてはについてはについては、、、、事業事業事業事業リスクリスクリスクリスクもあるしもあるしもあるしもあるし、、、、逆逆逆逆にににに採採採採算算算算性性性性がとてもがとてもがとてもがとても悪悪悪悪いこいこいこいこともありともありともありともあり、、、、施施施施設設設設にににに対対対対してごしてごしてごしてご支援支援支援支援をしていくこともをしていくこともをしていくこともをしていくことも考考考考ええええていくていくていくていく必要必要必要必要があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。        実実実実際際際際にはにはにはには２２２２ペペペページージージージ目目目目にににに地図地図地図地図がががが書書書書いてあるがいてあるがいてあるがいてあるが、、、、全全全全国国国国でででで 14141414のののの自治体自治体自治体自治体でごみゼロにでごみゼロにでごみゼロにでごみゼロに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが進進進進められているめられているめられているめられている。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、ここにここにここにここに書書書書いてあるようないてあるようないてあるようないてあるような施施施施設設設設がががが実実実実際際際際にににに建設建設建設建設をされをされをされをされ、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル事業事業事業事業というというというというビビビビジジジジネネネネスとしてスとしてスとしてスとして事業事業事業事業にににに取取取取りりりり組組組組まれているまれているまれているまれている状状状状況況況況であるであるであるである。。。。これについてはこれについてはこれについてはこれについては、、、、引引引引きききき続続続続きききき我我我我々々々々もまたもまたもまたもまた強力強力強力強力にににに進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思っているっているっているっている。。。。ここにここにここにここに書書書書いてあるいてあるいてあるいてある自治体以自治体以自治体以自治体以外外外外ににににもももも、、、、ごみゼロにごみゼロにごみゼロにごみゼロに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていこうというめていこうというめていこうというめていこうという動動動動きがありきがありきがありきがあり、、、、そういったところをどそういったところをどそういったところをどそういったところをどんどんんどんんどんんどん応援応援応援応援していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。        具具具具体的体的体的体的にににに３３３３ペペペページージージージ目目目目にはにはにはには、、、、多多多多分一番分一番分一番分一番取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが進進進進んでいるというんでいるというんでいるというんでいるという意意意意味味味味でででで北九州北九州北九州北九州市市市市のののの例例例例をををを載載載載せてあるせてあるせてあるせてある。。。。北九州北九州北九州北九州市市市市のののの響響響響灘灘灘灘というというというという玄玄玄玄界界界界灘灘灘灘にににに近近近近いいいい部分部分部分部分にににに工工工工業団業団業団業団地地地地をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、中中中中ににににペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル、、、、自動自動自動自動車車車車、、、、そのそのそのその他他他他たくさんのリサイクルたくさんのリサイクルたくさんのリサイクルたくさんのリサイクル施施施施設設設設をををを集集集集中中中中式式式式につくるにつくるにつくるにつくる。。。。集集集集中的中的中的中的につくることにつくることにつくることにつくることによりによりによりにより、、、、例例例例ええええばばばば自動自動自動自動車車車車からからからから出出出出てきたアルミをてきたアルミをてきたアルミをてきたアルミを他他他他のところにのところにのところにのところに使使使使うううう等等等等のののの集集集集中中中中のメリットものメリットものメリットものメリットも目指目指目指目指しているがしているがしているがしているが、、、、環境環境環境環境のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルココココンンンンビナビナビナビナートをつくるートをつくるートをつくるートをつくる取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルをををを廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理とととと見見見見るのではなくるのではなくるのではなくるのではなく、、、、１１１１つのつのつのつの工工工工場場場場であるであるであるである一例一例一例一例だとだとだとだと思思思思っているっているっているっている。。。。        以上以上以上以上がががが出出出出てきたてきたてきたてきた方方方方、、、、我我我我々々々々のののの言言言言葉葉葉葉でででで言言言言うとうとうとうと環境環境環境環境をををを産産産産業化業化業化業化しているしているしているしている静静静静脈脈脈脈産業産業産業産業のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに対対対対するごするごするごするご支援支援支援支援でありでありでありであり、、、、最後最後最後最後のののの８８８８ペペペページージージージ目目目目にににに逆逆逆逆のののの方向方向方向方向からからからから考考考考ええええてててて資料資料資料資料をつけてみたをつけてみたをつけてみたをつけてみた。。。。これはこれはこれはこれは産産産産業業業業のののの環境化環境化環境化環境化でありでありでありであり、、、、エエエエココココフフフファァァァククククチチチチャリンャリンャリンャリンググググのののの考考考考ええええ方方方方にににに近近近近いかもしれないがいかもしれないがいかもしれないがいかもしれないが、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ経経経経済活動済活動済活動済活動のののの中中中中にににに環境環境環境環境へへへへのののの配配配配慮慮慮慮がががが進進進進んでいくんでいくんでいくんでいく必要必要必要必要があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。例例例例ええええばばばばＩＳＩＳＩＳＩＳＯＯＯＯとかとかとかとかＪＪＪＪＩＩＩＩＳＳＳＳ等等等等、、、、そういうそういうそういうそういう環境環境環境環境にににに配配配配慮慮慮慮したしたしたした生生生生産活動産活動産活動産活動やややや精神精神精神精神のののの設計設計設計設計にににに対対対対しししし、、、、自主的自主的自主的自主的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めてめてめてめていくいくいくいく必要必要必要必要があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。        今日今日今日今日のののの午午午午前中前中前中前中にににに工工工工業業業業標準標準標準標準調調調調査査査査会会会会、、、、ＪＪＪＪＩＳＩＳＩＳＩＳがががが我我我我々々々々のののの１１１１つのつのつのつの仕仕仕仕事事事事になっているがになっているがになっているがになっているが、、、、そちらでそちらでそちらでそちらで環境資環境資環境資環境資源源源源循環型循環型循環型循環型ののののＪＪＪＪＩＳＩＳＩＳＩＳもももも今後今後今後今後積積積積極極極極的的的的につくっていくにつくっていくにつくっていくにつくっていく必要必要必要必要があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。そのそのそのその中中中中でででで例例例例ええええばリサイクルばリサイクルばリサイクルばリサイクル品品品品にににに対対対対してのしてのしてのしてのＪＪＪＪＩＳＩＳＩＳＩＳ、、、、先先先先ほほほほどのエどのエどのエどのエココココセメントセメントセメントセメント等等等等をつくっていくをつくっていくをつくっていくをつくっていく必要必要必要必要があがあがあがあるのではないかるのではないかるのではないかるのではないか。。。。他他他他方方方方、、、、環境配環境配環境配環境配慮慮慮慮型型型型のののの精神精神精神精神とかとかとかとか環境配環境配環境配環境配慮慮慮慮型型型型のののの生生生生産活動産活動産活動産活動等等等等にににに対対対対してもしてもしてもしても、、、、何何何何ららららかのかのかのかの企画企画企画企画ということでということでということでということで、、、、１１１１つのつのつのつの評価評価評価評価のののの仕仕仕仕方方方方がががが必要必要必要必要なのではないかというなのではないかというなのではないかというなのではないかという議議議議論論論論をしてきたをしてきたをしてきたをしてきた。。。。そういうそういうそういうそういう観点観点観点観点からからからから、、、、環境環境環境環境のののの産業化産業化産業化産業化、、、、産業産業産業産業のののの環境化環境化環境化環境化、、、、両両両両方方方方にににに対対対対してしてしてして我我我我々々々々はこれからはこれからはこれからはこれから積積積積極極極極的的的的にににに
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取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考ええええているているているている。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        加加加加藤藤藤藤代代代代表表表表        ６６６６人人人人のパのパのパのパネネネネリストからそれリストからそれリストからそれリストからそれぞぞぞぞれれれれ個性個性個性個性のあるのあるのあるのある非常非常非常非常にすばらしいおにすばらしいおにすばらしいおにすばらしいお話話話話だったとだったとだったとだったと思思思思うううう。。。。        ままままずずずず皮皮皮皮切切切切りにりにりにりに、、、、私私私私からおからおからおからお２２２２人人人人にににに質問質問質問質問をさせていただきたいをさせていただきたいをさせていただきたいをさせていただきたい。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県のののの菅菅菅菅野野野野さんさんさんさんにににに、、、、つくろうとしているつくろうとしているつくろうとしているつくろうとしている条条条条例例例例ののののポポポポイントだけもうイントだけもうイントだけもうイントだけもう１１１１回回回回説明説明説明説明していただければとしていただければとしていただければとしていただければと思思思思うううう。。。。２２２２つつつつ目目目目はははは、、、、清清清清野町野町野町野町長長長長さんからさんからさんからさんから木木木木質質質質バイバイバイバイオオオオもやりたいともやりたいともやりたいともやりたいと話話話話があったがあったがあったがあった。。。。木木木木質質質質バイバイバイバイオオオオはははは、、、、具具具具体的体的体的体的にどにどにどにどんなことをんなことをんなことをんなことを考考考考ええええているのかているのかているのかているのか、、、、このこのこのこの２２２２点点点点だけフロアにだけフロアにだけフロアにだけフロアに振振振振るるるる前前前前にににに私私私私のののの方方方方からおからおからおからお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。        江江江江口口口口課長課長課長課長からからからから、、、、国国国国としてもとしてもとしてもとしても中中中中央央央央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会でででで廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの定定定定義義義義やらやらやらやら産産産産廃廃廃廃、、、、一廃一廃一廃一廃のののの区区区区分分分分、、、、いろいろいろいろんなんなんなんな規制規制規制規制をどうするかのをどうするかのをどうするかのをどうするかの検討検討検討検討をやっているところだとごをやっているところだとごをやっているところだとごをやっているところだとご説明説明説明説明があったがあったがあったがあった。。。。厳格厳格厳格厳格にやるにやるにやるにやる一一一一方方方方でででで、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ規制規制規制規制はははは合合合合理理理理的的的的にしていくとおにしていくとおにしていくとおにしていくとお話話話話があったがあったがあったがあった。。。。一一一一方方方方、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県としてはとしてはとしてはとしては、、、、実実実実際際際際にににに現実現実現実現実にににに不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄やいろいろなやいろいろなやいろいろなやいろいろな産産産産廃廃廃廃がががが県県県県外外外外からからからから持持持持ちちちち込込込込まれてまれてまれてまれて大変大変大変大変困困困困っているっているっているっている。。。。そこでそこでそこでそこで条条条条例例例例をををを立立立立ちちちち上上上上げるげるげるげる準準準準備備備備をしているということであるをしているということであるをしているということであるをしているということである。。。。そのそのそのそのポポポポイントをもうイントをもうイントをもうイントをもう１１１１度度度度おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        菅菅菅菅野野野野課長課長課長課長補補補補佐佐佐佐        全全全全国最大国最大国最大国最大規模規模規模規模のののの不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄がががが起起起起こってしまったこってしまったこってしまったこってしまった。。。。これをどうしようかというこれをどうしようかというこれをどうしようかというこれをどうしようかという問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。またまたまたまた、、、、もうもうもうもう二二二二度度度度とととと起起起起こしてはならないということをこしてはならないということをこしてはならないということをこしてはならないということを考考考考ええええなくてはならないなくてはならないなくてはならないなくてはならない。。。。今回今回今回今回はははは資資資資源源源源循循循循環環環環のののの環環環環をををを乱乱乱乱すすすす行行行行為為為為とととと言言言言ったがったがったがったが、、、、いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる不不不不適適適適正処理正処理正処理正処理をなくすためにをなくすためにをなくすためにをなくすために、、、、国国国国のののの法法法法律律律律のののの仕仕仕仕組組組組みはみはみはみはかなりかなりかなりかなり精緻精緻精緻精緻になってきてはいるがになってきてはいるがになってきてはいるがになってきてはいるが、、、、県県県県としてとしてとしてとして地域地域地域地域からやれるものはないのかからやれるものはないのかからやれるものはないのかからやれるものはないのか。。。。国国国国ののののやりやりやりやり方方方方をををを否否否否定定定定しているわけではなくしているわけではなくしているわけではなくしているわけではなく、、、、国国国国がやられているがやられているがやられているがやられている方向方向方向方向とととと同同同同じじじじだろうとだろうとだろうとだろうと思思思思うがうがうがうが、、、、それをそれをそれをそれを地地地地方方方方でででで試試試試してみてもいいだろうというしてみてもいいだろうというしてみてもいいだろうというしてみてもいいだろうという思思思思いがあるいがあるいがあるいがある。。。。うまくいったらうまくいったらうまくいったらうまくいったら、、、、ほほほほかのかのかのかの県県県県もやってもらっもやってもらっもやってもらっもやってもらったらいいしたらいいしたらいいしたらいいし、、、、少少少少しししし踏踏踏踏みみみみ切切切切れるところがないだろうかということがまれるところがないだろうかということがまれるところがないだろうかということがまれるところがないだろうかということがまずずずず１１１１つであるつであるつであるつである。。。。        原原原原状回状回状回状回復復復復のののの補補補補償償償償はははは非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい問問問問題題題題でありでありでありであり、、、、だれがそのだれがそのだれがそのだれがその費用費用費用費用をををを最最最最終終終終的的的的にににに負担負担負担負担するかといするかといするかといするかというううう議議議議論論論論にににに戻戻戻戻っていくっていくっていくっていく。。。。県県県県のののの中中中中でのでのでのでの議議議議論論論論としてはとしてはとしてはとしては、、、、他他他他県県県県のののの事業事業事業事業者者者者がががが岩岩岩岩手手手手県県県県内内内内、、、、それもそれもそれもそれも県境県境県境県境ででででなかなかなかなかなかなかなかなか県県県県がががが監視監視監視監視できないところをできないところをできないところをできないところを集集集集中的中的中的中的ににににねねねねらわれたらわれたらわれたらわれた。。。。そのそのそのその片片片片づづづづけのけのけのけの費用費用費用費用をををを何何何何でででで岩岩岩岩手手手手県県県県民民民民がががが税金税金税金税金でででで払払払払わなければならないわなければならないわなければならないわなければならないのかのかのかのか。。。。我我我我々々々々はははは被被被被害害害害者者者者であるであるであるである。。。。被被被被害害害害者者者者がががが税金税金税金税金をををを使使使使ってってってって片片片片づづづづけるのかというのがけるのかというのがけるのかというのがけるのかというのが根根根根本的本的本的本的にあるにあるにあるにある。。。。持持持持ってきたのはってきたのはってきたのはってきたのは首首首首都都都都圏圏圏圏だからだからだからだから首首首首都都都都圏圏圏圏でででで金金金金をををを払払払払ってくれってくれってくれってくれというとというとというとというと、、、、今度今度今度今度はははは首首首首都都都都圏圏圏圏のののの住住住住民民民民にしてみればにしてみればにしてみればにしてみれば、、、、それはそれはそれはそれは違違違違うううう。。。。やったのはやったのはやったのはやったのは首首首首都都都都圏圏圏圏のののの業業業業者者者者かもかもかもかもしれないがしれないがしれないがしれないが、、、、我我我我々々々々都民都民都民都民、、、、県民県民県民県民にはにはにはには関係関係関係関係ないというないというないというないという議議議議論論論論になるになるになるになる。。。。結局結局結局結局、、、、県県県県同同同同士士士士のののの押押押押しつけしつけしつけしつけ合合合合いになるのでそういうことではなくいになるのでそういうことではなくいになるのでそういうことではなくいになるのでそういうことではなく、、、、原原原原状回状回状回状回復復復復についてきっちりとしたについてきっちりとしたについてきっちりとしたについてきっちりとした仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要ではではではではないのかないのかないのかないのか。。。。        本県本県本県本県だけでやれるだけでやれるだけでやれるだけでやれる仕仕仕仕組組組組みはみはみはみは限限限限定定定定的的的的かもしれないがかもしれないがかもしれないがかもしれないが、、、、１１１１つはつはつはつは、、、、何何何何かかかか行行行行われたわれたわれたわれた場合場合場合場合にににに税金税金税金税金だだだだけでやるけでやるけでやるけでやる仕仕仕仕組組組組みではなくみではなくみではなくみではなく、、、、例例例例ええええばばばば産産産産廃廃廃廃事業事業事業事業者者者者がががが許可許可許可許可をををを受受受受けるけるけるける際際際際にににに、、、、保保保保証金証金証金証金等等等等をををを積積積積んでくれんでくれんでくれんでくれるるるる制制制制度度度度はははは考考考考ええええられないかられないかられないかられないか。。。。実実実実はははは本県本県本県本県内内内内ではではではでは、、、、採採採採石石石石事業事業事業事業者者者者についてについてについてについて事業事業事業事業者者者者団体団体団体団体がそういったがそういったがそういったがそういった仕仕仕仕組組組組みをつくっているみをつくっているみをつくっているみをつくっている。。。。産産産産廃廃廃廃事業事業事業事業者者者者についてもについてもについてもについても、、、、大大大大規模規模規模規模なものがでたらなものがでたらなものがでたらなものがでたら手手手手はははは出出出出せないかもせないかもせないかもせないかもしれないがしれないがしれないがしれないが、、、、比較比較比較比較的的的的小小小小規模規模規模規模なものについてなものについてなものについてなものについて処理処理処理処理できるのではないかできるのではないかできるのではないかできるのではないか。。。。ただただただただ、、、、残念残念残念残念ながらながらながらながら廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ののののほほほほとんどはとんどはとんどはとんどは、、、、産産産産廃廃廃廃事業事業事業事業者者者者ではなくではなくではなくではなく排排排排出事業出事業出事業出事業者者者者がやっているものががやっているものががやっているものががやっているものが結結結結構構構構多多多多いいいい。。。。そうすそうすそうすそうするとるとるとると、、、、産産産産廃廃廃廃事業事業事業事業者者者者のののの保保保保証金証金証金証金とはとはとはとは別別別別にににに、、、、県県県県独独独独自自自自でででで、、、、国国国国がやっているようながやっているようながやっているようながやっているような基基基基金金金金制制制制度度度度みたいなみたいなみたいなみたいなものがものがものがものが考考考考ええええられないかられないかられないかられないか。。。。ただただただただ、、、、事業事業事業事業者者者者からはからはからはからは、、、、国国国国にににに基基基基金金金金をををを出出出出しししし、、、、県県県県にもにもにもにも基基基基金金金金をををを出出出出すのはすのはすのはすのは二二二二重重重重取取取取りではないかというりではないかというりではないかというりではないかという話話話話がががが一一一一方方方方でされているがでされているがでされているがでされているが、、、、ただただただただ県県県県としてできるとしてできるとしてできるとしてできる範範範範囲囲囲囲でいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろな
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ことをことをことをことを考考考考ええええなければならないなければならないなければならないなければならない。。。。        ３３３３番番番番目目目目はははは、、、、国国国国のののの方方方方でかなりでかなりでかなりでかなり制制制制度的度的度的度的にににに排排排排出出出出者責者責者責者責任任任任をををを強強強強化化化化していただきしていただきしていただきしていただき、、、、昔昔昔昔とととと違違違違っておかしっておかしっておかしっておかしなななな業業業業者者者者にににに仕仕仕仕事事事事がががが集集集集まるシステムはまるシステムはまるシステムはまるシステムは徐徐徐徐々々々々にににに解解解解消消消消されつつあるがされつつあるがされつつあるがされつつあるが、、、、悪悪悪悪貨貨貨貨がががが良貨良貨良貨良貨をををを駆駆駆駆逐逐逐逐するのでするのでするのでするのではなくはなくはなくはなく、、、、優優優優良良良良なななな事業事業事業事業者者者者にににに仕仕仕仕事事事事がががが集集集集まりまりまりまり、、、、そういったそういったそういったそういった方方方方々々々々がががが伸伸伸伸びていけるシステムをびていけるシステムをびていけるシステムをびていけるシステムを県県県県としとしとしとしてもてもてもても考考考考ええええるるるる必要必要必要必要があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。今今今今まではまではまではまでは、、、、どちらかというとどちらかというとどちらかというとどちらかというと、、、、産産産産廃廃廃廃事業事業事業事業者者者者のののの方方方方にはにはにはには大変大変大変大変失礼失礼失礼失礼であるがであるがであるがであるが、、、、県民県民県民県民やややや行政行政行政行政にしてもにしてもにしてもにしても、、、、産産産産廃廃廃廃事業事業事業事業者者者者はははは少少少少しうさんしうさんしうさんしうさん臭臭臭臭いのではないかいのではないかいのではないかいのではないか、、、、何何何何をやをやをやをやるかわからないというイメージがなかったかるかわからないというイメージがなかったかるかわからないというイメージがなかったかるかわからないというイメージがなかったか。。。。産産産産廃廃廃廃事業事業事業事業者者者者はははは、、、、我我我我々々々々行政行政行政行政にとってにとってにとってにとって重要重要重要重要なパートなパートなパートなパートナナナナーであるーであるーであるーである。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを適適適適正正正正にににに処理処理処理処理していただくためにはしていただくためにはしていただくためにはしていただくためには、、、、事業事業事業事業者者者者とととと一一一一緒緒緒緒にににに取取取取りりりり組組組組まなければならないまなければならないまなければならないまなければならない。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、今今今今までのまでのまでのまでの規制一規制一規制一規制一辺辺辺辺倒倒倒倒からからからから、、、、事業事業事業事業者者者者育育育育成成成成についてどうすについてどうすについてどうすについてどうするかをるかをるかをるかを条条条条例例例例上上上上踏踏踏踏みみみみ出出出出すすすす必要必要必要必要があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。今今今今考考考考ええええているのはているのはているのはているのは、、、、優優優優良良良良事業事業事業事業者者者者登登登登録録録録制制制制度度度度とかとかとかとか、、、、東東東東京都京都京都京都がががが既既既既におやりになっているにおやりになっているにおやりになっているにおやりになっている事業事業事業事業者者者者とととと県県県県でででで一定一定一定一定のののの協協協協定定定定をををを結結結結びびびび、、、、当当当当該該該該協協協協定定定定をををを結結結結んんんんだだだだ事業事業事業事業者者者者をををを一一一一斉斉斉斉にににに公表公表公表公表するとかいったするとかいったするとかいったするとかいった仕仕仕仕組組組組みであるみであるみであるみである。。。。法法法法のののの仕仕仕仕組組組組みのみのみのみの中中中中でででで何何何何かあったかあったかあったかあった場合場合場合場合はははは、、、、排排排排出事業出事業出事業出事業者者者者までまでまでまで責責責責任任任任がががが及及及及ぶぶぶぶシステムにシステムにシステムにシステムになっているなっているなっているなっている。。。。逆逆逆逆にににに言言言言うとうとうとうと、、、、今今今今、、、、排排排排出事業出事業出事業出事業者者者者にとってにとってにとってにとってもももも優優優優良良良良なななな事業事業事業事業者者者者のののの情報情報情報情報をををを欲欲欲欲しがっているのでしがっているのでしがっているのでしがっているので、、、、そういったそういったそういったそういった情報情報情報情報をををを提供提供提供提供するするするする機能機能機能機能があるのでがあるのでがあるのでがあるのではないかはないかはないかはないか。。。。        ４４４４番番番番目目目目のののの視視視視点点点点はははは、、、、もともともともともともともともと廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを減減減減らしらしらしらし、、、、リサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクルに回回回回すシステムについてすシステムについてすシステムについてすシステムについて、、、、経済経済経済経済的的的的手手手手法法法法ををををビビビビルトインするルトインするルトインするルトインする必要必要必要必要があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。県県県県としてできるとしてできるとしてできるとしてできる範範範範囲囲囲囲をいろいろをいろいろをいろいろをいろいろ議議議議論論論論ししししているがているがているがているが、、、、条条条条例例例例にににに事業事業事業事業者者者者のののの責務責務責務責務、、、、県民県民県民県民のののの責務等責務等責務等責務等をををを書書書書いただけではいただけではいただけではいただけでは、、、、所所所所詮詮詮詮、、、、精神精神精神精神訓訓訓訓話的話的話的話的なななな話話話話になってしまうのでになってしまうのでになってしまうのでになってしまうので、、、、経済的経済的経済的経済的手手手手法法法法、、、、特特特特にににに税税税税制制制制をををを考考考考ええええざるをざるをざるをざるを得得得得ないないないない。。。。ただただただただ、、、、そのそのそのその場合場合場合場合、、、、一一一一方方方方でででで事業事業事業事業者者者者からからからから岩岩岩岩手手手手、、、、秋秋秋秋田田田田、、、、青青青青森森森森でででで先先先先行行行行してこういったしてこういったしてこういったしてこういった制制制制度度度度をををを入入入入れれれれ込込込込むデむデむデむデメリットをメリットをメリットをメリットを考考考考ええええててててほほほほしいしいしいしい。。。。物物物物をををを売売売売るるるる場合場合場合場合、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県はははは産産産産廃廃廃廃税税税税制制制制があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、そのそのそのその分分分分、、、、１１１１００００円物円物円物円物がががが高高高高くなるのでくなるのでくなるのでくなるのではだれもはだれもはだれもはだれも買買買買ってくれないというってくれないというってくれないというってくれないという意見意見意見意見もあるもあるもあるもある。。。。ただただただただ、、、、県県県県としてはとしてはとしてはとしては、、、、産業上産業上産業上産業上にににに抑抑抑抑制制制制的的的的にににに働働働働くくくく税税税税制制制制はははは考考考考ええええていないていないていないていない。。。。そこからそこからそこからそこから上上上上がったがったがったがった税税税税収収収収はリサイクルはリサイクルはリサイクルはリサイクル産業産業産業産業のののの支援支援支援支援にににに使使使使いいいい、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル促促促促進進進進をををを青青青青森森森森、、、、秋秋秋秋田田田田とととと歩歩歩歩調調調調をそろをそろをそろをそろええええてやっていくというてやっていくというてやっていくというてやっていくという話話話話をしているをしているをしているをしている。。。。        これらをこれらをこれらをこれらを組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせ、、、、県県県県でできるのはでできるのはでできるのはでできるのは限界限界限界限界があるかもしれないががあるかもしれないががあるかもしれないががあるかもしれないが、、、、地地地地方自治体方自治体方自治体方自治体のののの強強強強みはみはみはみは、、、、万万万万がががが一一一一失失失失敗敗敗敗してもしてもしてもしても、、、、国国国国にににに比比比比べべべべてててて影響影響影響影響がががが部分部分部分部分的的的的なものにとどまるということもあるのでなものにとどまるということもあるのでなものにとどまるということもあるのでなものにとどまるということもあるので、、、、モモモモデデデデルになるようなものをルになるようなものをルになるようなものをルになるようなものを、、、、できることをできることをできることをできることを、、、、とにかくやってみたいととにかくやってみたいととにかくやってみたいととにかくやってみたいと考考考考ええええているているているている。。。。        加加加加藤藤藤藤代代代代表表表表        江江江江口口口口さんさんさんさん、、、、こういうこういうこういうこういう動動動動きはきはきはきは他他他他にもありますかにもありますかにもありますかにもありますか。。。。またまたまたまた、、、、国国国国あるいはあるいはあるいはあるいは江江江江口口口口さんとしてはどうさんとしてはどうさんとしてはどうさんとしてはどうおおおお考考考考ええええでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。        江江江江口口口口課長課長課長課長        おおおお気気気気持持持持ちはよくわかるちはよくわかるちはよくわかるちはよくわかる。。。。このこのこのこの問問問問題題題題についてについてについてについて、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく構造構造構造構造的的的的なななな説明説明説明説明をするとをするとをするとをすると、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はまさにはまさにはまさにはまさに経済活動経済活動経済活動経済活動にににに伴伴伴伴うううう結結結結果果果果であるであるであるである。。。。今今今今のののの制制制制度度度度としてはとしてはとしてはとしては、、、、民民民民民民民民のののの世世世世界界界界のことなのでのことなのでのことなのでのことなので全全全全国国国国をををを勝勝勝勝手手手手にににに移移移移動動動動するというするというするというするという整理整理整理整理になっているになっているになっているになっている。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、今今今今、、、、首首首首都都都都圏圏圏圏でででで産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処分処分処分処分場場場場がががが少少少少なくなりなくなりなくなりなくなり、、、、処理費処理費処理費処理費がががが高高高高くなるくなるくなるくなる。。。。するとするとするとすると、、、、首首首首都都都都圏圏圏圏でででで出出出出たごみはたごみはたごみはたごみは、、、、ココココストのストのストのストの安安安安いいいい東東東東北北北北、、、、中国中国中国中国、、、、北陸北陸北陸北陸地地地地方方方方までまでまでまで流流流流れるれるれるれる。。。。東東東東京京京京でトンでトンでトンでトン当当当当たりたりたりたり５５５５万円万円万円万円のののの処理費処理費処理費処理費がががが東東東東北北北北でででで１１１１万円万円万円万円ならならならなら、、、、輸送輸送輸送輸送費費費費をををを加味加味加味加味してもそのしてもそのしてもそのしてもその方方方方がががが安安安安いいいい。。。。このためこのためこのためこのため、、、、ごみごみごみごみ問問問問題題題題はははは、、、、産産産産廃廃廃廃についてはについてはについてはについては都市対都市対都市対都市対地地地地方方方方のののの対立対立対立対立になっているになっているになっているになっている。。。。これがこれがこれがこれが適適適適正正正正にににに処理処理処理処理されるならまだしもされるならまだしもされるならまだしもされるならまだしも、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄されされされされ、、、、しかもそのしかもそのしかもそのしかもその処処処処
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理費用理費用理費用理費用をををを地地地地方方方方のののの税金税金税金税金でででで賄賄賄賄うのはおかしいではないかというのがうのはおかしいではないかというのがうのはおかしいではないかというのがうのはおかしいではないかというのが岩岩岩岩手手手手県県県県のののの原原原原点点点点であろうであろうであろうであろう。。。。        これをどうこれをどうこれをどうこれをどう考考考考ええええるるるるべべべべきかきかきかきか。。。。環境省環境省環境省環境省でもでもでもでも懇懇懇懇談談談談会会会会をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、専門専門専門専門家家家家やややや各各各各界界界界のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いていいていいていいているがるがるがるが、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県のののの他他他他にもにもにもにも三三三三重重重重県県県県ではではではでは産産産産廃廃廃廃税税税税をををを既既既既にににに実現実現実現実現しているしているしているしている。。。。ただただただただ、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県のののの考考考考ええええはははは、、、、今今今今述述述述べべべべたたたた産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方とととと反反反反対対対対のののの考考考考ええええ方方方方にににに立立立立っているとっているとっているとっていると言言言言ええええるのではないかるのではないかるのではないかるのではないか。。。。ここここのののの問問問問題題題題はははは、、、、極端極端極端極端にににに言言言言うとうとうとうと、、、、経済活動経済活動経済活動経済活動ははははオオオオールジャパンでールジャパンでールジャパンでールジャパンで考考考考ええええるかるかるかるか、、、、県県県県やややや広広広広域域域域圏圏圏圏等等等等のののの地域単地域単地域単地域単位位位位でででで考考考考ええええるかということにつながってくるるかということにつながってくるるかということにつながってくるるかということにつながってくる。。。。仮仮仮仮にににに東東東東北北北北３３３３県県県県ががががブブブブロックロックロックロック化化化化するとするとするとすると、、、、それはそれはそれはそれは他他他他にににに波波波波及及及及するするするする。。。。他他他他もももも同同同同様様様様ににににブブブブロックロックロックロック化化化化をををを始始始始めるとめるとめるとめると、、、、今度今度今度今度はははは首首首首都都都都圏圏圏圏にににに帰帰帰帰ってくるってくるってくるってくる。。。。首首首首都都都都圏圏圏圏でででで出出出出たごみはたごみはたごみはたごみは首首首首都都都都圏圏圏圏でででで処理処理処理処理しなければならなくなってくるしなければならなくなってくるしなければならなくなってくるしなければならなくなってくる。。。。ではではではでは、、、、場場場場所所所所のののの問問問問題題題題そのそのそのその他他他他のののの問問問問題題題題をををを含含含含めてめてめてめて現実現実現実現実にそれができるのかということになるにそれができるのかということになるにそれができるのかということになるにそれができるのかということになる。。。。このこのこのこの問問問問題題題題のののの基基基基本本本本はそこにあるはそこにあるはそこにあるはそこにある。。。。経済活経済活経済活経済活動動動動はははは、、、、ググググローバルにローバルにローバルにローバルに動動動動いているしいているしいているしいているし、、、、国国国国内内内内ではではではでは県境県境県境県境もももも何何何何もないもないもないもない。。。。そのそのそのその結結結結果果果果のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物もももも、、、、現現現現在在在在はははは同同同同様様様様にににに動動動動いているいているいているいている。。。。都市都市都市都市部部部部のののの経済活動経済活動経済活動経済活動によってによってによってによって出出出出たたたた廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のしわのしわのしわのしわ寄寄寄寄せがせがせがせが地地地地方方方方にににに行行行行っていっていっていっていることをることをることをることを我我我我々々々々はどうはどうはどうはどう考考考考ええええるるるるべべべべきかというきかというきかというきかという問問問問題題題題がががが基基基基本本本本あることをあることをあることをあることを述述述述べべべべておきたいておきたいておきたいておきたい。。。。        加加加加藤藤藤藤代代代代表表表表        国国国国はははは国国国国としてのとしてのとしてのとしての全全全全体的体的体的体的なななな制制制制度度度度づづづづくりのくりのくりのくりの再再再再検討検討検討検討をををを鋭鋭鋭鋭意行意行意行意行いいいい、、、、一一一一方方方方、、、、千葉千葉千葉千葉県県県県やややや岩岩岩岩手手手手県県県県ではではではでは待待待待っていられないというっていられないというっていられないというっていられないという気気気気持持持持ちだとちだとちだとちだと思思思思うううう。。。。両両両両々々々々相相相相まっていいまっていいまっていいまっていい方向方向方向方向にににに動動動動いていけばいいといていけばいいといていけばいいといていけばいいと思思思思うううう。。。。        清清清清野町野町野町野町長長長長にににに、、、、木木木木質質質質バイバイバイバイオオオオはははは何何何何をやろうとしているのかをやろうとしているのかをやろうとしているのかをやろうとしているのか、、、、簡簡簡簡単単単単におにおにおにお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。        清清清清野町野町野町野町長長長長        木木木木質質質質バイバイバイバイオオオオはははは、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材やややや雑雑雑雑木木木木林林林林、、、、製材製材製材製材所所所所のののの廃材等廃材等廃材等廃材等をををを逆逆逆逆にににに活活活活用用用用してしてしてしてペペペペレットをつくりレットをつくりレットをつくりレットをつくり、、、、そそそそれをれをれをれを炭炭炭炭化化化化炉炉炉炉にににに入入入入れれれれてててて蒸蒸蒸蒸すすすす。。。。高高高高温温温温のののの炭炭炭炭化化化化炉炉炉炉のののの熱熱熱熱源源源源をををを活活活活用用用用しししし、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者のののの健健健健康康康康センターのミセンターのミセンターのミセンターのミニニニニ温温温温水水水水プールでリプールでリプールでリプールでリハハハハビビビビリできるようにしたいリできるようにしたいリできるようにしたいリできるようにしたい。。。。またまたまたまた、、、、炭炭炭炭化化化化炉炉炉炉からリからリからリからリググググニニニニンというンというンというンという害害害害のないのないのないのない大変大変大変大変すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい良良良良質質質質ののののガガガガスがスがスがスが発発発発生生生生しししし、、、、それでターそれでターそれでターそれでタービビビビンをンをンをンを回回回回すことができるすことができるすことができるすことができる。。。。効率効率効率効率のよいのよいのよいのよい方法方法方法方法をををを三三三三重重重重大学大学大学大学のののの清清清清水水水水先生先生先生先生がががが研究研究研究研究しておりしておりしておりしており、、、、アアアアドドドドバイスをいただきながらバイスをいただきながらバイスをいただきながらバイスをいただきながら研究研究研究研究してしてしてして実実実実施施施施にににに向向向向けたけたけたけたいいいい。。。。        加加加加藤藤藤藤代代代代表表表表        町町町町のののの事業事業事業事業としてとしてとしてとして行行行行うのかうのかうのかうのか、、、、それともそれともそれともそれとも民間民間民間民間でででで行行行行うのかうのかうのかうのか。。。。    清清清清野町野町野町野町長長長長        町町町町とととと民間民間民間民間がががが一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって行行行行うううう。。。。それをそれをそれをそれを里里里里山山山山保全保全保全保全とととと結結結結びつけたいとびつけたいとびつけたいとびつけたいと思思思思っているっているっているっている。。。。山山山山にににに行行行行くくくく人人人人がががが少少少少なくなりなくなりなくなりなくなり、、、、雇雇雇雇用拡用拡用拡用拡大大大大にもにもにもにも向向向向けていきたいけていきたいけていきたいけていきたい。。。。里里里里山山山山保全保全保全保全だけはだけはだけはだけは関係省関係省関係省関係省庁庁庁庁のののの補助補助補助補助事業事業事業事業をなをなをなをなくさくさくさくさずずずず、、、、むむむむしろしろしろしろ枠枠枠枠のののの拡拡拡拡大大大大をおをおをおをお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。        加加加加藤藤藤藤代代代代表表表表        私私私私もももも興興興興味味味味がありがありがありがあり、、、、もっともっともっともっと聞聞聞聞きたいがきたいがきたいがきたいが、、、、聞聞聞聞いていたらいていたらいていたらいていたら時間時間時間時間がなくなるのでがなくなるのでがなくなるのでがなくなるので、、、、このこのこのこの辺辺辺辺でででで残念残念残念残念ながらながらながらながら私私私私からのからのからのからの質問質問質問質問はははは打打打打ちちちち切切切切りりりり、、、、早速早速早速早速フロアからフロアからフロアからフロアから質問質問質問質問、、、、ココココメントをおメントをおメントをおメントをお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。        富士富士富士富士電電電電機機機機赤松赤松赤松赤松部部部部長長長長        菅菅菅菅野野野野さんからさんからさんからさんから廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの不不不不適適適適正処理正処理正処理正処理問問問問題題題題でででで非常非常非常非常にににに困困困困っているとっているとっているとっていると話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの不不不不適適適適正処理正処理正処理正処理のもとはのもとはのもとはのもとは、、、、今今今今のマのマのマのマニニニニュフェストュフェストュフェストュフェスト制制制制度度度度がががが十十十十分分分分にににに廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの適適適適正処理正処理正処理正処理にににに生生生生きていないのきていないのきていないのきていないの
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ではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考ええええているているているている。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をもうをもうをもうをもう少少少少しししし的的的的確確確確にとらにとらにとらにとらええええ、、、、情報情報情報情報化化化化のシステムのシステムのシステムのシステム等等等等をををを考考考考ええええてててていくいくいくいく必要必要必要必要があがあがあがあるとるとるとると思思思思っているっているっているっている。。。。山路山路山路山路先生先生先生先生やややや谷谷谷谷口口口口さんがさんがさんがさんが言言言言われているわれているわれているわれている廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のゼロエミッシのゼロエミッシのゼロエミッシのゼロエミッションクラスターやエョンクラスターやエョンクラスターやエョンクラスターやエココココフフフファァァァククククチチチチャリンャリンャリンャリンググググ等等等等にににに流流流流れるれるれるれる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物についてもについてもについてもについても、、、、どこにどうどこにどうどこにどうどこにどう流流流流れてれてれてれているのかいるのかいるのかいるのか、、、、本本本本当当当当にににに適適適適正正正正なものがなものがなものがなものが入入入入ってきているのかってきているのかってきているのかってきているのか、、、、きちんときちんときちんときちんと見見見見ていかないといけないていかないといけないていかないといけないていかないといけない。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がどうがどうがどうがどう流流流流れているのかれているのかれているのかれているのか、、、、情報情報情報情報としてとらとしてとらとしてとらとしてとらええええるるるる仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要だとだとだとだと考考考考ええええているがているがているがているが、、、、環境環境環境環境省省省省としてとしてとしてとして考考考考ええええ方方方方があればがあればがあればがあれば教教教教ええええていただきたいていただきたいていただきたいていただきたい。。。。        江江江江口口口口課長課長課長課長        おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃるとおりであるるとおりであるるとおりであるるとおりである。。。。これについてはこれについてはこれについてはこれについては２２２２つつつつ答答答答ええええがあるがあるがあるがある。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、今今今今検討検討検討検討しているしているしているしている自自自自動動動動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ではではではでは、、、、電電電電子子子子ママママニニニニュフェストをュフェストをュフェストをュフェストを制制制制度的度的度的度的ににににビビビビルトインしようとルトインしようとルトインしようとルトインしようとしてというこしてというこしてというこしてということであるとであるとであるとである。。。。もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、一般一般一般一般のののの産産産産廃廃廃廃にもにもにもにも電電電電子子子子ママママニニニニュフェストュフェストュフェストュフェスト制制制制度度度度があるということであるがあるということであるがあるということであるがあるということであるがががが、、、、これはこれはこれはこれは利用利用利用利用がががが進進進進まないまないまないまない。。。。一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命ＰＰＰＰＲＲＲＲしてもしてもしてもしても、、、、余余余余りにりにりにりに物物物物のののの流流流流れがれがれがれが透透透透明明明明にににに見見見見ええええてしまうてしまうてしまうてしまうためためためため嫌嫌嫌嫌がるがるがるがる向向向向きがあるのではないかきがあるのではないかきがあるのではないかきがあるのではないか。。。。携携携携帯帯帯帯端末端末端末端末からからからから入力入力入力入力できるようにするできるようにするできるようにするできるようにする等等等等、、、、なるなるなるなるべべべべくくくく利利利利用用用用しやすくしやすくしやすくしやすく改改改改善善善善しているがしているがしているがしているが、、、、今今今今のところのところのところのところ 1000100010001000件件件件をををを超超超超ええええるかるかるかるか超超超超ええええないかでないかでないかでないかで幾幾幾幾らおらおらおらお願願願願いしてもいしてもいしてもいしてもなかなかなかなかなかなかなかなか進進進進まないまないまないまない。。。。企業企業企業企業もももも割割割割りりりり切切切切ってもうってもうってもうってもう少少少少しごしごしごしご協協協協力力力力いただけたらといただけたらといただけたらといただけたらと思思思思うううう。。。。        三三三三菱菱菱菱化学化学化学化学小山小山小山小山部部部部長長長長        岡田岡田岡田岡田さんにさんにさんにさんに教教教教ええええていただきたいていただきたいていただきたいていただきたい。。。。加加加加藤藤藤藤先生先生先生先生のののの基調基調基調基調講講講講演演演演でもでもでもでも危危危危機機機機感感感感のののの共共共共有有有有のののの話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ活動活動活動活動をしながらをしながらをしながらをしながら意識意識意識意識のののの高高高高揚揚揚揚がががが非常非常非常非常にににに重要重要重要重要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うううう。。。。先先先先日出日出日出日出たたたた地地地地球温暖球温暖球温暖球温暖化対化対化対化対応応応応でもでもでもでも、、、、民民民民生生生生のののの問問問問題題題題がががが非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな今後今後今後今後のののの課課課課題題題題になるというになるというになるというになるという話話話話もももも先先先先ほほほほどあったどあったどあったどあった。。。。今今今今、、、、一一一一連連連連のののの活動活動活動活動をををを行行行行ってきてってきてってきてってきて啓啓啓啓発発発発面面面面ではかなりではかなりではかなりではかなり進進進進んでいるとんでいるとんでいるとんでいると思思思思うがうがうがうが、、、、具具具具体体体体例例例例があればがあればがあればがあれば幾幾幾幾つかごつかごつかごつかご紹介紹介紹介紹介いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。        岡田常任岡田常任岡田常任岡田常任理理理理事事事事        ＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯ法人法人法人法人をををを立立立立ちちちち上上上上げてからまだげてからまだげてからまだげてからまだ２２２２年年年年半半半半であるがであるがであるがであるが、、、、それをさかのそれをさかのそれをさかのそれをさかのぼぼぼぼることることることること２２２２年年年年半半半半前前前前からからからから地地地地球球球球環境環境環境環境テテテテニニニニスフォーラムをスフォーラムをスフォーラムをスフォーラムを始始始始めためためためた。。。。テテテテニニニニスをスをスをスを通通通通じじじじてててて地地地地球球球球環境問環境問環境問環境問題題題題をををを考考考考ええええようとようとようとようと、、、、東東東東京京京京にににに住住住住むむむむ外外外外交交交交官官官官のののの方方方方々々々々ををををネネネネットワークのットワークのットワークのットワークのココココアにアにアにアに据据据据ええええ、、、、周周周周りのりのりのりの大大大大使使使使館館館館員員員員のののの方方方方々、々、々、々、プロプロプロプロ並並並並びにアマびにアマびにアマびにアマチチチチュュュュアのテアのテアのテアのテニニニニスプレースプレースプレースプレーヤヤヤヤーをーをーをーを集集集集めめめめ、、、、年年年年にににに１１１１回回回回みどりのみどりのみどりのみどりの日日日日をををを中中中中心心心心にににに２２２２日間日間日間日間のトーのトーのトーのトーナナナナメントをメントをメントをメントを行行行行っているっているっているっている。。。。そのときはそのときはそのときはそのときは日本日本日本日本テテテテニニニニスススス協協協協会会会会、、、、日本日本日本日本プロテプロテプロテプロテニニニニスススス協協協協会会会会、、、、テテテテニニニニスススス事業事業事業事業協協協協会会会会もももも環境環境環境環境ののののことはことはことはことは全全全全くくくく眼眼眼眼中中中中になかったになかったになかったになかった。。。。当当当当時時時時、、、、環境環境環境環境のことをのことをのことをのことを唯唯唯唯一一一一ススススポポポポーーーーツツツツでででで考考考考ええええていたのはていたのはていたのはていたのはＩＩＩＩＯＯＯＯＣＣＣＣでででであるあるあるある。。。。ＩＩＩＩＯＯＯＯＣＣＣＣのののの中中中中にスにスにスにスポポポポーーーーツツツツとととと環境環境環境環境委員委員委員委員会会会会がありがありがありがあり、、、、啓啓啓啓蒙蒙蒙蒙活動及活動及活動及活動及びびびびオオオオリンリンリンリンピピピピックックックックゲゲゲゲームのームのームのームの環環環環境化境化境化境化にににに努努努努めていためていためていためていた。。。。各各各各ススススポポポポーーーーツツツツ団体団体団体団体はははは全全全全くくくく意識意識意識意識がなかったところにがなかったところにがなかったところにがなかったところに我我我我々々々々がががが殴殴殴殴りりりり込込込込みをかけみをかけみをかけみをかけ、、、、実実実実際際際際にトーにトーにトーにトーナナナナメントのメントのメントのメントの最中最中最中最中にトークをしたりにトークをしたりにトークをしたりにトークをしたり、、、、松松松松岡岡岡岡修修修修造造造造さんのようなさんのようなさんのようなさんのような著著著著明明明明なプレーなプレーなプレーなプレーヤヤヤヤーにーにーにーに話話話話をしてもらいをしてもらいをしてもらいをしてもらい、、、、今今今今やテやテやテやテニニニニスススス界界界界全全全全体体体体がががが環境環境環境環境にににに対対対対するするするする意識意識意識意識がががが非常非常非常非常にににに高高高高いいいい。。。。        ただしただしただしただし、、、、１１１１つつつつ問問問問題題題題があるのはがあるのはがあるのはがあるのは、、、、例例例例ええええばばばば日本日本日本日本のののの中中中中でででで一番一番一番一番ポポポポピピピピュラーなテュラーなテュラーなテュラーなテニニニニススススココココートのートのートのートの表表表表面面面面はははは、、、、砂砂砂砂入入入入りりりり人人人人工工工工芝芝芝芝というというというという世世世世にもにもにもにも不不不不思議思議思議思議なものでありなものでありなものでありなものであり、、、、日本日本日本日本だけであるだけであるだけであるだけである。。。。ななななぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、メンテメンテメンテメンテナナナナンスがンスがンスがンスが楽楽楽楽でででで雨雨雨雨がやんだがやんだがやんだがやんだ途途途途端端端端にテにテにテにテニニニニスができるためスができるためスができるためスができるため、、、、一一一一見経済見経済見経済見経済効率効率効率効率がいいがいいがいいがいい。。。。ところところところところがががが、、、、耐耐耐耐用用用用年年年年数数数数がががが７７７７～～～～８８８８年年年年、、、、下手下手下手下手をするとをするとをするとをすると５５５５年年年年ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで、、、、巨巨巨巨大大大大ななななカカカカーーーーペペペペットにットにットにットに砂砂砂砂がががが入入入入ってしってしってしってしまったものでまったものでまったものでまったもので捨捨捨捨てようがなくてようがなくてようがなくてようがなく、、、、今大変今大変今大変今大変なななな社会問社会問社会問社会問題題題題になっているになっているになっているになっている。。。。特特特特にににに自治体自治体自治体自治体はたくさんテはたくさんテはたくさんテはたくさんテニニニニススススココココートがありートがありートがありートがあり、、、、昔昔昔昔ははははハハハハーーーードコドコドコドコートだったのをートだったのをートだったのをートだったのを砂砂砂砂入入入入りりりり人人人人工工工工芝芝芝芝のののの方方方方ががががひひひひざにいいとざにいいとざにいいとざにいいと変変変変ええええてててて
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いるがいるがいるがいるが、、、、これはこれはこれはこれは大変大変大変大変なななな誤誤誤誤りであるりであるりであるりである。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは誤誤誤誤りだとりだとりだとりだと言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、産業界産業界産業界産業界、、、、自治体自治体自治体自治体、、、、ＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯがががが協協協協力力力力してしてしてして同同同同じじじじ目目目目標標標標にににに向向向向かっていかなければいけないかっていかなければいけないかっていかなければいけないかっていかなければいけない例例例例であるであるであるである。。。。成成成成功功功功したしたしたした例例例例ではではではでは、、、、啓啓啓啓蒙蒙蒙蒙活動活動活動活動はテはテはテはテニニニニスススス界界界界ではではではでは成成成成功功功功しているがしているがしているがしているが、、、、現場現場現場現場のサーフェスののサーフェスののサーフェスののサーフェスの問問問問題題題題がががが残残残残っているっているっているっている。。。。例例例例ええええばサばサばサばサッッッッカカカカーーーー界界界界はははは、、、、天然天然天然天然芝芝芝芝をををを普普普普及及及及させているさせているさせているさせている等等等等のののの事事事事例例例例もあるもあるもあるもある。。。。        北海北海北海北海道道道道大学大学大学大学三浦三浦三浦三浦教教教教授授授授        加加加加藤藤藤藤先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話のののの中中中中でででで京都議京都議京都議京都議定書定書定書定書のののの目目目目標標標標がががが出出出出てきたてきたてきたてきた。。。。私私私私がががが前前前前にシュミット・にシュミット・にシュミット・にシュミット・ブブブブレークのレークのレークのレークの講講講講演演演演をををを聞聞聞聞いたいたいたいた際際際際、、、、2020202055550000年年年年にフにフにフにファァァァクタークタークタークター10101010をををを実現実現実現実現するするするする構構構構想想想想のののの話話話話をされたをされたをされたをされた。。。。現現現現在在在在のののの目目目目標標標標はははは 2020202055550000年年年年にフにフにフにファァァァクタークタークタークター幾幾幾幾つつつつぐぐぐぐらいにならいにならいにならいになるのかるのかるのかるのか。。。。1111999999990000 年年年年からからからから 2010201020102010 年年年年にかけてにかけてにかけてにかけて、、、、イイイイギギギギリスはリスはリスはリスは 20202020％％％％削削削削減減減減しているしているしているしている。。。。10101010年間年間年間年間でででで 20202020％％％％ずずずずつつつつ削削削削減減減減していってもしていってもしていってもしていっても、、、、フフフファァァァクタークタークタークター10101010はははは実現実現実現実現できないのではなできないのではなできないのではなできないのではないかいかいかいか。。。。京都議京都議京都議京都議定書定書定書定書はははは、、、、どのようなどのようなどのようなどのような到到到到達達達達点点点点をををを設定設定設定設定してしてしてして現現現現在在在在のののの削削削削減減減減目目目目標標標標をををを決決決決めているのかめているのかめているのかめているのか、、、、教教教教ええええていただきたいていただきたいていただきたいていただきたい。。。。        加加加加藤藤藤藤代代代代表表表表        少少少少なくともなくともなくともなくとも私私私私がががが理理理理解解解解しているしているしているしている限限限限りりりり、、、、ＩＩＩＩＰＰＰＰＣＣＣＣＣＣＣＣがががが十十十十数数数数年活動年活動年活動年活動をををを続続続続けけけけ、、、、地地地地球温暖球温暖球温暖球温暖化化化化のののの進行進行進行進行ををををとめるためにはとめるためにはとめるためにはとめるためには、、、、66660000％％％％～～～～88880000％％％％以上現状以上現状以上現状以上現状からからからからカカカカットしなくてはいけないがットしなくてはいけないがットしなくてはいけないがットしなくてはいけないが、、、、66660000％％％％～～～～88880000％％％％カカカカッッッットはトはトはトは大変大変大変大変ですですですですぐぐぐぐできるはできるはできるはできるはずずずずがないがないがないがない。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、第第第第１１１１段段段段階階階階としてとしてとしてとして、、、、ままままずずずず先先先先進国進国進国進国だけでだけでだけでだけで５５５５％％％％、、、、ししししかもかもかもかも 1111999999990000年年年年レレレレベベベベルからルからルからルから 2010201020102010年年年年までのまでのまでのまでの 20202020年年年年かけてかけてかけてかけて５５５５％％％％であるであるであるである。。。。途途途途上国上国上国上国までまでまでまで入入入入れたられたられたられたら大変大変大変大変でででであるがあるがあるがあるが、、、、とりあとりあとりあとりあえずえずえずえず第第第第１１１１段段段段階階階階としてはとしてはとしてはとしては京都議京都議京都議京都議定書定書定書定書はははは先先先先進国進国進国進国５５５５％％％％カカカカットをットをットをットをねねねねらったらったらったらった。。。。これはこれはこれはこれはフフフファァァァクタークタークタークター10101010 とはとはとはとはほほほほどどどど遠遠遠遠いいいい話話話話であるであるであるである。。。。ただただただただ、、、、それすらそれすらそれすらそれすら大変大変大変大変であるであるであるである。。。。日本日本日本日本はははは京都議京都議京都議京都議定書定書定書定書上上上上、、、、６６６６％％％％カカカカットであるがットであるがットであるがットであるが、、、、現現現現在在在在ではではではでは 10101010％％％％ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいにふえふえふえふえてしまっているてしまっているてしまっているてしまっている。。。。あとあとあとあと 10101010年年年年でででで 10101010数数数数％％％％カカカカットしなくてはいけないットしなくてはいけないットしなくてはいけないットしなくてはいけない。。。。森森森森林吸林吸林吸林吸収収収収 3333....9999％％％％等等等等をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、何何何何とかつとかつとかつとかつじじじじつまをつまをつまをつまを合合合合わせようとわせようとわせようとわせようと一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命やっているがやっているがやっているがやっているが、、、、大変大変大変大変であるであるであるである。。。。        ヨヨヨヨーロッパはーロッパはーロッパはーロッパは、、、、どこのどこのどこのどこの国国国国もももも楽楽楽楽かというとかというとかというとかというと、、、、そうではないそうではないそうではないそうではない。。。。私私私私のののの知知知知るるるる限限限限りりりり、、、、楽楽楽楽なななな国国国国ははははドドドドイイイイツツツツとイとイとイとイギギギギリスリスリスリスぐぐぐぐらいしかなくらいしかなくらいしかなくらいしかなく、、、、あとはみんなあとはみんなあとはみんなあとはみんな四四四四苦苦苦苦八八八八苦苦苦苦であるであるであるである。。。。環境環境環境環境先先先先進国進国進国進国のののの１１１１つであるつであるつであるつであるデデデデンマークもンマークもンマークもンマークも、、、、何何何何とかとかとかとか京都議京都議京都議京都議定書定書定書定書のののの数値数値数値数値をををを変変変変ええええてくれないかとてくれないかとてくれないかとてくれないかと議議議議論論論論をしをしをしをし始始始始めるめるめるめるぐぐぐぐらいらいらいらい皆皆皆皆苦苦苦苦ししししんでいるんでいるんでいるんでいる。。。。ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンもンもンもンも簡簡簡簡単単単単にににに達達達達成成成成できるわけではないできるわけではないできるわけではないできるわけではない。。。。フフフファァァァクタークタークタークター10101010、、、、フフフファァァァクタークタークタークター５５５５等等等等いろいろないろいろないろいろないろいろな話話話話があるががあるががあるががあるが、、、、まだまだまだまだ現実現実現実現実のののの課課課課題題題題としてはなかなかなっていないとしてはなかなかなっていないとしてはなかなかなっていないとしてはなかなかなっていない現状現状現状現状であるであるであるである。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        先先先先ほほほほどどどど谷谷谷谷口口口口さんがマさんがマさんがマさんがマニニニニュフュフュフュファァァァククククチチチチャリンャリンャリンャリンググググからエからエからエからエココココフフフファァァァククククチチチチャリンャリンャリンャリンググググとととと非常非常非常非常にさらっとにさらっとにさらっとにさらっとおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっていたがっていたがっていたがっていたが、、、、かなりかなりかなりかなり重要重要重要重要なななな要素要素要素要素でありでありでありであり、、、、補足補足補足補足いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。        谷谷谷谷口口口口専専専専務務務務取取取取締締締締役役役役        エエエエココココフフフファァァァククククチチチチュアリンュアリンュアリンュアリングカグカグカグカンパンパンパンパニニニニーにーにーにーにふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい企業企業企業企業のクライテリアとしてのクライテリアとしてのクライテリアとしてのクライテリアとして、、、、エクスタエクスタエクスタエクスターーーーナナナナル・エル・エル・エル・エココココノノノノミック・ミック・ミック・ミック・ベネベネベネベネフフフフィィィィット・エバリュエーションット・エバリュエーションット・エバリュエーションット・エバリュエーション（（（（ＥＥＢＥＥＥＢＥＥＥＢＥＥＥＢＥ））））をつくろうとをつくろうとをつくろうとをつくろうと思思思思っているっているっているっている。。。。結局結局結局結局、、、、産業活動産業活動産業活動産業活動によりによりによりにより社会的社会的社会的社会的費用費用費用費用がががが非常非常非常非常にににに増増増増大大大大しししし、、、、経済活動経済活動経済活動経済活動からからからから外外外外されているされているされているされているのでのでのでので、、、、企業活動企業活動企業活動企業活動によりどれだけによりどれだけによりどれだけによりどれだけ削削削削減減減減したかによりしたかによりしたかによりしたかにより、、、、ＥＥＢＥＥＥＢＥＥＥＢＥＥＥＢＥをををを円円円円でででで表表表表示示示示するするするする。。。。当当当当社社社社としてとしてとしてとして年間年間年間年間どれだけどれだけどれだけどれだけ社会的社会的社会的社会的費用費用費用費用をををを削削削削減減減減しているかしているかしているかしているか、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２    のののの削削削削減減減減、、、、最最最最終処分終処分終処分終処分場場場場のののの延延延延命命命命、、、、天然天然天然天然資資資資源源源源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇をををを防防防防ぐぐぐぐ等等等等をををを数数数数量量量量化化化化してしてしてして試試試試算算算算するとするとするとすると 535353538888 億億億億円円円円になるになるになるになる。。。。セメントセメントセメントセメント産業産業産業産業全全全全体体体体ならばならばならばならば何何何何千千千千
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億億億億円円円円になるとになるとになるとになると思思思思うがうがうがうが、、、、セメントセメントセメントセメント産産産産業業業業だけのだけのだけのだけのひひひひとりよがりでとりよがりでとりよがりでとりよがりで普普普普遍遍遍遍性性性性がなければがなければがなければがなければ余余余余りりりり意意意意味味味味がながながながないのでいのでいのでいので、、、、これをあらこれをあらこれをあらこれをあらゆゆゆゆるるるる製造製造製造製造業業業業にににに普普普普遍遍遍遍化化化化しようとしようとしようとしようと、、、、現現現現在在在在、、、、一一一一橋橋橋橋大学大学大学大学大学大学大学大学院院院院のののの国国国国際際際際企業企業企業企業戦略戦略戦略戦略研究研究研究研究所所所所のののの竹竹竹竹内内内内教教教教授授授授がががが標準標準標準標準化化化化のためにのためにのためにのために取取取取りりりり上上上上げようとしているげようとしているげようとしているげようとしている。。。。ただただただただ、、、、普普普普遍遍遍遍化化化化するとするとするとすると同同同同時時時時にににに、、、、オオオオーーーーソソソソライライライライズズズズしなければいけないしなければいけないしなければいけないしなければいけない。。。。朝朝朝朝日日日日監監監監査査査査法人法人法人法人ががががぜひぜひぜひぜひこれをこれをこれをこれを監監監監査項査項査項査項目目目目にににに入入入入れたいとれたいとれたいとれたいと、、、、私私私私どもとどもとどもとどもと大学大学大学大学院院院院のののの学学学学生生生生がががが一一一一緒緒緒緒になりになりになりになり、、、、８８８８業業業業種種種種８８８８社社社社ででででＥＥＢＥＥＥＢＥＥＥＢＥＥＥＢＥのののの標準標準標準標準をつくろうとをつくろうとをつくろうとをつくろうと考考考考ええええているているているている。。。。世世世世界界界界からがっからがっからがっからがっぽぽぽぽりりりり稼稼稼稼ぎぎぎぎ、、、、エエエエココココフフフファァァァククククチチチチュアリンュアリンュアリンュアリングカグカグカグカンパンパンパンパニニニニーにーにーにーにふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい企業企業企業企業がががが社会的社会的社会的社会的にににに存存存存在在在在意義意義意義意義があるとがあるとがあるとがあると世世世世界界界界にににに情報発情報発情報発情報発信信信信しようとしようとしようとしようと思思思思うううう。。。。        加加加加藤藤藤藤代代代代表表表表        私私私私はははは飛飛飛飛行行行行機機機機にににに乗乗乗乗ってよくってよくってよくってよく外外外外国国国国へへへへ行行行行きききき、、、、新新新新幹線幹線幹線幹線にににに乗乗乗乗りりりり、、、、タクシーにもたまにはタクシーにもたまにはタクシーにもたまにはタクシーにもたまには乗乗乗乗るしるしるしるし、、、、私私私私個個個個人人人人にににに当当当当てはめるとてはめるとてはめるとてはめると余余余余りよくないりよくないりよくないりよくない方方方方になってしまうのではないかになってしまうのではないかになってしまうのではないかになってしまうのではないか。。。。        司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））        立立立立川川川川町町町町ではではではでは国国国国のののの目目目目標標標標をををを上回上回上回上回るるるるＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２のののの削削削削減減減減計計計計画画画画をつくっているをつくっているをつくっているをつくっている。。。。そのそのそのその状状状状況況況況をををを皆皆皆皆さんにもさんにもさんにもさんにもうううう１１１１回回回回ここでここでここでここで共共共共有有有有していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい。。。。        立立立立川川川川町町町町阿阿阿阿部部部部係長係長係長係長        環境環境環境環境まちまちまちまちづづづづくりくりくりくり基基基基本本本本構構構構想想想想をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、そのそのそのその中中中中でいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろな目目目目標標標標をををを立立立立てているてているてているてている。。。。具具具具体的体的体的体的なななな数数数数値値値値としてとしてとしてとしてＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２    削削削削減減減減目目目目標標標標をををを立立立立てたてたてたてた。。。。立立立立川川川川町町町町にににに風風風風車車車車がなかったゼロがなかったゼロがなかったゼロがなかったゼロベベベベースからースからースからースから考考考考ええええるとるとるとると、、、、石油石油石油石油とととと風風風風力力力力発発発発電電電電のののの差差差差からからからから算算算算出出出出しししし、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２    削削削削減減減減率率率率 11118888％％％％強強強強になるになるになるになる。。。。またまたまたまた、、、、省省省省エエエエネネネネののののビビビビジョンジョンジョンジョンとしてとしてとしてとして、、、、町町町町民民民民、、、、事業事業事業事業所所所所、、、、学学学学校校校校等等等等でででで４４４４％％％％削削削削減減減減のののの目目目目標標標標をををを立立立立てたてたてたてた。。。。合合合合計計計計 22222222....数数数数％％％％になるがになるがになるがになるが、、、、田田田田舎舎舎舎のののの町町町町でもでもでもでも少少少少ししししずずずずつつつつＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２    のののの排排排排出出出出ががががふえふえふえふえておりておりておりており、、、、それをそれをそれをそれを差差差差しししし引引引引きききき、、、、2002002002005555 年年年年をめどにをめどにをめどにをめどに国国国国のののの基基基基準準準準をををを上回上回上回上回るるるる約約約約 12121212....7777％％％％のののの削削削削減減減減をしようとしているをしようとしているをしようとしているをしようとしている。。。。風風風風力力力力発発発発電電電電はははは順順順順調調調調にできているがにできているがにできているがにできているが、、、、省省省省エエエエネネネネ、、、、各各各各家家家家庭庭庭庭、、、、町町町町民民民民のののの中中中中でどのようにでどのようにでどのようにでどのように実現実現実現実現していくかがしていくかがしていくかがしていくかが課課課課題題題題であるであるであるである。。。。        加加加加藤藤藤藤代代代代表表表表        すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい話話話話であるであるであるである。。。。日本日本日本日本全全全全体体体体ではではではでは６６６６％％％％カカカカットにットにットにットに苦苦苦苦しんでいるがしんでいるがしんでいるがしんでいるが、、、、既既既既にににに 2002002002005555年年年年のののの段段段段階階階階でででで12121212....7777％％％％カカカカットはもっとットはもっとットはもっとットはもっと知知知知られてもいいられてもいいられてもいいられてもいい。。。。        富士富士富士富士電電電電機機機機赤松赤松赤松赤松部部部部長長長長        加加加加藤藤藤藤さんにさんにさんにさんに伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。環境環境環境環境、、、、社会社会社会社会、、、、経済経済経済経済のののの３３３３側面側面側面側面のののの中中中中にににに、、、、人間人間人間人間のののの豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを社会社会社会社会のののの中中中中にににに加加加加ええええるとるとるとると話話話話がありがありがありがあり、、、、人間的人間的人間的人間的なななな豊豊豊豊かさのかさのかさのかさの公平公平公平公平性性性性がががが気気気気になっているになっているになっているになっている。。。。ググググローバルにローバルにローバルにローバルに言言言言ええええばばばば、、、、先先先先進進進進国国国国がかなりのエがかなりのエがかなりのエがかなりのエネネネネルルルルギギギギーをーをーをーを消費消費消費消費しししし、、、、後進国後進国後進国後進国はははは消費消費消費消費せせせせずずずずにににに豊豊豊豊かでないかでないかでないかでない生生生生活活活活をしているをしているをしているをしている状状状状況況況況ががががあるときにあるときにあるときにあるときに、、、、ググググローバルにローバルにローバルにローバルに見見見見てててて豊豊豊豊かさのかさのかさのかさの公平公平公平公平性性性性をこれからをこれからをこれからをこれから進進進進めていくときにめていくときにめていくときにめていくときに、、、、２２２２年間皆年間皆年間皆年間皆ささささんでんでんでんで検討検討検討検討されたされたされたされた中中中中でででで、、、、何何何何かかかか示示示示唆唆唆唆があればがあればがあればがあれば教教教教ええええていただきたいていただきたいていただきたいていただきたい。。。。        加加加加藤藤藤藤代代代代表表表表        ななななぜぜぜぜ日日日日米米米米でやったかというとでやったかというとでやったかというとでやったかというと、、、、日本日本日本日本とアメリとアメリとアメリとアメリカカカカをををを足足足足しただけでしただけでしただけでしただけでＧＧＧＧＮＮＮＮＰＰＰＰのののの 40404040％％％％になるになるになるになる。。。。日日日日本本本本もアメリもアメリもアメリもアメリカカカカもももも、、、、いいいいずずずずれもれもれもれも残念残念残念残念ながらながらながらながら大大大大量生量生量生量生産産産産、、、、大大大大量消費量消費量消費量消費のののの典典典典型的型的型的型的なななな 20202020 世紀世紀世紀世紀型型型型文文文文明明明明のののの一一一一種種種種のののの成成成成果果果果であるであるであるである。。。。ＧＧＧＧＮＮＮＮＰＰＰＰのののの約約約約 40404040％％％％ということはということはということはということは、、、、非常非常非常非常にににに大大大大ざっざっざっざっぱぱぱぱなななな言言言言いいいい方方方方をするとをするとをするとをすると、、、、地地地地球球球球環環環環
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境境境境にににに約約約約 40404040％％％％インパクトをインパクトをインパクトをインパクトを与与与与ええええているているているている国国国国としてとしてとしてとして、、、、ままままずずずず私私私私たちたちたちたち日日日日米米米米がががが変変変変わることがわることがわることがわることが非常非常非常非常にににに重要重要重要重要であるであるであるである。。。。私私私私たちがたちがたちがたちが変変変変わることによりわることによりわることによりわることにより、、、、今後経済今後経済今後経済今後経済がががが発発発発展展展展していくしていくしていくしていく国国国国々々々々にとっていいにとっていいにとっていいにとっていいモデモデモデモデルにルにルにルになりなりなりなり、、、、それらをそれらをそれらをそれらを通通通通じじじじてててて間間間間接接接接的的的的にににに一一一一種種種種のののの公平公平公平公平性性性性をををを確確確確保保保保できればいいというのができればいいというのができればいいというのができればいいというのが１１１１つであるつであるつであるつである。。。。        もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは、、、、アメリアメリアメリアメリカカカカ社会社会社会社会ではフェアではフェアではフェアではフェアネネネネスススス（（（（公平公平公平公平））））がががが非常非常非常非常にににに大事大事大事大事であるであるであるである。。。。単単単単にににに先先先先進国対進国対進国対進国対途途途途上国上国上国上国だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、アメリアメリアメリアメリカカカカのののの社会社会社会社会のののの中中中中でエクイテでエクイテでエクイテでエクイティィィィーーーー、、、、フェアであることがフェアであることがフェアであることがフェアであることが非常非常非常非常にににに重要重要重要重要であるであるであるである。。。。日日日日米米米米 12121212人人人人ののののチチチチームのームのームのームの中中中中でででで、、、、私私私私たちたちたちたち日本人日本人日本人日本人はははは循環社会循環社会循環社会循環社会はははは経済経済経済経済とととと環境環境環境環境とととと人間社会人間社会人間社会人間社会のバのバのバのバランスがランスがランスがランスが大事大事大事大事だとだとだとだと強調強調強調強調するがするがするがするが、、、、アメリアメリアメリアメリカカカカのののの研究研究研究研究者者者者はバランスをよくはバランスをよくはバランスをよくはバランスをよく理理理理解解解解したしたしたした上上上上でででで、、、、フェアフェアフェアフェアネネネネスとスとスとスと公平公平公平公平ささささ、、、、先先先先進国対進国対進国対進国対途途途途上国上国上国上国のののの公平公平公平公平さのさのさのさの問問問問題題題題だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、アメリアメリアメリアメリカカカカのののの社会社会社会社会、、、、先先先先進国進国進国進国のののの中中中中でのでのでのでの公平公平公平公平ささささ、、、、機機機機会会会会のののの問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。日本人日本人日本人日本人はフェアはフェアはフェアはフェアネネネネスやスやスやスやオオオオポチポチポチポチュュュュニニニニテテテティィィィーはーはーはーは余余余余りりりり強調強調強調強調しなしなしなしないといといといと思思思思うがうがうがうが、、、、それがそれがそれがそれが非常非常非常非常にににに強調強調強調強調されるされるされるされる。。。。あとあとあとあと二二二二、、、、三三三三カカカカ月月月月でででで成成成成果物果物果物果物をををを公表公表公表公表するのでするのでするのでするので見見見見ていたていたていたていただきたいとだきたいとだきたいとだきたいと思思思思うがうがうがうが、、、、循環社会循環社会循環社会循環社会をつくるためにはをつくるためにはをつくるためにはをつくるためには、、、、あるあるあるある１１１１つのことだけをやればいいのではつのことだけをやればいいのではつのことだけをやればいいのではつのことだけをやればいいのではなくなくなくなく、、、、たくさんのことをやらなくてはいたくさんのことをやらなくてはいたくさんのことをやらなくてはいたくさんのことをやらなくてはいけないけないけないけない。。。。たくさんのことをやってたくさんのことをやってたくさんのことをやってたくさんのことをやって、、、、結局結局結局結局、、、、最後最後最後最後ははははバランスのとれたバランスのとれたバランスのとれたバランスのとれた社会社会社会社会をつくるしかないをつくるしかないをつくるしかないをつくるしかない。。。。どれかどれかどれかどれか１１１１つスイッつスイッつスイッつスイッチチチチをををを押押押押したらしたらしたらしたら循環循環循環循環になるのでになるのでになるのでになるのではなくはなくはなくはなく、、、、みんながやらなくてはだめでありみんながやらなくてはだめでありみんながやらなくてはだめでありみんながやらなくてはだめであり、、、、それをそれをそれをそれを絵絵絵絵にしてにしてにしてにして循環循環循環循環曼陀羅曼陀羅曼陀羅曼陀羅図図図図をつくったをつくったをつくったをつくった。。。。        いいいいずずずずれにしてもれにしてもれにしてもれにしても、、、、公平公平公平公平さはさはさはさは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なななな観観観観念念念念であるであるであるである。。。。私私私私たちたちたちたち日本日本日本日本のののの社会社会社会社会でもでもでもでも、、、、平平平平均均均均的的的的なななな社会社会社会社会であるとよくであるとよくであるとよくであるとよく言言言言われるしわれるしわれるしわれるし、、、、私私私私もそうもそうもそうもそう思思思思うがうがうがうが、、、、かなりいろんなかなりいろんなかなりいろんなかなりいろんな問問問問題題題題がががが出出出出てきているとてきているとてきているとてきていると思思思思うううう。。。。日本日本日本日本のののの社会社会社会社会のののの中中中中でもでもでもでも公平公平公平公平さはさはさはさは今後今後今後今後、、、、重要重要重要重要になるとになるとになるとになると思思思思うしうしうしうし、、、、途途途途上国上国上国上国とのとのとのとの関係関係関係関係もももも非常非常非常非常にににに重重重重要要要要だとだとだとだと思思思思うううう。。。。        約約約約束束束束のののの時間時間時間時間のののの５５５５時時時時をををを少少少少しししし過過過過ぎぎぎぎたたたた。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミッシのゼロエミッシのゼロエミッシのゼロエミッションのプロジェクトがョンのプロジェクトがョンのプロジェクトがョンのプロジェクトが約約約約８８８８年年年年たちたちたちたち、、、、そのそのそのその間間間間いろいろなことをやってこられたいろいろなことをやってこられたいろいろなことをやってこられたいろいろなことをやってこられた。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学としてはゼロエミッションフォとしてはゼロエミッションフォとしてはゼロエミッションフォとしてはゼロエミッションフォーラムをつくられーラムをつくられーラムをつくられーラムをつくられ、、、、山路山路山路山路さんをさんをさんをさんを会長会長会長会長にににに、、、、谷谷谷谷口口口口さんさんさんさん、、、、荏荏荏荏原製原製原製原製作作作作所所所所のののの藤藤藤藤村村村村さんさんさんさん、、、、日経日経日経日経からからからから千葉千葉千葉千葉商商商商科科科科大学大学大学大学にににに移移移移られたられたられたられた三三三三橋橋橋橋さんさんさんさん等等等等がががが一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命推進推進推進推進されてきたされてきたされてきたされてきた。。。。そのそのそのその一一一一環環環環でででで国連大学高国連大学高国連大学高国連大学高等等等等研究研究研究研究所所所所のののの坂本坂本坂本坂本さんとさんとさんとさんと鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦さんがさんがさんがさんが特特特特にににに自治体自治体自治体自治体にににに着着着着目目目目しししし、、、、自治体自治体自治体自治体のののの方方方方々々々々参参参参加加加加をををを中中中中心心心心にににに過去過去過去過去６６６６回行回行回行回行っっっってきたてきたてきたてきた。。。。そのそのそのその間間間間、、、、本日本日本日本日ごごごご出席出席出席出席のののの岩岩岩岩手手手手県県県県やややや立立立立川川川川町町町町だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、北九州北九州北九州北九州市市市市等等等等いろいろなところいろいろなところいろいろなところいろいろなところからのからのからのからの発表発表発表発表がありがありがありがあり、、、、それらをそれらをそれらをそれらを受受受受けてゼロエミッションのけてゼロエミッションのけてゼロエミッションのけてゼロエミッションのココココンセプトとンセプトとンセプトとンセプトと実実実実際際際際をををを随随随随分分分分勉勉勉勉強強強強してしてしてしてきたときたときたときたと思思思思うううう。。。。本日本日本日本日はははは今年度今年度今年度今年度のののの最最最最終終終終回回回回となりとなりとなりとなり、、、、皆様皆様皆様皆様おおおお聞聞聞聞きのとおりのきのとおりのきのとおりのきのとおりの内容内容内容内容ののののディディディディススススカカカカッショッショッショッションができたンができたンができたンができた。。。。        そしてそしてそしてそして、、、、パパパパネネネネルルルルディディディディススススカカカカッションッションッションッション自体自体自体自体はははは２２２２時間時間時間時間とととと短短短短いいいい時間時間時間時間ではあったがではあったがではあったがではあったが、、、、活活活活字字字字にににに起起起起こしこしこしこしてみるとかなりおもしろいてみるとかなりおもしろいてみるとかなりおもしろいてみるとかなりおもしろい話話話話がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん出出出出てきているとてきているとてきているとてきていると思思思思うううう。。。。エエエエココココママママニニニニュフュフュフュファァァァククククチチチチャリンャリンャリンャリンググググ、、、、エエエエココココフラッフラッフラッフラッググググ等等等等すばらしいアイすばらしいアイすばらしいアイすばらしいアイデデデデアがあったアがあったアがあったアがあった。。。。自治体自治体自治体自治体としてもいろいろとしてもいろいろとしてもいろいろとしてもいろいろ挑挑挑挑戦戦戦戦しししし、、、、町町町町はははは町町町町でででで町町町町長長長長さんをさんをさんをさんを筆筆筆筆頭頭頭頭にににに頑頑頑頑張張張張られられられられ、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん国国国国のののの環境省環境省環境省環境省、、、、経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省もそれもそれもそれもそれぞぞぞぞれれれれ大変大変大変大変なななな努力努力努力努力をされていることをおをされていることをおをされていることをおをされていることをお聞聞聞聞きいただけたときいただけたときいただけたときいただけたと思思思思うううう。。。。つたないつたないつたないつたない司会司会司会司会でででで大変大変大変大変恐恐恐恐縮縮縮縮でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方、、、、これをまたこれをまたこれをまたこれをまた１１１１つのつのつのつの参参参参考考考考にににに、、、、さらにさらにさらにさらに日本日本日本日本のののの社会社会社会社会がゼロエミッションがゼロエミッションがゼロエミッションがゼロエミッション、、、、循環社会循環社会循環社会循環社会にににに進進進進んでいけんでいけんでいけんでいければとればとればとればと思思思思うううう。。。。        冒冒冒冒頭頭頭頭にににに山路山路山路山路さんからさんからさんからさんから、、、、一一一一体日本体日本体日本体日本でででで誇誇誇誇れるものでれるものでれるものでれるもので何何何何がががが残残残残っていくのかっていくのかっていくのかっていくのか。。。。例例例例ええええばばばば中国中国中国中国等等等等とのとのとのとの競争競争競争競争のののの中中中中でででで負負負負けていったとしてもけていったとしてもけていったとしてもけていったとしても、、、、残残残残るものはるものはるものはるものは何何何何なのかなのかなのかなのか。。。。残残残残るものはるものはるものはるものは技術技術技術技術、、、、制制制制度度度度にににに裏裏裏裏打打打打ちちちちされたされたされたされた循環社会循環社会循環社会循環社会、、、、そしてそしてそしてそして安安安安全全全全でででで持持持持続可能続可能続可能続可能なななな社会社会社会社会をつくっていくをつくっていくをつくっていくをつくっていく。。。。しかもしかもしかもしかも文文文文化的化的化的化的、、、、美美美美意識意識意識意識かかかからららら見見見見てもリッてもリッてもリッてもリッチチチチなななな社会社会社会社会をつくっていくことはをつくっていくことはをつくっていくことはをつくっていくことは大変大変大変大変すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい日本日本日本日本のののの世世世世界界界界にににに対対対対するするするする貢献貢献貢献貢献だとだとだとだと思思思思うううう。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学がイがイがイがイニニニニシアシアシアシアチブチブチブチブをとられたをとられたをとられたをとられた努力努力努力努力がますますがますますがますますがますます実実実実をををを結結結結ぶぶぶぶことをことをことをことを私私私私もももも期期期期待待待待しながしながしながしながらららら、、、、私自私自私自私自身身身身もメンバーのもメンバーのもメンバーのもメンバーの１１１１人人人人としてとしてとしてとして頑頑頑頑張張張張ってってってっていきたいいきたいいきたいいきたい。。。。    
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    皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、ごごごご参参参参加加加加、、、、ごごごご協協協協力力力力ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。パパパパネネネネリストのリストのリストのリストの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        ココココーーーーディネディネディネディネーターのーターのーターのーターの加加加加藤藤藤藤さんにはすばらしいまとめをさんにはすばらしいまとめをさんにはすばらしいまとめをさんにはすばらしいまとめを皆皆皆皆さんにごさんにごさんにごさんにご披露披露披露披露いただきいただきいただきいただき、、、、パパパパネネネネララララーのーのーのーの皆様皆様皆様皆様おおおお１１１１人人人人おおおお１１１１人人人人にもうにもうにもうにもう１１１１度改度改度改度改めてめてめてめて拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        ２２２２つつつつほほほほどどどど報告報告報告報告させていただきたいさせていただきたいさせていただきたいさせていただきたい。。。。５５５５月月月月 11117777日日日日、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの年年年年次次次次大会大会大会大会をををを本本本本部部部部３３３３階階階階のののの会場会場会場会場でででで行行行行うううう。。。。本日本日本日本日のののの会合会合会合会合はははは、、、、ゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムの研究会研究会研究会研究会のののの一一一一環環環環としてとしてとしてとして７７７７回目回目回目回目、、、、２２２２つのつのつのつの研究会研究会研究会研究会をををを無無無無事事事事にににに終終終終了了了了することができすることができすることができすることができ、、、、私私私私どものどものどものどもの平平平平成成成成 11113333年度年度年度年度のののの自治体自治体自治体自治体のののの研研研研究会究会究会究会はこれはこれはこれはこれでででで終終終終了了了了となるとなるとなるとなる。。。。５５５５月月月月 11117777日日日日のゼロエミッションののゼロエミッションののゼロエミッションののゼロエミッションの総総総総会会会会にはにはにはには、、、、フォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの会会会会員員員員のののの皆様以皆様以皆様以皆様以外外外外のののの方方方方にもにもにもにもぜひぜひぜひぜひごごごご参参参参加加加加いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。        ２２２２つつつつ目目目目はははは、、、、本本本本部部部部からからからから高高高高等等等等研究研究研究研究所所所所のののの歴史歴史歴史歴史のののの中中中中でででで、、、、2000200020002000 年年年年４４４４月月月月にゼロエミッションフォーラにゼロエミッションフォーラにゼロエミッションフォーラにゼロエミッションフォーラムがムがムがムが立立立立ちちちち上上上上がったがったがったがった。。。。このこのこのこの会場会場会場会場にいらっしにいらっしにいらっしにいらっしゃゃゃゃるるるる皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも、、、、これまでこれまでこれまでこれまで横断横断横断横断的的的的なななな意見交換意見交換意見交換意見交換がなかがなかがなかがなかなかできないなかできないなかできないなかできない中中中中でででで、、、、縦縦縦縦割割割割りをりをりをりを崩崩崩崩したのがゼロエミッションのしたのがゼロエミッションのしたのがゼロエミッションのしたのがゼロエミッションの強強強強みでありみでありみでありみであり、、、、通通通通産省産省産省産省がいてがいてがいてがいて、、、、環境省環境省環境省環境省がいてがいてがいてがいて、、、、ここにここにここにここに運運運運輸輸輸輸省省省省がいるがいるがいるがいる会議会議会議会議はこれまでなかったはこれまでなかったはこれまでなかったはこれまでなかった。。。。ところがところがところがところが、、、、ゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッションのンのンのンの会議会議会議会議はははは、、、、縦縦縦縦割割割割りのりのりのりの社会社会社会社会をいいをいいをいいをいい形形形形ででででネネネネットワークさせることがかなりットワークさせることがかなりットワークさせることがかなりットワークさせることがかなり実実実実践践践践的的的的にできたにできたにできたにできたググググループではないかループではないかループではないかループではないか。。。。産業界産業界産業界産業界をををを初初初初めめめめＮＮＮＮＰＯ、ＰＯ、ＰＯ、ＰＯ、学学学学生生生生のののの皆皆皆皆さんをさんをさんをさんを含含含含めめめめ、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろなググググループのループのループのループの皆皆皆皆さんたちとさんたちとさんたちとさんたちと同同同同じじじじ立場立場立場立場でででで意見交換意見交換意見交換意見交換をゼロエミッションををゼロエミッションををゼロエミッションををゼロエミッションを通通通通じじじじてやってこられたとてやってこられたとてやってこられたとてやってこられたと思思思思うううう。。。。フォフォフォフォーラムがーラムがーラムがーラムが立立立立ちちちち上上上上がりがりがりがり、、、、産業界産業界産業界産業界、、、、学会学会学会学会、、、、自治体自治体自治体自治体のののの非常非常非常非常にににに緩緩緩緩やかなやかなやかなやかな連合体連合体連合体連合体のののの中中中中でででで啓啓啓啓蒙蒙蒙蒙活動活動活動活動をををを行行行行ってきたってきたってきたってきた。。。。        これもこれもこれもこれも機機機機がががが熟熟熟熟しししし、、、、そろそろそろそろそろそろそろそろ本体本体本体本体とととと一一一一体化体化体化体化してフォーラムのしてフォーラムのしてフォーラムのしてフォーラムの中中中中でででで行行行行おうとおうとおうとおうと決決決決定定定定がありがありがありがあり、、、、坂坂坂坂本本本本とととと私私私私もいもいもいもいずずずずれれれれ本本本本部部部部にににに帰帰帰帰るるるる手手手手続続続続をしているをしているをしているをしている。。。。高高高高等等等等研究研究研究研究所所所所でのでのでのでの活動活動活動活動はははは本日本日本日本日がががが最後最後最後最後になりになりになりになり、、、、５５５５月月月月 11117777日日日日のののの総総総総会前後会前後会前後会前後までにはまでにはまでにはまでには新新新新体体体体制制制制にににに変変変変わることをわることをわることをわることを皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに報告報告報告報告しししし、、、、高高高高等等等等研究研究研究研究所所所所にもいろいにもいろいにもいろいにもいろいろろろろなななな活動活動活動活動があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、これまでどおりこれまでどおりこれまでどおりこれまでどおり気気気気軽軽軽軽におにおにおにお出出出出ましいただくとましいただくとましいただくとましいただくと同同同同時時時時にににに、、、、国連大学本国連大学本国連大学本国連大学本部部部部でででであるゼロエミッションフォーラムもあるゼロエミッションフォーラムもあるゼロエミッションフォーラムもあるゼロエミッションフォーラムも今後今後今後今後ますますますますますますますます繁繁繁繁栄栄栄栄しししし、、、、皆皆皆皆さんとともにさんとともにさんとともにさんとともに継継継継続続続続していきたしていきたしていきたしていきたいといといといと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、今後今後今後今後もごもごもごもご指指指指導導導導、、、、ごごごご鞭撻鞭撻鞭撻鞭撻をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        本日本日本日本日はどうもありがとうございましたはどうもありがとうございましたはどうもありがとうございましたはどうもありがとうございました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））                                                                                                                            文文文文責責責責    国連大学高国連大学高国連大学高国連大学高等等等等研究研究研究研究所所所所    坂本坂本坂本坂本憲憲憲憲一一一一    萬木慶萬木慶萬木慶萬木慶子子子子                                                
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４４４４－－－－２２２２    研究会研究会研究会研究会ⅡⅡⅡⅡ・・・・環境学習環境学習環境学習環境学習とととと市民意識市民意識市民意識市民意識のののの改革第改革第改革第改革第１１１１回回回回ワークショプワークショプワークショプワークショプ    議事録議事録議事録議事録        
国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム    

    

研究会研究会研究会研究会ⅡⅡⅡⅡ    環境学習環境学習環境学習環境学習とととと市民意識市民意識市民意識市民意識のののの改革改革改革改革    

第第第第１１１１回回回回ワークショップワークショップワークショップワークショップ    

    日日日日                時時時時：：：：２００１２００１２００１２００１年年年年１０１０１０１０月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（水水水水））））        １３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１７１７１７１７時時時時    場場場場                所所所所：：：：国連大学高等研究所国連大学高等研究所国連大学高等研究所国連大学高等研究所        １１１１階階階階セミナールームセミナールームセミナールームセミナールーム    発表者発表者発表者発表者：：：：①①①①総務省自治大学校総務省自治大学校総務省自治大学校総務省自治大学校            副校長副校長副校長副校長                                        山谷山谷山谷山谷        成夫成夫成夫成夫    氏氏氏氏                                        ②②②②環境省官房総務課環境省官房総務課環境省官房総務課環境省官房総務課            国会連絡調整官国会連絡調整官国会連絡調整官国会連絡調整官        川上川上川上川上        毅毅毅毅        氏氏氏氏                                    ③③③③東京都世田谷区清掃東京都世田谷区清掃東京都世田谷区清掃東京都世田谷区清掃・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル部部部部                                                                                                                                                        ごみごみごみごみ減量課計画担当減量課計画担当減量課計画担当減量課計画担当        係長係長係長係長                松下松下松下松下    洋章洋章洋章洋章        氏氏氏氏    
    

    司会司会司会司会    ((((坂本坂本坂本坂本))))            各各各各位位位位にはごにはごにはごにはご多忙多忙多忙多忙のところのところのところのところ、、、、またこのまたこのまたこのまたこの雨雨雨雨にもかかわらにもかかわらにもかかわらにもかかわらずずずず、、、、ごごごご出席出席出席出席をををを頂頂頂頂きましたことにきましたことにきましたことにきましたことに大変大変大変大変感感感感謝謝謝謝いたしますいたしますいたしますいたします。。。。            今年今年今年今年のののの始始始始めからめからめからめから数数数数ヶヶヶヶ月月月月、、、、自治体自治体自治体自治体のののの方方方方々々々々とごとごとごとご相相相相談談談談のののの結結結結果果果果、、、、2222つのつのつのつの研究会研究会研究会研究会をををを設定設定設定設定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。1111 つのつのつのつの研究会研究会研究会研究会はははは「「「「リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進」」」」でででで、、、、1111 回目回目回目回目はははは 9999 月月月月 14141414 日日日日にににに開開開開催催催催。。。。研究会研究会研究会研究会２２２２はリサイクルはリサイクルはリサイクルはリサイクル推進推進推進推進をををを確確確確実実実実なものにするためのなものにするためのなものにするためのなものにするための、、、、社会社会社会社会におけるにおけるにおけるにおける精神精神精神精神的的的的なななな基基基基盤盤盤盤作作作作りというりというりというりというべべべべきテーマできテーマできテーマできテーマで、「、「、「、「環環環環境学習境学習境学習境学習とととと市民意識市民意識市民意識市民意識のののの改革改革改革改革」」」」というテーマにさせてというテーマにさせてというテーマにさせてというテーマにさせて頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。本日本日本日本日はははは 3333 名名名名のののの講師講師講師講師のののの方方方方をおをおをおをお迎迎迎迎ええええしししし、、、、ごごごご講講講講演演演演をををを頂頂頂頂くことといたしますくことといたしますくことといたしますくことといたします。。。。3333 名名名名のののの講師講師講師講師のののの皆様皆様皆様皆様においてはおにおいてはおにおいてはおにおいてはお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、おいでおいでおいでおいで頂頂頂頂いたことにいたことにいたことにいたことに感感感感謝謝謝謝いたしますいたしますいたしますいたします。。。。尚尚尚尚、、、、このこのこのこの研究会研究会研究会研究会はははは来来来来年年年年のののの 3333 月月月月までまでまでまで２２２２テーマともテーマともテーマともテーマとも各各各各 4444 回回回回、、、、ああああわせてわせてわせてわせて合合合合計計計計８８８８回回回回のワークショップをのワークショップをのワークショップをのワークショップを予予予予定定定定しているしているしているしている。。。。残残残残りりりり 6666 回回回回のワークショップにのワークショップにのワークショップにのワークショップに皆様皆様皆様皆様のののの積積積積極極極極的的的的なななな参参参参加加加加をおをおをおをお待待待待ちしていますちしていますちしていますちしています。。。。        山山山山谷谷谷谷副副副副校校校校長長長長            皆様皆様皆様皆様のののの前前前前でででで、、、、講講講講演演演演させてさせてさせてさせて頂頂頂頂くことをくことをくことをくことを大変大変大変大変光光光光栄栄栄栄にににに思思思思いますいますいますいます。。。。本日本日本日本日はははは自治体自治体自治体自治体職職職職員員員員のののの方方方方、、、、民間民間民間民間企業企業企業企業のののの方方方方などなどなどなど、、、、色色色色々々々々なななな方方方方がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃっていますがっていますがっていますがっていますが、、、、自治体自治体自治体自治体職職職職員員員員以以以以外外外外のののの方方方方はははは、、、、自治大学自治大学自治大学自治大学校校校校といってもなといってもなといってもなといってもなじじじじみがないかとみがないかとみがないかとみがないかと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。自治大学自治大学自治大学自治大学校校校校はははは総総総総務務務務省省省省、、、、旧旧旧旧自治省自治省自治省自治省のののの機機機機関関関関でででで、、、、都都都都道道道道府県府県府県府県､､､､市市市市町村町村町村町村などのなどのなどのなどの自治体自治体自治体自治体職職職職員員員員のののの研研研研修修修修機機機機関関関関ですですですです。。。。私私私私ははははふふふふだんはだんはだんはだんは、、、、自治体自治体自治体自治体職職職職員員員員のののの方方方方をををを相手相手相手相手にににに授授授授業業業業をしていますをしていますをしていますをしています。。。。            配付配付配付配付したレジュメのタイトルをしたレジュメのタイトルをしたレジュメのタイトルをしたレジュメのタイトルを「「「「地地地地方方方方分分分分権権権権改革改革改革改革とととと住住住住民参民参民参民参加加加加」」」」としているとしているとしているとしている。「。「。「。「市民参市民参市民参市民参加加加加」」」」とととといういういういう言言言言葉葉葉葉のののの使使使使いいいい方方方方もあるもあるもあるもある。。。。研究研究研究研究者者者者のののの中中中中にはにはにはには「「「「市民市民市民市民とととと住住住住民民民民というというというという言言言言葉葉葉葉ではではではでは意意意意味味味味するするするする概念概念概念概念がががが違違違違うううう」」」」とととと主主主主張張張張するするするする方方方方もいるがもいるがもいるがもいるが、、、、ここではそのここではそのここではそのここではその議議議議論論論論にはにはにはには深深深深入入入入りしないりしないりしないりしない。。。。私私私私としてはとしてはとしてはとしては「「「「住住住住民民民民」」」」とととといういういういう言言言言葉葉葉葉でででで統一統一統一統一してしてしてして使使使使っているっているっているっている。。。。    
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    このこのこのこの４４４４月月月月にににに小小小小泉泉泉泉内内内内閣閣閣閣がががが発発発発足足足足しししし「「「「聖聖聖聖域域域域なきなきなきなき改革改革改革改革」」」」というというというという公公公公約約約約をををを主主主主張張張張されされされされ、、、、夏夏夏夏のののの参議参議参議参議院院院院選挙選挙選挙選挙でもでもでもでも圧圧圧圧倒倒倒倒的的的的なななな支持率支持率支持率支持率をををを得得得得たたたた。。。。これはこれはこれはこれは国民国民国民国民がががが改革改革改革改革ということをということをということをということを望望望望んでいるんでいるんでいるんでいる結結結結果果果果のののの表表表表れではなれではなれではなれではないかといかといかといかと思思思思うううう。。。。日本日本日本日本のののの経済社会経済社会経済社会経済社会はバはバはバはバブブブブルルルル経済経済経済経済崩崩崩崩壊壊壊壊後後後後、、、、現現現現在在在在にににに至至至至るまでるまでるまでるまで閉閉閉閉塞塞塞塞状状状状態態態態にありにありにありにあり、「、「、「、「失失失失わわわわれたれたれたれた 10101010年年年年」」」」とととと言言言言われたりしているわれたりしているわれたりしているわれたりしている。。。。前前前前のののの２２２２つのつのつのつの内内内内閣閣閣閣はははは「「「「足足足足元元元元のののの景景景景気気気気回回回回復復復復がががが大事大事大事大事であるであるであるである」」」」とととということからいうことからいうことからいうことから、、、、従来従来従来従来型型型型のののの財政政策財政政策財政政策財政政策のとおりのとおりのとおりのとおり公公公公共共共共事業事業事業事業費費費費のののの増増増増加加加加とととと減税減税減税減税をををを行行行行ってきたってきたってきたってきた。。。。一一一一方方方方、、、、小小小小泉泉泉泉内内内内閣閣閣閣はははは「「「「構造構造構造構造改革改革改革改革なくしてなくしてなくしてなくして景景景景気気気気回回回回復復復復なしなしなしなし」」」」ををををモモモモットーにットーにットーにットーに、、、、構造構造構造構造改革改革改革改革をををを取取取取りりりり組組組組もうともうともうともうと動動動動きききき出出出出しししし、、、、今今今今のののの時時時時点点点点ではではではでは国民国民国民国民のののの大大大大きなきなきなきな支持支持支持支持をををを得得得得ているているているている。「。「。「。「改革改革改革改革」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉がががが一一一一つのつのつのつのキキキキーワーーワーーワーーワードドドドになっているになっているになっているになっている。。。。        小小小小泉首泉首泉首泉首相相相相はははは所信所信所信所信表明表明表明表明演演演演説説説説のののの中中中中でででで「「「「民間民間民間民間にできることはにできることはにできることはにできることは民間民間民間民間にににに委委委委ねねねね、、、、地地地地方方方方にできることはにできることはにできることはにできることは地地地地方方方方にににに委委委委ねねねねるるるる」」」」というというというというキキキキャッャッャッャッチチチチフレーフレーフレーフレーズズズズをををを掲掲掲掲げているげているげているげている。「。「。「。「民間民間民間民間にできることはにできることはにできることはにできることは民間民間民間民間にににに委委委委ねねねねるるるる」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉のののの中中中中にはにはにはには色色色色々々々々なななな意意意意味味味味がががが含含含含まれているがまれているがまれているがまれているが、、、、そのそのそのその中中中中にはにはにはには「「「「住住住住民民民民あるいはあるいはあるいはあるいは市民活市民活市民活市民活動動動動によりできることはによりできることはによりできることはによりできることは、、、、彼彼彼彼らにらにらにらに任任任任せればせればせればせれば良良良良いいいい」」」」ということもあるとということもあるとということもあるとということもあると思思思思うううう。。。。国国国国やややや自治体自治体自治体自治体といといといというううう役役役役所所所所がががが税金税金税金税金をををを費費費費やしてやしてやしてやして事事事事細細細細かなかなかなかな行政行政行政行政サーサーサーサービビビビスをするよりはスをするよりはスをするよりはスをするよりは、、、、住住住住民民民民のののの自主的自主的自主的自主的なななな行動行動行動行動にににに任任任任せせせせるるるるべべべべきだということもあるではないかきだということもあるではないかきだということもあるではないかきだということもあるではないか。。。。今回今回今回今回のフォーラムのテーマはのフォーラムのテーマはのフォーラムのテーマはのフォーラムのテーマは、、、、まさにこのことをまさにこのことをまさにこのことをまさにこのことを指指指指しているとしているとしているとしていると思思思思うううう。。。。        「「「「地地地地方方方方にできることはにできることはにできることはにできることは地地地地方方方方にににに委委委委ねねねねるるるる」」」」とはとはとはとは、、、、ままままさにさにさにさに「「「「地地地地方方方方分分分分権権権権」」」」をををを意意意意味味味味しているしているしているしている。。。。国国国国のののの省省省省庁庁庁庁がががが行行行行なってきたことをなってきたことをなってきたことをなってきたことを、、、、県県県県庁庁庁庁あるいはあるいはあるいはあるいは市市市市役役役役所所所所やややや区区区区役役役役所所所所にににに任任任任せようということであるせようということであるせようということであるせようということである。。。。地地地地方方方方分分分分権権権権改革改革改革改革とはとはとはとは、、、、日本日本日本日本がががが近代近代近代近代国国国国家家家家をををを目指目指目指目指したしたしたした明明明明治治治治維新維新維新維新のののの様様様様々々々々なななな改革改革改革改革、、、、そしてそしてそしてそして戦戦戦戦後後後後、、、、民主民主民主民主国国国国家家家家としてとしてとしてとして再再再再出出出出発発発発したしたしたした戦戦戦戦後改革後改革後改革後改革にににに続続続続くくくく、、、、第第第第三三三三のののの改革改革改革改革のののの一一一一環環環環であるとであるとであるとであると位位位位置置置置付付付付けられているけられているけられているけられている。。。。そのそのそのその地地地地方方方方分分分分権権権権改革改革改革改革がががが目指目指目指目指すものはすものはすものはすものは何何何何かということだがかということだがかということだがかということだが、、、、今今今今までのまでのまでのまでの我我我我がががが国国国国のののの行政行政行政行政はははは、、、、中中中中央央央央集集集集権権権権的的的的なやりなやりなやりなやり方方方方であったかとであったかとであったかとであったかと言言言言ええええるるるる。。。。すなわちすなわちすなわちすなわち、「、「、「、「国国国国→→→→都都都都道道道道府県府県府県府県→→→→市市市市区区区区町村町村町村町村→→→→住住住住民民民民」」」」というというというという縦縦縦縦割割割割りりりり的的的的、、、、上上上上下下下下関係関係関係関係のののの行政行政行政行政システムによるシステムによるシステムによるシステムによる社会社会社会社会であったであったであったであった。。。。国国国国のののの省省省省庁庁庁庁がががが決決決決めたことはめたことはめたことはめたことは県県県県庁庁庁庁をををを通通通通じじじじ、、、、市市市市役役役役所所所所あるいはあるいはあるいはあるいは区区区区役役役役所所所所にににに伝達伝達伝達伝達されされされされ、、、、そこのそこのそこのそこの仕仕仕仕事事事事としてとしてとしてとして行行行行われわれわれわれ、、、、住住住住民民民民にににに対対対対してしてしてして「「「「行政行政行政行政にににに協協協協力力力力するようするようするようするよう」」」」とととと半半半半ばばばば強制強制強制強制的的的的にあるいはにあるいはにあるいはにあるいは指指指指導導導導的的的的にににに実実実実施施施施されるされるされるされる。。。。これがこれがこれがこれが中中中中央央央央集集集集権権権権型社会型社会型社会型社会のののの構構構構造造造造であったであったであったであった。。。。これはこれはこれはこれは日本日本日本日本がががが欧米欧米欧米欧米先先先先進国進国進国進国にににに追追追追いつけいつけいつけいつけ追追追追いいいい越越越越せというせというせというせという、、、、大大大大きなきなきなきな目目目目標標標標やおやおやおやお手手手手本本本本ががががあったあったあったあった時時時時代代代代にはにはにはには意意意意味味味味のあるのあるのあるのある行政行政行政行政システムであったとシステムであったとシステムであったとシステムであったと評価評価評価評価できるできるできるできる。。。。現現現現在在在在のようにのようにのようにのように日本日本日本日本がががが経済経済経済経済大国大国大国大国になりになりになりになり、、、、市民市民市民市民のののの生生生生活活活活水水水水準準準準はははは向上向上向上向上しししし、、、、意識意識意識意識もももも成成成成熟熟熟熟化化化化しているしているしているしている段段段段階階階階においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、全全全全国国国国のののの市市市市町村町村町村町村、、、、あるいはそこのあるいはそこのあるいはそこのあるいはそこの住住住住民民民民にににに画画画画一一一一的的的的なななな行政行政行政行政サーサーサーサービビビビスをスをスをスを行行行行うことはうことはうことはうことは、、、、大変非大変非大変非大変非効率効率効率効率であるであるであるである。。。。地地地地域域域域によってによってによってによって行政行政行政行政ニニニニーーーーズズズズのののの差差差差ががががあるしあるしあるしあるし、、、、住住住住民民民民もももも一一一一人人人人ひひひひとりがとりがとりがとりが色色色色々々々々なななな考考考考ええええをををを持持持持っているっているっているっている。。。。そうそうそうそういったいったいったいった中中中中でででで、、、、中中中中央央央央集集集集権権権権的的的的なやりなやりなやりなやり方方方方をするというのはをするというのはをするというのはをするというのは今今今今のののの時時時時代代代代にはそにはそにはそにはそぐぐぐぐわないとわないとわないとわないと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。        またまたまたまた、、、、戦戦戦戦後後後後 55550000年経年経年経年経っておりっておりっておりっており、、、、戦戦戦戦後後後後のシステムはのシステムはのシステムはのシステムは時時時時代代代代にににに合合合合わなくなっているといわなくなっているといわなくなっているといわなくなっているといええええるるるる。。。。更更更更にににに日本日本日本日本がががが国国国国際際際際社会社会社会社会でででで、、、、大大大大きなきなきなきな位位位位置置置置をををを占占占占めているめているめているめている今日今日今日今日、、、、中中中中央央央央省省省省庁庁庁庁はははは国国国国家家家家間間間間のののの関係関係関係関係においてにおいてにおいてにおいて解解解解決決決決すすすすべべべべききききググググローバルなローバルなローバルなローバルな課課課課題題題題にににに取取取取りりりり組組組組むべむべむべむべきであるきであるきであるきである。。。。霞霞霞霞ヶヶヶヶ関関関関のののの役役役役所所所所がががが、、、、地域地域地域地域にににに任任任任せるせるせるせるべべべべきこきこきこきことまでかかわっているととまでかかわっているととまでかかわっているととまでかかわっていると、、、、国国国国際際際際的的的的なななな対対対対応応応応にににに立立立立ちちちち後後後後れてしまうのではないかれてしまうのではないかれてしまうのではないかれてしまうのではないか。。。。地域地域地域地域にににに任任任任せるせるせるせることはことはことはことは県県県県庁庁庁庁・・・・市市市市役役役役所所所所にににに任任任任せることによってせることによってせることによってせることによって、、、、日本日本日本日本全全全全体体体体のののの行政行政行政行政システムがシステムがシステムがシステムがググググローバリゼーシローバリゼーシローバリゼーシローバリゼーションにョンにョンにョンに対対対対応応応応できるのではないかできるのではないかできるのではないかできるのではないか。。。。        日本日本日本日本にはにはにはには 44447777都都都都道道道道府県府県府県府県、、、、3333200200200200 余余余余りのりのりのりの市市市市町村町村町村町村がありがありがありがあり、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ地域地域地域地域がががが異異異異なっておりなっておりなっておりなっており、、、、住住住住民民民民のののの暮暮暮暮らしらしらしらしぶぶぶぶりもりもりもりも変変変変わっているわっているわっているわっている。。。。全全全全国画国画国画国画一一一一的的的的なななな行政行政行政行政サーサーサーサービビビビスをスをスをスを行行行行うよりうよりうよりうより、、、、地域地域地域地域ごとにごとにごとにごとに政策政策政策政策をををを決決決決定定定定しししし実実実実施施施施していくことのしていくことのしていくことのしていくことの方方方方がががが、、、、効率効率効率効率的的的的でありでありでありであり効果効果効果効果的的的的でありでありでありであり、、、、住住住住民民民民にとってもにとってもにとってもにとっても役役役役所所所所にとってにとってにとってにとってもももも良良良良いといといといと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。そういったそういったそういったそういった観点観点観点観点からからからから、、、、地地地地方方方方分分分分権権権権はははは必要必要必要必要であるとであるとであるとであると言言言言ええええるるるる。。。。分分分分権権権権型社会型社会型社会型社会でででで
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はははは国国国国、、、、都都都都道道道道府県府県府県府県、、、、市市市市区区区区町村町村町村町村がががが協協協協力力力力・・・・対対対対等等等等のののの関係関係関係関係になるになるになるになる。。。。いわばいわばいわばいわば横横横横のののの相相相相互互互互関係関係関係関係になるになるになるになる。。。。このこのこのこの場合場合場合場合、、、、住住住住民民民民はそれはそれはそれはそれぞぞぞぞれのれのれのれの主主主主権権権権者者者者としてそのとしてそのとしてそのとしてその上上上上にににに位位位位置置置置づづづづけられることになるけられることになるけられることになるけられることになる。。。。        このようなこのようなこのようなこのような地地地地方方方方分分分分権権権権改革改革改革改革をををを目指目指目指目指しししし「「「「地地地地方方方方分分分分権権権権一一一一括括括括法法法法」」」」がががが昨年昨年昨年昨年４４４４月月月月にににに施施施施行行行行されているされているされているされている。。。。自自自自治体治体治体治体職職職職員員員員のののの方方方方々々々々はははは、、、、このことについてはよくごこのことについてはよくごこのことについてはよくごこのことについてはよくご存存存存知知知知のことだとのことだとのことだとのことだと思思思思うううう。。。。しかししかししかししかし、、、、実実実実際際際際携携携携わっわっわっわっているているているている仕仕仕仕事事事事においてにおいてにおいてにおいて何何何何がががが変変変変わったかわったかわったかわったか振振振振りりりり返返返返ってみるとってみるとってみるとってみると、、、、たたたたぶぶぶぶんんんん大多大多大多大多数数数数のののの方方方方はははは「「「「何何何何もももも変変変変わっわっわっわっていないていないていないていない」」」」とととと思思思思われているだろうわれているだろうわれているだろうわれているだろう。。。。自治体自治体自治体自治体職職職職員員員員以以以以外外外外のののの方方方方はははは、、、、このようなこのようなこのようなこのような法法法法律律律律がががが施施施施行行行行されたされたされたされたことすらことすらことすらことすら知知知知らないらないらないらない方方方方もももも多多多多いといといといと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。法法法法律律律律はははは施施施施行行行行されたがされたがされたがされたが、、、、目指目指目指目指したしたしたした地地地地方方方方分分分分権権権権改革改革改革改革といといといというううう理念理念理念理念はまだはまだはまだはまだ実現実現実現実現されていないのがされていないのがされていないのがされていないのが実実実実情情情情ではないかではないかではないかではないか。「。「。「。「地地地地方方方方分分分分権権権権一一一一括括括括法法法法」」」」すなわちすなわちすなわちすなわち「「「「地地地地方方方方分分分分権権権権のののの推進推進推進推進をををを図図図図るためのるためのるためのるための関係法関係法関係法関係法律律律律のののの整備等整備等整備等整備等にににに関関関関するするするする法法法法律律律律」」」」はははは既既既既存存存存のののの法法法法律律律律をををを改改改改正正正正するものであするものであするものであするものでありりりり、、、、大大大大きくきくきくきく括括括括るとるとるとると８８８８つのつのつのつの内容内容内容内容があるがあるがあるがある。。。。例例例例ええええばばばば１１１１つめにつめにつめにつめに、、、、理念理念理念理念としてとしてとしてとして国国国国、、、、自治体自治体自治体自治体のののの関係関係関係関係をををを協協協協力力力力対対対対等等等等のものにするためのものにするためのものにするためのものにするため、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの役割分担役割分担役割分担役割分担をををを明確明確明確明確化化化化しているしているしているしている。。。。２２２２つめにはつめにはつめにはつめには今今今今までまでまでまで県県県県知知知知事事事事、、、、市市市市町村町村町村町村長長長長にににに国国国国のののの機機機機関関関関としてとしてとしてとして仕仕仕仕事事事事をををを義義義義務務務務付付付付けていたけていたけていたけていた「「「「機機機機関関関関委委委委任事任事任事任事務制務制務制務制度度度度」」」」をををを廃廃廃廃止止止止したしたしたした。。。。３３３３つめはつめはつめはつめは国国国国がががが許許許許認認認認可可可可などをなどをなどをなどを通通通通じじじじてててて、、、、県県県県やややや市市市市町村町村町村町村のののの仕仕仕仕事事事事にににに口口口口をををを出出出出すというすというすというすという「「「「国国国国のののの関関関関与与与与」」」」につにつにつについてルールをいてルールをいてルールをいてルールを定定定定めるなどしてめるなどしてめるなどしてめるなどして見見見見直直直直しをしをしをしを行行行行なっているなっているなっているなっている。。。。といったようないくつかのといったようないくつかのといったようないくつかのといったようないくつかの制制制制度上度上度上度上のののの改革改革改革改革をををを実現実現実現実現したのがしたのがしたのがしたのが、「、「、「、「地地地地方方方方分分分分権権権権一一一一括括括括法法法法」」」」でででであるあるあるある。。。。平平平平成成成成 12121212年年年年４４４４月月月月にににに制定制定制定制定されたこのされたこのされたこのされたこの法法法法律律律律はははは、、、、国国国国とととと自治体自治体自治体自治体のののの関係関係関係関係をををを変変変変ええええるというるというるというるという観点観点観点観点からのからのからのからの法法法法律律律律であるであるであるである。。。。住住住住民民民民とととと自治体自治体自治体自治体のののの関係関係関係関係についてはについてはについてはについては、、、、このこのこのこの法法法法律律律律ではではではでは制制制制度的度的度的度的なななな改改改改正正正正はなかったはなかったはなかったはなかった。。。。自治体自治体自治体自治体とととと住住住住民民民民のののの関係関係関係関係はどうあるはどうあるはどうあるはどうあるべべべべきかというきかというきかというきかという観点観点観点観点からからからから改革改革改革改革についてはについてはについてはについては今後今後今後今後のののの大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題となっているとなっているとなっているとなっている｡｡｡｡        またまたまたまた、、、、自治体自治体自治体自治体としてとしてとしてとして行政行政行政行政サーサーサーサービビビビスをスをスをスを行行行行うのにうのにうのにうのに必要必要必要必要となるものはとなるものはとなるものはとなるものは、、、、おおおお金金金金であるであるであるである。。。。国国国国とととと自治自治自治自治体体体体がががが法法法法制制制制度上度上度上度上、、、、対対対対等等等等・・・・協協協協力力力力のののの立場立場立場立場になってになってになってになって、、、、自治体自治体自治体自治体にににに仕仕仕仕事事事事をををを任任任任せられてもせられてもせられてもせられても、、、、先先先先立立立立つものがつものがつものがつものがなければなければなければなければ何何何何もももも出出出出来来来来ないというのがないというのがないというのがないというのが現実現実現実現実であるであるであるである。。。。自治体自治体自治体自治体のののの財財財財源源源源をいかにをいかにをいかにをいかに充充充充実実実実、、、、確確確確保保保保していくしていくしていくしていくかというのもかというのもかというのもかというのも大大大大ききききなななな課課課課題題題題であるであるであるである｡｡｡｡国国国国もももも自治体自治体自治体自治体もももも、、、、税税税税収収収収がががが伸伸伸伸びびびび悩悩悩悩んでおりんでおりんでおりんでおり、、、、そのそのそのその一一一一方方方方歳歳歳歳出出出出がががが増増増増ええええているためているためているためているため、、、、現現現現在在在在はははは巨巨巨巨額額額額のののの借借借借金金金金によってによってによってによって財財財財源源源源をををを賄賄賄賄っているのがっているのがっているのがっているのが現状現状現状現状であるであるであるである。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、国国国国のののの財財財財源源源源をををを自治体自治体自治体自治体にににに移移移移そうということにはなかなかならないそうということにはなかなかならないそうということにはなかなかならないそうということにはなかなかならない。。。。自治体自治体自治体自治体のののの収入収入収入収入、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち財財財財源源源源にはにはにはには、、、、色色色色々々々々なものがあるなものがあるなものがあるなものがある。。。。主主主主なものからなものからなものからなものから言言言言うとうとうとうと、、、、ままままずずずず地地地地方方方方税税税税があるがあるがあるがある。。。。住住住住民民民民税税税税、、、、固固固固定定定定資産資産資産資産税税税税などでありなどでありなどでありなどであり、、、、自治体自治体自治体自治体のののの自主的自主的自主的自主的なななな財財財財源源源源、、、、自自自自由由由由にににに使使使使ええええるるるる自前自前自前自前のおのおのおのお金金金金であるであるであるである。。。。しかししかししかししかし、、、、地域地域地域地域にににによってよってよってよって税税税税収収収収のののの格格格格差差差差があるためがあるためがあるためがあるため、、、、それをどうそれをどうそれをどうそれをどう解解解解消消消消していくのかというしていくのかというしていくのかというしていくのかという課課課課題題題題があるがあるがあるがある。。。。次次次次にににに地地地地方方方方交付交付交付交付税税税税があるがあるがあるがある。。。。これはこれはこれはこれは国国国国がががが所所所所得得得得税税税税、、、、法人法人法人法人税税税税、、、、消費消費消費消費税税税税などをなどをなどをなどを国国国国税税税税としてとしてとしてとして徴徴徴徴収収収収しししし、、、、自治体自治体自治体自治体にににに交交交交付付付付するものでするものでするものでするもので、、、、自治体自治体自治体自治体によってによってによってによって財政財政財政財政力力力力にににに差差差差があるためがあるためがあるためがあるため、、、、これをこれをこれをこれを均均均均衡衡衡衡化化化化しししし財財財財源源源源をををを保保保保障障障障するたするたするたするためにあるものであるめにあるものであるめにあるものであるめにあるものである。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、国国国国からのからのからのからの補助補助補助補助金金金金であるであるであるである、、、、公公公公共共共共事業事業事業事業のののの補助補助補助補助金金金金などであるなどであるなどであるなどである。。。。行行行行ううううべべべべきききき事業事業事業事業内容内容内容内容についてについてについてについて事事事事細細細細かにかにかにかに決決決決められているめられているめられているめられている、、、、いわばいわばいわばいわば紐紐紐紐付付付付きのおきのおきのおきのお金金金金であるであるであるである。。。。        このようにこのようにこのようにこのように、、、、地地地地方方方方分分分分権権権権一一一一括括括括法法法法はははは地地地地方方方方分分分分権権権権改革改革改革改革のののの一部分一部分一部分一部分がががが実現実現実現実現されたというだけでされたというだけでされたというだけでされたというだけで、、、、まだまだまだまだ解決解決解決解決すすすすべべべべきききき問問問問題題題題はははは多多多多くくくく残残残残っているっているっているっている｡｡｡｡        さてさてさてさて、、、、もうもうもうもう１１１１つのテーマであるつのテーマであるつのテーマであるつのテーマである「「「「住住住住民自治民自治民自治民自治」「」「」「」「住住住住民参民参民参民参加加加加」」」」についてについてについてについて話話話話をするをするをするをする。。。。地地地地方自治方自治方自治方自治とととというものはいうものはいうものはいうものは２２２２つのつのつのつの要素要素要素要素がががが合合合合わさってわさってわさってわさって成成成成りりりり立立立立つものであつものであつものであつものであるとるとるとると言言言言われているわれているわれているわれている。。。。このこのこのこの２２２２つのつのつのつの要素要素要素要素とはとはとはとは「「「「住住住住民自治民自治民自治民自治」」」」とととと､､､､「「「「団体自治団体自治団体自治団体自治」」」」であるであるであるである。「。「。「。「団体自治団体自治団体自治団体自治」」」」とはとはとはとは「「「「自治体自治体自治体自治体がががが地域地域地域地域行政行政行政行政をををを国国国国からからからからのののの干渉干渉干渉干渉をををを受受受受けけけけずずずず、、、、自自自自分分分分たちのたちのたちのたちの能能能能力力力力とととと責責責責任任任任においてにおいてにおいてにおいて行行行行うううう」」」」というというというという理念理念理念理念でありでありでありであり、「、「、「、「住住住住民自治民自治民自治民自治」」」」ととととはははは、「、「、「、「住住住住民民民民とととと自治体自治体自治体自治体のののの関係関係関係関係においてにおいてにおいてにおいて、、、、自治体自治体自治体自治体のののの行行行行うううう行政行政行政行政についてについてについてについて地域地域地域地域住住住住民民民民がががが参参参参加加加加しししし、、、、そのそのそのその意意意意志志志志にににに基基基基づづづづきききき、、、、行政行政行政行政がががが行行行行われるわれるわれるわれる」」」」というというというという理念理念理念理念であるであるであるである。。。。このこのこのこの双双双双方方方方がががが実現実現実現実現しないとしないとしないとしないと、、、、地地地地方自治方自治方自治方自治、、、、分分分分権権権権社会社会社会社会はははは実現実現実現実現しないしないしないしない。。。。住住住住民民民民とはとはとはとは自治体自治体自治体自治体にとってにとってにとってにとって２２２２つのつのつのつの立場立場立場立場があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、株株株株式式式式
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会社会社会社会社にににに株株株株主主主主がいるようにがいるようにがいるようにがいるように、、、、自治体自治体自治体自治体にもにもにもにも知知知知事事事事やややや議会議議会議議会議議会議員員員員のののの選挙選挙選挙選挙においてにおいてにおいてにおいて一一一一票票票票をををを投投投投じじじじるるるるようなようなようなような株株株株主主主主としてのとしてのとしてのとしての住住住住民民民民、、、、主主主主権権権権者者者者としてのとしてのとしてのとしての住住住住民民民民のののの立場立場立場立場があるがあるがあるがある。。。。もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは、、、、自治体自治体自治体自治体からからからから行政行政行政行政サーサーサーサービビビビスをスをスをスを受受受受けるけるけるける住住住住民民民民のののの立場立場立場立場でありでありでありであり、、、、企業企業企業企業におけるにおけるにおけるにおける顧顧顧顧客客客客のののの立場立場立場立場とととと同同同同じじじじでとでとでとでと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。住住住住民民民民とととと自自自自治体行政治体行政治体行政治体行政がががが連連連連携携携携しようとするしようとするしようとするしようとする場合場合場合場合にににに、、、、住住住住民民民民としてどちらのとしてどちらのとしてどちらのとしてどちらの位位位位置置置置づづづづけなのかということをけなのかということをけなのかということをけなのかということを考考考考ええええることもることもることもることも有有有有益益益益ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。またまたまたまた、、、、政策政策政策政策をををを立立立立案案案案しししし実行実行実行実行していくしていくしていくしていく過過過過程程程程をををを「「「「政策形政策形政策形政策形成成成成サイクルサイクルサイクルサイクル」」」」とととと言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、これにはこれにはこれにはこれには計計計計画画画画をををを作作作作りりりり、、、、予算予算予算予算をををを確確確確保保保保しししし、、、、必要必要必要必要があればがあればがあればがあれば条条条条例例例例をををを制定制定制定制定するというようなするというようなするというようなするというような政策政策政策政策のののの立立立立案案案案がががが行行行行うううう((((PlPlPlPlanananan))))、、、、次次次次にににに事業事業事業事業をををを実行実行実行実行するするするする((((DoDoDoDo))))、、、、そしてそのそしてそのそしてそのそしてその結結結結果果果果がどうであったがどうであったがどうであったがどうであったかをかをかをかを評価評価評価評価するするするする((((SeeSeeSeeSee))))というというというという流流流流れがありれがありれがありれがあり、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの過過過過程程程程、、、、段段段段階階階階においてにおいてにおいてにおいて住住住住民民民民はははは参参参参加加加加していくしていくしていくしていくべべべべきであるときであるときであるときであると思思思思うううう。。。。環境問環境問環境問環境問題題題題でででで言言言言ええええばばばば、、、、計計計計画画画画をををを策策策策定定定定したりしたりしたりしたり条条条条例例例例をををを制定制定制定制定すすすするるるる際際際際にににに住住住住民民民民のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くことはくことはくことはくことは PlPlPlPlananananのののの段段段段階階階階でのでのでのでの住住住住民参民参民参民参加加加加になりになりになりになり、、、、ごみをごみをごみをごみを分別収集分別収集分別収集分別収集するためするためするためするため、、、、自治体自治体自治体自治体のののの決決決決めためためためた方法方法方法方法にににに従従従従ってってってって住住住住民民民民ががががゴゴゴゴミをミをミをミを出出出出すというのがすというのがすというのがすというのが DoDoDoDo のののの段段段段階階階階でのでのでのでの住住住住民参民参民参民参加加加加であるであるであるである。。。。SeeSeeSeeSeeのののの場合場合場合場合のののの住住住住民参民参民参民参加加加加としてはとしてはとしてはとしては、、、、食食食食糧糧糧糧費費費費やややや旅旅旅旅費費費費のののの不不不不正正正正経経経経理理理理についてについてについてについて、、、、住住住住民民民民ががががオオオオンンンンブブブブズズズズマンマンマンマンググググループとしてループとしてループとしてループとして摘摘摘摘発発発発したしたしたした例例例例があげられるがあげられるがあげられるがあげられる。。。。住住住住民参民参民参民参加加加加にはにはにはには多様多様多様多様なななな形形形形態態態態やややや取組取組取組取組みがありみがありみがありみがあり、、、、国国国国のののの制制制制度度度度としてとしてとしてとして画画画画一一一一的的的的にににに住住住住民参民参民参民参加制加制加制加制度度度度をををを作作作作ることはることはることはることは、、、、自治体自治体自治体自治体におけるにおけるにおけるにおける自自自自発発発発的的的的なあるいはなあるいはなあるいはなあるいは多様多様多様多様なななな住住住住民参民参民参民参加加加加をををを結結結結果果果果的的的的にににに規制規制規制規制してしまうのではないかとしてしまうのではないかとしてしまうのではないかとしてしまうのではないかと懸懸懸懸念念念念されるされるされるされる。。。。住住住住民参民参民参民参加加加加はははは自治体自治体自治体自治体とととと住住住住民民民民がががが互互互互いにいにいにいに考考考考ええええ、、、、試試試試行行行行錯誤錯誤錯誤錯誤をををを重重重重ねねねねそれそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域にあったにあったにあったにあった制制制制度度度度設計設計設計設計をしていくのがをしていくのがをしていくのがをしていくのが一番一番一番一番のののの近道近道近道近道だとだとだとだと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。いくつかいくつかいくつかいくつか思思思思いつくいつくいつくいつく住住住住民参民参民参民参加加加加のののの制制制制度度度度をレジュメにリストアップしてみたがをレジュメにリストアップしてみたがをレジュメにリストアップしてみたがをレジュメにリストアップしてみたが、、、、「「「「長長長長・・・・議会議議会議議会議議会議員員員員のののの選挙選挙選挙選挙参参参参与与与与権権権権、、、、各種各種各種各種直直直直接接接接請請請請求求求求権権権権等等等等」」」」やややや「「「「住住住住民民民民監監監監査査査査請請請請求求求求・・・・住住住住民民民民訴訴訴訴訟訟訟訟」」」」はははは法法法法律律律律にににに基基基基づづづづくくくく制制制制度度度度でありでありでありであり、「、「、「、「情報公情報公情報公情報公開開開開制制制制度度度度」」」」はははは各各各各自治体自治体自治体自治体がががが条条条条例例例例をををを作作作作ってってってって自主的自主的自主的自主的にににに制制制制度度度度をををを考考考考ええええたもたもたもたものでありのでありのでありのであり、、、、最最最最近近近近ではではではでは「「「「政策政策政策政策のののの是是是是非非非非をををを問問問問うううう住住住住民民民民投投投投票票票票」」」」もももも各各各各地地地地でででで行行行行なわなわなわなわれるようになっているれるようになっているれるようになっているれるようになっている。。。。またまたまたまた、「、「、「、「条条条条例例例例・・・・計計計計画画画画作作作作りりりりへへへへのののの住住住住民参民参民参民参加加加加」」」」はははは環境問環境問環境問環境問題題題題においてにおいてにおいてにおいて今今今今ではではではでは当然当然当然当然のこととなりつつあのこととなりつつあのこととなりつつあのこととなりつつあるるるる。。。。そのそのそのその他他他他にもパにもパにもパにもパブブブブリックリックリックリックココココメントメントメントメント、、、、パパパパブブブブリックインリックインリックインリックインボボボボルルルルブブブブメントとメントとメントとメントと言言言言われているがわれているがわれているがわれているが、、、、住住住住民民民民がががが計計計計画画画画・・・・条条条条例例例例作作作作りのりのりのりの時時時時にににに意見意見意見意見をををを述述述述べべべべたりたりたりたり、、、、役役役役所所所所とととと住住住住民民民民がががが共共共共同同同同作作作作業業業業でででで計計計計画画画画をををを作作作作っていくとっていくとっていくとっていくということもいうこともいうこともいうことも行行行行われているわれているわれているわれている。。。。このようなこのようなこのようなこのような様様様様々々々々なななな動動動動きはきはきはきは今後今後今後今後さらにさらにさらにさらに活活活活発発発発になっていくとになっていくとになっていくとになっていくと思思思思われわれわれわれるるるる。。。。            行政行政行政行政やややや自治体自治体自治体自治体とととと住住住住民民民民のののの関係関係関係関係のののの概念概念概念概念についてについてについてについて、、、、何人何人何人何人かのかのかのかの研究研究研究研究者者者者がいくつかのがいくつかのがいくつかのがいくつかのモデモデモデモデルをルをルをルを示示示示ししししてててて考考考考察察察察しているしているしているしている。。。。ままままずずずず鳴鳴鳴鳴海海海海先生先生先生先生がががが提提提提唱唱唱唱しているしているしているしているモデモデモデモデルをルをルをルを紹介紹介紹介紹介するするするする。。。。行政行政行政行政とととと市民市民市民市民のののの関係関係関係関係にはにはにはには３３３３つのつのつのつのモデモデモデモデルがありルがありルがありルがあり、、、、１１１１つめはつめはつめはつめは行政行政行政行政からからからから委委委委嘱嘱嘱嘱されされされされ住住住住民民民民がががが協協協協力力力力をするというものでのをするというものでのをするというものでのをするというものでの下下下下請請請請けけけけにににに住住住住民民民民がががが満満満満足足足足するというパターンであるするというパターンであるするというパターンであるするというパターンである。。。。２２２２つめはつめはつめはつめは住住住住民民民民がががが行政行政行政行政にににに色色色色々々々々なななな要要要要求求求求をしをしをしをし、、、、役役役役所所所所ががががこれにこれにこれにこれに応応応応ええええるというものであるるというものであるるというものであるるというものである。。。。本本本本来来来来あるあるあるあるべべべべきききき姿姿姿姿はははは３３３３つめでありつめでありつめでありつめであり、、、、行政行政行政行政とととと市民市民市民市民がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれれれれ自立自立自立自立しながらしながらしながらしながら、、、、緊緊緊緊張張張張とととと協働協働協働協働のののの関係関係関係関係をををを保保保保ちつつちつつちつつちつつ、、、、地域地域地域地域のののの問問問問題題題題をををを解決解決解決解決していくというものであしていくというものであしていくというものであしていくというものであるるるる。。。。３３３３つめのつめのつめのつめのモデモデモデモデルがルがルがルが分分分分権権権権型社会型社会型社会型社会におけるにおけるにおけるにおける行政行政行政行政とととと住住住住民民民民のののの関係関係関係関係といといといといええええるのではないかるのではないかるのではないかるのではないか。。。。次次次次にににに紹介紹介紹介紹介するのがするのがするのがするのが山山山山岡岡岡岡先生先生先生先生のののの概念概念概念概念であるであるであるである。。。。これによるとこれによるとこれによるとこれによると、、、、自治体自治体自治体自治体にはにはにはには市民市民市民市民がががが活動活動活動活動するするするする領域領域領域領域及及及及びびびび行政行政行政行政のののの活動活動活動活動領域領域領域領域というものがありというものがありというものがありというものがあり、、、、それをそれをそれをそれを５５５５つのつのつのつのカカカカテテテテゴゴゴゴリーにリーにリーにリーに区区区区分分分分したものであるしたものであるしたものであるしたものである。。。。１１１１つつつつめのめのめのめのカカカカテテテテゴゴゴゴリーはリーはリーはリーは、、、、住住住住民民民民がががが自自自自らららら対対対対応応応応すすすすべべべべきききき領域領域領域領域でありでありでありであり、、、、それにそれにそれにそれに対対対対しししし行政行政行政行政はははは関関関関わるわるわるわるべべべべきではきではきではきではないというものないというものないというものないというもの。。。。それにそれにそれにそれに相相相相対対対対するするするするカカカカテテテテゴゴゴゴリーはリーはリーはリーは、、、、行政行政行政行政がががが自自自自らららら責責責責任任任任をもってをもってをもってをもって担担担担ううううべべべべきききき領域領域領域領域でででであるというものあるというものあるというものあるというもの。。。。両両両両カカカカテテテテゴゴゴゴリーのリーのリーのリーの中間中間中間中間としてとしてとしてとして行政行政行政行政とととと住住住住民活動民活動民活動民活動がががが対対対対等等等等でででで協協協協力力力力すすすすべべべべきというきというきというきというカカカカテテテテゴゴゴゴリーがリーがリーがリーが存存存存在在在在するするするする。。。。またまたまたまた、、、、市民市民市民市民がががが主体主体主体主体となってそれにとなってそれにとなってそれにとなってそれに行政行政行政行政がががが協協協協力力力力するするするする、、、、逆逆逆逆にににに行政行政行政行政がががが主体主体主体主体となってとなってとなってとなって市民市民市民市民がががが協協協協力力力力するというするというするというするというカカカカテテテテゴゴゴゴリーもあるリーもあるリーもあるリーもある。。。。市民活動市民活動市民活動市民活動とととと行政活動行政活動行政活動行政活動のののの領域領域領域領域というのはというのはというのはというのはこのようにこのようにこのようにこのように類類類類型化型化型化型化されるのではないかされるのではないかされるのではないかされるのではないか。。。。具具具具体的体的体的体的にどういったものがこれにどういったものがこれにどういったものがこれにどういったものがこれにににに当当当当てはまるかをてはまるかをてはまるかをてはまるかを
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研究研究研究研究したものがしたものがしたものがしたものが、、、、三三三三重重重重県県県県がががが作作作作成成成成したしたしたした報告報告報告報告書書書書にあるにあるにあるにある。。。。例例例例ええええばばばば文文文文化化化化振興振興振興振興においてにおいてにおいてにおいて、、、、サークルサークルサークルサークル活活活活動動動動やややや芸芸芸芸術術術術・・・・文文文文化活動化活動化活動化活動においてはにおいてはにおいてはにおいては市民市民市民市民がががが主体主体主体主体となってとなってとなってとなって行行行行ううううべべべべきであるがきであるがきであるがきであるが、、、、活動活動活動活動のののの拠拠拠拠点点点点となるとなるとなるとなるようなようなようなような文文文文化化化化施施施施設設設設をををを作作作作るといったようなるといったようなるといったようなるといったようなハハハハーーーードドドドのののの面面面面にににに関関関関してはしてはしてはしては行政行政行政行政がががが行行行行うううう、、、、といったようなといったようなといったようなといったようなことがことがことがことが表表表表にまとめられているにまとめられているにまとめられているにまとめられている。。。。さらにはさらにはさらにはさらには、、、、こういったこういったこういったこういった具具具具体体体体例例例例のののの中中中中にもにもにもにも住住住住民民民民とととと行政行政行政行政のののの領域領域領域領域がががが流流流流動化動化動化動化しているというしているというしているというしているという傾傾傾傾向向向向もももも見見見見られるようになっているられるようになっているられるようになっているられるようになっている。。。。        このようにこのようにこのようにこのように見見見見てくるとてくるとてくるとてくると、、、、住住住住民民民民とととと行政行政行政行政のののの関係関係関係関係あるいはあるいはあるいはあるいは住住住住民参民参民参民参加加加加がどうあるがどうあるがどうあるがどうあるべべべべきかというこきかというこきかというこきかということはとはとはとは一概一概一概一概にににに決決決決められるものではないしめられるものではないしめられるものではないしめられるものではないし、、、、行政行政行政行政のののの方方方方がそれをがそれをがそれをがそれを画画画画一一一一的的的的にににに決決決決めてしまうとめてしまうとめてしまうとめてしまうと住住住住民民民民かかかからのらのらのらの拒否拒否拒否拒否反反反反応応応応がががが出出出出てくるのではないかとてくるのではないかとてくるのではないかとてくるのではないかと思思思思うううう。。。。そういったそういったそういったそういった意意意意味味味味においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、環境問環境問環境問環境問題題題題におにおにおにおけるけるけるける行政行政行政行政とととと住住住住民民民民のののの連連連連携携携携はははは、、、、互互互互いにいにいにいにココココンセンサスをンセンサスをンセンサスをンセンサスを得得得得らながららながららながららながら進進進進めていくことがめていくことがめていくことがめていくことが重要重要重要重要であるであるであるである｡｡｡｡        以上以上以上以上、、、、地地地地方方方方分分分分権権権権というというというという大大大大きなきなきなきな流流流流れのれのれのれの中中中中におけるにおけるにおけるにおける住住住住民参民参民参民参加加加加のののの位位位位置置置置付付付付けということをけということをけということをけということを中中中中心心心心にににに、、、、おおおお話話話話をさせてをさせてをさせてをさせて頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。        司会司会司会司会    ((((坂本坂本坂本坂本))))            山山山山谷谷谷谷先生先生先生先生ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。地地地地方方方方分分分分権権権権のののの流流流流れれれれ、、、、このようなこのようなこのようなこのような社会社会社会社会におけるにおけるにおけるにおける自治体自治体自治体自治体とととと住住住住民民民民とのとのとのとの役割分担等役割分担等役割分担等役割分担等大変大変大変大変よくわかりましたよくわかりましたよくわかりましたよくわかりました。。。。先生先生先生先生とのとのとのとの意見交換意見交換意見交換意見交換等等等等はははは最後最後最後最後にさせていただきにさせていただきにさせていただきにさせていただきますますますます。。。。続続続続いていていていて、、、、環境省環境省環境省環境省川川川川上上上上先生先生先生先生にごにごにごにご講講講講演演演演をおをおをおをお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。        川川川川上上上上    国会連国会連国会連国会連絡絡絡絡調整調整調整調整官官官官            現現現現在在在在のののの環境省大環境省大環境省大環境省大臣臣臣臣官官官官房房房房総総総総務務務務課課課課にくるにくるにくるにくる前前前前にににに、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル対策対策対策対策部部部部循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進室室室室とととというところにいうところにいうところにいうところに所所所所属属属属していましたしていましたしていましたしていました。。。。これはこれはこれはこれは環境省環境省環境省環境省がががが 1111 月月月月 6666 日日日日にににに発発発発足足足足してからしてからしてからしてから新新新新たにできたたにできたたにできたたにできた組組組組織織織織ですですですです。。。。従来従来従来従来はははは厚厚厚厚生生生生省省省省がががが廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物行政行政行政行政ということでということでということでということで、、、、若干若干若干若干環境省環境省環境省環境省もももも関連関連関連関連しながらしながらしながらしながら一一一一連連連連のののの作作作作業業業業をををを行行行行なっていたなっていたなっていたなっていた。。。。環境省環境省環境省環境省発発発発足足足足にににに先先先先立立立立ちちちち、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを形成形成形成形成しようというしようというしようというしようという動動動動きがきがきがきが、、、、国民的国民的国民的国民的ににににもももも、、、、政治政治政治政治サイサイサイサイドドドドにおいてもにおいてもにおいてもにおいても強強強強くなりくなりくなりくなり、、、、当当当当時時時時、、、、自自自自自自自自公公公公連立連立連立連立与与与与党党党党においてプロジェクトにおいてプロジェクトにおいてプロジェクトにおいてプロジェクトチチチチームームームームができたことができたことができたことができたこと、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは中中中中央央央央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会においてにおいてにおいてにおいて循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会制制制制度度度度にににに向向向向けたけたけたけた検討検討検討検討がががが行行行行なわれなわれなわれなわれたたたた。。。。        本日本日本日本日はははは、、、、循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進基基基基本法本法本法本法におけるにおけるにおけるにおける市民市民市民市民のののの責務責務責務責務というとことでというとことでというとことでというとことで、、、、①①①①循環型循環型循環型循環型基基基基本本本本法法法法のののの概要概要概要概要とととと､､､､②②②②循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会白白白白書書書書についてのについてのについてのについての説明説明説明説明、、、、③③③③普普普普及及及及・・・・啓啓啓啓発発発発のののの方策方策方策方策、、、、そしてそしてそしてそして時間時間時間時間ががががゆゆゆゆるせるせるせるせばばばば④④④④環境環境環境環境とととと芸芸芸芸術術術術というというというという面面面面からごからごからごからご説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ままままずずずず、、、、基基基基本法本法本法本法というものをというものをというものをというものを大大大大まかにつかまかにつかまかにつかまかにつかんでんでんでんで頂頂頂頂きたいきたいきたいきたい。。。。今今今今更更更更申申申申しししし上上上上げることでもないがげることでもないがげることでもないがげることでもないが、、、、現現現現在在在在においてかなりのにおいてかなりのにおいてかなりのにおいてかなりの量量量量のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが出出出出てててているいるいるいる。。。。20202020 世紀世紀世紀世紀型型型型のののの大大大大量生量生量生量生産産産産・・・・大大大大量消費量消費量消費量消費・・・・大大大大量廃棄量廃棄量廃棄量廃棄というシステムがだんだんとというシステムがだんだんとというシステムがだんだんとというシステムがだんだんと形成形成形成形成されされされされ、、、、いいいいいいいい側面側面側面側面があったがあったがあったがあった反反反反面面面面、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物においてはにおいてはにおいてはにおいては大変大変大変大変深深深深刻刻刻刻なななな問問問問題題題題となってきたとなってきたとなってきたとなってきた。。。。産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの最最最最終処分終処分終処分終処分場場場場はははは新新新新たなたなたなたな処分処分処分処分場場場場をををを造造造造らなければらなければらなければらなければ 1111 年年年年でででで埋埋埋埋まってしまうまってしまうまってしまうまってしまうほほほほどのどのどのどの状状状状況況況況にあるにあるにあるにある。。。。循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会のイメージだがのイメージだがのイメージだがのイメージだが、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会白白白白書書書書のののの 22229999頁頁頁頁のののの絵絵絵絵をごをごをごをご覧頂覧頂覧頂覧頂くとくとくとくと、、、、我我我我々々々々のののの社会社会社会社会はははは「「「「大大大大量生量生量生量生産産産産・・・・大大大大量消費量消費量消費量消費・・・・大大大大量廃棄量廃棄量廃棄量廃棄型社会型社会型社会型社会」」」」とよくとよくとよくとよく言言言言われているがわれているがわれているがわれているが、、、、資資資資源源源源投投投投入入入入、、、、製造製造製造製造・・・・流通流通流通流通、、、、消費消費消費消費・・・・使用使用使用使用、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄のののの過過過過程程程程においてにおいてにおいてにおいて大大大大量量量量のののの資資資資源源源源がががが消費消費消費消費されされされされ、、、、いわばいわばいわばいわば一一一一方方方方通通通通行型経済社会行型経済社会行型経済社会行型経済社会システムとシステムとシステムとシステムと言言言言ええええるるるる。。。。これをこれをこれをこれを循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にしていかなければならないというにしていかなければならないというにしていかなければならないというにしていかなければならないという認認認認識識識識があったわけですががあったわけですががあったわけですががあったわけですが、、、、資資資資源源源源投投投投入入入入をできるだけをできるだけをできるだけをできるだけ抑抑抑抑ええええるるるる、、、、製造製造製造製造であればであればであればであれば製造製造製造製造、、、、流通流通流通流通であればであればであればであれば流通流通流通流通というそれというそれというそれというそれぞぞぞぞれのれのれのれの過過過過程程程程においにおいにおいにおいてててて、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、排排排排出出出出物物物物のののの量量量量をををを少少少少なくするとなくするとなくするとなくすると同同同同時時時時にににに、、、、それをそれをそれをそれを再使用再使用再使用再使用・・・・再生利用再生利用再生利用再生利用するということするということするということするということをををを経済経済経済経済世世世世界界界界のののの隅隅隅隅々々々々にににに行行行行きききき渡渡渡渡らせるということでらせるということでらせるということでらせるということで、、、、環境環境環境環境へへへへのののの負負負負荷荷荷荷がががが少少少少ないないないない、、、、またできるだけまたできるだけまたできるだけまたできるだけ少少少少ないないないない資資資資源源源源でたくさんでたくさんでたくさんでたくさん生生生生産産産産するというするというするというするという社会社会社会社会をををを実現実現実現実現していくためのしていくためのしていくためのしていくための枠枠枠枠組組組組みとなるみとなるみとなるみとなる法法法法律律律律がががが制定制定制定制定
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されたされたされたされた。。。。基基基基本法本法本法本法ののののポポポポイントしてイントしてイントしてイントして､､､､１１１１つめはつめはつめはつめは「「「「発発発発生生生生のののの抑抑抑抑制制制制をするをするをするをする」」」」ことですことですことですことです｡｡｡｡    具具具具体体体体例例例例としてとしてとしてとして頑頑頑頑丈丈丈丈なななな製品製品製品製品をををを作作作作りりりり、、、、長長長長くくくく使用使用使用使用するするするする。。。。商商商商品品品品をををを買買買買うううう時時時時はははは包装包装包装包装がががが簡簡簡簡素素素素なものにするなものにするなものにするなものにする。。。。そしてそしてそしてそして２２２２つつつつめはめはめはめは再使用再使用再使用再使用するということですするということですするということですするということです｡｡｡｡    ビビビビールールールール瓶瓶瓶瓶やややや古古古古着着着着はなるはなるはなるはなるべべべべくくくく再利用再利用再利用再利用にににに努努努努めるめるめるめる。。。。３３３３つめはいつめはいつめはいつめはいわわわわゆゆゆゆるリサイクルるリサイクルるリサイクルるリサイクル、、、、法法法法律律律律上上上上はははは再生利用再生利用再生利用再生利用というがというがというがというが、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ペペペペットットットットボボボボトルをトルをトルをトルを細細細細かくしてフレかくしてフレかくしてフレかくしてフレークークークーク状状状状にしてにしてにしてにして新新新新たなたなたなたな物物物物をををを作作作作るるるる。。。。これらがこれらがこれらがこれらが資資資資源源源源としてとしてとしてとして利用利用利用利用できないできないできないできない場合場合場合場合はははは燃燃燃燃やしたそのやしたそのやしたそのやしたその熱熱熱熱をををを利用利用利用利用するということになるするということになるするということになるするということになる。。。。発発発発電電電電やややや温水温水温水温水プールプールプールプールへへへへのののの利用利用利用利用がこれにあたるがこれにあたるがこれにあたるがこれにあたる。。。。最後最後最後最後にどうしてにどうしてにどうしてにどうしてもももも捨捨捨捨てるしかないてるしかないてるしかないてるしかない物物物物はははは環境環境環境環境をををを汚汚汚汚さないようにきちっとさないようにきちっとさないようにきちっとさないようにきちっと処理処理処理処理するするするする｡｡｡｡    これらがこれらがこれらがこれらが法法法法律律律律上上上上明明明明らからからからかにされているにされているにされているにされている。。。。具具具具体的体的体的体的にににに、、、、こういったこういったこういったこういった話話話話はははは環境環境環境環境基基基基本本本本計計計計画画画画のののの中中中中にもにもにもにも触触触触れられていますがれられていますがれられていますがれられていますが、、、、法法法法定定定定化化化化されたのはこれがされたのはこれがされたのはこれがされたのはこれが初初初初めてですめてですめてですめてです。。。。        またまたまたまた、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを作作作作るるるる上上上上でのでのでのでの、、、、２２２２つのつのつのつの大大大大きなきなきなきな責責責責任任任任のののの考考考考ええええ方方方方としてとしてとしてとして「「「「排排排排出出出出者責者責者責者責任任任任」」」」とととと「「「「拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責者責者責者責任任任任」」」」があるがあるがあるがある。。。。前前前前者者者者はははは、、、、従来従来従来従来からからからから基基基基本的本的本的本的なななな廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理のののの原原原原則則則則としてとしてとしてとして明明明明らかにされらかにされらかにされらかにされておりておりておりており、「、「、「、「廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理法法法法」」」」などにもなどにもなどにもなどにも明明明明記記記記されているされているされているされている。。。。簡簡簡簡単単単単にににに言言言言ええええばばばば、、、、ごみをごみをごみをごみを捨捨捨捨てるてるてるてる人間人間人間人間がががが捨捨捨捨てようとするごみにてようとするごみにてようとするごみにてようとするごみに対対対対するリサイクルやするリサイクルやするリサイクルやするリサイクルや処分処分処分処分にににに責責責責任任任任をををを持持持持つということつということつということつということ。。。。例例例例ええええばばばば個個個個人人人人であれであれであれであればばばば分別分別分別分別、、、、事業事業事業事業者者者者であればであればであればであれば自自自自らごみのリサイクルらごみのリサイクルらごみのリサイクルらごみのリサイクル、、、、処理処理処理処理をををを行行行行なうということであるなうということであるなうということであるなうということである。。。。OECDOECDOECDOECD 等等等等のののの動動動動きもありきもありきもありきもあり、、、、国会国会国会国会などでなどでなどでなどで非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな関関関関心心心心がががが示示示示されたのがされたのがされたのがされたのが「「「「拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責者責者責者責任任任任」」」」であるであるであるである。。。。これについてはこれについてはこれについてはこれについては後後後後程程程程詳細詳細詳細詳細をををを説明説明説明説明するがするがするがするが、、、、大大大大まかにまかにまかにまかに言言言言ええええばばばば「「「「物物物物をををを作作作作るるるる及及及及びびびび販販販販売売売売するするするする人間人間人間人間がそがそがそがそのののの物物物物がごみになったがごみになったがごみになったがごみになった後後後後までまでまでまで一定一定一定一定のののの責責責責任任任任をををを負負負負うことうことうことうこと」」」」といったことですといったことですといったことですといったことです。。。。このこのこのこの「「「「一定一定一定一定のののの責責責責任任任任」」」」についてはについてはについてはについては色色色色々々々々なななな考考考考ええええ方方方方、、、、またまたまたまた具具具具体的体的体的体的なありなありなありなあり方方方方があるがあるがあるがある。。。。最最最最もももも狭狭狭狭義義義義にににに捉捉捉捉ええええたたたた場合場合場合場合にはにはにはには、、、、生生生生産産産産者者者者がががが自自自自らのらのらのらの費用費用費用費用でででで引引引引きききき取取取取ってってってって、、、、それをリサイクルしていくこととなりますそれをリサイクルしていくこととなりますそれをリサイクルしていくこととなりますそれをリサイクルしていくこととなります。。。。        ３３３３つめのつめのつめのつめのポポポポイントとしてイントとしてイントとしてイントとして「「「「基基基基本本本本計計計計画画画画のののの策策策策定定定定」」」」があるががあるががあるががあるが、、、、今回今回今回今回のののの特特特特徴徴徴徴となるのがとなるのがとなるのがとなるのが、、、、ままままずずずず審審審審議会議会議会議会でででで具具具具体的体的体的体的なななな指指指指針針針針をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、それをそれをそれをそれを踏踏踏踏ままままええええてててて環境大環境大環境大環境大臣臣臣臣がががが案案案案をををを作作作作りりりり、、、、関係省関係省関係省関係省庁庁庁庁とととと協協協協議議議議をををを図図図図るるるる。。。。こういったこういったこういったこういった形形形形でででで基基基基本本本本計計計計画画画画をををを閣閣閣閣議議議議としてとしてとしてとして決決決決定定定定していくしていくしていくしていく。。。。更更更更にはこれをにはこれをにはこれをにはこれを 5555年年年年毎毎毎毎にににに見見見見直直直直すすすす｡｡｡｡    ここここのののの策策策策定定定定のプロセスによりのプロセスによりのプロセスによりのプロセスにより､､､､市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを組組組組みみみみ入入入入れることになりますれることになりますれることになりますれることになります。。。。        「「「「環境環境環境環境基基基基本法本法本法本法」」」」はははは大大大大きなきなきなきな傘傘傘傘としてとしてとしてとして存存存存在在在在しておしておしておしておりりりり、、、、そのそのそのその下下下下にににに「「「「循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進基基基基本法本法本法本法」」」」というものがあるというものがあるというものがあるというものがある。。。。基基基基本法本法本法本法のののの理念理念理念理念をををを実現実現実現実現するためにするためにするためにするために個別個別個別個別のののの法法法法律律律律、「、「、「、「廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理法法法法」」」」やややや「「「「資資資資源源源源有有有有効利用促効利用促効利用促効利用促進法進法進法進法」」」」といったものがといったものがといったものがといったものが７７７７つつつつ施施施施行行行行されているされているされているされている。。。。循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進基基基基本法本法本法本法のののの必要必要必要必要性性性性はははは､､､､廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処理処理処理処理はははは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの世世世世界界界界でででで、、、、リサイクルはリサイクルのリサイクルはリサイクルのリサイクルはリサイクルのリサイクルはリサイクルの世世世世界界界界でといったようなこでといったようなこでといったようなこでといったようなことでとでとでとで、、、、なかなかこのなかなかこのなかなかこのなかなかこの両者両者両者両者のののの輪輪輪輪がががが閉閉閉閉じじじじるといったるといったるといったるといった形形形形にはならないにはならないにはならないにはならない現状現状現状現状をををを、、、、打打打打破破破破することにあすることにあすることにあすることにあるるるる。。。。環境環境環境環境基基基基本法本法本法本法とととと循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会基基基基本法本法本法本法のののの違違違違いはいはいはいは国会国会国会国会でもでもでもでも議議議議論論論論になるなどになるなどになるなどになるなど関関関関心心心心のののの高高高高いいいい部分部分部分部分ではではではではないかとないかとないかとないかと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。ポポポポイントはイントはイントはイントは、、、、環境環境環境環境基基基基本法本法本法本法はははは視視視視野野野野がががが広広広広くくくく、、、、中中中中心心心心にににに据据据据ええええたたたた政政政政策策策策提提提提言言言言がががが広広広広範範範範であるとであるとであるとであると言言言言ったったったった点点点点、、、、またまたまたまた着着着着目目目目点点点点、、、、各各各各主体主体主体主体へへへへのののの視視視視点点点点がががが循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会基基基基本法本法本法本法とはとはとはとは若干若干若干若干異異異異なるといなるといなるといなるといったところであるったところであるったところであるったところである。。。。環境環境環境環境基基基基本法本法本法本法にににに基基基基づづづづきききき、、、、環境政策環境政策環境政策環境政策をををを総総総総合的合的合的合的かつかつかつかつ円円円円滑滑滑滑にににに推進推進推進推進するためにするためにするためにするために、、、、環境環境環境環境基基基基本本本本計計計計画画画画をををを策策策策定定定定しているしているしているしている。。。。このこのこのこの計計計計画画画画にはにはにはには長長長長期期期期目目目目標標標標がががが掲掲掲掲げられげられげられげられ、、、、キキキキーワーーワーーワーーワードドドドでででで紹介紹介紹介紹介するするするするとととと「「「「循環循環循環循環」、「」、「」、「」、「共共共共生生生生」、「」、「」、「」、「参参参参加加加加」、「」、「」、「」、「国国国国際際際際的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」のののの４４４４つがつがつがつが挙挙挙挙げられるげられるげられるげられる。。。。またまたまたまた、、、、環境環境環境環境基基基基本本本本計計計計画画画画におけるにおけるにおけるにおける「「「「循環循環循環循環」」」」とはとはとはとは、「、「、「、「循環型循環型循環型循環型基基基基本法本法本法本法」」」」のものよりのものよりのものよりのものより広広広広義義義義にににに捉捉捉捉ええええられているられているられているられている。「。「。「。「環境環境環境環境基基基基本本本本計計計計画画画画」」」」におけるにおけるにおけるにおける「「「「循環循環循環循環」」」」とはとはとはとは「「「「大大大大気気気気、、、、水水水水、、、、土土土土壌壌壌壌、、、、生物生物生物生物」」」」といったところでといったところでといったところでといったところで、、、、物物物物質質質質のののの自自自自然然然然循環循環循環循環をををを視視視視野野野野にににに入入入入れているれているれているれている｡｡｡｡    例例例例ええええばばばば、、、、窒窒窒窒素素素素循環循環循環循環、、、、炭炭炭炭素素素素循環循環循環循環といったといったといったといった大大大大きなきなきなきな自自自自然然然然のののの物物物物質循環質循環質循環質循環とととというものをいうものをいうものをいうものを視視視視野野野野にににに入入入入れているれているれているれている。。。。またまたまたまた、、、、人間活動人間活動人間活動人間活動におけるにおけるにおけるにおける、、、、経済社会経済社会経済社会経済社会におけるにおけるにおけるにおける物物物物質循環質循環質循環質循環もあもあもあもあるるるる。「。「。「。「循環循環循環循環基基基基本法本法本法本法」」」」のののの「「「「循環循環循環循環」」」」はどちらかとはどちらかとはどちらかとはどちらかと言言言言ええええばばばば、、、、経済社会経済社会経済社会経済社会システムにおけるシステムにおけるシステムにおけるシステムにおける物物物物質循環質循環質循環質循環にににに着着着着眼眼眼眼点点点点をををを置置置置いているいているいているいている。。。。補足補足補足補足するならばするならばするならばするならば、「、「、「、「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会基基基基本法本法本法本法」」」」においてはにおいてはにおいてはにおいては目指目指目指目指すすすすべべべべきききき循環型循環型循環型循環型
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社会社会社会社会ののののビビビビジョンがありジョンがありジョンがありジョンがあり、、、、そのそのそのその中中中中でででで「「「「天然天然天然天然型資型資型資型資源源源源のののの消費消費消費消費をををを抑抑抑抑制制制制しししし…………。」。」。」。」というというというという文文文文言言言言がががが入入入入っていっていっていっているがるがるがるが、、、、人間人間人間人間のののの社会活動社会活動社会活動社会活動からからからから出出出出てきたてきたてきたてきた物物物物のみならのみならのみならのみならずずずず、、、、環境環境環境環境のののの方方方方にもターにもターにもターにもターゲゲゲゲットをットをットをットを置置置置いたいたいたいた視視視視野野野野のののの広広広広いいいい法法法法律律律律であるとであるとであるとであると言言言言ええええるるるる。。。。現現現現在在在在、、、、循環循環循環循環基基基基本本本本計計計計画画画画のののの策策策策定定定定作作作作業業業業というものがというものがというものがというものが進進進進んでいるがんでいるがんでいるがんでいるが、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、どれだけどれだけどれだけどれだけ資資資資源消費源消費源消費源消費のののの抑抑抑抑制制制制といったといったといったといった川川川川上上上上のののの部分部分部分部分にもにもにもにも目目目目をををを向向向向けていけるかというこけていけるかというこけていけるかというこけていけるかということもこのともこのともこのともこの計計計計画画画画のののの中中中中でででで目目目目玉玉玉玉となるとなるとなるとなる部分部分部分部分かとかとかとかと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。        環境環境環境環境基基基基本法本法本法本法ではではではでは時間的時間的時間的時間的・・・・空空空空間的間的間的間的といったといったといったといった広広広広いいいい視視視視野野野野があることをがあることをがあることをがあることを話話話話したがしたがしたがしたが、、、、循環型循環型循環型循環型基基基基本法本法本法本法においてはにおいてはにおいてはにおいては物物物物のののの流流流流れにれにれにれに焦点焦点焦点焦点をををを当当当当てているてているてているてている。。。。具具具具体的体的体的体的にはにはにはには物物物物のののの生生生生産産産産者者者者＝＝＝＝事業事業事業事業者者者者にににに対対対対するするするする状状状状況況況況がががが、、、、重要重要重要重要なななな意意意意味味味味合合合合いをいをいをいを持持持持つようになっているつようになっているつようになっているつようになっている。。。。国民国民国民国民にににに対対対対してはしてはしてはしては､､､､物物物物のののの消費者消費者消費者消費者、、、、排排排排出出出出者者者者ということということということということでででで、、、、自主的自主的自主的自主的・・・・積積積積極極極極的的的的なななな役割役割役割役割がががが規定規定規定規定にににに盛盛盛盛りりりり込込込込まれているまれているまれているまれている｡｡｡｡    またまたまたまた、、、、環境環境環境環境基基基基本法本法本法本法ではではではでは､､､､都都都都道道道道府県府県府県府県のののの役割役割役割役割についてについてについてについてはははは市市市市町村町村町村町村のののの総総総総合合合合調整調整調整調整というどちらかとというどちらかとというどちらかとというどちらかと言言言言ええええばばばば垂垂垂垂直直直直的的的的なななな視視視視点点点点でのでのでのでの役割分担役割分担役割分担役割分担とととということでそのいうことでそのいうことでそのいうことでその責務責務責務責務をををを規定規定規定規定しているがしているがしているがしているが、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物についてはについてはについてはについては、、、、一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物のののの処理処理処理処理はははは市市市市町村町村町村町村がががが行行行行ないないないない、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物においてはにおいてはにおいてはにおいては排排排排出事業出事業出事業出事業者者者者がががが行行行行なうといったなうといったなうといったなうといった責務責務責務責務のありのありのありのあり方方方方のののの面面面面においてにおいてにおいてにおいて、、、、必必必必ずずずずしもしもしもしも垂垂垂垂直直直直的的的的なななな視視視視点点点点というというというという捉捉捉捉ええええ方方方方はできないはできないはできないはできない。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、水水水水平平平平的的的的なななな役割分担役割分担役割分担役割分担というというというという視視視視野野野野もももも、、、、循環型循環型循環型循環型基基基基本法本法本法本法でででで必要必要必要必要となってくるとなってくるとなってくるとなってくる。。。。            色色色色々々々々なななな「「「「基基基基本法本法本法本法」」」」のののの例例例例をををを見見見見ていくとていくとていくとていくと、、、、それらはそれらはそれらはそれらは必必必必ずずずずしもしもしもしも排排排排他他他他的的的的であるであるであるである必要必要必要必要はないとはないとはないとはないと思思思思わわわわれるれるれるれる。。。。実現実現実現実現しようとするしようとするしようとするしようとする社会社会社会社会のののの姿姿姿姿はははは同同同同じじじじ所所所所にありにありにありにあり、、、、道道道道のりのりのりのり、、、、視視視視点点点点がががが違違違違うというところでうというところでうというところでうというところで並並並並びびびび立立立立ってってってっているいるいるいる基基基基本法本法本法本法があるようにがあるようにがあるようにがあるように思思思思われるわれるわれるわれる。「。「。「。「循環型循環型循環型循環型基基基基本法本法本法本法」」」」についてについてについてについて言言言言ええええばばばば「「「「環境環境環境環境基基基基本法本法本法本法」」」」にににに比比比比べべべべ、、、、よりよりよりより喫喫喫喫緊緊緊緊のののの課課課課題題題題についてのについてのについてのについての対対対対応応応応ということになっているということになっているということになっているということになっている。。。。            続続続続いていていていて、、、、循環型循環型循環型循環型基基基基本法本法本法本法のののの責務規定責務規定責務規定責務規定をををを説明説明説明説明するするするする｡｡｡｡    法法法法律律律律のののの中中中中ではではではでは９９９９条条条条からからからから１２１２１２１２条条条条においてにおいてにおいてにおいて国国国国､､､､地地地地方方方方公公公公共共共共団体団体団体団体､､､､事業事業事業事業者者者者、、、、国民国民国民国民のののの責務責務責務責務をををを規定規定規定規定しているしているしているしている。。。。そのそのそのその前前前前のののの部分部分部分部分でででで、、、、基基基基本本本本理念理念理念理念をををを定定定定めていめていめていめているがるがるがるが、、、、それにそれにそれにそれに向向向向けてそれけてそれけてそれけてそれぞぞぞぞれのれのれのれの主体主体主体主体がががが循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを形成形成形成形成するするするする上上上上でででで果果果果たすたすたすたすべべべべきききき役割役割役割役割をををを宣宣宣宣言言言言ししししたものであるたものであるたものであるたものである｡｡｡｡            循環型循環型循環型循環型基基基基本法本法本法本法のののの中中中中のののの我我我我々々々々のののの責務責務責務責務におけるにおけるにおけるにおける分量分量分量分量的的的的なものをなものをなものをなものをオオオオーバーーバーーバーーバーヘヘヘヘッッッッドドドドでででで見見見見てててて頂頂頂頂くことくことくことくこととするとするとするとする。。。。事業事業事業事業者者者者のののの責務責務責務責務のののの部分部分部分部分ににににおいてはかなりのおいてはかなりのおいてはかなりのおいてはかなりの量量量量をさいているのがわかるとをさいているのがわかるとをさいているのがわかるとをさいているのがわかると思思思思うううう。。。。国民国民国民国民のののの責務責務責務責務はははは第第第第１１１１項項項項、、、、２２２２項項項項、、、、３３３３項項項項となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、第第第第１１１１項項項項のののの部分部分部分部分「「「「製品製品製品製品のののの消費者消費者消費者消費者或或或或いはいはいはいは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの排排排排出出出出者者者者」」」」のののの観点観点観点観点からのからのからのからの責務責務責務責務がががが記載記載記載記載されているされているされているされている。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを形成形成形成形成していくしていくしていくしていく上上上上でででで、、、、国民国民国民国民ももももまたまたまたまた廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの排排排排出出出出者者者者としてのとしてのとしてのとしての責責責責任任任任というものがというものがというものがというものが当然当然当然当然あるということであるあるということであるあるということであるあるということである。。。。一一一一方方方方、、、、国民国民国民国民一一一一般般般般にみにみにみにみずずずずからそれらをからそれらをからそれらをからそれらを処理処理処理処理もらうこともなかなかできないということからもらうこともなかなかできないということからもらうこともなかなかできないということからもらうこともなかなかできないということから、、、、法法法法制制制制度上度上度上度上のののの整整整整理理理理としてとしてとしてとして、、、、国民国民国民国民のののの排排排排出出出出するするするする一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物のののの適適適適正処理正処理正処理正処理におけるにおけるにおけるにおける処理処理処理処理のののの部分部分部分部分においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、ナナナナショショショショナナナナル・ミル・ミル・ミル・ミニニニニマムをマムをマムをマムを確確確確保保保保するためするためするためするため市市市市町村町村町村町村のののの責責責責任任任任というというというという位位位位置置置置付付付付けにされけにされけにされけにされたたたた。。。。国民国民国民国民はそれをはそれをはそれをはそれを手手手手数数数数料料料料、、、、税金税金税金税金といったといったといったといった形形形形でででで負担負担負担負担をするというをするというをするというをするという具具具具体的体的体的体的なななな整理整理整理整理がされたがされたがされたがされた。。。。このこのこのこの第第第第１１１１項項項項においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制とととと循環的循環的循環的循環的なななな利用利用利用利用についてはについてはについてはについては自自自自らららら努努努努めるめるめるめる、、、、適適適適正正正正なななな処分処分処分処分にににに関関関関してはしてはしてはしては国国国国、、、、地地地地方方方方公公公公共共共共団体団体団体団体のののの施施施施策策策策にににに協協協協力力力力するといったするといったするといったするといった責務責務責務責務をををを負負負負うということがうということがうということがうということが掲掲掲掲げられているげられているげられているげられている。。。。第第第第２２２２項項項項はははは、、、、事業事業事業事業者者者者にににに対対対対するするするする協協協協力力力力ということでということでということでということで、、、、第第第第１１１１１１１１条条条条第第第第３３３３項項項項におけるにおけるにおけるにおける「「「「事業事業事業事業者者者者のののの拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責者責者責者責任任任任」」」」というというというという規規規規定定定定をそのままをそのままをそのままをそのまま受受受受けたものであるけたものであるけたものであるけたものである。。。。事業事業事業事業者者者者にににに対対対対してしてしてして「「「「拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責者責者責者責任任任任」」」」のののの責務責務責務責務をををを課課課課すすすす一一一一方方方方でででで、、、、国民国民国民国民にににに対対対対してはしてはしてはしては事業事業事業事業者者者者にににに適適適適切切切切なななな引引引引きききき渡渡渡渡しししし等等等等のののの責責責責任任任任をををを課課課課すといったすといったすといったすといった考考考考ええええ方方方方にしたにしたにしたにした。。。。引引引引きききき渡渡渡渡ししししののののほほほほかにはかにはかにはかには、、、、家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法にににに見見見見られるられるられるられる、、、、処理費用処理費用処理費用処理費用をををを支払支払支払支払うといったことうといったことうといったことうといったこと等等等等をををを含含含含めめめめ、、、、事事事事業業業業者者者者にににに対対対対するするするする協協協協力力力力ということをうたっているということをうたっているということをうたっているということをうたっている。。。。このこのこのこの他他他他にににに、、、、第第第第３３３３項項項項としてとしてとしてとして、、、、自自自自らららら国国国国にににに対対対対してしてしてして積積積積極極極極的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを求求求求めるということからめるということからめるということからめるということから、、、、地域地域地域地域のののの美美美美化活動化活動化活動化活動やややや、、、、民間団体民間団体民間団体民間団体におけるにおけるにおけるにおける循環資循環資循環資循環資源源源源のののの回回回回収収収収活動活動活動活動といったものにといったものにといったものにといったものに積積積積極極極極的的的的にににに参参参参加加加加するといったことがするといったことがするといったことがするといったことが具具具具体的体的体的体的にあげられるにあげられるにあげられるにあげられる。。。。またまたまたまた、、、、
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地地地地方方方方公公公公共共共共団体団体団体団体がががが環境学習環境学習環境学習環境学習のプロのプロのプロのプロググググラムラムラムラム、、、、或或或或いはいはいはいは廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理法法法法においてにおいてにおいてにおいて廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物減減減減量量量量指指指指導員導員導員導員とととといったいったいったいった制制制制度度度度があるががあるががあるががあるが、、、、こういったところでこういったところでこういったところでこういったところで積積積積極極極極的的的的にににに活動活動活動活動していくといったしていくといったしていくといったしていくといった例例例例があるがあるがあるがある。。。。        事業事業事業事業者者者者のののの「「「「拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責者責者責者責任任任任」」」」にににに係係係係るるるる責務責務責務責務をこをこをこをここでこでこでこで説明説明説明説明するするするする。。。。第第第第１１１１１１１１条条条条第第第第１１１１項項項項ではではではでは、、、、排排排排出出出出者者者者としてのとしてのとしてのとしての責務規定責務規定責務規定責務規定をををを明明明明文文文文化化化化しておりしておりしておりしており「「「「廃棄物等廃棄物等廃棄物等廃棄物等となることをとなることをとなることをとなることを抑抑抑抑制制制制するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな処処処処置置置置をををを投投投投じじじじるるるる」、「」、「」、「」、「自自自自らららら適適適適正正正正にににに循環的循環的循環的循環的なななな利用利用利用利用をををを行行行行ないないないない、、、、もしくはこれについてもしくはこれについてもしくはこれについてもしくはこれについて適適適適正正正正にににに循環的循環的循環的循環的なななな利利利利用用用用がががが（（（（他他他他者者者者によってによってによってによって））））行行行行われるためにわれるためにわれるためにわれるために必要必要必要必要なななな処処処処置置置置をををを取取取取るるるる」、「」、「」、「」、「自自自自らのらのらのらの責責責責任任任任においてにおいてにおいてにおいて適適適適正正正正なななな処処処処分分分分をするをするをするをする責務責務責務責務をををを課課課課すすすす」」」」といったといったといったといった、、、、３３３３つのつのつのつの責務責務責務責務がががが掲掲掲掲げられているげられているげられているげられている。。。。第第第第２２２２項項項項はははは排排排排出出出出者者者者としてでとしてでとしてでとしてではなくはなくはなくはなく、、、、製品製品製品製品にはにはにはには熟熟熟熟知知知知しているであろうというしているであろうというしているであろうというしているであろうという部分部分部分部分にににに着着着着目目目目したしたしたした生生生生産産産産者者者者のののの側面側面側面側面にににに着着着着目目目目したもしたもしたもしたものののの。。。。第第第第３３３３項項項項はははは、、、、あるあるあるある特特特特定定定定のののの物物物物についてについてについてについて拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責者責者責者責任任任任をををを課課課課すということになっすということになっすということになっすということになっておりておりておりており、、、、そそそそのののの物物物物のののの特特特特定定定定方法方法方法方法にはにはにはには２２２２つあるつあるつあるつある。。。。１１１１つめはつめはつめはつめは「「「「国国国国、、、、地地地地方方方方公公公公共共共共団体団体団体団体、、、、事業事業事業事業者者者者及及及及びびびび国民国民国民国民がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれれれれ適適適適切切切切なななな役割役割役割役割をををを分担分担分担分担することがすることがすることがすることが必要必要必要必要であるであるであるである」」」」というものであるとというものであるとというものであるとというものであると同同同同時時時時にににに、、、、２２２２つめとしてつめとしてつめとしてつめとして「「「「事事事事業業業業者者者者のののの果果果果たすたすたすたすべべべべきききき役割役割役割役割がががが循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成をををを推進推進推進推進するするするする上上上上でででで重要重要重要重要であるとであるとであるとであると認認認認められるものめられるものめられるものめられるもの」」」」であるであるであるである。。。。        国民国民国民国民のののの責務責務責務責務関係関係関係関係においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、環境環境環境環境基基基基本法本法本法本法ではではではでは、、、、基基基基本本本本理念理念理念理念によってによってによってによって環境環境環境環境保全保全保全保全上上上上のののの支支支支障障障障をををを防防防防止止止止するためするためするためするため、、、、そのそのそのその日常日常日常日常生生生生活活活活にににに伴伴伴伴なうなうなうなう環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの低低低低減減減減にににに努努努努めなければならないということがめなければならないということがめなければならないということがめなければならないということが書書書書かれているかれているかれているかれている。。。。これにこれにこれにこれに比比比比べべべべるとるとるとると循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進基基基基本法本法本法本法ではもうではもうではもうではもう一段具一段具一段具一段具体的体的体的体的なななな書書書書ききききぶぶぶぶりりりり、、、、例例例例ええええばばばば第第第第１１１１２２２２条条条条第第第第１１１１項項項項でででで「「「「製品製品製品製品をなるをなるをなるをなるべべべべくくくく長長長長期期期期間間間間使用使用使用使用することすることすることすること」」」」といったことやといったことやといったことやといったことや「「「「再製品再製品再製品再製品をををを使用使用使用使用することすることすることすること」」」」等等等等がががが記記記記されているされているされているされている。。。。        廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの世世世世界界界界にいくつかにいくつかにいくつかにいくつか介介介介在在在在するするするする法法法法律律律律があるのでここでいくつかごがあるのでここでいくつかごがあるのでここでいくつかごがあるのでここでいくつかご紹介紹介紹介紹介するするするする。。。。「「「「廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処理処理処理処理及及及及びびびび清掃清掃清掃清掃にににに関関関関するするするする法法法法律律律律」、「」、「」、「」、「資資資資源源源源のののの有有有有効効効効なななな利用促利用促利用促利用促進進進進にににに関関関関するするするする法法法法律律律律」、「」、「」、「」、「家電家電家電家電リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法」、「」、「」、「」、「容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法」、「」、「」、「」、「食品食品食品食品リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法」」」」等等等等がありがありがありがあり、、、、事業事業事業事業者者者者及及及及びびびび消費消費消費消費者者者者のののの責務責務責務責務をををを規定規定規定規定しているしているしているしている。。。。事業事業事業事業者責務者責務者責務者責務とととと消費者責務消費者責務消費者責務消費者責務ということでということでということでということで、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの果果果果たすたすたすたすべべべべきききき役割役割役割役割がががが違違違違うとうとうとうと言言言言うことでうことでうことでうことで、、、、法法法法律律律律的的的的なテクなテクなテクなテクニニニニカカカカルなルなルなルな面面面面でのでのでのでの話話話話ではあるがこのではあるがこのではあるがこのではあるがこの２２２２つはつはつはつは分分分分けけけけられられられられているているているている。。。。            続続続続いていていていて循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会白白白白書書書書についてについてについてについて説明説明説明説明したいしたいしたいしたい｡｡｡｡おおおお手手手手元元元元におにおにおにお配配配配りしたこのりしたこのりしたこのりしたこの白白白白書書書書はははは、、、、循環型循環型循環型循環型基基基基本本本本法法法法におけるにおけるにおけるにおける初初初初めてのめてのめてのめての白白白白書書書書であるであるであるである。。。。大大大大胆胆胆胆なななな推推推推測測測測によるによるによるによる数値数値数値数値ではあるがではあるがではあるがではあるが、、、、人人人人口口口口のののの伸伸伸伸びにびにびにびに比比比比べべべべるるるるとととと産業革産業革産業革産業革命命命命以以以以降降降降ごみのごみのごみのごみの増増増増加加加加はははは急急急急激激激激であるであるであるである。。。。古古古古代代代代文文文文明明明明当当当当時時時時からからからから、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物においてはにおいてはにおいてはにおいては色色色色々々々々なななな指指指指摘摘摘摘がなされておりがなされておりがなされておりがなされており、、、、例例例例ええええばばばばオオオオリエントリエントリエントリエント文文文文明明明明のののの伝伝伝伝統統統統としてとしてとしてとして、、、、町町町町のののの中中中中心心心心にごみにごみにごみにごみ捨捨捨捨てててて場場場場がありがありがありがあり、、、、周周周周辺辺辺辺地地地地帯帯帯帯のののの環境環境環境環境はははは憚憚憚憚れたとれたとれたとれたと言言言言われているわれているわれているわれている。。。。エジプトエジプトエジプトエジプト文文文文明明明明においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、ピピピピラミッラミッラミッラミッドドドドにににに付付付付随随随随ししししてててて集集集集合合合合住宅住宅住宅住宅がががが用用用用意意意意されていたされていたされていたされていた事事事事例例例例がありがありがありがあり、、、、こういったこういったこういったこういった所所所所ではではではでは設備設備設備設備がしっかりしておりがしっかりしておりがしっかりしておりがしっかりしており外部外部外部外部のののの道道道道路路路路のののの下下下下にににに下下下下水水水水道道道道がががが設設設設置置置置されていたというされていたというされていたというされていたという、、、、どちらかとどちらかとどちらかとどちらかと言言言言ええええばばばば希希希希なケースとなケースとなケースとなケースと言言言言ええええるるるる。。。。中中中中世世世世ヨヨヨヨーロッパにおいてはーロッパにおいてはーロッパにおいてはーロッパにおいては家家家家のののの２２２２階階階階からからからから排排排排泄泄泄泄物物物物がががが降降降降ってくるといったことでってくるといったことでってくるといったことでってくるといったことで、、、、時時時時のののの政府政府政府政府はこはこはこはこういったういったういったういった事事事事もももも含含含含めめめめ、、、、ごみごみごみごみ対策対策対策対策にににに対対対対してしてしてして非常非常非常非常にににに危危危危惧惧惧惧しておりしておりしておりしており、、、、死死死死刑刑刑刑制制制制度度度度までまでまでまで作作作作ってしまったってしまったってしまったってしまったということもあったというということもあったというということもあったというということもあったという。。。。他他他他方方方方、、、、我我我我がががが国国国国のののの江戸江戸江戸江戸時時時時代代代代はリサイクルはリサイクルはリサイクルはリサイクル都市都市都市都市であったとであったとであったとであったと言言言言われわれわれわれているているているている。。。。江戸江戸江戸江戸期期期期以以以以降降降降のごみのごみのごみのごみ埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて面面面面積積積積のののの累累累累計計計計はははは、、、、１１１１７７７７４４４４００００年年年年頃頃頃頃からからからから１９２１９２１９２１９２００００年年年年頃頃頃頃までまでまでまで埋埋埋埋めめめめ立立立立てのてのてのての面面面面積積積積はははは殆殆殆殆どどどど増増増増ええええていないていないていないていない状状状状況況況況であったであったであったであった。。。。このこのこのこの時時時時期期期期のごみはのごみはのごみはのごみは大大大大半半半半がががが腐腐腐腐ったりったりったりったり、、、、自自自自然然然然にににに戻戻戻戻っていくようなものでっていくようなものでっていくようなものでっていくようなもので、、、、残残残残るようなものとしてるようなものとしてるようなものとしてるようなものとしてはははは、、、、火火火火事事事事でででで焼焼焼焼けのこったけのこったけのこったけのこった残材残材残材残材以以以以外外外外はははは、、、、あまりあまりあまりあまり考考考考ええええられなかったられなかったられなかったられなかった。。。。当当当当時時時時はははは資資資資源源源源がないということががないということががないということががないということが前前前前提提提提ではあったがではあったがではあったがではあったが、、、、徹底徹底徹底徹底的的的的とととと言言言言われるまでにわれるまでにわれるまでにわれるまでに循環的循環的循環的循環的なななな利用利用利用利用をしていたをしていたをしていたをしていた。。。。            先先先先にににに述述述述べべべべたたたた「「「「環境環境環境環境基基基基本法本法本法本法」」」」とととと「「「「循環型循環型循環型循環型基基基基本法本法本法本法」」」」というとことでというとことでというとことでというとことで御御御御説明説明説明説明申申申申しししし上上上上げたげたげたげた「「「「循環循環循環循環」」」」
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というというというという部分部分部分部分でででで、「、「、「、「自自自自然然然然のののの大循環大循環大循環大循環」」」」とととと「「「「経済社会経済社会経済社会経済社会システムにおけるシステムにおけるシステムにおけるシステムにおける物物物物のののの循環循環循環循環」」」」というものがというものがというものがというものが相相相相互互互互密密密密接接接接にににに関係関係関係関係しあいしあいしあいしあい、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれについてれについてれについてれについて適適適適切切切切にににに循環循環循環循環がががが働働働働くようにしていこうというのがくようにしていこうというのがくようにしていこうというのがくようにしていこうというのが「「「「環環環環境境境境基基基基本法本法本法本法」」」」でありでありでありであり、、、、そういったそういったそういったそういった内容内容内容内容にににに付付付付随随随随しししし、、、、個個個個人人人人のののの価値観価値観価値観価値観としてとしてとしてとして、、、、従来従来従来従来「「「「安安安安いものであいものであいものであいものであればいいればいいればいいればいい」「」「」「」「軽軽軽軽量量量量でででで簡簡簡簡単単単単なものがいなものがいなものがいなものがいいいいい」」」」といったといったといったといった利利利利便便便便性性性性のののの追追追追求求求求だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、「、「、「、「多少多少多少多少ならならならなら値値値値段段段段がががが高高高高くてもくてもくてもくても、、、、よりよりよりより長長長長くくくく使使使使ええええるるるる方方方方がががが良良良良いいいい」」」」といったといったといったといった消費者消費者消費者消費者のののの声声声声もももも出出出出てきているてきているてきているてきている。。。。またまたまたまた、、、、循環循環循環循環型社会型社会型社会型社会にににに至至至至るるるる基基基基本的本的本的本的なななな考考考考ええええ方方方方としてとしてとしてとして９９９９つあげることができるつあげることができるつあげることができるつあげることができる（「（「（「（「循環型循環型循環型循環型白白白白書書書書    」」」」PPPP36363636）。）。）。）。ままままずずずずはははは、、、、現状現状現状現状のののの把握把握把握把握ということでということでということでということで、「、「、「、「量量量量的的的的・・・・質的質的質的質的なななな把握把握把握把握」」」」ということがということがということがということが前前前前提提提提となるとなるとなるとなる。。。。循環型循環型循環型循環型基基基基本本本本法法法法をををを策策策策定定定定するにあたってのするにあたってのするにあたってのするにあたってのベベベベーシックなーシックなーシックなーシックな部分部分部分部分においてにおいてにおいてにおいて、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がどれくらいがどれくらいがどれくらいがどれくらい出出出出ているのかているのかているのかているのかということをということをということをということを把握把握把握把握するするするする必要必要必要必要があるががあるががあるががあるが、、、、各各各各省省省省がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれのれのれのれの考考考考ええええ方方方方をををを持持持持っているためっているためっているためっているため、、、、一一一一つにつにつにつに取取取取りまとめるのはりまとめるのはりまとめるのはりまとめるのは簡簡簡簡単単単単ではないがではないがではないがではないが、、、、抑抑抑抑ええええるるるるべべべべきききき大前大前大前大前提提提提となるとなるとなるとなる最最最最もももも重要重要重要重要ななななポポポポイントであるイントであるイントであるイントである。。。。次次次次にそれにそれにそれにそれぞぞぞぞれのれのれのれの主体主体主体主体がががが役割役割役割役割をををを分担分担分担分担することのすることのすることのすることの重要性重要性重要性重要性をををを認認認認識識識識することすることすることすること。。。。そしてそのそしてそのそしてそのそしてその役割役割役割役割、、、、取取取取りりりり組組組組みををみををみををみをを効果効果効果効果的的的的にするためににするためににするためににするために３３３３番番番番目目目目としてとしてとしてとして「「「「定量定量定量定量的的的的なななな目目目目標標標標をををを定定定定めることめることめることめること」」」」があげられるがあげられるがあげられるがあげられる。。。。そしてそしてそしてそして４４４４、、、、５５５５、、、、６６６６番番番番目目目目でででで「「「「発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制」、「」、「」、「」、「循環的循環的循環的循環的なななな利用利用利用利用」、「」、「」、「」、「適適適適正正正正なななな処理処理処理処理」」」」というのがあげらというのがあげらというのがあげらというのがあげられているれているれているれている。。。。７７７７番番番番目目目目についてはについてはについてはについては、、、、入入入入りりりり口口口口のののの段段段段階階階階でででで事前事前事前事前評価評価評価評価をしていこうというをしていこうというをしていこうというをしていこうという目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げてげてげてげているいるいるいる。。。。８８８８番番番番目目目目にはにはにはには目目目目標標標標のののの達達達達成度合成度合成度合成度合いをいをいをいをチチチチェックしェックしェックしェックし、、、、最後最後最後最後にににに「「「「改改改改善善善善すすすすべべべべきところはきところはきところはきところは改改改改善善善善しししし、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる取組取組取組取組みにつなげていくみにつなげていくみにつなげていくみにつなげていく」」」」ということであるということであるということであるということである。。。。以上以上以上以上がががが循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にいたるにいたるにいたるにいたる道道道道のののの総括総括総括総括であるであるであるである。。。。            先先先先にににに「「「「経済的経済的経済的経済的手手手手法法法法」」」」とととと「「「「拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責者責者責者責任任任任」」」」についてについてについてについて説明説明説明説明申申申申しししし上上上上げるということだったのげるということだったのげるということだったのげるということだったのでででで、、、、ここでここでここでここでポポポポイントをあげるイントをあげるイントをあげるイントをあげる。「。「。「。「拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責者責者責者責任任任任」」」」についてはについてはについてはについては、、、、白白白白書書書書のののの中中中中でででで外外外外国国国国のののの事事事事例例例例をををを取取取取りりりり上上上上げてげてげてげて説明説明説明説明しているしているしているしている（（（（PPPP77777777）。）。）。）。とりうるとりうるとりうるとりうる政策政策政策政策手手手手法法法法はははは､､､､国国国国のののの事事事事情情情情､､､､物物物物のののの流通流通流通流通・・・・消費消費消費消費のののの実実実実態態態態をををを把把把把握握握握したしたしたした上上上上でででで、、、、適適適適切切切切なななな施施施施策策策策をををを講講講講ずずずずるとなっているるとなっているるとなっているるとなっている。Ｏ。Ｏ。Ｏ。ＯＥＣＤＥＣＤＥＣＤＥＣＤがまとめたがまとめたがまとめたがまとめた「「「「拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責者責者責者責任任任任」」」」ののののガガガガイダンスマイダンスマイダンスマイダンスマニニニニュアルというものがありュアルというものがありュアルというものがありュアルというものがあり、、、、こういったものをこういったものをこういったものをこういったものを参参参参考考考考にににに、、、、政策立政策立政策立政策立案案案案がががが進進進進めらめらめらめられていくれていくれていくれていく。。。。EUEUEUEU においてはにおいてはにおいてはにおいては電電電電気気気気製品製品製品製品におけるにおけるにおけるにおける試試試試案案案案がががが出出出出てきておりてきておりてきておりてきており、、、、これについてはこれについてはこれについてはこれについては状状状状況況況況をををを観観観観察察察察しているしているしているしているところだがところだがところだがところだが、、、、そのそのそのその一番一番一番一番のののの見見見見所所所所はははは、、、、リサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルを求求求求めるめるめるめるハハハハーーーードドドドルがルがルがルが非常非常非常非常にににに高高高高いといといといということということということということと、、、、製品製品製品製品価格価格価格価格、、、、輸送輸送輸送輸送費費費費、、、、処理費等処理費等処理費等処理費等にににに関関関関してしてしてして国国国国がががが価格価格価格価格にににに含含含含むむむむことをことをことをことを認認認認めているといめているといめているといめているというところにうところにうところにうところに大大大大きなきなきなきな特特特特徴徴徴徴があるとがあるとがあるとがあると思思思思われるわれるわれるわれる。「。「。「。「経済的経済的経済的経済的手手手手法法法法」」」」についてはについてはについてはについては（（（（白白白白書書書書：：：：PPPP88882222）、）、）、）、諸諸諸諸外外外外国国国国においてはにおいてはにおいてはにおいては様様様様々々々々なななな適適適適応例応例応例応例がありがありがありがあり、、、、またまたまたまた、、、、我我我我がががが国国国国においてもにおいてもにおいてもにおいても積積積積極極極極的的的的なななな取組取組取組取組みがみがみがみが行行行行なわれていなわれていなわれていなわれているるるる。。。。しかしこういったしかしこういったしかしこういったしかしこういった中中中中でででで問問問問題題題題となるとなるとなるとなる例例例例としてとしてとしてとして、、、、手手手手数数数数料料料料をとっているをとっているをとっているをとっている自治体自治体自治体自治体があるががあるががあるががあるが､､､､少少少少ししししでもでもでもでも手手手手数数数数料料料料がががが取取取取られればそれですられればそれですられればそれですられればそれですべべべべてのごみてのごみてのごみてのごみ処理処理処理処理のののの費用費用費用費用がががが賄賄賄賄われているとわれているとわれているとわれていると思思思思われがちであわれがちであわれがちであわれがちでありりりり､､､､別別別別にににに廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処理費用処理費用処理費用処理費用をををを請請請請求求求求するするするするとととと２２２２重重重重取取取取りではないかとかりではないかとかりではないかとかりではないかとか、、、、どのようにどのようにどのようにどのように使使使使われるかわわれるかわわれるかわわれるかわからないというようなアンケートからないというようなアンケートからないというようなアンケートからないというようなアンケート結結結結果果果果がががが出出出出るるるる｡｡｡｡    しかししかししかししかし、、、、これはこれはこれはこれは廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理事業経事業経事業経事業経費費費費総総総総額額額額（（（（２２２２兆兆兆兆３３３３３３３３６６６６９９９９億億億億円円円円））））にににに占占占占めるこうしためるこうしためるこうしためるこうした手手手手数数数数料料料料はははは６６６６．．．．１１１１％％％％程程程程度度度度でしかないでしかないでしかないでしかない。。。。こういったとこういったとこういったとこういったところのころのころのころの認認認認識識識識のののの違違違違いもいもいもいも普普普普及及及及・・・・啓啓啓啓発発発発のののの一一一一環環環環としてとしてとしてとして発発発発信信信信していくしていくしていくしていく情報情報情報情報のののの一部分一部分一部分一部分ではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考ええええているているているている。。。。            次次次次にににに「「「「普普普普及及及及・・・・啓啓啓啓発発発発策策策策」」」」についてだがについてだがについてだがについてだが、、、、個個個個人的人的人的人的にはこのにはこのにはこのにはこの分野分野分野分野にかなりにかなりにかなりにかなり力力力力をををを入入入入れていくれていくれていくれていく必要必要必要必要があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと感感感感じじじじているているているている。。。。環境環境環境環境白白白白書書書書作作作作成成成成にににに携携携携わっているわっているわっているわっている時時時時にににに、、、、普普普普及及及及・・・・啓啓啓啓発発発発にかかにかかにかかにかかるるるる教教教教材等材等材等材等をををを作作作作らせてもらったがらせてもらったがらせてもらったがらせてもらったが、、、、行政行政行政行政がががが普普普普及及及及・・・・啓啓啓啓発発発発をををを行行行行ななななうううう際際際際はははは、、、、ままままずずずず対策対策対策対策そのもののそのもののそのもののそのものの位位位位置置置置付付付付けをけをけをけを認認認認識識識識するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。これはこれはこれはこれは私私私私案案案案だがだがだがだが、、、、４４４４ステップステップステップステップほほほほどどどど踏踏踏踏まなければならないかまなければならないかまなければならないかまなければならないかとととと感感感感じじじじているているているている。。。。最最最最初初初初のステップとしてのステップとしてのステップとしてのステップとして「「「「わかりやすいわかりやすいわかりやすいわかりやすい情報情報情報情報提供提供提供提供」」」」ということということということということ。「。「。「。「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会白白白白書書書書」」」」についてもわかりにくいについてもわかりにくいについてもわかりにくいについてもわかりにくい部分部分部分部分があるかもしれないがあるかもしれないがあるかもしれないがあるかもしれない。。。。例例例例ええええ話話話話やイラストやイラストやイラストやイラスト等等等等をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、



 178

少少少少しでもわかりやすいしでもわかりやすいしでもわかりやすいしでもわかりやすい情報情報情報情報提供提供提供提供をすることがをすることがをすることがをすることが必要必要必要必要であるであるであるである。「。「。「。「産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが年年年年にににに４４４４億億億億トントントントン出出出出ているているているている」」」」とととと言言言言ってもなかなかわかりにくいってもなかなかわかりにくいってもなかなかわかりにくいってもなかなかわかりにくい。。。。それをそれをそれをそれを何何何何らかのらかのらかのらかの例例例例ええええをををを利用利用利用利用してわかりやすくしてわかりやすくしてわかりやすくしてわかりやすくするするするする工工工工夫夫夫夫がががが必要必要必要必要。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの市市市市町村町村町村町村レレレレベベベベルでルでルでルで象象象象徴徴徴徴的的的的なななな表表表表しししし方方方方でででで、、、、わかりやすいわかりやすいわかりやすいわかりやすい表表表表現方法現方法現方法現方法をををを考考考考ええええるのもるのもるのもるのも１１１１つのつのつのつの案案案案かとかとかとかと思思思思われるわれるわれるわれる。「。「。「。「水水水水環境環境環境環境すごろくすごろくすごろくすごろく」」」」というものをというものをというものをというものを作作作作りりりり、、、、一般家一般家一般家一般家庭庭庭庭にににに配配配配っっっったことがあったがたことがあったがたことがあったがたことがあったが、、、、過去過去過去過去にににに例例例例がないということでがないということでがないということでがないということで新新新新聞聞聞聞・・・・雑雑雑雑誌誌誌誌などでなどでなどでなどで大大大大々々々々的的的的にににに取取取取りりりり上上上上げてもげてもげてもげてもらうことができらうことができらうことができらうことができ、、、、１１１１万部万部万部万部がががが捌捌捌捌けたことがあったけたことがあったけたことがあったけたことがあった。。。。白白白白書書書書においてはにおいてはにおいてはにおいては漫漫漫漫画画画画でメッセージをでメッセージをでメッセージをでメッセージを伝伝伝伝ええええていこうというていこうというていこうというていこうという取組取組取組取組みをしたみをしたみをしたみをした。。。。漫漫漫漫画画画画白白白白書書書書はははは５５５５万部万部万部万部がががが売売売売れれれれ、、、、学学学学校校校校のののの教教教教師師師師がまとめてがまとめてがまとめてがまとめて買買買買っていっていっていっていくケースがくケースがくケースがくケースが目立目立目立目立ったったったった。。。。値値値値段段段段もももも交交交交渉渉渉渉をををを重重重重ねねねね、、、、低低低低価格価格価格価格（（（（￥￥￥￥333300000000））））でででで販販販販売売売売することができたのもすることができたのもすることができたのもすることができたのも高高高高いいいい購購購購買買買買率率率率につながったのではないかにつながったのではないかにつながったのではないかにつながったのではないか。。。。またまたまたまた、、、、環境環境環境環境白白白白書書書書ををををカカカカレンダーにしてレンダーにしてレンダーにしてレンダーにして全全全全国国国国のののの小小小小中学中学中学中学校校校校にににに配配配配布布布布することもしたすることもしたすることもしたすることもした。。。。第第第第２２２２番番番番目目目目にににに「「「「よりよりよりより広広広広くくくく様様様様々々々々なメなメなメなメディディディディアでアでアでアで情報情報情報情報をををを提供提供提供提供していくしていくしていくしていく必要必要必要必要」」」」があるとがあるとがあるとがあると思思思思われるわれるわれるわれる。。。。新新新新聞聞聞聞、、、、ラジラジラジラジオオオオ等等等等においてはにおいてはにおいてはにおいては幅幅幅幅広広広広くくくく情報発情報発情報発情報発信信信信ができるとができるとができるとができると同同同同時時時時にににに、、、、よりよりよりより刺刺刺刺激激激激的的的的なななな情報情報情報情報があるとせっかくがあるとせっかくがあるとせっかくがあるとせっかく発発発発信信信信したものがしたものがしたものがしたものが埋埋埋埋没没没没してしまうといったこともあるしてしまうといったこともあるしてしまうといったこともあるしてしまうといったこともある。。。。他他他他方方方方でででで人人人人によってによってによってによって情報情報情報情報をををを獲獲獲獲得得得得するメするメするメするメディディディディアはアはアはアは色色色色々々々々あるためあるためあるためあるため、、、、それらをそれらをそれらをそれらを意識意識意識意識したしたしたした情報情報情報情報のののの伝達伝達伝達伝達というというというというのがのがのがのが必要必要必要必要かとかとかとかと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。ステップのステップのステップのステップの第第第第３３３３としてとしてとしてとして「「「「参参参参加加加加型型型型のののの普普普普及及及及啓啓啓啓発発発発」」」」をしていかなければをしていかなければをしていかなければをしていかなければならないとならないとならないとならないと感感感感じじじじているているているている。。。。受受受受けけけけ身身身身でででで情報情報情報情報をもらうというだけではをもらうというだけではをもらうというだけではをもらうというだけでは、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか行動行動行動行動にはつながにはつながにはつながにはつながらないらないらないらない。。。。それをどのようにそれをどのようにそれをどのようにそれをどのように行動行動行動行動にににに結結結結びびびび付付付付けていくのかとけていくのかとけていくのかとけていくのかと考考考考ええええるこるこるこることがとがとがとが必要必要必要必要ですですですです。。。。以前以前以前以前、、、、循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会にににに係係係係るミュージるミュージるミュージるミュージカカカカルをルをルをルを、、、、一般一般一般一般のののの人人人人からのからのからのからの募募募募集集集集によってによってによってによって配配配配役役役役をををを設定設定設定設定してしてしてして行行行行なったなったなったなった。。。。このようなこのようなこのようなこのような活動活動活動活動のののの中中中中でででで、、、、会場会場会場会場にににに来来来来たたたた出出出出演演演演者者者者のののの家家家家族族族族やややや知知知知りりりり合合合合いからいからいからいから少少少少ししししづづづづつつつつ輪輪輪輪がががが広広広広がりがりがりがり、、、、紙紙紙紙のパンフレットをのパンフレットをのパンフレットをのパンフレットを渡渡渡渡すよりはかなりすよりはかなりすよりはかなりすよりはかなり実実実実践践践践にににに結結結結びつくびつくびつくびつく効果効果効果効果がががが期期期期待待待待できるのではないかとできるのではないかとできるのではないかとできるのではないかと感感感感じじじじているているているている。。。。またまたまたまた「「「「名名名名探偵探偵探偵探偵コナコナコナコナンンンン」」」」をををを使用使用使用使用したしたしたした小小小小冊冊冊冊子子子子をををを作作作作りりりり、「、「、「、「コナコナコナコナンとンとンとンと一一一一緒緒緒緒にごみダイエットにごみダイエットにごみダイエットにごみダイエットをしようをしようをしようをしよう」」」」ということでということでということでということで表表表表ににににチチチチェックをしェックをしェックをしェックをし、、、、そのそのそのその成成成成果果果果をををを送送送送ってくれればってくれればってくれればってくれれば、、、、いいものにいいものにいいものにいいものに関関関関ししししてはインターてはインターてはインターてはインターネネネネットットットット上上上上でででで公表公表公表公表しようということもしているしようということもしているしようということもしているしようということもしている。。。。最後最後最後最後にはにはにはには「「「「活動活動活動活動やややや行動行動行動行動がががが継継継継続続続続的的的的にににに行行行行わわわわれるようにすることれるようにすることれるようにすることれるようにすること」」」」にもにもにもにも普普普普及及及及啓啓啓啓蒙蒙蒙蒙のののの意義意義意義意義があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。制制制制度度度度としてはとしてはとしてはとしては「「「「地地地地球球球球環境環境環境環境基基基基金金金金」、「」、「」、「」、「地域地域地域地域環境環境環境環境基基基基金金金金」」」」といったようなといったようなといったようなといったような資資資資金金金金面面面面のののの援助援助援助援助というものがあというものがあというものがあというものがありりりり、、、、またまたまたまた「「「「環境環境環境環境カウカウカウカウンセラーンセラーンセラーンセラー」」」」といったアといったアといったアといったアドドドドバイバイバイバイザザザザーーーー的的的的なものもなものもなものもなものも今今今今はできてきているはできてきているはできてきているはできてきている。。。。色色色色々々々々なななな手手手手法法法法をををを作作作作りりりり、、、、継継継継続続続続的的的的につながっていくことがにつながっていくことがにつながっていくことがにつながっていくことが今後今後今後今後のののの普普普普及及及及啓啓啓啓発発発発にとってにとってにとってにとって大事大事大事大事なこととなこととなこととなことと言言言言ええええるるるる。。。。        司会司会司会司会    ((((坂本坂本坂本坂本))))            中中中中央官央官央官央官庁庁庁庁のののの重要重要重要重要なおなおなおなお立場立場立場立場にあるにもかかわらにあるにもかかわらにあるにもかかわらにあるにもかかわらずずずず、、、、ユユユユニニニニークなごークなごークなごークなご講講講講演演演演をしていただきをしていただきをしていただきをしていただき感感感感謝謝謝謝しますしますしますします。。。。    今回今回今回今回、、、、白白白白書書書書をををを読読読読ませてませてませてませて頂頂頂頂いたがいたがいたがいたが、、、、非常非常非常非常にににに読読読読みやすいみやすいみやすいみやすい。。。。これからのこれからのこれからのこれからの白白白白書書書書、、、、政治政治政治政治のののの形形形形態態態態もこのもこのもこのもこのようにようにようにように若若若若いいいい方方方方のののの観点観点観点観点をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んだものにしていけばよいのではないかとんだものにしていけばよいのではないかとんだものにしていけばよいのではないかとんだものにしていけばよいのではないかと感感感感じじじじたたたた。。。。        ココココメントメントメントメント：：：：鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦            今度今度今度今度おおおお会会会会いしたいしたいしたいした時時時時でででで結結結結構構構構だがだがだがだが、、、、１１１１つつつつ問問問問題題題題をををを提提提提起起起起させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きたいきたいきたいきたい。。。。今日今日今日今日のテーマでもあるのテーマでもあるのテーマでもあるのテーマでもある「「「「市民意識市民意識市民意識市民意識」」」」ですがですがですがですが、、、、我我我我々々々々のののの研究研究研究研究テーマのテーマのテーマのテーマの中中中中でもでもでもでも重要重要重要重要なななな部分部分部分部分とととと意識意識意識意識しているところですしているところですしているところですしているところです。。。。住住住住民民民民のののの意識意識意識意識、、、、市民市民市民市民のののの意識意識意識意識においてにおいてにおいてにおいて、、、、法法法法律律律律のののの中中中中にににに書書書書かれているかれているかれているかれている責務責務責務責務というものとはというものとはというものとはというものとは、、、、かなりかなりかなりかなりのののの隔隔隔隔たりがあるのではないかたりがあるのではないかたりがあるのではないかたりがあるのではないか。。。。それをそれをそれをそれを一一一一つのつのつのつの問問問問題提題提題提題提起起起起としたいとしたいとしたいとしたい。。。。        司会司会司会司会：：：：坂本坂本坂本坂本    
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        地域地域地域地域をををを新新新新しいしいしいしい環境型環境型環境型環境型共共共共生生生生都市都市都市都市にしようというにしようというにしようというにしようという取組取組取組取組みみみみ、、、、計計計計画画画画をををを推進推進推進推進されているされているされているされている担当者担当者担当者担当者であであであであるるるる、、、、世世世世田田田田谷谷谷谷区区区区のののの松松松松下下下下さんさんさんさんにごにごにごにご発表発表発表発表をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        松松松松下下下下係長係長係長係長            世世世世田田田田谷谷谷谷区区区区はははは 88880000 万万万万人人人人というというというという、、、、区区区区市市市市町村町村町村町村としてはとしてはとしてはとしては大変大大変大大変大大変大きなきなきなきな区区区区であるであるであるである。「。「。「。「ごみごみごみごみ減減減減量量量量課課課課」」」」といといといというセクションにうセクションにうセクションにうセクションに所所所所属属属属しているがしているがしているがしているが、、、、町町町町会会会会やややや商商商商店店店店街街街街といったといったといったといった方方方方々々々々とととと接接接接するとするとするとすると、「、「、「、「ごみごみごみごみ」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉がががが付付付付いているところでいているところでいているところでいているところで働働働働いているいているいているいている自自自自分分分分のののの仕仕仕仕事事事事はははは、、、、家家家家族族族族にとってはにとってはにとってはにとっては可可可可哀哀哀哀想想想想ではないかといではないかといではないかといではないかというううう意見意見意見意見をををを多多多多くのくのくのくの方方方方からからからから頂頂頂頂くくくく。。。。そのそのそのその一一一一方方方方でででで「「「「素素素素晴晴晴晴らしいらしいらしいらしい」」」」というというというという意見意見意見意見もももも頂頂頂頂くくくく。「。「。「。「ごみごみごみごみ」」」」にににに対対対対すすすするるるる意識意識意識意識はまだまだはまだまだはまだまだはまだまだ人人人人によってによってによってによって様様様様々々々々であるであるであるである。。。。世世世世田田田田谷谷谷谷区区区区はははは大変大大変大大変大大変大きなきなきなきな地地地地区区区区ではあるがではあるがではあるがではあるが、、、、様様様様々々々々なななな取組取組取組取組みがみがみがみが区区区区民民民民のののの方方方方、、、、事業事業事業事業者者者者のののの中中中中でもでもでもでも始始始始まってきているまってきているまってきているまってきている。。。。それをいかにそれをいかにそれをいかにそれをいかに育育育育ててててていくかというていくかというていくかというていくかということをことをことをことを検討検討検討検討しているのがしているのがしているのがしているのが「「「「ごみごみごみごみ減減減減量量量量課課課課」」」」のののの役役役役目目目目でもあるでもあるでもあるでもある。。。。            本日本日本日本日はははは「「「「世世世世田田田田谷谷谷谷区区区区におけるにおけるにおけるにおける環境学習環境学習環境学習環境学習とととと区区区区民合意形成民合意形成民合意形成民合意形成」」」」についておについておについておについてお話話話話させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。世世世世田田田田谷谷谷谷区区区区はははは都都都都心心心心からからからから非常非常非常非常にににに近近近近いいいい場場場場所所所所にあるにあるにあるにある一一一一方方方方、、、、多多多多摩摩摩摩川川川川などなどなどなど自自自自然然然然的環境的環境的環境的環境にもにもにもにも恵恵恵恵まれておりまれておりまれておりまれており、、、、良良良良好好好好なななな住宅住宅住宅住宅としてとしてとしてとして言言言言ええええるのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。一一一一方方方方、、、、環環環環７７７７やややや環環環環８８８８、、、、首首首首都高都高都高都高３３３３、、、、４４４４号線号線号線号線、、、、小小小小田田田田急急急急、、、、京京京京王王王王、、、、東急東急東急東急といったといったといったといった交交交交通通通通網網網網がががが走走走走っておりっておりっておりっており、、、、都市的都市的都市的都市的なななな基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備はははは整整整整っているといっているといっているといっているといええええるるるる。。。。人人人人口口口口 88880000 万万万万人人人人、、、、世世世世帯帯帯帯数数数数 40404040 万万万万でででで、、、、世世世世帯帯帯帯当当当当たりのたりのたりのたりの人人人人口口口口がががが少少少少ないがないがないがないが、、、、単単単単身身身身世世世世帯帯帯帯がががが大変多大変多大変多大変多いいいい地地地地域域域域でありでありでありであり、、、、現現現現在在在在もももも世世世世帯帯帯帯数数数数はははは増増増増加加加加しているしているしているしている。。。。            平平平平成成成成 12121212 年年年年 4444 月月月月 1111 日日日日まではまではまではまでは世世世世田田田田谷谷谷谷区区区区をををを含含含含むむむむ東東東東京京京京 22223333 区区区区はははは「「「「東東東東京都京都京都京都のののの内部内部内部内部団体団体団体団体」」」」というというというという位位位位置置置置付付付付けでありけでありけでありけであり、、、、一一一一人前人前人前人前のののの自治体自治体自治体自治体というというというという位位位位置置置置付付付付けではなかったけではなかったけではなかったけではなかった。。。。平平平平成成成成 12121212年年年年 4444月月月月 1111日以日以日以日以降降降降はははは「「「「地地地地方自治法方自治法方自治法方自治法のののの改改改改正正正正」」」」ということでということでということでということで、、、、ようやくようやくようやくようやく基基基基礎礎礎礎的自治体的自治体的自治体的自治体のののの一一一一員員員員というというというという位位位位置置置置付付付付けをけをけをけを獲獲獲獲得得得得するするするするにににに至至至至ったったったった。。。。上上上上下下下下水水水水道道道道、、、、消消消消防防防防についてはについてはについてはについては東東東東京都京都京都京都がががが広広広広域域域域行政行政行政行政のののの立場立場立場立場でででで行行行行なっているがなっているがなっているがなっているが、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物についてはについてはについてはについては各区各区各区各区においてにおいてにおいてにおいて自自自自らららら行行行行なうようになったなうようになったなうようになったなうようになった。。。。とはいとはいとはいとはいええええ、、、、東東東東京都京都京都京都のののの大大大大清掃局清掃局清掃局清掃局がががが消消消消滅滅滅滅しししし、、、、２３２３２３２３分割分割分割分割されたわけでされたわけでされたわけでされたわけで、、、、清掃清掃清掃清掃リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事業事業事業事業のののの運運運運営営営営形形形形態態態態もまだしっかりもまだしっかりもまだしっかりもまだしっかり整整整整っていないのがっていないのがっていないのがっていないのが現状現状現状現状。。。。しかししかししかししかし、、、、世世世世田田田田谷谷谷谷区区区区内内内内のごみののごみののごみののごみの収集量収集量収集量収集量はははは平平平平成成成成 11111111年度年度年度年度とととと 12121212年度年度年度年度をををを比較比較比較比較してみるとしてみるとしてみるとしてみると 11115555％％％％のののの大大大大幅幅幅幅なななな減減減減少少少少となっているとなっているとなっているとなっている。。。。これはこれはこれはこれは 22223333 区区区区どこでもやっていることだがどこでもやっていることだがどこでもやっていることだがどこでもやっていることだが、、、、可可可可燃燃燃燃ごみのごみのごみのごみの週週週週 3333回回回回収集収集収集収集をををを週週週週 2222 回回回回にににに変変変変更更更更しししし、、、、そのそのそのその分分分分をををを「「「「資資資資源源源源のののの日日日日」」」」にににに振振振振りりりり替替替替ええええるということをしたるということをしたるということをしたるということをした。。。。これにあこれにあこれにあこれにあわせてわせてわせてわせて従来従来従来従来のののの資資資資源源源源回回回回収収収収システムのシステムのシステムのシステムの大大大大幅幅幅幅なななな見見見見直直直直しししし、、、、全面全面全面全面的的的的なななな切切切切りりりり替替替替ええええをををを図図図図ったったったった。。。。これによっこれによっこれによっこれによってててて資資資資源源源源のののの回回回回収量収量収量収量はははは 11111111年度年度年度年度のののの約約約約 2222 倍倍倍倍増増増増になったになったになったになった。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物関連関連関連関連にににに係係係係るるるる年間年間年間年間予算予算予算予算だがだがだがだが、、、、事業事業事業事業費費費費ベベベベースでースでースでースで 99990000億億億億円強円強円強円強、、、、人人人人件件件件費費費費をををを含含含含むむむむとととと 111133330000億億億億円円円円ほほほほどになるどになるどになるどになる。。。。人人人人件件件件費費費費のののの割割割割合合合合がががが多多多多くなっているがくなっているがくなっているがくなっているが、、、、東東東東京都京都京都京都のののの清掃清掃清掃清掃職職職職員員員員のののの方方方方のののの身身身身分分分分をををを引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐといといといということでうことでうことでうことで、、、、区区区区にににに派派派派遣遣遣遣されてきているされてきているされてきているされてきている方方方方々々々々がががが多多多多いこともありいこともありいこともありいこともあり、、、、このようなこのようなこのようなこのような結結結結果果果果になっているになっているになっているになっている。。。。            世世世世田田田田谷谷谷谷区区区区はははは「「「「一般廃棄物処理基一般廃棄物処理基一般廃棄物処理基一般廃棄物処理基本本本本計計計計画画画画」」」」にににに基基基基づづづづきききき、「、「、「、「発発発発生段生段生段生段階階階階」、「」、「」、「」、「排排排排出出出出段段段段階階階階」」」」においていにおいていにおいていにおいていかにかにかにかに抑抑抑抑制制制制をををを図図図図っていくかということをっていくかということをっていくかということをっていくかということを計計計計画化画化画化画化しておりしておりしておりしており、「、「、「、「収集収集収集収集・・・・運運運運搬搬搬搬段段段段階階階階」「」「」「」「処理処理処理処理・・・・処分段処分段処分段処分段階階階階」」」」でのでのでのでの環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの低低低低減減減減をををを図図図図るるるる、「、「、「、「区区区区民民民民のののの利利利利便便便便性性性性のののの向上向上向上向上」、「」、「」、「」、「最最最最小小小小のののの費用費用費用費用でででで最大最大最大最大のののの効果効果効果効果」」」」といといといといったようなったようなったようなったような観点観点観点観点からからからから取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる。「。「。「。「再生品再生品再生品再生品循環循環循環循環段段段段階階階階」」」」においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、住住住住民民民民にににに一番近一番近一番近一番近いとこいとこいとこいところのろのろのろの立場立場立場立場でででで「「「「何何何何ができるのかができるのかができるのかができるのか」、「」、「」、「」、「何何何何をすをすをすをすべべべべきなのかきなのかきなのかきなのか」」」」というところにというところにというところにというところに焦点焦点焦点焦点をあてているをあてているをあてているをあてている。。。。        実実実実際際際際にどにどにどにどういうういうういうういう事事事事をしているかををしているかををしているかををしているかを説明説明説明説明しますしますしますします。。。。区区区区民民民民にアンケートをにアンケートをにアンケートをにアンケートを取取取取ったところったところったところったところ、、、、一番一番一番一番のののの情報情報情報情報源源源源はははは「「「「区報区報区報区報」」」」というのがというのがというのがというのが 66660000～～～～77770000％％％％をををを占占占占めためためためた。。。。ホホホホームームームームペペペページもージもージもージも掲載掲載掲載掲載しているがしているがしているがしているが、、、、これこれこれこれはははは補足補足補足補足的的的的なななな意意意意味味味味合合合合いでしかないいでしかないいでしかないいでしかない。。。。毎毎毎毎月月月月 3333 回回回回のののの区報区報区報区報をををを発発発発行行行行しているがしているがしているがしているが、、、、年年年年にににに 1111 度度度度「「「「清掃清掃清掃清掃・リ・リ・リ・リサイクルサイクルサイクルサイクル特特特特集集集集号号号号」」」」というものをというものをというものをというものを発発発発行行行行しているしているしているしている。。。。今年度今年度今年度今年度についてはについてはについてはについては３３３３月月月月にごみにごみにごみにごみ減減減減量量量量やややや分別分別分別分別方方方方
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法法法法ののののハハハハンンンンドブドブドブドブックをックをックをックを発発発発行行行行予予予予定定定定であるであるであるである。。。。        環境学習環境学習環境学習環境学習というというというという面面面面をををを狭狭狭狭いいいい意意意意味味味味でででで捉捉捉捉ええええるとるとるとると、、、、子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに対対対対するするするする取組取組取組取組みがみがみがみが考考考考ええええられられられられ、、、、学学学学校校校校にににに向向向向けたけたけたけた学習学習学習学習においてはにおいてはにおいてはにおいては極極極極力力力力マンパワーをマンパワーをマンパワーをマンパワーを活活活活用用用用しているしているしているしている。。。。ごみごみごみごみ収集車収集車収集車収集車をををを学学学学校校校校にににに持持持持っていきっていきっていきっていき、、、、実実実実際際際際にににに動動動動くくくく様様様様子子子子をををを見見見見せるせるせるせる等等等等、、、、実実実実演演演演をしながらをしながらをしながらをしながら学習学習学習学習してもらっているしてもらっているしてもらっているしてもらっている。。。。またまたまたまた空空空空きききき缶缶缶缶プレスプレスプレスプレスカカカカーをーをーをーを派派派派遣遣遣遣してアしてアしてアしてアピピピピールすることもしているールすることもしているールすることもしているールすることもしている。。。。またまたまたまた PRPRPRPR用用用用ののののビデビデビデビデオオオオをををを作作作作成成成成しししし、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル情報情報情報情報ココココーーーーナナナナーというーというーというーという場場場場所所所所などにおいてなどにおいてなどにおいてなどにおいて一般一般一般一般のののの区区区区民民民民のののの方方方方にもにもにもにも貸貸貸貸しししし出出出出しをするとしをするとしをするとしをすると同同同同時時時時にににに、、、、子子子子どもたどもたどもたどもたちにもわかるようなちにもわかるようなちにもわかるようなちにもわかるような内容内容内容内容にしてあるためにしてあるためにしてあるためにしてあるため、、、、学学学学校校校校へへへへのののの貸貸貸貸しししし出出出出しもしているしもしているしもしているしもしている。。。。またまたまたまた清掃清掃清掃清掃工工工工場場場場やややや埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処分処分処分処分場場場場、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル関係関係関係関係のののの施施施施設設設設見学見学見学見学にににに関関関関してもしてもしてもしても積積積積極極極極的的的的にごにごにごにご案内案内案内案内しているしているしているしている。。。。またまたまたまた、、、、生生生生涯涯涯涯学習的学習的学習的学習的なななな部分部分部分部分としてとしてとしてとして、、、、色色色色々々々々なななな講講講講座座座座のののの展展展展開開開開やややや区区区区内内内内のののの NPONPONPONPO のののの方方方方々々々々とのとのとのとの協協協協力力力力体体体体制制制制のののの下下下下、、、、寸寸寸寸劇劇劇劇やややや紙紙紙紙芝居芝居芝居芝居をををを上上上上演演演演したりしたりしたりしたり、、、、これをこれをこれをこれをカカカカリリリリキキキキュラムュラムュラムュラム的的的的にににに組組組組みみみみ立立立立てていこうというてていこうというてていこうというてていこうという取組取組取組取組みをみをみをみを今年度今年度今年度今年度からからからから次次次次年度年度年度年度にかけてにかけてにかけてにかけて行行行行なっているなっているなっているなっている。。。。        次次次次にににに「「「「リリリリカカカカレントレントレントレント学習学習学習学習」」」」というものだがというものだがというものだがというものだが、、、、区区区区内内内内におけるにおけるにおけるにおける１１１１６６６６のののの大学大学大学大学とととと協協協協力力力力しししし、、、、区区区区のののの講講講講座座座座のののの PRPRPRPRやややや受受受受講料講料講料講料のののの補助補助補助補助をしたりすることによってをしたりすることによってをしたりすることによってをしたりすることによって社会人社会人社会人社会人にもにもにもにも色色色色々々々々なななな学習学習学習学習機機機機会会会会のののの場場場場をををを提供提供提供提供してしてしてしているいるいるいる。。。。一般一般一般一般的的的的なななな啓啓啓啓発発発発としてとしてとしてとして、、、、不不不不用品用品用品用品情報情報情報情報のののの紹介紹介紹介紹介をををを掲掲掲掲示示示示、、、、区報区報区報区報へへへへのののの掲載掲載掲載掲載もももも行行行行っているっているっているっている。。。。またまたまたまた、、、、世世世世田田田田谷谷谷谷区区区区のイのイのイのイベベベベントでもントでもントでもントでも飲飲飲飲みみみみ物容器物容器物容器物容器ののののデポデポデポデポジットジットジットジット実実実実験験験験をををを行行行行なったりなったりなったりなったり、、、、このこのこのこの秋秋秋秋はははは食食食食べべべべ物物物物のののの容容容容器器器器ののののデポデポデポデポジットジットジットジット実実実実験験験験もももも行行行行なうことをなうことをなうことをなうことを考考考考ええええているているているている。。。。またどうしてもまたどうしてもまたどうしてもまたどうしても大大大大量量量量のののの模模模模擬擬擬擬店店店店をををを出出出出さなけさなけさなけさなければならないおればならないおればならないおればならないお祭祭祭祭りのりのりのりの時時時時にはにはにはには、、、、少少少少々々々々高高高高くつくがスくつくがスくつくがスくつくがスポポポポンサーがンサーがンサーがンサーが取取取取れればれればれればれれば、、、、全部全部全部全部紙紙紙紙のおのおのおのお皿皿皿皿をををを使使使使用用用用するようにということもしているするようにということもしているするようにということもしているするようにということもしている。。。。今今今今夏夏夏夏のののの世世世世田田田田谷谷谷谷区区区区民民民民まつりではまつりではまつりではまつりでは、、、、実行実行実行実行委員委員委員委員会会会会のののの協協協協力力力力がががが得得得得られたためられたためられたためられたため、、、、1111枚枚枚枚 33330000 円円円円というというというという紙紙紙紙のおのおのおのお皿皿皿皿をををを使用使用使用使用したしたしたした。。。。            学習学習学習学習ということだけではなくということだけではなくということだけではなくということだけではなく、、、、区区区区民民民民やややや事業事業事業事業者者者者のののの積積積積極極極極的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを支援支援支援支援していくというしていくというしていくというしていくということでことでことでことで、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル活動団体活動団体活動団体活動団体にににに支援支援支援支援金金金金やややや機機機機材材材材のののの貸貸貸貸しししし付付付付けをけをけをけを行行行行っているっているっているっている。。。。またまたまたまた、、、、地域毎地域毎地域毎地域毎にににに集集集集積所積所積所積所のののの日常日常日常日常管管管管理理理理やややや資資資資源源源源のののの出出出出しししし方方方方のアのアのアのアドドドドバイスバイスバイスバイス、、、、再生品再生品再生品再生品のののの PRPRPRPR等等等等をををを担担担担ってってってって頂頂頂頂けるようなけるようなけるようなけるような委員委員委員委員会会会会組組組組織織織織をををを設設設設けておりけておりけておりけており、、、、区区区区内内内内 22227777のののの委員委員委員委員会組会組会組会組織織織織がががが今年度中今年度中今年度中今年度中にににに立立立立ちあがるちあがるちあがるちあがる予予予予定定定定であるであるであるである。。。。世世世世田田田田谷谷谷谷区区区区はははは住宅住宅住宅住宅地地地地というイメージがというイメージがというイメージがというイメージが強強強強いがいがいがいが、、、、商商商商店店店店街街街街団体団体団体団体がががが 111155554444 あるあるあるある。。。。こういったこういったこういったこういった所所所所でマイバッでマイバッでマイバッでマイバッググググキキキキャャャャンンンンペペペペーンーンーンーン等等等等、、、、商商商商店店店店街街街街毎毎毎毎にににに取取取取りりりり組組組組もうとしているところにもうとしているところにもうとしているところにもうとしているところに対対対対してはしてはしてはしては支援支援支援支援をををを行行行行なうというなうというなうというなうという事業事業事業事業をををを今年度立今年度立今年度立今年度立ちちちち上上上上げたげたげたげた。。。。現現現現在在在在区区区区内内内内、、、、20202020ヵヵヵヵ所所所所ほほほほどのどのどのどの商商商商店店店店街街街街がががが手手手手をををを挙挙挙挙げておりげておりげておりげており、、、、店店店店のののの数数数数でででで言言言言ええええばばばば、、、、3333000000000000 店店店店ほほほほどがどがどがどが簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装ないしはマイバックというないしはマイバックというないしはマイバックというないしはマイバックというキキキキャンャンャンャンペペペペーンをこのーンをこのーンをこのーンをこの秋秋秋秋からからからから展展展展開開開開していくしていくしていくしていく予予予予定定定定。。。。近近近近々々々々プレスプレスプレスプレス発表発表発表発表もももも行行行行なうなうなうなう。。。。またまたまたまた、、、、事業事業事業事業者者者者自自自自らがらがらがらが、、、、自自自自分分分分ののののオオオオフフフフィィィィスからスからスからスから出出出出るごみにるごみにるごみにるごみに対対対対処処処処しようということにしようということにしようということにしようということに対対対対するシステムするシステムするシステムするシステム、、、、例例例例ええええばばばば区区区区のののの資資資資源源源源回回回回収収収収にににに「「「「事業事業事業事業系系系系有料有料有料有料ごみごみごみごみ処理処理処理処理券券券券」」」」をををを貼貼貼貼ってってってって出出出出すよりもすよりもすよりもすよりも少少少少しししし安安安安くくくく回回回回収収収収できるようなできるようなできるようなできるような仕仕仕仕組組組組みみみみづづづづくりもしているくりもしているくりもしているくりもしている。。。。またまたまたまた、、、、リサイクリサイクリサイクリサイクルにルにルにルに関関関関するするするする普普普普及及及及啓啓啓啓発発発発のののの拠拠拠拠点施点施点施点施設設設設でででで NPONPONPONPO にににに対対対対してしてしてして活動場活動場活動場活動場所所所所のののの提供提供提供提供もももも行行行行なっているなっているなっているなっている。。。。またまたまたまた、、、、粗粗粗粗大大大大ごみのリサイクルということでごみのリサイクルということでごみのリサイクルということでごみのリサイクルということで、、、、使使使使ええええるものにるものにるものにるものに関関関関してはしてはしてはしては修修修修理理理理しししし、、、、希希希希望望望望するするするする方方方方にににに無無無無料料料料でででで提提提提供供供供することもしているすることもしているすることもしているすることもしている。。。。        またまたまたまた学学学学校校校校をををを利用利用利用利用したしたしたした活動活動活動活動をををを２２２２つつつつほほほほどごどごどごどご紹介紹介紹介紹介するするするする。。。。１１１１つはつはつはつは再生品再生品再生品再生品のののの利用促利用促利用促利用促進進進進ということでということでということでということで、、、、「「「「世世世世田田田田谷谷谷谷ロールロールロールロール」、「」、「」、「」、「世世世世田田田田谷谷谷谷テテテティィィィッシュッシュッシュッシュ」」」」といったリサイクルといったリサイクルといったリサイクルといったリサイクル商商商商品品品品をををを作作作作ってってってって PRPRPRPRしているしているしているしている。。。。区区区区内内内内のののの学学学学校校校校やややや施施施施設設設設でこれらをでこれらをでこれらをでこれらを使用使用使用使用しているしているしているしている。。。。もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは学学学学校校校校へへへへのののの生生生生ごみごみごみごみ処理処理処理処理機機機機のののの設設設設置置置置。。。。区区区区内内内内のののの６６６６４４４４のののの区区区区立立立立小小小小学学学学校校校校はははは、、、、すすすすべべべべてててて自自自自分分分分たちのところでたちのところでたちのところでたちのところで給食給食給食給食をををを作作作作っておりっておりっておりっており、、、、そこでそこでそこでそこで出出出出てきたてきたてきたてきた調調調調理理理理くくくくずずずず、、、、食食食食べべべべ残残残残しししし等等等等についてはについてはについてはについては処理処理処理処理機機機機にかけることをしているがにかけることをしているがにかけることをしているがにかけることをしているが、、、、やはりやはりやはりやはり処理処理処理処理後後後後のののの一一一一次次次次処処処処理品理品理品理品がでてくるがでてくるがでてくるがでてくる。。。。一一一一次次次次処理品処理品処理品処理品はははは熟熟熟熟成成成成させるさせるさせるさせる必要必要必要必要がありがありがありがあり、、、、それをそれをそれをそれを区区区区内内内内のののの農農農農家家家家でででで使使使使ってってってって頂頂頂頂くよくよくよくようなうなうなうな取組取組取組取組みをしているみをしているみをしているみをしている。。。。ただただただただ、、、、このままではこのままではこのままではこのままでは堆肥堆肥堆肥堆肥としてはとしてはとしてはとしては使用使用使用使用できないためできないためできないためできないため、、、、区区区区内内内内のののの公公公公園園園園
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やややや街街街街路路路路樹樹樹樹のののの剪剪剪剪定定定定したしたしたした枝枝枝枝ののののチチチチップをップをップをップを好好好好みのバランスでみのバランスでみのバランスでみのバランスで混混混混ぜぜぜぜてててて使使使使ってもらってもらってもらってもらええええるようるようるようるよう無無無無料料料料でででで提供提供提供提供しているしているしているしている。。。。またこれをまたこれをまたこれをまたこれを利用利用利用利用しているしているしているしている農農農農家家家家のののの野野野野菜菜菜菜をををを給食給食給食給食にににに使用使用使用使用しようというしようというしようというしようという取組取組取組取組みもしていみもしていみもしていみもしているるるる。。。。            今後今後今後今後のののの議議議議論論論論をををを進進進進めてめてめてめて頂頂頂頂くくくく上上上上でのきっかけとなでのきっかけとなでのきっかけとなでのきっかけとなるようなるようなるようなるような、、、、事事事事例例例例のおのおのおのお話話話話をさせてをさせてをさせてをさせて頂頂頂頂いたいたいたいた。。。。御御御御拝拝拝拝聴感聴感聴感聴感謝謝謝謝するするするする。。。。        司会司会司会司会    ((((坂本坂本坂本坂本))))            現場現場現場現場でのでのでのでの素素素素晴晴晴晴らしいらしいらしいらしい実実実実践践践践活動活動活動活動のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介をいただきをいただきをいただきをいただき有有有有難難難難うございましたうございましたうございましたうございました。。。。最後最後最後最後のセッショのセッショのセッショのセッションのンのンのンの司会司会司会司会をををを鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦さんにおさんにおさんにおさんにお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        司会司会司会司会    ((((鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦))))            ごごごご講講講講演演演演頂頂頂頂いたいたいたいた方方方方々々々々をををを含含含含めめめめ、、、、長長長長野野野野県県県県飯飯飯飯田市田市田市田市のののの小小小小林林林林さんさんさんさん、、、、小小小小澤澤澤澤先生先生先生先生、、、、大大大大林林林林組組組組のののの塩塩塩塩田田田田さんにはさんにはさんにはさんには、、、、前前前前にににに出出出出てきててきててきててきて頂頂頂頂きききき、、、、ココココメントメントメントメント並並並並びにびにびにびに質問質問質問質問をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。会場会場会場会場のののの方方方方からからからから何何何何かかかか質問質問質問質問はないかはないかはないかはないか。。。。        出席出席出席出席者者者者 AAAA            自治体自治体自治体自治体がががが企業企業企業企業にににに対対対対してどのようなしてどのようなしてどのようなしてどのような取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを期期期期待待待待しているのかしているのかしているのかしているのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。        出席出席出席出席者者者者 BBBB            会社会社会社会社においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、自自自自分分分分としてもごみやとしてもごみやとしてもごみやとしてもごみや分分分分別別別別にににに対対対対するするするする意識意識意識意識はははは低低低低いいいい。Ｐ。Ｐ。Ｐ。ＰＲＲＲＲというというというという話話話話があったがあったがあったがあったがががが、、、、今今今今のところはまだのところはまだのところはまだのところはまだ行政行政行政行政等等等等からのからのからのからの押押押押しししし付付付付けのようなところがあるけのようなところがあるけのようなところがあるけのようなところがある。。。。一般一般一般一般市民市民市民市民としてどのとしてどのとしてどのとしてどのようにようにようにように対対対対処処処処していったらよいのかしていったらよいのかしていったらよいのかしていったらよいのか。。。。        山山山山谷谷谷谷副副副副校校校校長長長長            ままままずずずず、、、、問問問問題定題定題定題定義義義義のあったのあったのあったのあった法法法法律律律律上上上上のののの国民国民国民国民のののの責務責務責務責務とととと実実実実際際際際のののの意識意識意識意識ののののギギギギャップについてだがャップについてだがャップについてだがャップについてだが、、、、最最最最近近近近色色色色々々々々なななな基基基基本法本法本法本法にににに国民国民国民国民のののの責務責務責務責務がががが書書書書いてあるがいてあるがいてあるがいてあるが、、、、そうそうそうそう言言言言われてもわれてもわれてもわれても、、、、何何何何がががが書書書書いてあるのかがわいてあるのかがわいてあるのかがわいてあるのかがわからないのがからないのがからないのがからないのが現状現状現状現状ですですですです。。。。法法法法律律律律やややや条条条条例例例例でででで責務責務責務責務をををを規定規定規定規定したからといってしたからといってしたからといってしたからといって、、、、国民国民国民国民やややや住住住住民民民民がががが守守守守るとるとるとるとはははは限限限限らないらないらないらない。。。。そこにそこにそこにそこにひひひひとつのとつのとつのとつの限界限界限界限界があるがあるがあるがある。。。。事業事業事業事業者者者者のののの責務責務責務責務にににに関関関関してもしてもしてもしても、、、、抽象抽象抽象抽象的的的的なななな書書書書ききききぶぶぶぶりをりをりをりをしてしてしてして具具具具体的体的体的体的にににに「「「「排排排排出出出出者者者者責責責責任任任任」、「」、「」、「」、「拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者責者責者責者責任任任任」」」」といったといったといったといった例例例例をををを挙挙挙挙げているげているげているげている。。。。地地地地方方方方公公公公共共共共団体団体団体団体のののの責務責務責務責務のののの部分部分部分部分にににに関関関関してもしてもしてもしても、、、、わたくしのわたくしのわたくしのわたくしの講講講講演演演演でででで申申申申しししし上上上上げたようにげたようにげたようにげたように、、、、自治体自治体自治体自治体でできることはでできることはでできることはでできることは自自自自治体治体治体治体ですればいいことであるですればいいことであるですればいいことであるですればいいことである。。。。国国国国のののの法法法法律律律律でででで色色色色々々々々とととと決決決決めるのはどうかとめるのはどうかとめるのはどうかとめるのはどうかと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。実実実実際際際際にどにどにどにどのようにやっていけばのようにやっていけばのようにやっていけばのようにやっていけば良良良良いのかということはいのかということはいのかということはいのかということは、、、、色色色色々々々々ななななツツツツールをールをールをールを使使使使ったりしながらったりしながらったりしながらったりしながら住住住住民民民民にはにはにはには啓啓啓啓発発発発していくのがよいのではないかとしていくのがよいのではないかとしていくのがよいのではないかとしていくのがよいのではないかと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。        司会司会司会司会    ((((鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦))))            市民市民市民市民のののの参画参画参画参画、、、、合意形成合意形成合意形成合意形成というところでというところでというところでというところで、、、、市民市民市民市民・・・・住住住住民民民民のののの重要性重要性重要性重要性というのはというのはというのはというのは、、、、このゼロエミこのゼロエミこのゼロエミこのゼロエミッションでもッションでもッションでもッションでも力力力力がががが入入入入れにくいエリアであるれにくいエリアであるれにくいエリアであるれにくいエリアである。。。。このこのこのこの点点点点にににに関関関関しししし、、、、3333 名名名名のののの方方方方々々々々ににににココココメントメントメントメント頂頂頂頂きたいきたいきたいきたい。。。。        飯飯飯飯田市田市田市田市    小小小小林林林林係長係長係長係長            飯飯飯飯田市田市田市田市はははは 10101010 万万万万 7777 千千千千人人人人というというというという規模規模規模規模のののの自治体自治体自治体自治体でででで、、、、今年今年今年今年のののの 10101010 月月月月よりよりよりより容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法にににに基基基基づづづづいていていていて、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック製製製製のののの容器包装容器包装容器包装容器包装のののの回回回回収収収収をををを始始始始めるということでめるということでめるということでめるということで、、、、数数数数ヶヶヶヶ月前月前月前月前からからからから 200200200200 ヵヵヵヵ
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所所所所程程程程でででで、、、、住住住住民対民対民対民対応応応応のののの説明説明説明説明会会会会をををを行行行行なったなったなったなった。。。。どのどのどのどの会場会場会場会場もももも我我我我々々々々がががが想想想想像像像像するするするする以上以上以上以上のののの市民市民市民市民のののの数数数数がががが集集集集ままままったったったった。。。。回回回回収収収収方法方法方法方法がががが変変変変わるというわるというわるというわるという不安不安不安不安もあったかもしれないがもあったかもしれないがもあったかもしれないがもあったかもしれないが、、、、話話話話をするをするをするをする際際際際にににに、「、「、「、「どうしてどうしてどうしてどうして収収収収集集集集法法法法がががが変変変変わるのかわるのかわるのかわるのか」」」」というというというという「「「「どうしてどうしてどうしてどうして」」」」というというというという部分部分部分部分からからからから説明説明説明説明することがすることがすることがすることが環境学習環境学習環境学習環境学習へへへへのののの口口口口火火火火をををを切切切切ることにもなるることにもなるることにもなるることにもなる。。。。ペペペペットットットットボボボボトルもプラストルもプラストルもプラストルもプラスチチチチックもックもックもックも住住住住民民民民にしてみれにしてみれにしてみれにしてみればばばば一一一一緒緒緒緒。。。。事業事業事業事業者者者者のののの費費費費用負担用負担用負担用負担のののの問問問問題題題題でででで回回回回収収収収のののの仕仕仕仕方方方方をををを変変変変ええええられているられているられているられている考考考考ええええられがちであるられがちであるられがちであるられがちである。。。。市民市民市民市民のののの意識意識意識意識のののの改革改革改革改革はははは、、、、市民市民市民市民のごみのごみのごみのごみ出出出出しのしのしのしの行動行動行動行動をををを変変変変ええええてもらうことからてもらうことからてもらうことからてもらうことから始始始始まるしかないまるしかないまるしかないまるしかない。。。。        東東東東京学京学京学京学芸芸芸芸大学大学大学大学    小小小小澤澤澤澤教教教教授授授授            環境環境環境環境基基基基本本本本計計計計画画画画というのはというのはというのはというのは戦略戦略戦略戦略的的的的なななな環境政策環境政策環境政策環境政策ということでということでということでということで１１１１１１１１のプロのプロのプロのプロググググラムがありラムがありラムがありラムがあり、、、、そのそのそのその一一一一つにつにつにつに環境環境環境環境教育教育教育教育がががが位位位位置置置置づづづづけられているけられているけられているけられている。。。。環境省環境省環境省環境省ではではではでは環境環境環境環境教育教育教育教育推進法推進法推進法推進法をををを作作作作るかどうかというるかどうかというるかどうかというるかどうかということでことでことでことで議議議議論論論論がなされているががなされているががなされているががなされているが、、、、個個個個人的人的人的人的にはあってもなくてもにはあってもなくてもにはあってもなくてもにはあってもなくても良良良良いといといといと思思思思っているっているっているっている。。。。というのというのというのというのもももも、、、、確確確確かにかにかにかに NPONPONPONPOやややや NNNNGGGGOOOO、、、、自治体自治体自治体自治体にににに対対対対しておしておしておしてお金金金金がががが出出出出るようになるかもしれないがるようになるかもしれないがるようになるかもしれないがるようになるかもしれないが、、、、現時現時現時現時点点点点におにおにおにおいてもいてもいてもいても、、、、おおおお金金金金をををを獲獲獲獲得得得得するするするする環境環境環境環境保全保全保全保全団体団体団体団体というのはたくさんいるというのはたくさんいるというのはたくさんいるというのはたくさんいる。。。。ただただただただ、、、、特特特特定定定定のところにのところにのところにのところに行行行行ってしまっているってしまっているってしまっているってしまっている部分部分部分部分もあるもあるもあるもある。。。。それよりそれよりそれよりそれより今今今今朝朝朝朝のののの日本経済日本経済日本経済日本経済新新新新聞聞聞聞でででで環境省環境省環境省環境省がががが環境環境環境環境にににに対対対対するするするする意識意識意識意識のアンケートをのアンケートをのアンケートをのアンケートを行行行行なったところなったところなったところなったところ、、、、意識意識意識意識はははは高高高高まっているというまっているというまっているというまっているという結結結結果果果果がががが出出出出ていたていたていたていた。。。。環境環境環境環境教育教育教育教育をををを担当担当担当担当しているしているしているしている立場立場立場立場としてとしてとしてとして、、、、またまたまたまた色色色色々々々々なななな自治体自治体自治体自治体のののの講講講講演演演演会会会会等等等等にににに参参参参加加加加しししし、、、、非常非常非常非常にににに意識意識意識意識がががが高高高高まってまってまってまっているのをいるのをいるのをいるのを感感感感じじじじるるるる。。。。しかししかししかししかし、、、、何何何何故故故故日本人日本人日本人日本人はははは行動行動行動行動からできないのかからできないのかからできないのかからできないのか。。。。建建建建前前前前とととと本本本本音音音音というものがというものがというものがというものがあるがあるがあるがあるが、、、、行動行動行動行動ができていないことをができていないことをができていないことをができていないことを強強強強くくくく感感感感じじじじるるるる。。。。法法法法律律律律・・・・制制制制度度度度だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、経済的経済的経済的経済的なインなインなインなインセンテセンテセンテセンティブィブィブィブがががが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。平平平平成成成成 6666 年度年度年度年度のののの白白白白書書書書のののの中中中中ででででドドドドイイイイツツツツ人人人人とととと比較比較比較比較したものがあるしたものがあるしたものがあるしたものがあるがががが、、、、基基基基本的本的本的本的なななな部分部分部分部分、、、、経済的経済的経済的経済的なインセンテなインセンテなインセンテなインセンティブィブィブィブがががが違違違違うとうとうとうと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。ドドドドイイイイツツツツではごみはではごみはではごみはではごみは有料有料有料有料ののののためためためため、、、、基基基基本的本的本的本的なななな家家家家庭庭庭庭のごみはのごみはのごみはのごみは掃掃掃掃除除除除用用用用のバケのバケのバケのバケツツツツのごみのごみのごみのごみぐぐぐぐらいしかないらいしかないらいしかないらいしかない。。。。一般一般一般一般的的的的なななな税金税金税金税金からごからごからごからごみみみみ処理処理処理処理のおのおのおのお金金金金はははは出出出出ていないていないていないていない。。。。それにそれにそれにそれに使使使使っているっているっているっている税金税金税金税金をををを高高高高齢齢齢齢者者者者対策対策対策対策やややや少少少少子子子子社会社会社会社会にににに対対対対するするするする課課課課題題題題にににに使使使使おうといったおうといったおうといったおうといった議議議議論論論論がされるがされるがされるがされる場場場場はははは日本日本日本日本ではないではないではないではない。。。。ごみをやっているごみをやっているごみをやっているごみをやっている人間人間人間人間はごみはごみはごみはごみ。。。。もしくもしくもしくもしくはははは、、、、リサイクルのみリサイクルのみリサイクルのみリサイクルのみ。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル活動活動活動活動をするにあたってのをするにあたってのをするにあたってのをするにあたっての輸送輸送輸送輸送ココココストストストスト等等等等をををを検討検討検討検討するといっするといっするといっするといったようなたようなたようなたような話話話話をすることはないをすることはないをすることはないをすることはない。。。。欧欧欧欧州州州州やアメリやアメリやアメリやアメリカカカカのののの環境環境環境環境教育教育教育教育ののののねねねねらいをみらいをみらいをみらいをみていくとていくとていくとていくと、、、、問問問問題題題題解解解解決能決能決能決能力力力力ややややココココミュミュミュミュニニニニケーションケーションケーションケーション能能能能力力力力をををを開開開開発発発発することをすることをすることをすることを目的目的目的目的としておりとしておりとしておりとしており、、、、日本日本日本日本とはまったくとはまったくとはまったくとはまったく違違違違うううう。。。。山山山山谷谷谷谷さんがおさんがおさんがおさんがお話話話話になったになったになったになった条条条条例例例例のののの中中中中にもにもにもにも多多多多々々々々参参参参加加加加させてさせてさせてさせて頂頂頂頂いたものがあるがいたものがあるがいたものがあるがいたものがあるが、、、、ぜぜぜぜんんんんぜぜぜぜんんんん効力効力効力効力がないがないがないがない。。。。またまたまたまた、、、、都市都市都市都市マスタープランもマスタープランもマスタープランもマスタープランも、、、、各各各各自治体自治体自治体自治体のののの条条条条例例例例、、、、マスタープランとのマスタープランとのマスタープランとのマスタープランとの整整整整合合合合性性性性をとるのかとをとるのかとをとるのかとをとるのかと思思思思っていたがっていたがっていたがっていたが何何何何もないもないもないもない。。。。そういったものにそういったものにそういったものにそういったものに対対対対してきちんとしてきちんとしてきちんとしてきちんと声声声声をををを出出出出していけるしていけるしていけるしていけるようなようなようなような人人人人材材材材をををを育育育育てるてるてるてるべべべべきであるきであるきであるきである。。。。そういったことがクロスそういったことがクロスそういったことがクロスそういったことがクロスカカカカリリリリキキキキュラムとしてュラムとしてュラムとしてュラムとして、、、、教教教教科科科科とはとはとはとは違違違違うものとしてうものとしてうものとしてうものとして存存存存在在在在しししし能能能能力力力力をををを高高高高めていくことがめていくことがめていくことがめていくことが必要必要必要必要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。市民市民市民市民教育教育教育教育にににに関関関関してしてしてして言言言言ええええばばばば、、、、1111999969696969 年年年年のスケフのスケフのスケフのスケフィィィィントンレントンレントンレントンレポポポポートにおいてートにおいてートにおいてートにおいて「「「「市民的資質市民的資質市民的資質市民的資質をををを義義義義務務務務教育教育教育教育によってによってによってによって補補補補わなければわなければわなければわなければ、、、、大人大人大人大人になったになったになったになった時時時時にににに自自自自分分分分たちのたちのたちのたちの町町町町をどうしていきたいのかをどうしていきたいのかをどうしていきたいのかをどうしていきたいのか発発発発言言言言できないできないできないできない」」」」とととということがいうことがいうことがいうことが言言言言われていたわれていたわれていたわれていた。。。。日本日本日本日本のののの中中中中ではなかなかこういったではなかなかこういったではなかなかこういったではなかなかこういったふふふふうにはいかないうにはいかないうにはいかないうにはいかない。。。。日本日本日本日本のののの環環環環境学習境学習境学習境学習はまだまだはまだまだはまだまだはまだまだ遅遅遅遅れているといわざるをれているといわざるをれているといわざるをれているといわざるを得得得得ないないないない。。。。        司会司会司会司会    ((((鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦))))            教育教育教育教育のインセンテのインセンテのインセンテのインセンティブィブィブィブについてはについてはについてはについては大変大変大変大変興興興興味味味味があるがあるがあるがある。。。。個個個個人的人的人的人的にはにはにはには環境環境環境環境はまさにはまさにはまさにはまさに産業界産業界産業界産業界がリがリがリがリーダーシップをーダーシップをーダーシップをーダーシップを取取取取っていかなければならないというっていかなければならないというっていかなければならないというっていかなければならないという持論持論持論持論があるがあるがあるがある。。。。産業界産業界産業界産業界のののの立場立場立場立場としてとしてとしてとして塩塩塩塩田田田田さんにごさんにごさんにごさんにご意見意見意見意見賜賜賜賜りたいりたいりたいりたい。。。。    
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    大大大大林林林林組組組組    塩塩塩塩田田田田次次次次長長長長            ２２２２点点点点にににに絞絞絞絞っておっておっておってお話話話話させてさせてさせてさせて頂頂頂頂くくくく。。。。社社社社内内内内のののの地地地地球球球球環境環境環境環境室室室室というというというという環境環境環境環境部部部部門門門門にににに 3333 年年年年ほほほほどどどど前前前前からからからから所所所所属属属属しているがしているがしているがしているが、、、、色色色色々々々々取取取取りりりり組組組組んでみるとんでみるとんでみるとんでみると環境問環境問環境問環境問題題題題はははは最後最後最後最後はははは個個個個人人人人のののの意識意識意識意識のののの問問問問題題題題ではないかというではないかというではないかというではないかというところにところにところにところに行行行行きききき着着着着くくくく。。。。社会社会社会社会のののの中中中中でもでもでもでも企業企業企業企業のののの中中中中でもそうでもそうでもそうでもそう。。。。企業企業企業企業としてはトップダとしてはトップダとしてはトップダとしてはトップダウウウウンでンでンでンで一一一一つのつのつのつの枠枠枠枠組組組組みをみをみをみを作作作作るがるがるがるが、、、、全全全全社社社社員員員員がどれだけのがどれだけのがどれだけのがどれだけの意識意識意識意識をををを持持持持てるかということがてるかということがてるかということがてるかということが、、、、またまたまたまた各各各各部部部部署署署署がががが社社社社員員員員ににににどれだけのどれだけのどれだけのどれだけの意識意識意識意識をををを植植植植ええええ付付付付けられるかということでけられるかということでけられるかということでけられるかということで、、、、企業企業企業企業としてのとしてのとしてのとしての環境活動環境活動環境活動環境活動のののの成成成成果果果果がががが決決決決まっまっまっまってくるとてくるとてくるとてくると思思思思われるわれるわれるわれる。。。。全全全全くくくく同同同同じじじじ事事事事がががが住住住住民民民民というというというという立場立場立場立場でもでもでもでも言言言言ええええるるるる。。。。国国国国のレのレのレのレベベベベルででもルででもルででもルででも区区区区のレのレのレのレベベベベルでもルでもルでもルでも色色色色々々々々なななな政策政策政策政策をとってをとってをとってをとって頂頂頂頂いているいているいているいている。。。。自治体自治体自治体自治体はははは枠枠枠枠組組組組みをみをみをみを作作作作りりりり、、、、方向方向方向方向性性性性をををを示示示示すことによっすことによっすことによっすことによってててて、、、、それをそれをそれをそれを実行実行実行実行するのはするのはするのはするのは 1111 人人人人 1111 人人人人のののの住住住住民民民民であるであるであるである。。。。企業企業企業企業がやるがやるがやるがやる取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと、、、、自治体自治体自治体自治体のするのするのするのする取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは、、、、個個個個人人人人のののの意識意識意識意識にににに寄寄寄寄るところがるところがるところがるところが大大大大きいというところではきいというところではきいというところではきいというところでは基基基基本的本的本的本的にはにはにはには同同同同じじじじ。。。。ただただただただ違違違違ううううところはところはところはところは、、、、企業企業企業企業ではではではでは給給給給料料料料をもらっているためにをもらっているためにをもらっているためにをもらっているために、、、、施施施施策策策策としてとしてとしてとして決決決決まっていけばまっていけばまっていけばまっていけば、、、、それがルーそれがルーそれがルーそれがルールとなるためにルとなるためにルとなるためにルとなるために意識意識意識意識のののの徹底徹底徹底徹底はしはしはしはし易易易易いいいい。。。。企業企業企業企業でででで意識意識意識意識をををを持持持持ったったったった人間人間人間人間がががが家家家家にににに帰帰帰帰りりりり、、、、一一一一住住住住民民民民としてとしてとしてとして何何何何らかのらかのらかのらかの対対対対応応応応をすることはできるのではないかをすることはできるのではないかをすることはできるのではないかをすることはできるのではないか。。。。産産産産官官官官学学学学がががが協協協協力力力力しないとしないとしないとしないと環境問環境問環境問環境問題題題題はははは解決解決解決解決ししししないというがないというがないというがないというが、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でのでのでのでの企業企業企業企業ではなくではなくではなくではなく、、、、企業企業企業企業のののの一個一個一個一個人人人人としてとしてとしてとして住住住住民民民民にににに戻戻戻戻ったったったった時時時時にににに関関関関与与与与するするするする方法方法方法方法があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと思思思思うううう。。。。            もうもうもうもう 1111 点点点点はははは、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育のののの話話話話がががが出出出出たがたがたがたが、、、、基基基基本的本的本的本的にににに個個個個人人人人のののの意識意識意識意識のののの問問問問題題題題でありでありでありであり、、、、そのためにはそのためにはそのためにはそのためには教育教育教育教育がががが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。昨年昨年昨年昨年、、、、小小小小澤澤澤澤先生先生先生先生とととと一一一一緒緒緒緒ににににヨヨヨヨーロッパのーロッパのーロッパのーロッパのツツツツアーにアーにアーにアーに参参参参加加加加させてさせてさせてさせて頂頂頂頂いいいいたがたがたがたが、、、、ドドドドイイイイツツツツのフライのフライのフライのフライブブブブルルルルググググでででで環境環境環境環境局局局局長長長長におにおにおにお会会会会いしたいしたいしたいした。。。。彼彼彼彼もももも教育教育教育教育のののの重要性重要性重要性重要性をををを説説説説いておりいておりいておりいており、、、、ベベベベルルルルググググ市市市市ということろではということろではということろではということろでは、、、、環境環境環境環境のののの体体体体制制制制をををを作作作作るのにるのにるのにるのに１１１１５５５５年年年年～～～～２２２２００００年年年年かかったとかかったとかかったとかかったと聞聞聞聞いたいたいたいた。。。。恐恐恐恐らくらくらくらく子子子子供供供供のののの頃頃頃頃からからからから環境環境環境環境教育教育教育教育をををを受受受受けていたけていたけていたけていた人間人間人間人間がががが、、、、親親親親になりになりになりになり、、、、教教教教師師師師になりになりになりになり、、、、そういったそういったそういったそういった社会社会社会社会がががが出出出出来来来来上上上上がってがってがってがって始始始始めてめてめてめて、、、、本本本本当当当当のののの意意意意味味味味でのでのでのでの環境環境環境環境教育教育教育教育のののの地域地域地域地域がががが出出出出来来来来上上上上がるとがるとがるとがると思思思思うううう。。。。    そういったそういったそういったそういった意意意意味味味味ではではではでは、、、、自治体自治体自治体自治体のののの方方方方々々々々はははは大変大変大変大変苦労苦労苦労苦労をされておりをされておりをされておりをされており、、、、恐恐恐恐らくらくらくらく一代一代一代一代でででで終終終終わるわるわるわる話話話話にはにはにはにはならないとならないとならないとならないと思思思思うがうがうがうが、、、、継継継継続続続続的的的的にににに教育教育教育教育をしてをしてをしてをして頂頂頂頂くことがくことがくことがくことが環境問環境問環境問環境問題題題題解決解決解決解決にににに結結結結びつくとびつくとびつくとびつくと思思思思っているっているっているっている。。。。市民市民市民市民のののの意識意識意識意識、、、、個個個個人人人人のののの意識意識意識意識がががが日本人日本人日本人日本人はははは低低低低いのではないかいのではないかいのではないかいのではないか。。。。欧欧欧欧州州州州などにいくとなどにいくとなどにいくとなどにいくと意識意識意識意識がががが大変高大変高大変高大変高いいいいようにようにようにように感感感感じじじじることがることがることがることが多多多多いいいい。。。。自治体自治体自治体自治体のののの側側側側からからからから見見見見られたられたられたられた場合場合場合場合、、、、そういったそういったそういったそういった意識意識意識意識のののの部分部分部分部分についてについてについてについてどのようにどのようにどのようにどのように思思思思われているのかわれているのかわれているのかわれているのか。。。。        松松松松下下下下係長係長係長係長            昨年昨年昨年昨年からからからから今年今年今年今年にかけてごみのにかけてごみのにかけてごみのにかけてごみの量量量量はははは減減減減ってきたがってきたがってきたがってきたが、、、、ここにここにここにここに至至至至るまではかなりるまではかなりるまではかなりるまではかなり辛辛辛辛いいいい道程道程道程道程があがあがあがあったったったった。「。「。「。「役役役役所所所所のののの都合都合都合都合でででで勝勝勝勝手手手手にごみにごみにごみにごみ収集収集収集収集方法方法方法方法をををを変変変変ええええるのかるのかるのかるのか」「」「」「」「税金税金税金税金をををを払払払払っているのだからっているのだからっているのだからっているのだから、、、、行行行行政政政政サーサーサーサービビビビスとしてスとしてスとしてスとして週週週週３３３３回回回回のののの可熱可熱可熱可熱ごみごみごみごみ収集収集収集収集日日日日はははは減減減減らすならすならすならすな」」」」というというというという声声声声をををを多多多多数数数数頂頂頂頂いたいたいたいた。。。。資資資資源源源源としとしとしとしてててて再利用再利用再利用再利用するというするというするというするという総総総総論論論論にはにはにはには皆皆皆皆賛賛賛賛成成成成でもでもでもでも、、、、ごみごみごみごみ収集収集収集収集日日日日をををを減減減減らすのにらすのにらすのにらすのに賛賛賛賛成成成成だというだというだというだという方方方方はははは、、、、説説説説明明明明をををを行行行行なったなったなったなった会場会場会場会場ではではではでは少少少少数数数数派派派派であったであったであったであった。。。。ところがそれがところがそれがところがそれがところがそれが場場場場数数数数をををを踏踏踏踏むむむむ毎毎毎毎にににに徐徐徐徐々々々々にににに変変変変わってくわってくわってくわってくるるるる。。。。何何何何かのかのかのかの説明説明説明説明をするをするをするをする時時時時にににに、、、、世世世世田田田田谷谷谷谷区区区区はははは２２２２７７７７のののの地域地域地域地域にににに分分分分けられているがけられているがけられているがけられているが、、、、そのそのそのその地域地域地域地域のののの方方方方全全全全員員員員にににに集集集集まってまってまってまって頂頂頂頂くわけにはいかないためくわけにはいかないためくわけにはいかないためくわけにはいかないため、、、、各各各各地域地域地域地域ののののオピニオオピニオオピニオオピニオンリーダーンリーダーンリーダーンリーダー的的的的なななな方方方方をおをおをおをお呼呼呼呼びすびすびすびするようにしているるようにしているるようにしているるようにしている。。。。そこではそこではそこではそこでは相当相当相当相当厳厳厳厳しいしいしいしい意見意見意見意見をををを頂頂頂頂くくくく。「。「。「。「これではまったくこれではまったくこれではまったくこれではまったく話話話話にならないにならないにならないにならない。。。。出出出出直直直直してこしてこしてこしてこいいいい」」」」とととと言言言言われることもわれることもわれることもわれることも多多多多いいいい。「。「。「。「出出出出直直直直してしてしてして」」」」くるくるくるくる時時時時にはにはにはには更更更更にににに小小小小さなさなさなさな町町町町会会会会レレレレベベベベルのとこルのとこルのとこルのところにろにろにろに足足足足をををを運運運運ぶぶぶぶ。。。。そのそのそのその中中中中でででで議議議議論論論論をリーをリーをリーをリードドドドしていってくださるしていってくださるしていってくださるしていってくださる方方方方がいるがいるがいるがいる。。。。そういったそういったそういったそういった所所所所からからからから、、、、徐徐徐徐々々々々にににに住住住住民民民民のののの方方方方のののの意識意識意識意識をををを向上向上向上向上させていくことがさせていくことがさせていくことがさせていくことが必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、またまたまたまた可能可能可能可能であるとであるとであるとであると思思思思われるわれるわれるわれる。。。。
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そのそのそのその結結結結果果果果、、、、去去去去年度年度年度年度とととと今年度今年度今年度今年度のごみののごみののごみののごみの分別分別分別分別協協協協力率力率力率力率においてにおいてにおいてにおいて、、、、資資資資源物源物源物源物のののの混混混混入入入入がががが可可可可燃燃燃燃ごみではごみではごみではごみでは４４４４５５５５％％％％、、、、不不不不燃燃燃燃ごみでごみでごみでごみで３３３３５５５５％％％％減減減減少少少少したしたしたした。。。。意識意識意識意識とととと行動行動行動行動がががが少少少少ししししづづづづつつつつ近近近近づづづづいたいたいたいた方方方方がががが増増増増ええええてきたのではてきたのではてきたのではてきたのではないかとないかとないかとないかと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。        静岡県静岡県静岡県静岡県    松松松松村村村村主主主主査査査査            静岡静岡静岡静岡でもでもでもでも環境環境環境環境基基基基本本本本計計計計画画画画というものをというものをというものをというものを作作作作成成成成しているしているしているしている最中最中最中最中。。。。市民市民市民市民、、、、事業事業事業事業者者者者、、、、行政行政行政行政というというというというとことことこところでろでろでろで、、、、色色色色々々々々なななな市民市民市民市民のののの方方方方にもにもにもにも参画参画参画参画をををを願願願願っているところですっているところですっているところですっているところです。。。。一番難一番難一番難一番難しいのがしいのがしいのがしいのが、、、、市民市民市民市民のののの方方方方がどがどがどがどちらかとちらかとちらかとちらかと言言言言ええええばばばば、、、、環境問環境問環境問環境問題題題題ににににほほほほとんどとんどとんどとんど関関関関心心心心がないのではということをがないのではということをがないのではということをがないのではということを肌肌肌肌でででで感感感感じじじじてしまうこてしまうこてしまうこてしまうことととと。。。。またまたまたまた、、、、関関関関心心心心があってもがあってもがあってもがあっても偏偏偏偏ったったったった方向方向方向方向にいってしまうにいってしまうにいってしまうにいってしまう。。。。更更更更にはにはにはには、、、、関関関関心心心心のあるのあるのあるのある方方方方々々々々のののの情報情報情報情報やややや意識意識意識意識がががが、、、、間間間間違違違違ってしまっているのではないかとってしまっているのではないかとってしまっているのではないかとってしまっているのではないかと感感感感じじじじるるるる。。。。行政行政行政行政側側側側としてレクをとしてレクをとしてレクをとしてレクを取取取取るるるる時時時時にもにもにもにも、、、、関関関関心心心心のあるのあるのあるのある方方方方々々々々をどうをどうをどうをどう活活活活用用用用していくかしていくかしていくかしていくか、、、、どうどうどうどう活活活活かしていくかということとかしていくかということとかしていくかということとかしていくかということと、、、、関関関関心心心心のないのないのないのない方方方方にどういったにどういったにどういったにどういった意識意識意識意識をををを植植植植ええええ付付付付けていくかということがけていくかということがけていくかということがけていくかということが問問問問題題題題となるとなるとなるとなる。。。。そういったそういったそういったそういった中中中中でででで、、、、責責責責任任任任ああああるものがるものがるものがるものが責責責責任任任任のあるのあるのあるのある正正正正しいしいしいしい情報情報情報情報をどのようにをどのようにをどのようにをどのように発発発発信信信信していくかということがしていくかということがしていくかということがしていくかということが重要重要重要重要とととと感感感感じじじじていていていているるるる。。。。        司会司会司会司会    ((((鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦))))            個個個個人的人的人的人的にににに２２２２つつつつ気気気気になることがあるになることがあるになることがあるになることがある。。。。ココココミュミュミュミュニニニニケーションケーションケーションケーション能能能能力力力力やややや問問問問題題題題解決能解決能解決能解決能力力力力にににに関関関関してはしてはしてはしては大変大変大変大変興興興興味味味味のあるところでありのあるところでありのあるところでありのあるところであり、「、「、「、「合意形成合意形成合意形成合意形成」、「」、「」、「」、「市民意識市民意識市民意識市民意識」」」」というこのというこのというこのというこの研究会研究会研究会研究会のテーマとのテーマとのテーマとのテーマと重重重重ななななるところがあるとるところがあるとるところがあるとるところがあると思思思思われるわれるわれるわれる。。。。このこのこのこの２２２２つのつのつのつの能能能能力力力力にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、日本人日本人日本人日本人はははは大変弱大変弱大変弱大変弱いいいい部分部分部分部分ではないではないではないではないかとかとかとかと感感感感じじじじるがるがるがるが、、、、どのようにおどのようにおどのようにおどのようにお考考考考ええええですかですかですかですか。。。。        小小小小澤澤澤澤教教教教授授授授            現現現現在在在在、、、、中中中中央央央央教育教育教育教育審審審審議会議会議会議会のののの環境環境環境環境教育教育教育教育のののの専門専門専門専門委員委員委員委員としてとしてとしてとして登登登登録録録録しているがしているがしているがしているが、、、、中中中中教教教教審審審審のののの答答答答申申申申でででででででではははは「「「「横断横断横断横断的的的的、、、、総総総総合的合的合的合的なななな学習学習学習学習によりによりによりにより能能能能力力力力をつけていこうをつけていこうをつけていこうをつけていこう」」」」というというというということをことをことをことを話話話話しているしているしているしている。。。。このこのこのこの時時時時、、、、２１２１２１２１世紀世紀世紀世紀のののの学学学学校校校校をどうしていこうかとをどうしていこうかとをどうしていこうかとをどうしていこうかと。。。。今今今今までのまでのまでのまでの日本日本日本日本のののの教育教育教育教育、、、、特特特特にににに２２２２００００世紀世紀世紀世紀戦戦戦戦後後後後のののの教育教育教育教育はははは、、、、知知知知識識識識伝達伝達伝達伝達型型型型のののの教育教育教育教育であったであったであったであった。。。。子子子子供供供供のののの立場立場立場立場からではからではからではからでは「「「「知知知知識識識識蓄蓄蓄蓄積積積積方方方方」」」」とととと言言言言ええええるるるる。。。。テストはテストはテストはテストは知知知知識識識識のののの量量量量をををを測測測測るものでしかなかったるものでしかなかったるものでしかなかったるものでしかなかった。。。。１１１１年後年後年後年後のののの同同同同じじじじテストではテストではテストではテストでは回回回回答答答答をををを殆殆殆殆どどどど忘忘忘忘れているれているれているれている。。。。そういそういそういそういったったったった教育教育教育教育はははは一一一一体何体何体何体何なのかなのかなのかなのか。。。。といったところからといったところからといったところからといったところから、、、、もっともっともっともっと自自自自分分分分でででで課課課課題題題題をををを見見見見つけつけつけつけ、、、、探探探探求求求求していしていしていしていくということがくということがくということがくということが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。今今今今までのようなまでのようなまでのようなまでのような「「「「知知知知識識識識伝達伝達伝達伝達型型型型」、「」、「」、「」、「知知知知識識識識蓄蓄蓄蓄積積積積方方方方」」」」ではではではでは、、、、○○○○かかかか××××でしかないでしかないでしかないでしかない。。。。色色色色々々々々ななななオオオオルタルタルタルタナナナナテテテティブィブィブィブがあるということをがあるということをがあるということをがあるということを知知知知るるるるべべべべきききき。。。。欧欧欧欧州州州州、、、、欧米欧米欧米欧米のののの教育教育教育教育をををを見見見見てててているとそういったいるとそういったいるとそういったいるとそういった事事事事をををを大事大事大事大事にしているにしているにしているにしている。。。。環境問環境問環境問環境問題題題題はははは色色色色々々々々なななな要素要素要素要素のつながりであるのつながりであるのつながりであるのつながりである。。。。一一一一つつつつのののの問問問問題題題題をををを追追追追求求求求していくとしていくとしていくとしていくと、、、、どういったどういったどういったどういった所所所所にににに行行行行くかというシステムアプローくかというシステムアプローくかというシステムアプローくかというシステムアプローチチチチがががが、、、、カナカナカナカナダのダのダのダのバンクーバのバンクーバのバンクーバのバンクーバの環境環境環境環境教育教育教育教育におけるマにおけるマにおけるマにおけるマニニニニュアルにはュアルにはュアルにはュアルには記載記載記載記載されていたされていたされていたされていた。。。。    ２１２１２１２１世紀世紀世紀世紀のののの教育教育教育教育はははは文文文文部部部部省省省省もももも「「「「探探探探求求求求、、、、創創創創質質質質、、、、表表表表現型現型現型現型のののの教育教育教育教育にににに変変変変ええええていかなければならないていかなければならないていかなければならないていかなければならない」」」」ということをということをということをということを打打打打ちちちち出出出出しているしているしているしている。。。。結結結結論論論論としてとしてとしてとして、、、、今今今今のののの教育教育教育教育のののの在在在在りりりり方方方方ではではではでは「「「「問問問問題題題題解決能解決能解決能解決能力力力力」、「」、「」、「」、「ココココミュミュミュミュニニニニケーションケーションケーションケーション能能能能力力力力」」」」はまったくはまったくはまったくはまったく身身身身にににに付付付付かないとかないとかないとかないと言言言言ええええるるるる。。。。        山山山山谷谷谷谷副副副副校校校校長長長長            日本人日本人日本人日本人はははは今今今今までまでまでまで中中中中央央央央集集集集権権権権型社会型社会型社会型社会にはまっておりにはまっておりにはまっておりにはまっており、、、、誰誰誰誰かがやるであかがやるであかがやるであかがやるであろうというろうというろうというろうという依依依依存存存存意識意識意識意識がががが高高高高いいいい。「。「。「。「住住住住民自治民自治民自治民自治」」」」とととと申申申申しししし上上上上げたがげたがげたがげたが、「、「、「、「自自自自分分分分たちのたちのたちのたちの地域地域地域地域はははは自自自自分分分分たちでたちでたちでたちで決決決決めるめるめるめる」」」」というというというという感感感感覚覚覚覚がががが
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あまりないというところがあまりないというところがあまりないというところがあまりないというところが問問問問題題題題であるであるであるである。。。。そこはそこはそこはそこは自治体自治体自治体自治体とととと住住住住民民民民がががが共共共共同同同同作作作作業業業業でででで、、、、話話話話しししし合合合合ってってってって決決決決めていくのがめていくのがめていくのがめていくのが一一一一つのつのつのつの解決解決解決解決策策策策でないかでないかでないかでないか。。。。またまたまたまた、、、、色色色色々々々々なななな話話話話のののの中中中中でででで「「「「自自自自分分分分はやっているのにはやっているのにはやっているのにはやっているのに他他他他のののの人人人人がやってくれないがやってくれないがやってくれないがやってくれない」」」」といったようなことをといったようなことをといったようなことをといったようなことを聞聞聞聞くがくがくがくが、、、、自自自自分分分分のやっていることをのやっていることをのやっていることをのやっていることを他他他他人人人人にいかにいかにいかにいかにににに伝伝伝伝ええええていくかというていくかというていくかというていくかという「「「「ココココミュミュミュミュニニニニケーションケーションケーションケーション能能能能力力力力」」」」をををを養養養養うこともうこともうこともうことも大事大事大事大事。。。。意識意識意識意識をををを変変変変ええええるといるといるといるというよりもうよりもうよりもうよりも行動行動行動行動をををを変変変変ええええるというるというるというるという仕掛仕掛仕掛仕掛けをうまくけをうまくけをうまくけをうまく作作作作っていくことがっていくことがっていくことがっていくことが必要必要必要必要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。        司会司会司会司会    ((((坂本坂本坂本坂本))))            日本日本日本日本はははは変変変変わりつつあるとわりつつあるとわりつつあるとわりつつあると、、、、個個個個人的人的人的人的にはにはにはには肌肌肌肌でででで感感感感じじじじているているているている。。。。もともともともともともともともと日本人日本人日本人日本人のののの生生生生活活活活はははは、、、、物物物物をををを大事大事大事大事にするにするにするにする、、、、地域地域地域地域のののの環境環境環境環境はははは自自自自分分分分たちでたちでたちでたちで守守守守るというるというるというるという基基基基本的本的本的本的なななな考考考考ええええのののの下下下下でででで成立成立成立成立していたしていたしていたしていた。。。。我我我我々々々々がががが世世世世界界界界でもでもでもでも希希希希なななな経済経済経済経済発発発発展展展展をををを遂遂遂遂げてきたげてきたげてきたげてきた数数数数十十十十年年年年のののの過過過過程程程程のののの中中中中でででで、、、、そうしたものをそうしたものをそうしたものをそうしたものを忘忘忘忘れたとはれたとはれたとはれたとは思思思思いたくないいたくないいたくないいたくない。。。。しかししかししかししかし、、、、経済経済経済経済発発発発展展展展のののの方方方方がががが大事大事大事大事だだだだ、、、、それをそれをそれをそれを優優優優先先先先しようというしようというしようというしようという考考考考ええええ方方方方がががが浸透浸透浸透浸透しししし強強強強くなりすくなりすくなりすくなりすぎぎぎぎてしまったのではないでしてしまったのではないでしてしまったのではないでしてしまったのではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。それをそれをそれをそれを今今今今、、、、見見見見直直直直そうというそうというそうというそうという時時時時期期期期にににに来来来来ているているているている。。。。我我我我々々々々のののの基基基基本的本的本的本的なもののなもののなもののなものの考考考考ええええ方方方方・・・・価値観価値観価値観価値観がががが 55550000年年年年のののの間間間間にににに変変変変わってきたのだからわってきたのだからわってきたのだからわってきたのだから、、、、元元元元のスのスのスのスピピピピリッリッリッリッツツツツをををを取取取取りりりり戻戻戻戻すのすのすのすのにににに十十十十年年年年単位単位単位単位のののの時間時間時間時間がかかるでしがかかるでしがかかるでしがかかるでしょょょょうううう。。。。またまたまたまた社会経済社会経済社会経済社会経済システムもシステムもシステムもシステムも大大大大きくきくきくきく変化変化変化変化をしてしまっているからをしてしまっているからをしてしまっているからをしてしまっているから、、、、完完完完全全全全にはにはにはには元元元元のようにはのようにはのようにはのようには戻戻戻戻らないでしらないでしらないでしらないでしょょょょうううう。。。。しかししかししかししかし、、、、私私私私はははは日本日本日本日本はははは変変変変われるとわれるとわれるとわれると確確確確信信信信していますしていますしていますしています。。。。            我我我我々々々々はこのはこのはこのはこの研究会研究会研究会研究会でででで２２２２つのテーマつのテーマつのテーマつのテーマ；；；；「「「「リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進」」」」というというというという表表表表のテーマとのテーマとのテーマとのテーマと、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルをををを確確確確固固固固たるものにしたるものにしたるものにしたるものにし一一一一層層層層積積積積極極極極的的的的にににに進進進進めるためにはもののめるためにはもののめるためにはもののめるためにはものの考考考考ええええ方方方方、、、、精神精神精神精神構造構造構造構造をををを変変変変ええええなければなければなければなければならないというならないというならないというならないという目的目的目的目的のののの下下下下にににに、「、「、「、「環境学習環境学習環境学習環境学習とととと市民意識市民意識市民意識市民意識のののの改革改革改革改革」」」」といういわばといういわばといういわばといういわば裏裏裏裏のののの、、、、理念理念理念理念的的的的テーテーテーテーマをマをマをマを取取取取りりりり上上上上げたげたげたげた。。。。後後後後者者者者のテーマののテーマののテーマののテーマの２２２２回目以回目以回目以回目以降降降降はははは成成成成功功功功事事事事例例例例をををを取取取取りりりり上上上上げていくげていくげていくげていく予予予予定定定定でありでありでありであり、、、、参参参参加加加加されているされているされているされている皆様方皆様方皆様方皆様方とととと勉勉勉勉強強強強、、、、討討討討議議議議をををを重重重重ねねねね、、、、力強力強力強力強いいいい動動動動きにきにきにきに変変変変ええええていければとていければとていければとていければと思思思思っているっているっているっている。。。。                文文文文責責責責    国連大学高国連大学高国連大学高国連大学高等等等等研究研究研究研究所所所所        坂本坂本坂本坂本憲憲憲憲一一一一    萬木慶萬木慶萬木慶萬木慶子子子子    
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    ４４４４－－－－２２２２    研究会研究会研究会研究会ⅡⅡⅡⅡ・・・・環境学習環境学習環境学習環境学習とととと市民意識市民意識市民意識市民意識のののの改革改革改革改革    第第第第２２２２回回回回ワークショップワークショップワークショップワークショップ議事録議事録議事録議事録    
    

国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム    

    

研究会研究会研究会研究会ⅡⅡⅡⅡ環境学習環境学習環境学習環境学習とととと市民意識市民意識市民意識市民意識のののの改革改革改革改革    

第第第第２２２２回回回回ワークショップワークショップワークショップワークショップ    

    日日日日        時時時時：：：：２００１２００１２００１２００１年年年年１２１２１２１２月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（木木木木））））        １３１３１３１３時時時時２０２０２０２０分分分分～～～～１６１６１６１６時時時時５０５０５０５０分分分分                            場場場場        所所所所：：：：国連大学高等研国連大学高等研国連大学高等研国連大学高等研究所究所究所究所        １１１１階階階階セミナールームセミナールームセミナールームセミナールーム    発表者発表者発表者発表者：：：：①①①①東京学芸大学教授東京学芸大学教授東京学芸大学教授東京学芸大学教授                                                                    小澤紀美子小澤紀美子小澤紀美子小澤紀美子    氏氏氏氏                    ②②②②上越市生活環境課長上越市生活環境課長上越市生活環境課長上越市生活環境課長                                                                上石秀一上石秀一上石秀一上石秀一            氏氏氏氏                    ③③③③東京都板橋区資源環境部東京都板橋区資源環境部東京都板橋区資源環境部東京都板橋区資源環境部エコポリスセンターエコポリスセンターエコポリスセンターエコポリスセンター                                                    エコポリスエコポリスエコポリスエコポリス事業係主事事業係主事事業係主事事業係主事                菊菊菊菊    博文博文博文博文            氏氏氏氏                    ④④④④NPONPONPONPO グローバル・スポーツ・アライアンスグローバル・スポーツ・アライアンスグローバル・スポーツ・アライアンスグローバル・スポーツ・アライアンス                                                                                                    常任理事常任理事常任理事常任理事                岡田達雄岡田達雄岡田達雄岡田達雄            氏氏氏氏                                        司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））        定定定定刻刻刻刻なのでなのでなのでなので始始始始めさせていただきますめさせていただきますめさせていただきますめさせていただきます。。。。        本本本本日日日日はははは年年年年末末末末のおのおのおのお忙忙忙忙しいところしいところしいところしいところ、、、、皆様皆様皆様皆様にはにはにはには時間時間時間時間をををを割割割割いてごいてごいてごいてご参参参参加加加加いただきいただきいただきいただき、、、、ありがとうござありがとうござありがとうござありがとうございますいますいますいます。。。。        私私私私どもどもどもども国連大学高国連大学高国連大学高国連大学高等等等等研究研究研究研究所所所所及及及及びびびび国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションがゼロエミッションがゼロエミッションがゼロエミッションが主主主主催催催催してしてしてして自治体自治体自治体自治体のののの皆様皆様皆様皆様といといといといろいろろいろろいろろいろ協協協協議議議議をををを重重重重ねねねねたたたた上上上上、、、、本年本年本年本年９９９９月月月月からからからから研究会研究会研究会研究会をををを２２２２つつつつ開開開開催催催催しているしているしているしている。。。。自治体自治体自治体自治体のののの皆様皆様皆様皆様にとってにとってにとってにとって非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なななな問問問問題題題題であるリサイクルであるリサイクルであるリサイクルであるリサイクル推進推進推進推進をををを研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠ、、、、それをバックアップするためのそれをバックアップするためのそれをバックアップするためのそれをバックアップするための市民市民市民市民あるいはあるいはあるいはあるいは県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの支援支援支援支援のののの意意意意味味味味でででで環境学習環境学習環境学習環境学習をををを通通通通してしてしてして市民意識市民意識市民意識市民意識のののの改革改革改革改革をををを研究会研究会研究会研究会ⅡⅡⅡⅡとしてとしてとしてとして設定設定設定設定していますしていますしていますしています。。。。        今日今日今日今日はははは研究会研究会研究会研究会ⅡⅡⅡⅡのののの２２２２回目回目回目回目のワークショップですのワークショップですのワークショップですのワークショップです。。。。本日本日本日本日のアジェンダはのアジェンダはのアジェンダはのアジェンダは、、、、基調基調基調基調講講講講演演演演をををを東東東東京京京京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学のののの小小小小澤澤澤澤紀紀紀紀美美美美子子子子先生先生先生先生におにおにおにお願願願願いしていますいしていますいしていますいしています。。。。小小小小澤澤澤澤先生先生先生先生はははは東東東東京学京学京学京学芸芸芸芸大学大学大学大学のののの教教教教授授授授とととと同同同同時時時時にににに、、、、環境省環境省環境省環境省のののの中中中中央央央央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会のののの環境環境環境環境教育小委員教育小委員教育小委員教育小委員会会会会のののの責責責責任任任任者者者者ですですですです。。。。自治体自治体自治体自治体のののの事事事事例例例例発表発表発表発表はははは、、、、上上上上越越越越市市市市とととと東東東東京都京都京都京都板橋板橋板橋板橋区区区区をををを予予予予定定定定していますしていますしていますしています。。。。上上上上越越越越市市市市はははは、、、、中中中中規模規模規模規模のののの都市都市都市都市ではではではでは分別収集分別収集分別収集分別収集をををを非常非常非常非常にににに精精精精力力力力的的的的にににに推進推進推進推進しているしているしているしている日本日本日本日本のののの代代代代表表表表的的的的なななな自治体自治体自治体自治体でありでありでありであり、、、、またまたまたまた板橋板橋板橋板橋区区区区はエはエはエはエコポコポコポコポリスリスリスリス推進推進推進推進のののの意意意意味味味味でででで循環循環循環循環型社会型社会型社会型社会をををを形成形成形成形成するためにするためにするためにするために、、、、エエエエコポコポコポコポリスリスリスリス事業事業事業事業というというというという１１１１つのつのつのつの部部部部門門門門をつくってをつくってをつくってをつくって非常非常非常非常にににに積積積積極極極極的的的的にににに推推推推進進進進しているしているしているしている日本日本日本日本でもでもでもでもユユユユニニニニークなークなークなークな自治体自治体自治体自治体ですですですです。。。。最後最後最後最後にににに、、、、ＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯののののググググローバル・スローバル・スローバル・スローバル・スポポポポーーーーツツツツ・ア・ア・ア・アライアンスのライアンスのライアンスのライアンスの岡田常任岡田常任岡田常任岡田常任理理理理事事事事がががが発表発表発表発表されますされますされますされます。。。。環境環境環境環境教育教育教育教育はどちらかというとはどちらかというとはどちらかというとはどちらかというと固固固固いイメージをいイメージをいイメージをいイメージを与与与与ええええるがるがるがるが、、、、ググググローバル・スローバル・スローバル・スローバル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンスは・アライアンスは・アライアンスは・アライアンスは、、、、ススススポポポポーーーーツツツツをををを通通通通してしてしてして市民市民市民市民にににに環境環境環境環境教育教育教育教育をををを推進推進推進推進しししし、、、、最最最最近近近近ではではではでは国連国連国連国連のののの有有有有力力力力機機機機関関関関であるであるであるであるＵＵＵＵＮＮＮＮＥＥＥＥＰＰＰＰとととと提提提提携携携携してしてしてして日本日本日本日本のみならのみならのみならのみならずずずず世世世世界的界的界的界的なななな規模規模規模規模
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でででで環境環境環境環境教育教育教育教育をををを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。        ままままずずずず初初初初めにめにめにめに、、、、小小小小澤澤澤澤先生先生先生先生のののの基調基調基調基調講講講講演演演演をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        小小小小澤澤澤澤教教教教授授授授        おおおお手手手手元元元元のののの文文文文章章章章はははは後後後後でででで読読読読んでいただきんでいただきんでいただきんでいただき、、、、ごみにごみにごみにごみに関連関連関連関連してしてしてして地域地域地域地域をををを巻巻巻巻きききき込込込込んでんでんでんで実実実実践践践践しているしているしているしている事事事事例例例例についてについてについてについて報告報告報告報告させていただきたいさせていただきたいさせていただきたいさせていただきたい。。。。        私自私自私自私自身身身身はもともとはもともとはもともとはもともと建築建築建築建築出出出出身身身身でででで教育教育教育教育学学学学がががが専門専門専門専門ではないがではないがではないがではないが、、、、いつのいつのいつのいつの間間間間にかにかにかにか教育教育教育教育のことにもかのことにもかのことにもかのことにもかかわるようになりかわるようになりかわるようになりかわるようになり、、、、大大大大学学学学ではではではでは住住住住居居居居学学学学とともにとともにとともにとともに環境環境環境環境教育教育教育教育をををを担当担当担当担当しているしているしているしている。。。。昨年昨年昨年昨年 12121212月月月月にににに環境省環境省環境省環境省からからからから新新新新たにたにたにたに出出出出されたされたされたされた「「「「環境環境環境環境基基基基本本本本計計計計画画画画－－－－環境環境環境環境のののの世紀世紀世紀世紀へへへへのののの道道道道しるしるしるしるべべべべ－」－」－」－」のののの中中中中でででで戦略戦略戦略戦略的的的的プロプロプロプロググググララララムのムのムのムの１１１１つとしてのつとしてのつとしてのつとしての政策政策政策政策手段手段手段手段としてのとしてのとしてのとしての環境環境環境環境教育教育教育教育、、、、環境学習環境学習環境学習環境学習がががが盛盛盛盛りりりり込込込込まれているがまれているがまれているがまれているが、、、、それにそれにそれにそれに盛盛盛盛りりりり込込込込むむむむためのためのためのための小委員小委員小委員小委員会会会会がががが設設設設けられけられけられけられ、、、、私私私私はははは小委員小委員小委員小委員長長長長をををを担当担当担当担当したしたしたした。。。。環境環境環境環境教育教育教育教育、、、、環境学習環境学習環境学習環境学習がどうがどうがどうがどうあったらいいのかをあったらいいのかをあったらいいのかをあったらいいのかを考考考考ええええるとるとるとると、、、、２２２２つつつつ視視視視点点点点がががが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思っているっているっているっている。。。。地域地域地域地域でのでのでのでの成成成成功功功功事事事事例例例例はははは、、、、環環環環境問境問境問境問題題題題のののの解決解決解決解決までにはまだまでにはまだまでにはまだまでにはまだ到到到到っていないがっていないがっていないがっていないが、、、、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの学学学学びがとてもびがとてもびがとてもびがとても生生生生きききき生生生生きとしきとしきとしきとし、、、、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの活動活動活動活動をををを通通通通してしてしてして地域地域地域地域のののの大人大人大人大人がががが変変変変わりわりわりわり、、、、それがそれがそれがそれが地地地地域域域域にフにフにフにフィィィィーーーードドドドバックしてきているバックしてきているバックしてきているバックしてきているというというというという相相相相互互互互のののの関係関係関係関係があるとがあるとがあるとがあると思思思思っているっているっているっている。。。。        １１１１つにはつにはつにはつには、、、、今今今今、、、、地地地地球球球球環境問環境問環境問環境問題題題題をををを初初初初めめめめ地域地域地域地域ではではではでは「「「「外外外外なるなるなるなる自自自自然然然然」」」」のののの破壊破壊破壊破壊のののの問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。現現現現象象象象的的的的にはにはにはには地域地域地域地域でのでのでのでの緑緑緑緑がががが少少少少なくなったりなくなったりなくなったりなくなったり、、、、ごみのごみのごみのごみの問問問問題題題題はははは一番一番一番一番わかりやすいわかりやすいわかりやすいわかりやすい。。。。学学学学校校校校のののの先生先生先生先生たちにたちにたちにたちにアンケートをとるとアンケートをとるとアンケートをとるとアンケートをとると、、、、環境環境環境環境からからからから一番一番一番一番イメージするのはごみであるイメージするのはごみであるイメージするのはごみであるイメージするのはごみである。。。。そしてそしてそしてそして、、、、資資資資源源源源エエエエネネネネルルルルギギギギーのーのーのーの問問問問題題題題がががが２２２２番番番番目目目目にににに多多多多くなっているがくなっているがくなっているがくなっているが、、、、エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー、、、、資資資資源源源源のののの問問問問題題題題はははは見見見見ええええるるるる形形形形がなかなかながなかなかながなかなかながなかなかないのでいのでいのでいので、、、、展展展展開開開開のののの仕仕仕仕方方方方はとてもはとてもはとてもはとても難難難難しいしいしいしい。。。。一一一一方方方方、、、、20202020 世紀世紀世紀世紀後後後後半半半半のののの近代近代近代近代化化化化がががが私私私私たちにたちにたちにたちに何何何何をもたらしをもたらしをもたらしをもたらしたかというとたかというとたかというとたかというと、「、「、「、「内内内内なるなるなるなる自自自自然然然然」」」」のののの破壊破壊破壊破壊であるであるであるである。。。。このこのこのこの２２２２つのつのつのつの側面側面側面側面からからからから環境環境環境環境教育教育教育教育やややや教育教育教育教育のののの課課課課題題題題をををを考考考考ええええていくていくていくていく必要必要必要必要があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。        今今今今、、、、国国国国際際際際的的的的にににに求求求求められているのはめられているのはめられているのはめられているのは、、、、小委員小委員小委員小委員会会会会ではではではでは「「「「持持持持続可能続可能続可能続可能なななな社会社会社会社会にににに向向向向けたけたけたけた」」」」環境環境環境環境教育教育教育教育であったがであったがであったがであったが、、、、昨年昨年昨年昨年、、、、アメリアメリアメリアメリカカカカにににに行行行行ったったったった際際際際はははは持持持持続可能続可能続可能続可能なななな未未未未来来来来にににに向向向向けてけてけてけて持持持持続可能続可能続可能続可能性性性性などなどなどなど、、、、いろいろいろいろいろないろないろないろなキキキキーワーーワーーワーーワードドドドがががが出出出出ているているているている。。。。88880000 年年年年代代代代後後後後半半半半はははは持持持持続可能続可能続可能続可能なななな開開開開発発発発というというというという言言言言葉葉葉葉がががが出出出出ていたがていたがていたがていたが、、、、今今今今はははは持持持持続可能続可能続可能続可能性性性性というというというという言言言言葉葉葉葉になってきているになってきているになってきているになってきている。。。。1111997997997997年年年年、、、、ギギギギリシャでテサロリシャでテサロリシャでテサロリシャでテサロニキニキニキニキ会議会議会議会議がががが行行行行われわれわれわれ、、、、そこでもそこでもそこでもそこでも持持持持続可能続可能続可能続可能なななな課課課課題題題題がががが出出出出されされされされ、、、、教育教育教育教育というというというという言言言言葉葉葉葉がががが出出出出ているがているがているがているが、、、、そのそのそのその教育教育教育教育はははは環境環境環境環境教育教育教育教育にににに置置置置きかきかきかきかええええてもよいてもよいてもよいてもよいとととと言言言言われているわれているわれているわれている。。。。        ではではではでは、「、「、「、「内内内内なるなるなるなる自自自自然然然然」」」」というものもというものもというものもというものも含含含含めてめてめてめて考考考考ええええたときにたときにたときにたときに、、、、どういったことがどういったことがどういったことがどういったことが展展展展開開開開されなくされなくされなくされなくてはいけないかというとてはいけないかというとてはいけないかというとてはいけないかというと、、、、１１１１つはつはつはつは、、、、学学学学際際際際的的的的なアプローなアプローなアプローなアプローチチチチがががが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思うううう。。。。環境問環境問環境問環境問題題題題はははは非常非常非常非常にににに多元的多元的多元的多元的なななな視視視視点点点点をををを持持持持つのでつのでつのでつので、、、、自自自自然保然保然保然保護護護護はとてもはとてもはとてもはとても重要重要重要重要だしだしだしだし、、、、生態系生態系生態系生態系をををを配配配配慮慮慮慮することはもちろすることはもちろすることはもちろすることはもちろんんんん大事大事大事大事でありでありでありであり、、、、私私私私のののの領域領域領域領域のののの都市都市都市都市計計計計画画画画のののの領域領域領域領域がそういったがそういったがそういったがそういった配配配配慮慮慮慮なしになしになしになしに経済的経済的経済的経済的なななな価値価値価値価値だけでだけでだけでだけで開開開開発発発発をしてきたところにをしてきたところにをしてきたところにをしてきたところに非常非常非常非常にににに問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。そういうそういうそういうそういう開開開開発結発結発結発結果果果果がががが子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの心心心心へへへへいろんないろんないろんないろんな問問問問題題題題をををを投投投投げかけげかけげかけげかけ、、、、またまたまたまた現現現現象象象象としてとしてとしてとして起起起起こっていることもこっていることもこっていることもこっていることも配配配配慮慮慮慮していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。一一一一方方方方、、、、統統統統合的合的合的合的ななななアプローアプローアプローアプローチチチチもももも大事大事大事大事でででで、、、、人人人人とととと自自自自然然然然とのかかわりとのかかわりとのかかわりとのかかわり、、、、つながりつながりつながりつながり、、、、人人人人とととと人人人人とのかかわとのかかわとのかかわとのかかわりりりり、、、、つながりもつながりもつながりもつながりも学学学学びのびのびのびの中中中中ではではではでは大事大事大事大事でありでありでありであり、、、、自自自自然然然然のすばらしさにのすばらしさにのすばらしさにのすばらしさに共感共感共感共感しししし、、、、そのそのそのその共感共感共感共感をををを分分分分かちかちかちかち合合合合うこともうこともうこともうことも大事大事大事大事になってくるのではないかになってくるのではないかになってくるのではないかになってくるのではないか。。。。        欧米欧米欧米欧米ではではではでは環境環境環境環境教育教育教育教育をををを考考考考ええええるるるる際際際際にににに、、、、地域性地域性地域性地域性、、、、風土風土風土風土性性性性をををを非常非常非常非常にににに重重重重視視視視するするするする。。。。イイイイギギギギリスのリスのリスのリスの文文文文献献献献等等等等をををを読読読読んでいるとんでいるとんでいるとんでいると、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育のののの基基基基本本本本にはそのにはそのにはそのにはその場場場場所所所所のののの意義意義意義意義をををを見見見見つけるつけるつけるつける地理地理地理地理教育教育教育教育があるとがあるとがあるとがあると言言言言われわれわれわれるがるがるがるが、、、、日本日本日本日本のののの場合場合場合場合はははは地理地理地理地理はははは選選選選択択択択制制制制になっているになっているになっているになっている。。。。私自私自私自私自身身身身はははは北海北海北海北海道生道生道生道生まれでありまれでありまれでありまれであり、、、、植植植植生等生等生等生等々々々々
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をををを考考考考ええええてもてもてもても北海北海北海北海道道道道のののの植植植植生生生生ににににほほほほっとするところがあるっとするところがあるっとするところがあるっとするところがある一一一一方方方方、、、、南南南南のののの方方方方へへへへのののの憧憧憧憧れもあるれもあるれもあるれもある。。。。地域地域地域地域ののののそそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの持持持持つつつつ意意意意味味味味をををを考考考考ええええたたたた利用利用利用利用なりなりなりなり、、、、資資資資源源源源のとりのとりのとりのとり方方方方やエやエやエやエネネネネルルルルギギギギーのーのーのーの使使使使いいいい方方方方までまでまでまで配配配配慮慮慮慮してしてしてしていくいくいくいく必要必要必要必要があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと思思思思うううう。。。。        ４４４４番番番番目目目目にににに問問問問題題題題解決解決解決解決型型型型のアプローのアプローのアプローのアプローチチチチでででで、、、、特特特特にシステムにシステムにシステムにシステム的的的的なアプローなアプローなアプローなアプローチチチチがががが必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、オオオオルルルルタタタタナナナナテテテティブィブィブィブなななな発想発想発想発想もももも必要必要必要必要なのではないかなのではないかなのではないかなのではないか。。。。日本日本日本日本のののの教育教育教育教育のののの場場場場面面面面ではではではでは、、、、よいかよいかよいかよいか悪悪悪悪いかいかいかいか、、、、マルかマルかマルかマルかババババツツツツかのかのかのかの発想発想発想発想であるであるであるである。。。。問問問問題題題題解決解決解決解決方法方法方法方法はははは１１１１つではなくつではなくつではなくつではなく、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな解決解決解決解決方法方法方法方法があるがあるがあるがある。。。。そのたそのたそのたそのためにめにめにめに主体的主体的主体的主体的にににに参参参参加加加加型型型型のアプローのアプローのアプローのアプローチチチチをしていくことでをしていくことでをしていくことでをしていくことで、、、、そのそのそのその１１１１つにはつにはつにはつには探探探探求求求求しししし、、、、実実実実践践践践していくしていくしていくしていくことがことがことがことが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。そのそのそのその中中中中からからからから気気気気づづづづいたことにいたことにいたことにいたことに対対対対しししし、、、、批批批批判判判判的的的的なななな分分分分析析析析をををを加加加加ええええていかないとていかないとていかないとていかないと進進進進歩歩歩歩はないはないはないはない。。。。そしてそしてそしてそして、、、、１１１１人人人人ではできないのでではできないのでではできないのでではできないので、、、、協協協協同同同同やややや連連連連携携携携がががが物物物物すごくすごくすごくすごく大事大事大事大事になるになるになるになる。。。。いろいろいろいろいろいろいろいろなななな社会社会社会社会のののの仕仕仕仕組組組組みをつくっていくときにはみをつくっていくときにはみをつくっていくときにはみをつくっていくときには、、、、協協協協同同同同がががが必要必要必要必要になりになりになりになり、、、、それがそれがそれがそれが将来将来将来将来をををを担担担担うううう子子子子たちのたちのたちのたちの市民市民市民市民性性性性、、、、主主主主権権権権者者者者としてのとしてのとしてのとしての市民市民市民市民をををを育育育育てていくことになるとてていくことになるとてていくことになるとてていくことになると思思思思うううう。。。。そういったそういったそういったそういった意意意意味味味味でのでのでのでの実実実実践践践践をををを今日今日今日今日おおおお話話話話しできればいいとしできればいいとしできればいいとしできればいいと思思思思っているっているっているっている。。。。        私自私自私自私自身身身身ははははＮＮＮＮＧＧＧＧＯＯＯＯのサのサのサのサポポポポートもしているートもしているートもしているートもしている。。。。生生生生ごみのごみのごみのごみの母母母母親親親親たちのサたちのサたちのサたちのサポポポポートをしートをしートをしートをし、、、、今年今年今年今年４４４４月月月月ままままではではではでは代代代代表表表表をしていたがをしていたがをしていたがをしていたが、、、、大学大学大学大学のののの仕仕仕仕事事事事等等等等がありがありがありがあり、、、、今今今今はははは顧顧顧顧問問問問としてとしてとしてとして退退退退きききき、、、、つなつなつなつなぎぎぎぎ役役役役をしているをしているをしているをしている。。。。例例例例ええええばばばば私私私私のののの大学大学大学大学ではではではでは夜夜夜夜間大学間大学間大学間大学院院院院がありがありがありがあり、、、、そこにそこにそこにそこに来来来来ているているているている中学中学中学中学校校校校のののの先生先生先生先生がががが私私私私のののの授授授授業業業業をををを受受受受けてけてけてけていていていていて突突突突然然然然ひひひひらめきらめきらめきらめき、、、、学学学学校校校校のののの中中中中でででで家家家家庭庭庭庭科科科科のののの先生先生先生先生とととと共共共共同同同同してしてしてして授授授授業業業業をををを展展展展開開開開していくしていくしていくしていく。。。。生生生生ごみをどごみをどごみをどごみをどうリサイクルしていくかうリサイクルしていくかうリサイクルしていくかうリサイクルしていくか教教教教ええええててててほほほほしいとしいとしいとしいと言言言言われわれわれわれ、、、、私私私私はははは専門専門専門専門ではないのでではないのでではないのでではないので、、、、生生生生ごみリサイクごみリサイクごみリサイクごみリサイクルルルル全全全全国国国国ネネネネットワークのットワークのットワークのットワークの母母母母親親親親たちとたちとたちとたちと引引引引きききき合合合合わせわせわせわせ、、、、家家家家庭庭庭庭科科科科のののの先生先生先生先生にもにもにもにも研究研究研究研究室室室室にににに来来来来ていただきていただきていただきていただき、、、、授授授授業業業業内容内容内容内容についてについてについてについて検討検討検討検討していただいたしていただいたしていただいたしていただいた。。。。        特特特特にににに今今今今、、、、ＮＮＮＮＰＯ、ＰＯ、ＰＯ、ＰＯ、ＮＮＮＮＧＧＧＧＯＯＯＯのののの方方方方たちはたちはたちはたちは、、、、来来来来年年年年からからからから小小小小学学学学校校校校、、、、中学中学中学中学校校校校でででで「「「「総総総総合的合的合的合的なななな学習学習学習学習のののの時間時間時間時間」」」」がががが始始始始まりまりまりまり、、、、学学学学校校校校やややや地域地域地域地域のののの特特特特色色色色をををを生生生生かしてかしてかしてかして授授授授業業業業をををを行行行行っていくっていくっていくっていく。。。。学習指学習指学習指学習指導導導導要領要領要領要領はなくはなくはなくはなく、、、、総則総則総則総則にににに２２２２行行行行にわたってそうにわたってそうにわたってそうにわたってそう書書書書かれているだけであるかれているだけであるかれているだけであるかれているだけである。。。。３３３３年年年年ほほほほどどどど前前前前からからからから先生先生先生先生たたたたちはちはちはちは移移移移行行行行期期期期間間間間としてとしてとしてとして、、、、「「「「ごみごみごみごみ」」」」からからからから入入入入っていくところもあればっていくところもあればっていくところもあればっていくところもあれば、「、「、「、「水水水水」」」」をトをトをトをトピピピピックとしながらックとしながらックとしながらックとしながら、、、、どういうどういうどういうどういう教教教教科科科科でででで水水水水のトのトのトのトピピピピックがあるかックがあるかックがあるかックがあるか、、、、ごみのことがあるかごみのことがあるかごみのことがあるかごみのことがあるか、、、、それらをそれらをそれらをそれらを見見見見つけながらつけながらつけながらつけながら少少少少ししししずずずずつつつつ校校校校内内内内研研研研修修修修でででで先先先先生生生生たちたちたちたち同同同同士士士士がががが授授授授業実業実業実業実践践践践をををを見見見見てててて、、、、おおおお互互互互いにいにいにいに忌憚忌憚忌憚忌憚のないのないのないのない意見意見意見意見をををを言言言言いいいい合合合合っているっているっているっている。。。。それをそれをそれをそれを次次次次のののの年年年年にににに変変変変ええええてみてもてみてもてみてもてみても、、、、やはりやはりやはりやはり生生生生ごみのことはわからないのでごみのことはわからないのでごみのことはわからないのでごみのことはわからないので、、、、地域地域地域地域のののの協協協協会会会会、、、、例例例例ええええばリサイクルばリサイクルばリサイクルばリサイクル協協協協会会会会のののの方方方方にアにアにアにアドドドドバイスしてもらうということになるバイスしてもらうということになるバイスしてもらうということになるバイスしてもらうということになる。。。。        生生生生ごみをリサイクルしていったときにごみをリサイクルしていったときにごみをリサイクルしていったときにごみをリサイクルしていったときに最最最最終終終終的的的的にはにはにはには何何何何なのかというとなのかというとなのかというとなのかというと、、、、命命命命のののの源源源源のののの土土土土をつくをつくをつくをつくることであるることであるることであるることである。。。。土土土土のことをのことをのことをのことを子子子子供供供供たちにたちにたちにたちに学習学習学習学習ししししてもらうためにはてもらうためにはてもらうためにはてもらうためには、、、、どうしたらいいかどうしたらいいかどうしたらいいかどうしたらいいか。。。。子子子子供供供供たちにはたちにはたちにはたちには、、、、給食給食給食給食のののの際際際際にににに出出出出てきたてきたてきたてきた皮皮皮皮をををを埋埋埋埋めてめてめてめて土土土土にににに返返返返してみるしてみるしてみるしてみる。。。。埋埋埋埋めてできためてできためてできためてできた土土土土とととと農農農農家家家家のののの方方方方がががが何何何何十十十十年年年年もかかってつくったもかかってつくったもかかってつくったもかかってつくった土土土土はどうはどうはどうはどう違違違違うのかうのかうのかうのか、、、、子子子子供供供供たちにもたちにもたちにもたちにも体体体体験験験験してもらうしてもらうしてもらうしてもらう。。。。先生先生先生先生はははは地域地域地域地域のののの方方方方がわからないのでがわからないのでがわからないのでがわからないので、Ｐ、Ｐ、Ｐ、ＰＴＴＴＴＡＡＡＡのののの方方方方がががが集集集集まったまったまったまった際際際際にににに「「「「どなたかどなたかどなたかどなたか農農農農業業業業をやっていらっしをやっていらっしをやっていらっしをやっていらっしゃゃゃゃるるるる方方方方をををを知知知知らないかしららないかしららないかしららないかしら」」」」とととと聞聞聞聞くとくとくとくと、、、、地域地域地域地域のおのおのおのお母母母母さんがさんがさんがさんが「「「「あそこのおあそこのおあそこのおあそこのおじじじじいちいちいちいちゃゃゃゃんがんがんがんが 44445555年年年年もももも農農農農業業業業をやっているよをやっているよをやっているよをやっているよ」」」」とととと。。。。一一一一方方方方、、、、校校校校庭庭庭庭ではではではではキキキキュュュュウウウウリをリをリをリを育育育育てててて、、、、農農農農家家家家のののの土土土土にににに触触触触れれれれ、、、、自自自自分分分分のののの学学学学校校校校のののの畑畑畑畑のののの土土土土とどれだけとどれだけとどれだけとどれだけ違違違違うかうかうかうか子子子子供供供供たちはつかたちはつかたちはつかたちはつかむむむむ。。。。        そうしたそうしたそうしたそうした上上上上でででで自自自自分分分分たちがたちがたちがたちが育育育育てたてたてたてたキキキキュュュュウウウウリをリをリをリを食食食食べべべべてみるとてみるとてみるとてみると、、、、すごくおいしいすごくおいしいすごくおいしいすごくおいしい。。。。ところがところがところがところが、、、、運運運運動会動会動会動会がががが終終終終わりわりわりわり、、、、振振振振替替替替休休休休日日日日のののの後後後後のののの火曜火曜火曜火曜日日日日にににに食食食食べべべべようとするとようとするとようとするとようとすると、、、、生生生生きききき物物物物のののの方方方方がががが賢賢賢賢くてくてくてくてカカカカラスラスラスラスにににに食食食食べべべべられてしまいられてしまいられてしまいられてしまい、、、、子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに２２２２切切切切れしかれしかれしかれしか当当当当たらないたらないたらないたらない。。。。とれたものはみんなでとれたものはみんなでとれたものはみんなでとれたものはみんなで分分分分かちかちかちかち合合合合おうおうおうおうねねねね、、、、隣隣隣隣のクラスののクラスののクラスののクラスの子子子子供供供供にもにもにもにも上上上上げようとげようとげようとげようと言言言言うとうとうとうと、、、、子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは嫌嫌嫌嫌だとだとだとだと言言言言うがうがうがうが、、、、やはりやはりやはりやはりおいしいものはおいしいものはおいしいものはおいしいものは分分分分かちかちかちかち合合合合うといううといううといううという共感共感共感共感をををを伴伴伴伴うううう学学学学びもびもびもびも、、、、特特特特にににに低低低低学年学年学年学年であればであればであればであれば必要必要必要必要であるであるであるである。。。。そそそそ
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れがれがれがれが１１１１つのつのつのつの内内内内なるなるなるなる自自自自然然然然へへへへのアプローのアプローのアプローのアプローチチチチだとだとだとだと思思思思うううう。。。。        今今今今までまでまでまで私私私私たちのたちのたちのたちの教育観教育観教育観教育観はははは、、、、どちらというとどちらというとどちらというとどちらというと子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに知知知知識識識識をををを伝達伝達伝達伝達してしてしてして、、、、そのそのそのその蓄蓄蓄蓄積積積積のののの量量量量をはかるのがをはかるのがをはかるのがをはかるのが教育教育教育教育のありのありのありのあり方方方方であったとであったとであったとであったと思思思思うううう。。。。それをそれをそれをそれを「「「「総総総総合的合的合的合的なななな学習学習学習学習のののの時間時間時間時間」」」」でででで変変変変ええええていこていこていこていこうというのがうというのがうというのがうというのが教育教育教育教育界界界界、、、、文文文文部部部部省省省省のののの考考考考ええええ方方方方であったであったであったであった。。。。当当当当時時時時、、、、私私私私もももも中中中中教教教教審審審審のののの委員委員委員委員をやっておりをやっておりをやっておりをやっており、、、、中中中中教教教教審審審審のののの審審審審議会議会議会議会のののの答答答答申申申申ではではではでは横断横断横断横断的的的的・・・・総総総総合的合的合的合的なななな学習学習学習学習となっていたとなっていたとなっていたとなっていた。。。。中中中中教教教教審審審審のののの答答答答申申申申がががが次次次次のののの教育教育教育教育課課課課程審程審程審程審議会議会議会議会におりにおりにおりにおり、、、、そこでそこでそこでそこで「「「「総総総総合的合的合的合的なななな学習学習学習学習のののの時間時間時間時間」」」」になったになったになったになった。。。。小小小小学学学学校校校校がががが 101010105555 時間時間時間時間、、、、中学中学中学中学校校校校もももも 101010105555時間時間時間時間程程程程度度度度とるということでとるということでとるということでとるということで、、、、１１１１学学学学期期期期でででで考考考考ええええるとるとるとると 35353535時間時間時間時間とととと結結結結構構構構なななな量量量量になるになるになるになる。。。。        最最最最近近近近、、、、学学学学力力力力低低低低下論下論下論下論がががが出出出出てきているがてきているがてきているがてきているが、、、、新新新新聞聞聞聞やいろいろなやいろいろなやいろいろなやいろいろな文文文文献献献献をををを読読読読んでいただくとんでいただくとんでいただくとんでいただくと、、、、そこそこそこそこでででで言言言言っているっているっているっている学学学学力力力力はははは何何何何なのかのなのかのなのかのなのかの議議議議論論論論がががが全全全全くないくないくないくない。。。。国国国国際際際際的的的的なテストをなテストをなテストをなテストを比較比較比較比較してもないのでしてもないのでしてもないのでしてもないので、、、、一概一概一概一概にににに感感感感情情情情的的的的にににに言言言言ええええないところがあるしないところがあるしないところがあるしないところがあるし、「、「、「、「総総総総合的合的合的合的なななな学習学習学習学習のののの時間時間時間時間」」」」ががががねねねねらっているのはらっているのはらっているのはらっているのは子子子子どどどどもたちのもたちのもたちのもたちの問問問問題題題題解決解決解決解決型型型型能能能能力力力力、、、、考考考考ええええるるるる力力力力をつけることがまをつけることがまをつけることがまをつけることがまずずずず基基基基本本本本にあるにあるにあるにある。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには課課課課題題題題がががが何何何何かをかをかをかを探探探探求求求求することであるすることであるすることであるすることである。。。。おかしいおかしいおかしいおかしい、、、、でもでもでもでも、、、、どうしてこれがどうしてこれがどうしてこれがどうしてこれが起起起起こっているだろうとこっているだろうとこっているだろうとこっているだろうと自自自自分分分分でででで調調調調べべべべ、、、、理理理理解解解解しししし、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは解決解決解決解決のためののためののためののための知知知知識識識識、、、、それをそれをそれをそれを考考考考ええええるるるる力力力力、、、、洞洞洞洞察察察察力力力力をつけをつけをつけをつけ、、、、自自自自分分分分のののの考考考考ええええたことをたことをたことをたことを表表表表現現現現していくことがしていくことがしていくことがしていくことが大事大事大事大事になるになるになるになる。。。。そういったことがそういったことがそういったことがそういったことがねねねねらいとしてありらいとしてありらいとしてありらいとしてあり、、、、ただただただただ単単単単ににににゆゆゆゆとりとりとりとり等等等等をををを言言言言っているわけではないっているわけではないっているわけではないっているわけではない。。。。今今今今までやってこなかったまでやってこなかったまでやってこなかったまでやってこなかった日本日本日本日本のののの教育教育教育教育界界界界のののの課課課課題題題題をををを打打打打ちちちち立立立立てたものとしててたものとしててたものとしててたものとして、、、、私私私私もかかわっていたもかかわっていたもかかわっていたもかかわっていた人間人間人間人間としてとしてとしてとして、、、、なるなるなるなるべべべべくいろんなくいろんなくいろんなくいろんな実実実実践践践践をををを見見見見たいとたいとたいとたいとのののの思思思思いからいからいからいから、、、、昨年昨年昨年昨年、、、、学学学学校校校校にアンケートにアンケートにアンケートにアンケート調調調調査査査査をさせていただいたをさせていただいたをさせていただいたをさせていただいた。。。。そのそのそのその中中中中でおもしろいでおもしろいでおもしろいでおもしろい反反反反応応応応があるがあるがあるがある学学学学校校校校にににに今年今年今年今年のののの春休春休春休春休みにみにみにみに調調調調査査査査にににに伺伺伺伺ったのでったのでったのでったので、、、、そのそのそのその事事事事例例例例ををををＯＨＰＯＨＰＯＨＰＯＨＰをををを見見見見ながらおながらおながらおながらお話話話話ができができができができたらとたらとたらとたらと思思思思っているっているっているっている。。。。        このこのこのこの学学学学校校校校はははは杉杉杉杉並並並並区区区区のののの学学学学校校校校でででで、、、、もともとはもともとはもともとはもともとは社会社会社会社会科科科科のごみのごみのごみのごみ学習学習学習学習からからからから始始始始まりまりまりまり、、、、立立立立派派派派なななな副副副副読読読読本本本本ががががつくられているつくられているつくられているつくられている。。。。ＪＪＪＪＩＩＩＩＣＡＣＡＣＡＣＡのののの研研研研修修修修でもでもでもでも、、、、私私私私もももも環境環境環境環境教育教育教育教育のののの講師講師講師講師としてとしてとしてとして伺伺伺伺うがうがうがうが、、、、そこでそこでそこでそこで世世世世界界界界かかかからららら研研研研修修修修をををを受受受受けにけにけにけに来来来来ているているているている方方方方もももも、、、、このこのこのこの学学学学校校校校をををを訪訪訪訪問問問問してごみしてごみしてごみしてごみ学習学習学習学習のことをのことをのことをのことを勉勉勉勉強強強強させていただいさせていただいさせていただいさせていただいているているているている。。。。こここここのこのこのこの学学学学校校校校はははは、、、、そもそもがどのようにしてできたそもそもがどのようにしてできたそもそもがどのようにしてできたそもそもがどのようにしてできた学学学学校校校校かからかからかからかから始始始始まらないといけなまらないといけなまらないといけなまらないといけないいいい。。。。もともともともともともともともと 88880000年年年年代代代代はははは環環環環八八八八沿沿沿沿いにあったいにあったいにあったいにあった学学学学校校校校でででで、、、、大大大大気気気気汚染汚染汚染汚染のののの影響影響影響影響でででで子子子子供供供供たちにたちにたちにたちに被被被被害害害害がががが出出出出ててててくることがくることがくることがくることが明明明明らかであったらかであったらかであったらかであった。。。。杉杉杉杉並並並並区区区区にあったにあったにあったにあった国国国国のののの研究研究研究研究所所所所がががが筑筑筑筑波波波波にににに移移移移転転転転したしたしたした跡跡跡跡地地地地にににに住住住住民参民参民参民参加加加加型型型型でででで防防防防災災災災公公公公園園園園をつくることがをつくることがをつくることがをつくることが決決決決まりまりまりまり、、、、参参参参加加加加希希希希望望望望者者者者をををを募募募募ったところったところったところったところ、、、、33330000 人人人人のののの応応応応募募募募があったがあったがあったがあった。。。。そこにそこにそこにそこにココココンサルタントがンサルタントがンサルタントがンサルタントが２２２２人人人人つきつきつきつき、、、、公公公公園園園園とととと第第第第十十十十小小小小学学学学校校校校もももも移移移移転転転転することですることですることですることで建築家建築家建築家建築家もももも入入入入ったったったった。。。。つくられたつくられたつくられたつくられた学学学学校校校校はははは、、、、地域地域地域地域ににににオオオオープンでープンでープンでープンで塀塀塀塀のないのないのないのない学学学学校校校校であるであるであるである。。。。畑畑畑畑ももももゆゆゆゆったりあるったりあるったりあるったりある中中中中でででで、、、、学学学学校校校校自体自体自体自体がががが地域地域地域地域にににに開開開開いているいているいているいている。。。。        蚕糸蚕糸蚕糸蚕糸のののの森森森森公公公公園園園園はははは、、、、オオオオープンなのでープンなのでープンなのでープンなので大人大人大人大人たちもたちもたちもたちも使使使使いにいにいにいに来来来来るがるがるがるが、、、、日本日本日本日本のののの大人大人大人大人のマのマのマのマナナナナーのーのーのーの悪悪悪悪ささささにににに子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが気気気気づづづづくくくく。。。。散散散散乱乱乱乱ごみがごみがごみがごみが非常非常非常非常にににに多多多多いいいい。。。。初初初初めにめにめにめに、、、、身身身身近近近近なところになところになところになところに気気気気づづづづくというこくというこくというこくということでとでとでとで学学学学校校校校ではクリーンではクリーンではクリーンではクリーン作戦作戦作戦作戦、、、、美美美美化活動化活動化活動化活動をををを行行行行うううう。。。。そこからそこからそこからそこから入入入入っていくとっていくとっていくとっていくと、、、、子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは何何何何ででででこんなにごみがこんなにごみがこんなにごみがこんなにごみが多多多多いのだろうといのだろうといのだろうといのだろうと気気気気づづづづきききき、、、、ポポポポスターをつくってスターをつくってスターをつくってスターをつくって大人大人大人大人にににに呼呼呼呼びかけるびかけるびかけるびかける。。。。呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけをしているをしているをしているをしている子子子子供供供供たちもたちもたちもたちも、、、、ポポポポイイイイ捨捨捨捨てをしたりするてをしたりするてをしたりするてをしたりする。。。。        そういうそういうそういうそういう過過過過程程程程でででで子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは、、、、ままままずずずずごみをごみをごみをごみを減減減減らさなくてはいけないことにそこでらさなくてはいけないことにそこでらさなくてはいけないことにそこでらさなくてはいけないことにそこで気気気気がつがつがつがつくくくく。。。。今度今度今度今度はははは子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが減減減減らすためにはどうしたらいいからすためにはどうしたらいいからすためにはどうしたらいいからすためにはどうしたらいいか調調調調べべべべたりたりたりたり、、、、考考考考ええええたりたりたりたり、、、、おおおおじじじじいちいちいちいちゃゃゃゃんんんん、、、、おばあちおばあちおばあちおばあちゃゃゃゃんにんにんにんに聞聞聞聞いてきたりするいてきたりするいてきたりするいてきたりする。。。。昔昔昔昔はこんなにごみがはこんなにごみがはこんなにごみがはこんなにごみが出出出出なかったとなかったとなかったとなかったと言言言言われわれわれわれ、、、、子子子子どもどもどもどもたちはごみをたちはごみをたちはごみをたちはごみを減減減減らすにはらすにはらすにはらすには生生生生ごみをごみをごみをごみを減減減減らしてみようとするらしてみようとするらしてみようとするらしてみようとする。。。。どのようにしてどのようにしてどのようにしてどのようにして実実実実験験験験をやったらをやったらをやったらをやったらいいだろうかといいだろうかといいだろうかといいだろうかと考考考考ええええ、、、、杉杉杉杉並並並並区区区区のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル協協協協会会会会のののの方方方方がおがおがおがお手手手手伝伝伝伝いしていしていしていして、、、、排排排排水水水水口口口口にににに入入入入れるれるれるれるネネネネッッッットにトにトにトに物物物物をををを入入入入れれれれ、、、、何何何何だったらだったらだったらだったら土土土土にににに返返返返るかるかるかるか、、、、子子子子どもたちがそれどもたちがそれどもたちがそれどもたちがそれぞぞぞぞれれれれ考考考考ええええるるるる。。。。あるあるあるある子子子子はプリンをはプリンをはプリンをはプリンを
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半分食半分食半分食半分食べべべべてプリンとてプリンとてプリンとてプリンと入入入入れれれれ物物物物をををを入入入入れれれれ、、、、ババババナナナナナナナナ、、、、長長長長ネギネギネギネギ、、、、タマタマタマタマネギネギネギネギやややや卵卵卵卵をそれをそれをそれをそれぞぞぞぞれれれれ入入入入れてみるれてみるれてみるれてみる。。。。あるあるあるある子子子子ののののネネネネットはットはットはットはカカカカラスがラスがラスがラスが持持持持っていったりするがっていったりするがっていったりするがっていったりするが、、、、それもそれもそれもそれも学習学習学習学習でありでありでありであり、、、、生生生生きききき物物物物のののの方方方方がががが利口利口利口利口なことをなことをなことをなことを理理理理解解解解するするするする。。。。        このこのこのこの授授授授業業業業づづづづくりはくりはくりはくりは、、、、社会社会社会社会科科科科がががが発発発発展展展展してしてしてして 22223333時間時間時間時間のごみのごみのごみのごみ学習学習学習学習になっているがになっているがになっているがになっているが、、、、先生先生先生先生たちはたちはたちはたちは研研研研究究究究のののの主主主主題題題題としてとしてとしてとして子子子子どものどものどものどもの心心心心のののの輝輝輝輝きをきをきをきを求求求求めているめているめているめている。。。。先生先生先生先生たちはたちはたちはたちは、、、、授授授授業業業業をやっていてをやっていてをやっていてをやっていて子子子子どものどものどものどもの変化変化変化変化、、、、目目目目のののの輝輝輝輝きがわかるきがわかるきがわかるきがわかる。。。。単単単単元元元元名名名名をををを蚕糸蚕糸蚕糸蚕糸のののの森森森森クリーンクリーンクリーンクリーン大大大大作戦作戦作戦作戦としとしとしとし、、、、１１１１カカカカ月後月後月後月後にににに子子子子供供供供たちがたちがたちがたちがあけあけあけあけ、、、、どのようにどのようにどのようにどのように分分分分解解解解しているかをしているかをしているかをしているかを見見見見るるるる。。。。ここにここにここにここに拡拡拡拡大大大大鏡鏡鏡鏡等等等等のセットがのセットがのセットがのセットが入入入入っておりっておりっておりっており、、、、発発発発見見見見ししししたことをたことをたことをたことを書書書書きききき込込込込むむむむ。。。。ワークシートはワークシートはワークシートはワークシートは、、、、２２２２クラスがクラスがクラスがクラスが一一一一緒緒緒緒にやっているのでにやっているのでにやっているのでにやっているので、、、、先生先生先生先生たちがたちがたちがたちが一一一一緒緒緒緒にににに協協協協力力力力しししし合合合合ってやっていくってやっていくってやっていくってやっていく。。。。このこのこのこの方方方方がリサイクルがリサイクルがリサイクルがリサイクル協協協協会会会会のののの方方方方でででで、、、、次次次次のステップにのステップにのステップにのステップに行行行行くようにくようにくようにくようにアアアアドドドドバイスしたりバイスしたりバイスしたりバイスしたり、、、、発発発発見見見見したことしたことしたことしたこと等等等等についについについについてててて、、、、家家家家庭庭庭庭ごみをやってみるとこんなごみをやってみるとこんなごみをやってみるとこんなごみをやってみるとこんな問問問問題題題題もあるもあるもあるもあるということをということをということをということを展展展展開開開開していくしていくしていくしていく。。。。ここではここではここではここでは車車車車いすのいすのいすのいすの少年少年少年少年もいたのでもいたのでもいたのでもいたので、、、、そのそのそのその子子子子のサのサのサのサポポポポートをートをートをートを子子子子供供供供たちたちたちたち自自自自身身身身もももも行行行行うううう。。。。こういうこういうこういうこういう展展展展開開開開をしていくとをしていくとをしていくとをしていくと、、、、子子子子供供供供たちたちたちたち自自自自身身身身がががが非常非常非常非常にににに多元的多元的多元的多元的なななな学学学学びをやっびをやっびをやっびをやっていくていくていくていく。。。。これはこれはこれはこれは４４４４年年年年生生生生のののの授授授授業業業業であるであるであるである。。。。        私私私私はははは中中中中教教教教審審審審のののの際際際際もももも、、、、教育教育教育教育課課課課程程程程をををを変変変変ええええたたたた方方方方がいいのではないかとがいいのではないかとがいいのではないかとがいいのではないかと提提提提言言言言したがしたがしたがしたが、、、、受受受受けけけけ入入入入れられられられられなかったれなかったれなかったれなかった。。。。それはそれはそれはそれは内内内内なるなるなるなる世世世世界界界界、、、、自自自自然然然然をををを豊豊豊豊かにしていくかにしていくかにしていくかにしていく。。。。４４４４年年年年生生生生までをまでをまでをまでを１１１１つのつのつのつの教育教育教育教育課課課課程単程単程単程単位位位位としとしとしとし、、、、中学中学中学中学校校校校もももも４４４４年間年間年間年間、、、、高高高高校校校校もももも４４４４年間年間年間年間、、、、大学大学大学大学もももも４４４４年間年間年間年間とするとするとするとする。。。。ちまたではちまたではちまたではちまたでは中高中高中高中高一一一一貫貫貫貫とかとかとかとか小小小小中中中中一一一一貫貫貫貫ということがあるがということがあるがということがあるがということがあるが、、、、小小小小学学学学校校校校４４４４年間年間年間年間でででで子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに豊豊豊豊かなかなかなかな感感感感受受受受性性性性をををを育育育育てるてるてるてる。。。。大学大学大学大学院院院院のののの面面面面接接接接試試試試験験験験をしていてもをしていてもをしていてもをしていても、、、、日本日本日本日本のののの学学学学生生生生はははは自自自自己己己己をををを否否否否定定定定するするするする。。。。もっともっともっともっと自自自自尊尊尊尊感感感感情情情情をををを育育育育てるてるてるてる学学学学びびびびがががが、、、、こういったごみこういったごみこういったごみこういったごみ教育教育教育教育からもできてくるのではないかとからもできてくるのではないかとからもできてくるのではないかとからもできてくるのではないかと思思思思うううう。。。。経経経経験験験験はいつまでもはいつまでもはいつまでもはいつまでも覚覚覚覚ええええてててているのでいるのでいるのでいるので、、、、こういったこういったこういったこういった実実実実験験験験をををを組組組組みみみみ込込込込みながらみながらみながらみながら、、、、中学中学中学中学校校校校にににに行行行行ってってってって分分分分解解解解のののの原理原理原理原理をををを学学学学びびびび、、、、高高高高校校校校にににに行行行行ってってってって興興興興味味味味をををを持持持持ったことがバイったことがバイったことがバイったことがバイオオオオにつながっていくこともにつながっていくこともにつながっていくこともにつながっていくことも大事大事大事大事ではないかではないかではないかではないか。。。。そのそのそのその辺辺辺辺のののの展展展展開開開開がまだがまだがまだがまだ試試試試行行行行錯誤錯誤錯誤錯誤的的的的にににに教育教育教育教育現場現場現場現場ではされているではされているではされているではされている。。。。先先先先週週週週のののの土土土土曜曜曜曜日日日日にににに仙仙仙仙台台台台にににに行行行行ってきたがってきたがってきたがってきたが、、、、仙仙仙仙台台台台市市市市のののの指指指指導導導導主事主事主事主事のののの方方方方もももも、、、、成成成成功功功功しているしているしているしている「「「「総総総総合的合的合的合的なななな学習学習学習学習のののの時間時間時間時間」」」」のののの展展展展開開開開ではではではでは本本本本当当当当にいいにいいにいいにいい学学学学びをびをびをびを子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち自自自自身身身身がやっていてがやっていてがやっていてがやっていて先生先生先生先生たちもたちもたちもたちも楽楽楽楽しんでいるしんでいるしんでいるしんでいる。。。。余余余余りにもりにもりにもりにも子子子子供供供供たちのたちのたちのたちの学学学学びがびがびがびが広広広広がっがっがっがっているているているている。。。。しかししかししかししかし、、、、マスマスマスマスココココミでミでミでミで報報報報道道道道されるのとはされるのとはされるのとはされるのとは少少少少しししし違違違違うのではないかとうのではないかとうのではないかとうのではないかと思思思思うううう。。。。        次次次次にににに、、、、中学中学中学中学校校校校のののの事事事事例例例例であるであるであるである。。。。このこのこのこの学学学学校校校校はははは日本日本日本日本ののののデデデデンマークとンマークとンマークとンマークと言言言言われているわれているわれているわれている愛愛愛愛知知知知県県県県にあるにあるにあるにある中学中学中学中学校校校校であるであるであるである。。。。まさにまさにまさにまさに循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づづづづくりをくりをくりをくりを目指目指目指目指してということをテーマにしているしてということをテーマにしているしてということをテーマにしているしてということをテーマにしている学学学学校校校校でででであるあるあるある。。。。アンケートをアンケートをアンケートをアンケートを行行行行ったったったった際際際際にににに「「「「地域地域地域地域をををを見見見見詰詰詰詰めためためためた循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づづづづくりくりくりくり」」」」というパンフレットというパンフレットというパンフレットというパンフレットがががが送送送送られてきてられてきてられてきてられてきて訪訪訪訪問問問問させていただいたがさせていただいたがさせていただいたがさせていただいたが、、、、文文文文部部部部省省省省とととと通通通通産省産省産省産省のエのエのエのエココココスクールのスクールのスクールのスクールの補助補助補助補助金金金金をををを受受受受けけけけてててて太太太太陽陽陽陽光光光光発発発発電電電電をををを行行行行いいいい、、、、ビビビビオオオオトトトトープもつくっているープもつくっているープもつくっているープもつくっている。。。。ここはここはここはここは七夕七夕七夕七夕祭祭祭祭りのりのりのりの際際際際にとてもにとてもにとてもにとても大大大大きなきなきなきな竹竹竹竹をををを使使使使いいいい、、、、それをそのままそれをそのままそれをそのままそれをそのまま燃燃燃燃やしてしまうのでやしてしまうのでやしてしまうのでやしてしまうので、、、、子子子子供供供供たちからもったいないというたちからもったいないというたちからもったいないというたちからもったいないという声声声声がががが出出出出たたたた。。。。それをそれをそれをそれを炭炭炭炭にしたらどうだろうとにしたらどうだろうとにしたらどうだろうとにしたらどうだろうと、、、、地域地域地域地域のののの方方方方たちがたちがたちがたちが炭焼炭焼炭焼炭焼きききき釜釜釜釜をつくってくれてをつくってくれてをつくってくれてをつくってくれて、、、、そこからでそこからでそこからでそこからできたきたきたきた炭炭炭炭をををを今度今度今度今度はははは明明明明治時治時治時治時代代代代からあるからあるからあるからある農農農農業業業業用用用用水水水水をををを浄浄浄浄化化化化するするするする炭炭炭炭としてとしてとしてとして使使使使いいいい、、、、そのそのそのその浄浄浄浄化化化化したしたしたした水水水水ををををビビビビオオオオトープにトープにトープにトープに運運運運びびびび込込込込んだりんだりんだりんだり、、、、雨雨雨雨水水水水をををを集集集集めてめてめてめて散水散水散水散水するときのするときのするときのするときの浄浄浄浄化化化化にににに使使使使ったらどうだろうというったらどうだろうというったらどうだろうというったらどうだろうという発想発想発想発想をををを子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが持持持持ちながらちながらちながらちながら展展展展開開開開していくしていくしていくしていく。。。。        そしてそしてそしてそして、、、、太太太太陽陽陽陽光光光光発発発発電電電電はははは、、、、ただただただただ一律一律一律一律にににに電電電電気気気気にするのではなくにするのではなくにするのではなくにするのではなく、、、、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの科科科科学的学的学的学的なななな視視視視点点点点をををを育育育育てるためにてるためにてるためにてるためにそのそのそのその下下下下をサイエンスルームにしたをサイエンスルームにしたをサイエンスルームにしたをサイエンスルームにした。。。。子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの発想発想発想発想からからからから、、、、地下地下地下地下水水水水、、、、井戸井戸井戸井戸水水水水はははは常常常常温温温温とととと５５５５度度度度ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの温温温温度度度度差差差差があるがあるがあるがある。。。。そのそのそのその水水水水のののの冷冷冷冷たさをたさをたさをたさを利用利用利用利用してしてしてして空空空空気気気気をををを取取取取れれれれ入入入入りりりり、、、、冷冷冷冷媒媒媒媒としてとしてとしてとして井戸水井戸水井戸水井戸水をををを使使使使ってはどうかというってはどうかというってはどうかというってはどうかという発想発想発想発想にににに至至至至るるるる。。。。子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは、、、、このこのこのこの水水水水をくみをくみをくみをくみ上上上上げるげるげるげる動動動動力力力力にににに太太太太陽陽陽陽エエエエネネネネルルルルギギギギーをーをーをーを使使使使っていくっていくっていくっていく。。。。そしてそしてそしてそして、、、、昔昔昔昔のののの人人人人はどうやってはどうやってはどうやってはどうやって電電電電気気気気をつくっていたのかをつくっていたのかをつくっていたのかをつくっていたのか
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等等等等、、、、実実実実験験験験をやりながらテーマはどんどんをやりながらテーマはどんどんをやりながらテーマはどんどんをやりながらテーマはどんどん広広広広がっていくがっていくがっていくがっていく。。。。そうしたそうしたそうしたそうした中中中中でででで子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは、、、、エエエエネネネネルルルルギギギギーのーのーのーの問問問問題題題題からからからから植植植植生生生生のののの問問問問題題題題までいくまでいくまでいくまでいく。。。。        学学学学校校校校がががが国国国国道道道道沿沿沿沿いにありいにありいにありいにあり、、、、交交交交通通通通騒騒騒騒音音音音やややや大大大大気気気気汚染汚染汚染汚染のののの問問問問題題題題にもにもにもにも子子子子どもたちはすどもたちはすどもたちはすどもたちはすぐぐぐぐ気気気気がつくがつくがつくがつく。。。。どどどどういったういったういったういったものでものでものでもので浄浄浄浄化化化化すればいいのかすればいいのかすればいいのかすればいいのか、、、、緑緑緑緑だということにだということにだということにだということに気気気気づづづづくがくがくがくが、、、、風土風土風土風土にににに合合合合ったったったった緑緑緑緑をどのをどのをどのをどのようにようにようにように植植植植ええええたらいいのかたらいいのかたらいいのかたらいいのか、、、、どういうどういうどういうどういう緑緑緑緑をををを選選選選んだらいいのかんだらいいのかんだらいいのかんだらいいのか、、、、専門専門専門専門家家家家にアにアにアにアドドドドバイスをバイスをバイスをバイスを受受受受けるけるけるけることにすることにすることにすることにする。。。。ただではただではただではただでは来来来来てくれないのでてくれないのでてくれないのでてくれないので、、、、学学学学校校校校全全全全体体体体があるがあるがあるがある補助補助補助補助金金金金にににに助助助助成成成成金金金金申申申申請請請請をするをするをするをする。。。。私私私私もインタもインタもインタもインタビビビビューしてわかったがューしてわかったがューしてわかったがューしてわかったが、、、、理理理理科科科科のののの先生先生先生先生だとだとだとだと割割割割とととと固固固固いいいい書書書書きききき方方方方になるがになるがになるがになるが、、、、助助助助成成成成金金金金のののの申申申申請請請請書書書書類類類類をををを音音音音楽楽楽楽のののの先生先生先生先生がががが書書書書いたのでいたのでいたのでいたので、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく、、、、とてもとてもとてもとても楽楽楽楽しんでしんでしんでしんで書書書書いたとそのいたとそのいたとそのいたとその先生先生先生先生がががが言言言言っっっっていたていたていたていた。。。。大学大学大学大学のののの先生先生先生先生のアのアのアのアドドドドバイスをバイスをバイスをバイスを得得得得てててて 1111555500000000本本本本のののの木木木木をををを買買買買いいいい、、、、子子子子供供供供たちたちたちたち自自自自身身身身もももも参参参参加加加加しながらしながらしながらしながら植植植植ええええ、、、、地域地域地域地域のののの大人大人大人大人もみんなもみんなもみんなもみんな支援支援支援支援してくれしてくれしてくれしてくれるといったるといったるといったるといった展展展展開開開開をしたをしたをしたをした。。。。        作作作作業業業業をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、次次次次にににに子子子子どもたちがどういったどもたちがどういったどもたちがどういったどもたちがどういった発想発想発想発想をををを持持持持ったかというとったかというとったかというとったかというと、、、、大大大大気気気気浄浄浄浄化化化化がどがどがどがどれれれれぐぐぐぐらいできるのからいできるのからいできるのからいできるのか、、、、次次次次のののの展展展展開開開開としてとしてとしてとして遮遮遮遮音音音音効果効果効果効果がどれがどれがどれがどれぐぐぐぐらいあるのからいあるのからいあるのからいあるのか、、、、測測測測定定定定してみようとしてみようとしてみようとしてみようと次次次次からからからから次次次次へへへへとととと子子子子どもたちがテーマをどもたちがテーマをどもたちがテーマをどもたちがテーマを設定設定設定設定していくしていくしていくしていく。。。。初初初初めはめはめはめは各各各各クラスごとのテーマからクラスごとのテーマからクラスごとのテーマからクラスごとのテーマから、、、、だだだだんだんとんだんとんだんとんだんと各各各各個個個個人人人人のののの自主的自主的自主的自主的なテーマになテーマになテーマになテーマに展展展展開開開開していくしていくしていくしていく。。。。こういったものをこういったものをこういったものをこういったものを先生先生先生先生たちもたちもたちもたちも楽楽楽楽しみなしみなしみなしみながらやっているがらやっているがらやっているがらやっている。。。。        私私私私はははは、、、、昨年昨年昨年昨年小小小小学学学学館館館館からからからから出出出出たたたた「「「「環境環境環境環境教育教育教育教育ガガガガイイイイドドドド」」」」のののの巻巻巻巻頭頭頭頭言言言言のののの論論論論文文文文をををを書書書書いたいたいたいた。。。。そこにそこにそこにそこに紹介紹介紹介紹介さささされているれているれているれている実実実実践践践践校校校校をををを見見見見ていったらていったらていったらていったら、、、、私私私私がががが以前以前以前以前からからからから興興興興味味味味をもっていたをもっていたをもっていたをもっていた小小小小学学学学校校校校ががががココココンンンンクールでクールでクールでクールで優優優優秀秀秀秀賞賞賞賞をををを受受受受けているけているけているけている学学学学校校校校だっただっただっただった。。。。もらもらもらもらええええるるるる学学学学校校校校はははは次次次次からからからから次次次次へへへへとととと展展展展開開開開していくのでしていくのでしていくのでしていくので、、、、先生先生先生先生たちたちたちたちもももも必必必必死死死死になってになってになってになって楽楽楽楽しみながらやっているしみながらやっているしみながらやっているしみながらやっている。。。。私私私私もそこのもそこのもそこのもそこの女女女女性性性性のののの校校校校長長長長先生先生先生先生とととと知知知知りりりり合合合合いになったいになったいになったいになったがががが、、、、赴赴赴赴任任任任したときはしたときはしたときはしたときは 2000200020002000本本本本のののの木木木木があるがあるがあるがある校校校校庭庭庭庭だとだとだとだと気気気気がつかなかったがつかなかったがつかなかったがつかなかった。。。。あるあるあるある先生先生先生先生がががが「「「「2000200020002000本本本本もももも木木木木があるのだからがあるのだからがあるのだからがあるのだから、、、、これをこれをこれをこれを活活活活用用用用しようしようしようしよう」」」」とつとつとつとつぶぶぶぶやいたやいたやいたやいた。。。。畑畑畑畑もももも十十十十分分分分にあるにあるにあるにある。。。。学習学習学習学習したしたしたした中中中中でででで、、、、子子子子供供供供たちたちたちたち自自自自身身身身がががが「「「「学学学学校校校校のののの森森森森物語物語物語物語」」」」というというというという絵絵絵絵本本本本をつくってしまったをつくってしまったをつくってしまったをつくってしまった。。。。        授授授授業業業業のののの展展展展開開開開はははは、、、、２２２２年年年年生生生生はははは「「「「自自自自然然然然とのかかわりとのかかわりとのかかわりとのかかわり    見見見見つけようつけようつけようつけよう    金金金金沢沢沢沢小小小小学学学学校校校校のののの自自自自然然然然」」」」というというというということでことでことでことで生生生生活活活活科科科科のののの授授授授業業業業でうまくでうまくでうまくでうまく自自自自然然然然ととととのかかわりをのかかわりをのかかわりをのかかわりを学習学習学習学習しているしているしているしている。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ成成成成功功功功しているしているしているしている学学学学校校校校でありでありでありであり、、、、国国国国際際際際的的的的におにおにおにお客客客客様様様様がががが見見見見ええええたたたた際際際際にににに見学見学見学見学もももも多多多多くくくく、、、、それをうまくそれをうまくそれをうまくそれをうまく国国国国際際際際理理理理解教解教解教解教育育育育につなげていくことをにつなげていくことをにつなげていくことをにつなげていくことを校校校校長自長自長自長自身身身身がががが展展展展開開開開してしてしてして次次次次からからからから次次次次へへへへとととと発発発発展展展展しているしているしているしている。。。。校校校校長長長長先生先生先生先生ごごごご自自自自身身身身はははは来来来来年年年年定定定定年年年年なのでなのでなのでなので、、、、自自自自分分分分のやってきたのやってきたのやってきたのやってきた総決算総決算総決算総決算もあったともあったともあったともあったと思思思思うううう。。。。子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの種類種類種類種類のののの木木木木はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか覚覚覚覚ええええられないがられないがられないがられないが、、、、子子子子どものどものどものどもの感感感感受受受受性性性性、、、、内内内内なるなるなるなる自自自自然然然然をををを考考考考ええええるとリるとリるとリるとリズズズズミミミミカカカカルルルルにににに覚覚覚覚ええええるのがるのがるのがるのが一番一番一番一番いいいいいいいい。。。。何何何何とととと子子子子どもたちはラップミュージックをつくってしまったどもたちはラップミュージックをつくってしまったどもたちはラップミュージックをつくってしまったどもたちはラップミュージックをつくってしまった。。。。音音音音楽楽楽楽のののの先生先生先生先生はははは、、、、今日今日今日今日はどうもはどうもはどうもはどうも子子子子どものどものどものどもの乗乗乗乗りがりがりがりが悪悪悪悪いなといなといなといなと思思思思ったらったらったらったら、、、、始始始始まるときまるときまるときまるときにそのにそのにそのにその歌歌歌歌をををを歌歌歌歌うとうとうとうと、、、、体体体体をををを動動動動かすがかすがかすがかすが、、、、乗乗乗乗りのりのりのりの悪悪悪悪いいいい子子子子どももいるどももいるどももいるどももいる。。。。それはそれでそれはそれでそれはそれでそれはそれで子子子子どものどものどものどもの個性個性個性個性なのでなのでなのでなので、、、、無無無無理理理理じじじじいはいはいはいはしないしないしないしない。。。。こういったこういったこういったこういった展展展展開開開開がががが地域地域地域地域のののの中中中中でででで取取取取りりりり組組組組まれているとまれているとまれているとまれていると思思思思うううう。。。。        地域地域地域地域のののの自自自自然然然然をををを生生生生かしかしかしかし、、、、このこのこのこの学学学学校校校校ではではではではＰＰＰＰＴＴＴＴＡＡＡＡのののの会長会長会長会長もももも非常非常非常非常にににに楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら、、、、そしてそしてそしてそして畑畑畑畑等等等等もももも使使使使いながらいながらいながらいながら展展展展開開開開がががが行行行行われているわれているわれているわれている。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででで歴史歴史歴史歴史的的的的なななな文文文文化化化化遺遺遺遺産産産産にににに指指指指定定定定されなくてもされなくてもされなくてもされなくても、、、、ババババブブブブルルルル期期期期にににに破壊破壊破壊破壊されたもののされたもののされたもののされたものの、、、、まだまだまだまだ地域地域地域地域にににに残残残残っているものにっているものにっているものにっているものに対対対対してもっとしてもっとしてもっとしてもっと注注注注目目目目していくしていくしていくしていくべべべべききききではないかということにではないかということにではないかということにではないかということに気気気気がつきがつきがつきがつき、、、、子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちがＭＭＭＭ、、、、まちをまちをまちをまちをウウウウオオオオッッッッチチチチンンンンググググしながらしながらしながらしながら展展展展開開開開ししししていくていくていくていく事事事事例例例例もあるもあるもあるもある。。。。        日本日本日本日本ではまちではまちではまちではまちウウウウオオオオッッッッチチチチンンンンググググとととと言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、このこのこのこの本本本本はははは 1111979797972222年年年年にイにイにイにイギギギギリスでリスでリスでリスで出出出出版版版版されたされたされたされた「「「「ＳＳＳＳＴＴＴＴＲＥＥＲＥＥＲＥＥＲＥＥＴＴＴＴ    ＷＷＷＷＯＯＯＯＲＲＲＲＫＫＫＫ」」」」であるであるであるである。。。。まちにはいろいろなまちにはいろいろなまちにはいろいろなまちにはいろいろな学学学学びのびのびのびの素材素材素材素材があることがあることがあることがあること、、、、ＢＥＥＢＥＥＢＥＥＢＥＥといといといというううう民間民間民間民間デベデベデベデベロッパーのロッパーのロッパーのロッパーの会社会社会社会社がががが雑雑雑雑誌誌誌誌をををを発発発発行行行行しておりしておりしておりしており、、、、それにかかわっていたそれにかかわっていたそれにかかわっていたそれにかかわっていた方方方方たちがもっとたちがもっとたちがもっとたちがもっと
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子子子子どもたちをどもたちをどもたちをどもたちを外外外外にににに連連連連れれれれ出出出出しししし町町町町でででで発発発発見見見見しようとしようとしようとしようと。。。。イイイイギギギギリスもリスもリスもリスも 66660000 年年年年代代代代、、、、77770000 年年年年代代代代、、、、88880000 年年年年代代代代のののの初初初初めはめはめはめは子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが荒荒荒荒れていたれていたれていたれていた。。。。そのそのそのその手手手手法法法法がががが今今今今、、、、日本日本日本日本でまちでまちでまちでまちウウウウオオオオッッッッチチチチンンンンググググになっているになっているになっているになっている。。。。まだまだまだまだウウウウオオオオッッッッチチチチンンンンググググとととと調調調調べべべべ学習学習学習学習だけでとまっているがだけでとまっているがだけでとまっているがだけでとまっているが、、、、それだけではいけないそれだけではいけないそれだけではいけないそれだけではいけない。。。。それをそれをそれをそれを国国国国際際際際交交交交流流流流までまでまでまで広広広広げているのがげているのがげているのがげているのが仙仙仙仙台台台台のののの事事事事例例例例であるであるであるである。。。。        私私私私もアメリもアメリもアメリもアメリカカカカののののカカカカリリリリキキキキュラムをュラムをュラムをュラムを少少少少しししし勉勉勉勉強強強強していたがしていたがしていたがしていたが、「、「、「、「建築建築建築建築とととと子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちのカカカカリリリリキキキキュラュラュラュラムムムム」」」」としてとしてとしてとして、、、、デデデデューイのューイのューイのューイの言言言言うううう反反反反省的思省的思省的思省的思考考考考過過過過程程程程ををををデデデデザザザザインのプロセスのインのプロセスのインのプロセスのインのプロセスの中中中中でででで学学学学ばせようといばせようといばせようといばせようということでうことでうことでうことで、、、、これはこれはこれはこれは科科科科学学学学館館館館でででで行行行行われたものであるわれたものであるわれたものであるわれたものである。。。。学学学学校校校校でででで毎毎毎毎年年年年春休春休春休春休みにやっているみにやっているみにやっているみにやっている実実実実践践践践をををを私私私私自自自自身身身身もももも訪訪訪訪問問問問してしてしてして見見見見ているているているている。。。。ちちちちょょょょうどうどうどうどニニニニューメューメューメューメキキキキシシシシココココからからからから子子子子どもたちもどもたちもどもたちもどもたちも見見見見ええええてててて、、、、一一一一緒緒緒緒にまちにまちにまちにまちづづづづくりをやってみてくりをやってみてくりをやってみてくりをやってみて、、、、そこでそこでそこでそこで文文文文化化化化のののの違違違違いいいい、、、、考考考考ええええ方方方方のののの違違違違いもいもいもいも学習学習学習学習していくしていくしていくしていく。。。。こういったこういったこういったこういった展展展展開開開開もももも、、、、地域地域地域地域ののののＮＮＮＮＰＯ、ＰＯ、ＰＯ、ＰＯ、行政行政行政行政がががが学学学学校校校校のののの先生先生先生先生たちとたちとたちとたちと一一一一緒緒緒緒にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる事事事事例例例例。。。。これはあるこれはあるこれはあるこれはある学学学学校校校校のののの事事事事例例例例でででで、、、、川川川川がががが近近近近くにありくにありくにありくにあり、、、、校校校校庭庭庭庭もももも一部一部一部一部そのそのそのその川川川川にににに接接接接しているのでしているのでしているのでしているので、、、、そこをどのようにそこをどのようにそこをどのようにそこをどのように使使使使っっっっていこうかということでていこうかということでていこうかということでていこうかということで子子子子供供供供たちのアイたちのアイたちのアイたちのアイデデデデアをアをアをアを出出出出したしたしたした。。。。アメリアメリアメリアメリカカカカからからからから来来来来たたたた子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに自自自自分分分分たちのたちのたちのたちの展展展展開開開開してきたしてきたしてきたしてきた過過過過程程程程をををを説明説明説明説明しているしているしているしている。。。。こういったやりこういったやりこういったやりこういったやり方方方方をサをサをサをサポポポポートしながらートしながらートしながらートしながら展展展展開開開開ししししていくこともていくこともていくこともていくことも大事大事大事大事でででで、、、、ただただただただ単単単単にににに学学学学校校校校のののの先生先生先生先生だけではだけではだけではだけでは発想発想発想発想がががが持持持持てないてないてないてない。。。。        私自私自私自私自身身身身もももも、、、、阪阪阪阪神神神神・・・・淡淡淡淡路路路路大大大大震震震震災災災災のときはのときはのときはのときは病病病病院院院院ののののベベベベッッッッドドドドにいたのでにいたのでにいたのでにいたので、、、、現場現場現場現場にににに行行行行っておっておっておってお手手手手伝伝伝伝いいいいはできないとはできないとはできないとはできないと思思思思ったがったがったがったが、、、、防防防防災災災災まちまちまちまちづづづづくりくりくりくり教育教育教育教育をどうしたらいいかということでワークショをどうしたらいいかということでワークショをどうしたらいいかということでワークショをどうしたらいいかということでワークショップをやったップをやったップをやったップをやった事事事事例例例例であるであるであるである。。。。このこのこのこの方方方方はははは世世世世田田田田谷谷谷谷のののの街街街街づづづづくりセンターのくりセンターのくりセンターのくりセンターの方方方方でででで、、、、小小小小中高中高中高中高のののの先生先生先生先生たたたたちちちち、、、、東東東東京都京都京都京都のののの方方方方、、、、建設建設建設建設省省省省のののの方方方方、、、、そしてそしてそしてそして地域地域地域地域のののの方方方方たちにもたちにもたちにもたちにも参参参参加加加加していただきしていただきしていただきしていただき、、、、カカカカリリリリキキキキュラムュラムュラムュラムづづづづくくくくりをワークショップでりをワークショップでりをワークショップでりをワークショップで行行行行ったったったった。。。。        何何何何かかかか災災災災害害害害があったときにがあったときにがあったときにがあったときに一番一番一番一番大事大事大事大事なのはなのはなのはなのは命命命命でありでありでありであり、、、、水水水水であるであるであるである。。。。災災災災害害害害がががが起起起起きたときにきたときにきたときにきたときに、、、、水水水水とサとサとサとサポポポポートしてもらうートしてもらうートしてもらうートしてもらう知知知知りりりり合合合合いをいをいをいを見見見見つけることだつけることだつけることだつけることだ。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、井戸井戸井戸井戸探探探探検検検検をストリートワークをストリートワークをストリートワークをストリートワークのののの手手手手法法法法をををを取取取取りりりり入入入入れてれてれてれて行行行行うアイうアイうアイうアイデデデデアがおアがおアがおアがお母母母母さんからさんからさんからさんから出出出出てきたてきたてきたてきた。。。。今今今今、、、、そのそのそのそのカカカカリリリリキキキキュラムをュラムをュラムをュラムを杉杉杉杉並並並並区区区区とととと世世世世田田田田谷谷谷谷区区区区のののの小小小小学学学学校校校校でででで実実実実践践践践してもらっているしてもらっているしてもらっているしてもらっている。。。。小小小小学学学学校低校低校低校低学年学年学年学年、、、、中学年中学年中学年中学年、、、、高学年高学年高学年高学年、、、、中学中学中学中学生生生生、、、、高高高高校校校校生生生生がががが 10101010ののののググググループをつくりループをつくりループをつくりループをつくり、、、、ワークショップをワークショップをワークショップをワークショップを行行行行ったがったがったがったが、、、、そこにそれそこにそれそこにそれそこにそれぞぞぞぞれのれのれのれの先先先先生生生生にににに入入入入ったいただいたったいただいたったいただいたったいただいた。。。。建設建設建設建設省省省省やややや東東東東京都京都京都京都のののの方方方方はははは、、、、中学中学中学中学生生生生というとというとというとというと報報報報道道道道されているされているされているされている姿姿姿姿しかしかしかしか見見見見ええええないないないないがががが、、、、中学中学中学中学のののの先生先生先生先生からからからから、、、、いやいやいやいや、、、、そうではないそうではないそうではないそうではない、、、、子子子子供供供供はこのようにはこのようにはこのようにはこのように学学学学んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。中学中学中学中学生生生生だとだとだとだと達達達達成成成成感感感感等等等等をもっとわかるをもっとわかるをもっとわかるをもっとわかる形形形形でででで展展展展開開開開しないといけないこともアしないといけないこともアしないといけないこともアしないといけないこともアドドドドバイスをバイスをバイスをバイスを受受受受けけけけ、、、、カカカカリリリリキキキキュラムュラムュラムュラムづづづづくりをしていくくりをしていくくりをしていくくりをしていく。。。。これがこれがこれがこれが１１１１つのワークショップでつのワークショップでつのワークショップでつのワークショップで地域地域地域地域のののの方方方方をををを巻巻巻巻きききき込込込込んでんでんでんで展展展展開開開開していくしていくしていくしていく方方方方法法法法になりになりになりになり、、、、ココココミュミュミュミュニニニニテテテティィィィーをつくっていくーをつくっていくーをつくっていくーをつくっていく基基基基礎礎礎礎にもなっていくとにもなっていくとにもなっていくとにもなっていくと思思思思うううう。。。。        イイイイギギギギリスのリスのリスのリスの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、先生先生先生先生向向向向けのけのけのけのガガガガイイイイドブドブドブドブックもックもックもックも出出出出ているているているている。。。。初初初初めてイめてイめてイめてイギギギギリスにリスにリスにリスに行行行行ったったったった 1111999988883333年年年年にににに、、、、子子子子供供供供たちにたちにたちにたちにココココミュミュミュミュニニニニテテテティィィィーをどーをどーをどーをどうううう学習学習学習学習させるかさせるかさせるかさせるか、、、、子子子子供供供供たちもたちもたちもたちも地域地域地域地域のののの構構構構成成成成員員員員のののの１１１１人人人人でででであるあるあるある。。。。今今今今はははは地域地域地域地域のののの大人大人大人大人たちからたちからたちからたちから「「「「何何何何、、、、茶茶茶茶髪髪髪髪にしているのにしているのにしているのにしているの」」」」というというというという目目目目でででで見見見見られるられるられるられる。。。。地地地地方方方方にににに行行行行けばけばけばけば行行行行くくくくほほほほどどどど、、、、大人大人大人大人のののの冷冷冷冷たいたいたいたい目目目目があるがあるがあるがある。。。。あるあるあるあるモモモモラトリアムラトリアムラトリアムラトリアム的的的的にににに子子子子どもたちをとらどもたちをとらどもたちをとらどもたちをとらええええるるるる目目目目ががががあるあるあるある。。。。彼彼彼彼らはテレらはテレらはテレらはテレビビビビのののの画画画画面面面面でででで見見見見ええええるるるる格格格格好好好好をしてみたいをしてみたいをしてみたいをしてみたい。。。。私私私私はははは、、、、そういうそういうそういうそういう格格格格好好好好をするをするをするをする子子子子のののの方方方方がががが表表表表現現現現力力力力をををを持持持持っているとっているとっているとっていると思思思思うううう。。。。やってみてやってみてやってみてやってみて、、、、あるときあるときあるときあるとき、、、、もうこんなのをやってもあもうこんなのをやってもあもうこんなのをやってもあもうこんなのをやってもあほほほほらしらしらしらしいということにいということにいということにいということに気気気気づづづづくくくく。。。。それはそれそれはそれそれはそれそれはそれぞぞぞぞれのれのれのれの子子子子供供供供たちによってたちによってたちによってたちによって段段段段階階階階はははは違違違違うがうがうがうが、、、、またまたまたまた別別別別のののの表表表表現現現現にににに移移移移っていくっていくっていくっていく。。。。        表表表表現現現現力力力力をををを持持持持っているというっているというっているというっているという目目目目でででで見見見見るとるとるとると、、、、子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに話話話話をををを聞聞聞聞くとかくとかくとかくとか、、、、地域地域地域地域ではこんなこではこんなこではこんなこではこんなことでとでとでとで困困困困っているがっているがっているがっているが、、、、どうしたらいいだろうということもどうしたらいいだろうということもどうしたらいいだろうということもどうしたらいいだろうということも展展展展開開開開できるできるできるできる。。。。地域地域地域地域のののの一一一一員員員員ではなくではなくではなくではなく、、、、地域地域地域地域をををを破壊破壊破壊破壊するようなするようなするようなするような人人人人のののの目目目目ではではではでは困困困困るるるる。。。。子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは、、、、無無無無人人人人のののの駅駅駅駅ののののホホホホームにームにームにームに集集集集まってまってまってまって話話話話しししし
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たりしているたりしているたりしているたりしている。。。。本本本本当当当当にそれでいいだろうかというにそれでいいだろうかというにそれでいいだろうかというにそれでいいだろうかという思思思思いにもいにもいにもいにも至至至至るがるがるがるが、、、、私私私私たちはもっとたちはもっとたちはもっとたちはもっと子子子子どもどもどもどもたちのたちのたちのたちの気気気気づづづづきをきをきをきを促促促促しししし、、、、大人大人大人大人もももも気気気気づづづづかなければいけないかなければいけないかなければいけないかなければいけない。。。。どういったどういったどういったどういった課課課課題題題題があるのかがあるのかがあるのかがあるのか理理理理解解解解ををををさせさせさせさせ、、、、進化進化進化進化するためにはするためにはするためにはするためには調調調調べべべべてみるてみるてみるてみる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、自自自自分分分分でででで考考考考ええええてみるてみるてみるてみる。。。。考考考考ええええつかなかったらつかなかったらつかなかったらつかなかったら、、、、昔昔昔昔はどうやっていたのかはどうやっていたのかはどうやっていたのかはどうやっていたのか、、、、地域地域地域地域のののの大人大人大人大人にににに聞聞聞聞いてみるいてみるいてみるいてみる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、実実実実践践践践してみるしてみるしてみるしてみる。。。。でもでもでもでも、、、、だめだめだめだめだったらまたやりだったらまたやりだったらまたやりだったらまたやり直直直直してみればいいとしてみればいいとしてみればいいとしてみればいいと、、、、らせんらせんらせんらせん状状状状にににに展展展展開開開開するのではないかとするのではないかとするのではないかとするのではないかと思思思思うううう。。。。        そういったそういったそういったそういった展展展展開開開開でどういったでどういったでどういったでどういった能能能能力力力力をつけていくのかをつけていくのかをつけていくのかをつけていくのか。。。。これがこれがこれがこれが 99991111年年年年にににに文文文文部部部部省省省省がががが出出出出したしたしたした環境環境環境環境教育教育教育教育のののの指指指指導導導導資料資料資料資料のののの中中中中にににに載載載載せているスせているスせているスせているスキキキキルとルとルとルと態態態態度度度度であるであるであるである。。。。ここではここではここではここでは○○○○印印印印がががが日本日本日本日本、、、、※※※※がイがイがイがイギギギギリリリリスであるスであるスであるスである。。。。ななななぜぜぜぜイイイイギギギギリスのものをリスのものをリスのものをリスのものを日本日本日本日本にににに取取取取りりりり入入入入れたかれたかれたかれたか。。。。私自私自私自私自身身身身もそのときはもそのときはもそのときはもそのときは協協協協力力力力員員員員だっただっただっただったこととこととこととことと、、、、文文文文部部部部省省省省のののの方方方方もももも半半半半年年年年イイイイギギギギリスにリスにリスにリスに研研研研修修修修にににに行行行行きききき、、、、やはりやはりやはりやはり国国国国際際際際的的的的にはこういったにはこういったにはこういったにはこういった能能能能力力力力がががが求求求求められるのではないかということでめられるのではないかということでめられるのではないかということでめられるのではないかということで取取取取りりりり入入入入れたれたれたれた。。。。そのそのそのその当当当当時時時時、、、、イイイイギギギギリスのリスのリスのリスの場合場合場合場合はクロスはクロスはクロスはクロスカカカカリリリリキキキキュラムュラムュラムュラム的的的的なななな発想発想発想発想でありでありでありであり、、、、あるいはトあるいはトあるいはトあるいはトピピピピックとしてやっていくックとしてやっていくックとしてやっていくックとしてやっていく。。。。ここでここでここでここで問問問問題題題題解決能解決能解決能解決能力力力力、、、、数数数数理理理理的的的的能能能能力力力力はははは、、、、ただただただただ算数算数算数算数ができるのではなくができるのではなくができるのではなくができるのではなく、、、、デデデデータをータをータをータを計計計計測測測測してしてしてして異異異異常常常常値値値値にににに対対対対してしてしてして気気気気づづづづくことくことくことくこともももも大事大事大事大事であるであるであるである。。。。雨雨雨雨がががが降降降降ったったったった後後後後、、、、どうしてアどうしてアどうしてアどうしてアオオオオココココがががが発発発発生生生生しないのかしないのかしないのかしないのか。。。。あるあるあるある埼玉埼玉埼玉埼玉県県県県のののの中学中学中学中学生生生生はははは、、、、パパパパソソソソココココンでンでンでンで見見見見ていてていてていてていて、、、、どうしてどうしてどうしてどうして雨雨雨雨がががが多多多多いところはいところはいところはいところは魚魚魚魚がたくさんとれるのだろうということがたくさんとれるのだろうということがたくさんとれるのだろうということがたくさんとれるのだろうということにににに気気気気づづづづいたいたいたいた。。。。そのそのそのその後後後後、、、、調調調調べべべべてててて、、、、土土土土とととと海海海海とのとのとのとの関係関係関係関係、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは森森森森とととと海海海海とのとのとのとの関係関係関係関係にににに発発発発展展展展していくしていくしていくしていく。。。。        情報情報情報情報処理処理処理処理能能能能力力力力はははは、、、、ココココンンンンピピピピューターだけューターだけューターだけューターだけ使使使使ええええるるるる能能能能力力力力ではないではないではないではない。。。。情報情報情報情報をををを集集集集めることもめることもめることもめることも大事大事大事大事でででであるあるあるある。。。。欧米欧米欧米欧米ののののカカカカリリリリキキキキュラムではュラムではュラムではュラムでは、、、、ココココミュミュミュミュニニニニケーションケーションケーションケーション能能能能力力力力をつけるをつけるをつけるをつけることもこともこともことも大事大事大事大事になっていになっていになっていになっているるるる。。。。日本日本日本日本のののの場合場合場合場合、、、、ココココンンンンピピピピューターューターューターューターオオオオタクだとタクだとタクだとタクだと会話会話会話会話能能能能力力力力がないがないがないがない。。。。言言言言葉葉葉葉がなければがなければがなければがなければ、、、、思思思思考力考力考力考力もももも育育育育たないたないたないたない。。。。そこがそこがそこがそこが日本日本日本日本のののの場合場合場合場合はははは非常非常非常非常にににに勘勘勘勘違違違違いされているのではないかいされているのではないかいされているのではないかいされているのではないか。。。。そしてそしてそしてそして、、、、どういうどういうどういうどういう環境環境環境環境がいいのかがいいのかがいいのかがいいのか、、、、これはこれはこれはこれは調調調調査能査能査能査能力力力力になるになるになるになる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、社会社会社会社会性性性性、、、、個個個個人人人人とととと社会社会社会社会にににに対対対対するするするする能能能能力力力力がががが市市市市民民民民力力力力につながるにつながるにつながるにつながる能能能能力力力力のののの展展展展開開開開としてとしてとしてとして大事大事大事大事ではないかではないかではないかではないか。。。。関関関関心心心心欲欲欲欲やややや態態態態度度度度、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん自自自自然然然然のののの生態生態生態生態もももも大事大事大事大事でありでありでありであり、、、、大人大人大人大人になるになるになるになる過過過過程程程程においてもにおいてもにおいてもにおいても自自自自然然然然にににに触触触触れれれれ合合合合うことはうことはうことはうことは大事大事大事大事であるであるであるである。。。。何何何何かおかしいかおかしいかおかしいかおかしい、、、、異異異異常常常常だということをだということをだということをだということを感感感感じじじじ取取取取るるるる力力力力だとだとだとだと思思思思うううう。。。。        エエエエココココミュージアムをやっているミュージアムをやっているミュージアムをやっているミュージアムをやっている山山山山形県形県形県形県のののの方方方方におにおにおにお会会会会いしいしいしいしたときにたときにたときにたときに「「「「小小小小澤澤澤澤さんさんさんさん、、、、最最最最近近近近何何何何かかかか山山山山がおかしいよがおかしいよがおかしいよがおかしいよ。。。。大大大大きなきなきなきな岩岩岩岩がごろごろがごろごろがごろごろがごろごろ落落落落ちてくるよちてくるよちてくるよちてくるよ」」」」というおというおというおというお話話話話をををを伺伺伺伺ったことがあるがったことがあるがったことがあるがったことがあるが、、、、ややややはりそういったものにはりそういったものにはりそういったものにはりそういったものに気気気気づづづづきききき、、、、みみみみずずずずからからからから主体的主体的主体的主体的にににに考考考考ええええていくていくていくていく。。。。社会的社会的社会的社会的なななな批批批批判判判判的的的的なななな態態態態度度度度もももも持持持持ちちちち、、、、ココココミュミュミュミュニニニニケーションケーションケーションケーション能能能能力力力力とととと対対対対になるになるになるになる、、、、他他他他人人人人のののの信信信信念念念念とかとかとかとか意見意見意見意見にににに対対対対するするするする寛寛寛寛容容容容ささささ、、、、事実事実事実事実やややや合合合合理理理理的的的的なななな議議議議論論論論のののの尊尊尊尊重重重重がががが求求求求められているのではないかとめられているのではないかとめられているのではないかとめられているのではないかと思思思思うううう。。。。諸諸諸諸外外外外国国国国でででで見見見見るとるとるとると、、、、サステイサステイサステイサステイナビナビナビナビリテリテリテリティィィィ、「、「、「、「内内内内なるなるなるなる自自自自然然然然」」」」とのとのとのとの連連連連携携携携としてのとしてのとしてのとしてのホホホホリリリリズズズズムムムム、、、、ホホホホリステリステリステリスティィィィックなアプローックなアプローックなアプローックなアプローチチチチがががが学学学学びのびのびのびの基基基基本本本本でででで、、、、学学学学校校校校教育教育教育教育にににに限限限限ららららずずずず、、、、地域地域地域地域でのでのでのでの学習学習学習学習においてもとてもにおいてもとてもにおいてもとてもにおいてもとても大事大事大事大事なななな例例例例になっていくのではになっていくのではになっていくのではになっていくのではないかとないかとないかとないかと思思思思うううう。。。。        今今今今まではまではまではまでは学学学学校校校校教育教育教育教育もももも散散散散乱乱乱乱ごみごみごみごみ、、、、あるいはリサイクルだけしようというあるいはリサイクルだけしようというあるいはリサイクルだけしようというあるいはリサイクルだけしようという教育教育教育教育であったがであったがであったがであったが、、、、根根根根っこをっこをっこをっこを絶絶絶絶つことがつことがつことがつことが大事大事大事大事でありでありでありであり、、、、ごみをつくらないごみをつくらないごみをつくらないごみをつくらない、、、、売売売売らないらないらないらない、、、、買買買買わないことがわないことがわないことがわないことが大事大事大事大事であであであであるるるる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、最最最最終終終終的的的的にににに出出出出たものをリサイクルするにはどうしたらいいかたものをリサイクルするにはどうしたらいいかたものをリサイクルするにはどうしたらいいかたものをリサイクルするにはどうしたらいいか、、、、再生再生再生再生できるできるできるできる原原原原料料料料でつくられていることにでつくられていることにでつくられていることにでつくられていることに気気気気がつくプロセスががつくプロセスががつくプロセスががつくプロセスが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。昨年昨年昨年昨年春春春春、、、、カナカナカナカナダのダのダのダの教育教育教育教育ココココーーーーディディディディネネネネーターのーターのーターのーターの方方方方にににに来来来来ていただいてていただいてていただいてていただいて環境省環境省環境省環境省でワークショップをでワークショップをでワークショップをでワークショップを行行行行ったったったった。。。。日本日本日本日本だとだとだとだと、、、、このこのこのこの三三三三角角角角がががが逆逆逆逆転転転転しているしているしているしている。。。。カナカナカナカナダのダのダのダの場合場合場合場合はははは、、、、最最最最終終終終的的的的なななな埋埋埋埋立立立立地地地地がなくなったがなくなったがなくなったがなくなった。。。。ままままずずずず、、、、リリリリデデデデュースュースュースュース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、そしてリサそしてリサそしてリサそしてリサイクルというイクルというイクルというイクルという発想発想発想発想ででででカカカカリリリリキキキキュラムュラムュラムュラム等等等等もももも変変変変ええええていかなければいけないていかなければいけないていかなければいけないていかなければいけない。。。。私私私私たちもたちもたちもたちも、、、、そういったことがそういったことがそういったことがそういったことが求求求求められているのではないかとめられているのではないかとめられているのではないかとめられているのではないかと思思思思うううう。。。。そのことをそのことをそのことをそのことを私自私自私自私自身身身身はははは申申申申しししし上上上上げたかったわけであるげたかったわけであるげたかったわけであるげたかったわけである。。。。    
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    事事事事例例例例としてとしてとしてとして、、、、もっともっともっともっと遊遊遊遊びやびやびやびや文文文文化化化化をををを通通通通してしてしてして町町町町をををを学学学学ぶぶぶぶということでということでということでということで、、、、ミュンミュンミュンミュンヘヘヘヘンのンのンのンの事事事事例例例例もももも紹紹紹紹介介介介してあるがしてあるがしてあるがしてあるが、、、、オオオオリンリンリンリンピピピピックックックック会場会場会場会場だっただっただっただった 3333000000000000平平平平方方方方メートルのメートルのメートルのメートルの大大大大きなスきなスきなスきなスペペペペースにースにースにースに仮仮仮仮のののの町町町町をつをつをつをつくってしまうくってしまうくってしまうくってしまう。。。。子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが企画企画企画企画をしていくをしていくをしていくをしていく。。。。調調調調査査査査会社会社会社会社がありがありがありがあり、、、、このこのこのこの中中中中でしかでしかでしかでしか使使使使ええええないおないおないおないお金金金金もあるもあるもあるもある。。。。私私私私はははは新新新新聞聞聞聞をををを買買買買いたかったがいたかったがいたかったがいたかったが、、、、働働働働かなければおかなければおかなければおかなければお金金金金がないがないがないがない。。。。たまたまたまたまたまたまたまたま横横横横浜浜浜浜ののののドドドドイイイイツツツツ学学学学園園園園にににに行行行行っているっているっているっている子子子子どどどどもからおもからおもからおもからお金金金金をもらってをもらってをもらってをもらって新新新新聞聞聞聞をををを買買買買ったったったった。。。。私自私自私自私自身身身身もももも一一一一見学見学見学見学者者者者としてとしてとしてとして「「「「あなあなあなあなたはどこのたはどこのたはどこのたはどこの国国国国からからからから来来来来ましたかましたかましたかましたか」」」」とインタとインタとインタとインタビビビビューされたがューされたがューされたがューされたが、、、、通通通通訳訳訳訳ブブブブースがありースがありースがありースがあり、、、、日日日日独独独独のののの間間間間にににに生生生生まれたまれたまれたまれた子子子子どもがどもがどもがどもがボボボボランテランテランテランティィィィアでアでアでアで通通通通訳訳訳訳していたしていたしていたしていた。。。。大学大学大学大学教教教教授授授授がががが一番一番一番一番高高高高いいいい。。。。これはこれはこれはこれは本本本本当当当当のののの大学大学大学大学のののの先生先生先生先生がやるのではなくがやるのではなくがやるのではなくがやるのではなく、、、、子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが大学大学大学大学のののの先生先生先生先生になりになりになりになり、、、、サッサッサッサッカカカカーのルールをーのルールをーのルールをーのルールを教教教教ええええたりすたりすたりすたりするるるる。。。。聞聞聞聞いたことはいたことはいたことはいたことは忘忘忘忘れるがれるがれるがれるが、、、、自自自自分分分分でででで教教教教ええええたことはたことはたことはたことは９９９９割理割理割理割理解解解解できるできるできるできる。。。。そういったそういったそういったそういった原原原原点点点点をををを取取取取りりりり入入入入れながらやっているれながらやっているれながらやっているれながらやっている学学学学びでありびでありびでありびであり、、、、こういったこともこういったこともこういったこともこういったことも大事大事大事大事であるであるであるである。。。。        一番一番一番一番最後最後最後最後にににに「「「「屋屋屋屋根根根根のないのないのないのない学学学学校校校校」」」」がががが事事事事例例例例としてとしてとしてとして書書書書いてあるいてあるいてあるいてある。。。。    ５５５５つのつのつのつの集集集集落落落落がががが合合合合併併併併したしたしたした町町町町でででで各各各各集集集集落落落落にににに小小小小学学学学校校校校があるががあるががあるががあるが、、、、統廃統廃統廃統廃合合合合せせせせずずずず、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ個性個性個性個性をををを出出出出してしてしてしているいるいるいる。。。。屋屋屋屋根根根根はかかっていないがはかかっていないがはかかっていないがはかかっていないが、、、、地域全地域全地域全地域全体体体体がががが学学学学校校校校だというだというだというだという発想発想発想発想であるであるであるである。。。。地域地域地域地域のののの住住住住民民民民もももも全部全部全部全部それにかかわっていくそれにかかわっていくそれにかかわっていくそれにかかわっていく。。。。先先先先ほほほほどどどど紹介紹介紹介紹介したしたしたした資料資料資料資料でででで賞賞賞賞をもらっていたをもらっていたをもらっていたをもらっていた学学学学校校校校はははは、、、、ずずずずっとっとっとっと昔昔昔昔からおからおからおからおつきつきつきつき合合合合いしいしいしいし、、、、事事事事あるごとにあるごとにあるごとにあるごとに訪訪訪訪問問問問させていただいているさせていただいているさせていただいているさせていただいている。。。。私私私私はははは、、、、東東東東京都京都京都京都のののの学学学学校校校校もももも合合合合併併併併せせせせずずずずにににに、、、、小小小小さいなりにさいなりにさいなりにさいなりに異異異異学年交学年交学年交学年交流流流流もできるのでもできるのでもできるのでもできるので、、、、そういうそういうそういうそういう展展展展開開開開もあるもあるもあるもある意意意意味味味味ではではではでは考考考考ええええてみるてみるてみるてみる必要必要必要必要がががが、、、、特特特特にににに子子子子どものどものどものどもの「「「「内内内内なるなるなるなる自自自自然然然然」」」」をををを考考考考ええええたときにあるのではないかとたときにあるのではないかとたときにあるのではないかとたときにあるのではないかと考考考考ええええているているているている。。。。        どうもごどうもごどうもごどうもご清清清清聴聴聴聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））                小小小小澤澤澤澤先生先生先生先生、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。先生先生先生先生のののの環境環境環境環境教育教育教育教育をををを通通通通しししし、、、、子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが生生生生きききき生生生生きときときときとしているしているしているしている様様様様子子子子がががが目目目目にににに浮浮浮浮かんできますかんできますかんできますかんできます。。。。後後後後ほほほほどまたどまたどまたどまた最後最後最後最後でででで意見交換意見交換意見交換意見交換等等等等をしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。        引引引引きききき続続続続きききき、、、、上上上上越越越越市市市市のののの上上上上石石石石課長課長課長課長からごからごからごからご発表発表発表発表をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        上上上上石石石石課長課長課長課長        ごごごご紹介紹介紹介紹介いただいたいただいたいただいたいただいた新新新新潟潟潟潟県上県上県上県上越越越越市市市市生生生生活環境課活環境課活環境課活環境課のののの上上上上石石石石ですですですです。。。。上上上上越越越越市市市市ではではではでは 10101010月月月月１１１１日日日日からごみのからごみのからごみのからごみの減減減減量量量量とリサイクルをとリサイクルをとリサイクルをとリサイクルを推進推進推進推進するためするためするためするため、、、、新新新新しいしいしいしい形形形形でででで分別収集分別収集分別収集分別収集をををを始始始始めているめているめているめている。。。。一一一一自治体自治体自治体自治体がががが住住住住民民民民のののの皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと協働協働協働協働してしてしてして作作作作業業業業しているしているしているしている状状状状況況況況等等等等、、、、またまたまたまた今現今現今現今現在在在在、、、、10101010月月月月にににに始始始始めてめてめてめて成成成成果果果果もももも上上上上がっているががっているががっているががっているが、、、、課課課課題題題題もたくさんもたくさんもたくさんもたくさん出出出出ているのでているのでているのでているので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のことをおのことをおのことをおのことをお話話話話しさせていただきしさせていただきしさせていただきしさせていただき、、、、ごごごご参参参参考考考考にしていたにしていたにしていたにしていただければとだければとだければとだければと思思思思うううう。。。。        おおおお手手手手元元元元にににに「「「「ごみごみごみごみ処理処理処理処理総総総総合合合合システムにシステムにシステムにシステムに基基基基づづづづくくくく 11113333 分別収集分別収集分別収集分別収集」「」「」「」「ごみごみごみごみ分別収集分別収集分別収集分別収集のののの状状状状況況況況とととと冬冬冬冬期期期期間間間間のののの対策対策対策対策についてについてについてについて」」」」及及及及びびびびガガガガイイイイドブドブドブドブックをックをックをックを資料資料資料資料としてとしてとしてとして配付配付配付配付させていただいたさせていただいたさせていただいたさせていただいた。。。。        ままままずずずず、、、、11113333品品品品目目目目のののの分別収集分別収集分別収集分別収集にににに至至至至ったったったった経経経経過過過過についてについてについてについて説明説明説明説明させていただくさせていただくさせていただくさせていただく。。。。        もともともともともともともともと上上上上越越越越市市市市ではではではでは、、、、平平平平成成成成７７７７年年年年 10101010月月月月からからからから全全全全市市市市でアルミでアルミでアルミでアルミ缶缶缶缶、、、、ススススチチチチールールールール缶缶缶缶、、、、新新新新聞聞聞聞等等等等古紙古紙古紙古紙をををを初初初初めめめめ分別収集分別収集分別収集分別収集にににに取取取取りりりり組組組組んできたがんできたがんできたがんできたが、、、、平平平平成成成成 12121212年年年年４４４４月月月月からからからから容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法がががが完完完完全全全全実実実実施施施施されされされされたことたことたことたこと、、、、家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法がこのがこのがこのがこの４４４４月月月月からからからから施施施施行行行行されるのにされるのにされるのにされるのに合合合合わせわせわせわせ、、、、平平平平成成成成 11111111年年年年からシステムからシステムからシステムからシステムのののの検討検討検討検討にににに入入入入ったったったった。。。。市市市市内内内内３３３３町内町内町内町内会会会会、、、、南南南南城城城城町町町町４４４４丁丁丁丁目目目目、、、、藤藤藤藤新新新新田田田田、、、、東東東東雲雲雲雲町町町町１１１１・・・・２２２２丁丁丁丁目目目目ででででモデモデモデモデルルルル事業事業事業事業をををを実実実実施施施施しししし、、、、このこのこのこの成成成成果果果果、、、、課課課課題題題題をいろいろをいろいろをいろいろをいろいろ検討検討検討検討しながらしながらしながらしながら、、、、市民市民市民市民にわかりやすくにわかりやすくにわかりやすくにわかりやすく長長長長続続続続きするシスきするシスきするシスきするシステムとしてテムとしてテムとしてテムとして新新新新たなたなたなたな分別収集分別収集分別収集分別収集をををを考考考考ええええたたたた。。。。    
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    基基基基本的本的本的本的なななな方方方方針針針針としてはとしてはとしてはとしては、、、、ままままずずずず市民市民市民市民とととと事業事業事業事業者者者者、、、、行政行政行政行政のののの役割分担役割分担役割分担役割分担をををを明確明確明確明確にしてにしてにしてにして責務責務責務責務をををを役割分役割分役割分役割分担担担担するするするする中中中中でででで取取取取りりりり組組組組んでいこうということであるんでいこうということであるんでいこうということであるんでいこうということである。。。。ごみごみごみごみ排排排排出出出出量量量量のののの減減減減量量量量とととと再再再再資資資資源源源源化化化化のののの促促促促進進進進、、、、適適適適正処理正処理正処理正処理とととと処理処理処理処理ココココストのストのストのストの抑抑抑抑制制制制のののの観点観点観点観点でででで検討検討検討検討してきたしてきたしてきたしてきた。。。。排排排排出出出出量量量量のののの減減減減量量量量化化化化とリサイクルとリサイクルとリサイクルとリサイクル率率率率のののの目目目目標標標標設定設定設定設定をしをしをしをし、、、、平平平平成成成成 12121212年度年度年度年度のののの実実実実績績績績でででで家家家家庭庭庭庭とととと事業事業事業事業所所所所をををを合合合合わせわせわせわせ約約約約６６６６万万万万トンのごみがトンのごみがトンのごみがトンのごみが出出出出ていたがていたがていたがていたが、、、、そそそそれをまれをまれをまれをまずずずず減減減減らしていこうらしていこうらしていこうらしていこう。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率はははは平平平平成成成成 12121212年度実年度実年度実年度実績績績績でででで 24242424％％％％であったがであったがであったがであったが、、、、上上上上越越越越市市市市のののの環環環環境行動境行動境行動境行動計計計計画画画画にににに合合合合わせわせわせわせ、、、、平平平平成成成成 11117777年度年度年度年度にはごみのにはごみのにはごみのにはごみの量量量量はははは５５５５万万万万 5555000000000000トントントントン、、、、家家家家庭庭庭庭ごみはごみはごみはごみは３３３３万万万万 9999000000000000トトトトンまでンまでンまでンまで下下下下げげげげ、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率はははは 56565656％％％％をををを目目目目標標標標にシステムをつくったにシステムをつくったにシステムをつくったにシステムをつくった。。。。10101010月月月月１１１１日日日日からからからから市民市民市民市民のののの皆皆皆皆ささささんとんとんとんと協協協協同同同同作作作作業業業業でででで全全全全市市市市でででで分別収集分別収集分別収集分別収集にににに取取取取りりりり組組組組んできたんできたんできたんできた。。。。        分別品分別品分別品分別品目目目目としてはとしてはとしてはとしては 11113333 品品品品目目目目であるであるであるである。。。。それまではそれまではそれまではそれまでは 11115555 品品品品目目目目であったがであったがであったがであったが、、、、主主主主なななな変変変変更点更点更点更点はアルミはアルミはアルミはアルミ缶缶缶缶、、、、ススススチチチチールールールール缶缶缶缶をををを一一一一括括括括してしてしてして収集収集収集収集しししし、、、、中間中間中間中間処理段処理段処理段処理段階階階階でででで分分分分けていこうとけていこうとけていこうとけていこうと考考考考ええええたたたた。。。。９９９９月月月月まではまではまではまでは透透透透明明明明瓶瓶瓶瓶、、、、茶茶茶茶色色色色瓶瓶瓶瓶をををを分分分分けてけてけてけて集集集集めていたがめていたがめていたがめていたが、、、、そのそのそのその他他他他のののの色色色色瓶瓶瓶瓶もももも集集集集めめめめ、、、、瓶瓶瓶瓶はははは瓶瓶瓶瓶としてとしてとしてとして一一一一括括括括してしてしてして収集収集収集収集しししし、、、、インターロッインターロッインターロッインターロッキキキキンンンングブグブグブグブロックロックロックロック等等等等にリサイクルをしていくということでにリサイクルをしていくということでにリサイクルをしていくということでにリサイクルをしていくということで、、、、市民市民市民市民のののの入入入入りりりり口部分口部分口部分口部分をできるだけをできるだけをできるだけをできるだけ簡簡簡簡単単単単にしていくにしていくにしていくにしていく考考考考ええええ方方方方でまとめてきたでまとめてきたでまとめてきたでまとめてきた。。。。紙紙紙紙製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック製容器製容器製容器製容器包装包装包装包装のののの分別分別分別分別をををを新新新新たにたにたにたに資資資資源物源物源物源物としてつけとしてつけとしてつけとしてつけ加加加加ええええたたたた。。。。もうもうもうもう１１１１つつつつ、、、、生生生生ごみをごみをごみをごみを分別分別分別分別してリサイクルをしてリサイクルをしてリサイクルをしてリサイクルを始始始始めためためためた。。。。ただただただただ、、、、処理処理処理処理能能能能力力力力的的的的にまだにまだにまだにまだ全全全全体体体体にはにはにはには行行行行きききき渡渡渡渡ったったったった対対対対応応応応ができができができができずずずず、、、、一部地域一部地域一部地域一部地域からからからから段段段段階階階階的的的的にににに始始始始めていこうとめていこうとめていこうとめていこうと、、、、今今今今、、、、３３３３小小小小学学学学校校校校区区区区、、、、約約約約 8888000000000000 世世世世帯帯帯帯でででで始始始始めているめているめているめている。。。。ルートについルートについルートについルートについてはてはてはては後後後後ほほほほどどどど簡簡簡簡単単単単にににに説明説明説明説明したいしたいしたいしたい。。。。        市民市民市民市民へへへへのののの周周周周知知知知としてはとしてはとしてはとしては、、、、６６６６月月月月からからからから９９９９月月月月にかけてにかけてにかけてにかけて全町内全町内全町内全町内会会会会単位単位単位単位でででで説明説明説明説明会会会会をををを実実実実施施施施しししし、、、、337337337337町内町内町内町内会会会会にににに延延延延べべべべ 424242423333 回回回回説明説明説明説明会会会会をををを開開開開催催催催したしたしたした。。。。参参参参加世加世加世加世帯帯帯帯数数数数もももも普普普普通通通通のののの町内町内町内町内のののの総総総総会会会会よりもたくさんよりもたくさんよりもたくさんよりもたくさん集集集集まっまっまっまったたたた町内町内町内町内ががががほほほほとんどでとんどでとんどでとんどで、、、、４４４４万万万万 5555000000000000 世世世世帯帯帯帯のうちのうちのうちのうち 66662222....5555％％％％ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの参参参参加加加加のののの中中中中でででで前向前向前向前向きにきにきにきに進進進進められてめられてめられてめられてきたきたきたきた。。。。９９９９月中月中月中月中にににに「「「「家家家家庭庭庭庭ごみのごみのごみのごみの分分分分けけけけ方出方出方出方出しししし方方方方」、」、」、」、分別分別分別分別カカカカレンダーレンダーレンダーレンダー、、、、ガガガガイイイイドドドド等等等等をををを配配配配布布布布しししし、、、、10101010月月月月にににに備備備備ええええてきたてきたてきたてきた。。。。        次次次次ペペペページにージにージにージに「「「「11113333 分別収集分別収集分別収集分別収集実実実実施施施施までのまでのまでのまでの取組経取組経取組経取組経緯緯緯緯」」」」としてとしてとしてとして時時時時系系系系列列列列でまとめさせていただいたでまとめさせていただいたでまとめさせていただいたでまとめさせていただいたのでのでのでので、、、、簡簡簡簡単単単単にににに説明説明説明説明をさせていただくをさせていただくをさせていただくをさせていただく。。。。        これまでもこれまでもこれまでもこれまでもいろいろいろいろいろいろいろいろ分別分別分別分別のののの取取取取りりりり組組組組みはしてきたがみはしてきたがみはしてきたがみはしてきたが、、、、11111111 年年年年４４４４月月月月からからからから容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法完完完完全全全全実実実実施施施施にににに合合合合わせわせわせわせ、、、、上上上上越越越越市市市市のののの体体体体制制制制をつくっていこうということでをつくっていこうということでをつくっていこうということでをつくっていこうということで検討検討検討検討をををを始始始始めためためためた。。。。そのそのそのその背背背背景景景景にはにはにはには、、、、11111111年年年年６６６６月月月月 11117777日日日日、、、、今今今今までまでまでまで昔昔昔昔のののの素素素素掘掘掘掘りのりのりのりの処分処分処分処分場場場場をををを使使使使っていたためっていたためっていたためっていたため、、、、こういったこういったこういったこういった処分処分処分処分場場場場ははははもうもうもうもう使使使使わないわないわないわない方向方向方向方向でいこうというでいこうというでいこうというでいこうという中中中中でででで、、、、今現今現今現今現在在在在はははは市市市市としてのとしてのとしてのとしての処分処分処分処分場場場場がないがないがないがない。。。。他他他他市市市市町村町村町村町村にににに依依依依存存存存をしているをしているをしているをしている中中中中でででで、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ埋埋埋埋めめめめ立立立立てごみにてごみにてごみにてごみに回回回回すものをすものをすものをすものを少少少少なくしようところからなくしようところからなくしようところからなくしようところから出出出出発発発発ししししているているているている。。。。        11111111年年年年６６６６月月月月にはにはにはには、、、、市民市民市民市民 1200120012001200人人人人、、、、事業事業事業事業所所所所 555500000000 カカカカ所所所所にににに対対対対してアンケートしてアンケートしてアンケートしてアンケート調調調調査査査査をををを実実実実施施施施したしたしたした。。。。主主主主なななな内容内容内容内容としてはとしてはとしてはとしては、、、、ごみのごみのごみのごみの分別分別分別分別についてよくについてよくについてよくについてよく実行実行実行実行しているしているしているしている市民市民市民市民はははは 99990000％％％％ととととほほほほとんどがとんどがとんどがとんどが何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でででで取取取取りりりり組組組組みをしていただいているみをしていただいているみをしていただいているみをしていただいている状状状状況況況況であるであるであるである。。。。分別品分別品分別品分別品目目目目数数数数、、、、このときはこのときはこのときはこのときは 11115555品品品品目目目目でやっていでやっていでやっていでやっていたがたがたがたが、「、「、「、「現状現状現状現状のままがよいのままがよいのままがよいのままがよい」」」」がががが 44447777％％％％、「、「、「、「増増増増やしてもよいやしてもよいやしてもよいやしてもよい」」」」がががが 42424242％％％％というというというという数字数字数字数字になっておりになっておりになっておりになっており、、、、市民市民市民市民のののの意識的意識的意識的意識的にもにもにもにも方向方向方向方向性性性性がががが示示示示されればごされればごされればごされればご協協協協力力力力をいただけるをいただけるをいただけるをいただける感感感感触触触触はあったはあったはあったはあった。。。。事業事業事業事業所所所所のののの主主主主なななな回回回回答答答答としてもとしてもとしてもとしても、、、、可可可可燃燃燃燃、、、、不不不不燃燃燃燃、、、、段段段段ボボボボールールールール等等等等のののの資資資資源物源物源物源物についてもについてもについてもについても分別分別分別分別をしているのがをしているのがをしているのがをしているのが約約約約７７７７割割割割でででで取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる状状状状況況況況がわかったがわかったがわかったがわかった。。。。        12121212 年年年年３３３３月月月月にはにはにはには廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物減減減減量等量等量等量等推進推進推進推進審審審審議会議会議会議会をををを開開開開催催催催しししし、、、、ここでここでここでここで上上上上越越越越市市市市でででで取取取取りりりり組組組組むむむむ方向方向方向方向としてとしてとしてとして、、、、22222222 品品品品目目目目ででででままままずモデずモデずモデずモデルルルル事業事業事業事業をやってみようということになったをやってみようということになったをやってみようということになったをやってみようということになった。。。。そのそのそのその動動動動きときときときと並並並並行行行行してしてしてして、、、、３３３３月月月月21212121 日日日日にはにはにはには上上上上越越越越市民市民市民市民ごみごみごみごみ憲章憲章憲章憲章をををを制定制定制定制定したしたしたした。。。。当当当当たりたりたりたり前前前前なななな文文文文句句句句であるがであるがであるがであるが、、、、子子子子供供供供からおからおからおからお年年年年寄寄寄寄りまでりまでりまでりまで
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見見見見ていただきていただきていただきていただき、、、、いつでもいつでもいつでもいつでも心心心心がけていこうとがけていこうとがけていこうとがけていこうと、、、、高高高高校校校校生生生生からからからから高高高高齢齢齢齢者者者者までまでまでまで 11115555人人人人のののの検討委員検討委員検討委員検討委員会会会会でつでつでつでつくってきたものであるくってきたものであるくってきたものであるくってきたものである。「。「。「。「まちをきれいにしましまちをきれいにしましまちをきれいにしましまちをきれいにしましょょょょうううう」「」「」「」「ごみをごみをごみをごみを減減減減らしましらしましらしましらしましょょょょうううう」「」「」「」「リサイリサイリサイリサイクルをしましクルをしましクルをしましクルをしましょょょょうううう」」」」ということでということでということでということで、、、、市民市民市民市民がとるがとるがとるがとるべべべべきききき行動行動行動行動をごみをごみをごみをごみ憲章憲章憲章憲章というというというという形形形形でででで制定制定制定制定したしたしたした。。。。今今今今、、、、ポポポポイイイイ捨捨捨捨てててて条条条条例等例等例等例等のののの動動動動きもあるがきもあるがきもあるがきもあるが、、、、やはりやはりやはりやはり１１１１人人人人１１１１人人人人のマのマのマのマナナナナーーーー、、、、モモモモラルからラルからラルからラルから訴訴訴訴ええええていくていくていくていくべべべべきではないかということできではないかということできではないかということできではないかということで、、、、当当当当市市市市のののの場場場場合合合合はははは憲章憲章憲章憲章というというというという形形形形でででで定定定定めてきためてきためてきためてきた。。。。３３３３月月月月 22227777日日日日にはにはにはには、、、、３３３３町内町内町内町内会会会会におけるにおけるにおけるにおける分別収集分別収集分別収集分別収集モデモデモデモデルルルル事業事業事業事業のののの実実実実施施施施についてについてについてについて審審審審議会議会議会議会にににに説明説明説明説明をさせていただいたをさせていただいたをさせていただいたをさせていただいた。。。。        12121212 年年年年４４４４月月月月にはにはにはには容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法がががが完完完完全全全全施施施施行行行行されされされされ、、、、このこのこのこの５５５５月月月月１１１１日日日日からからからから３３３３町内町内町内町内会会会会ででででモデモデモデモデルルルル事業事業事業事業をををを開開開開始始始始したしたしたした。。。。ここではここではここではここでは職職職職員員員員もももも毎毎毎毎朝朝朝朝一一一一緒緒緒緒にににに立立立立ちちちち会会会会いをさせていただきいをさせていただきいをさせていただきいをさせていただき、、、、地域地域地域地域とのとのとのとの協協協協同同同同作作作作業業業業ということでということでということでということで一一一一緒緒緒緒にににに取取取取りりりり組組組組んできたんできたんできたんできた。。。。随随随随時意見交換時意見交換時意見交換時意見交換もももも行行行行いながらいながらいながらいながら、、、、12121212 年年年年７７７７月月月月にはにはにはにはモデモデモデモデルルルル地地地地区区区区全全全全体体体体にアンケートにアンケートにアンケートにアンケート調調調調査査査査をををを実実実実施施施施したしたしたした。。。。主主主主なななな内容内容内容内容としてはとしてはとしてはとしては、、、、22222222 品品品品目目目目のののの分別収集分別収集分別収集分別収集についてについてについてについてはははは、、、、品品品品目目目目数数数数がががが「「「「多多多多いいいい」」」」がががが 55552222％％％％、「、「、「、「ちちちちょょょょうどよいうどよいうどよいうどよい」」」」がががが 37373737％％％％、、、、迷迷迷迷わわわわずずずずにににに分別分別分別分別するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな対策対策対策対策としてはとしてはとしてはとしては「「「「判断判断判断判断にににに困困困困るるるる物物物物のののの一一一一覧覧覧覧のののの作作作作成成成成」」」」がががが 88881111％％％％、「、「、「、「カカカカラーラーラーラー、、、、絵入絵入絵入絵入りのりのりのりの資料資料資料資料のののの作作作作成成成成」」」」がががが44444444％％％％等等等等のののの意見意見意見意見がががが寄寄寄寄せられたせられたせられたせられた。。。。        ７７７７月月月月にはごみにはごみにはごみにはごみ処理処理処理処理施施施施設設設設見学会見学会見学会見学会、、、、意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会をををを実実実実施施施施しているしているしているしている。。。。これはこれはこれはこれは取取取取りりりり組組組組むむむむとととと必必必必ずずずず出出出出ててててくるくるくるくる話話話話であるがであるがであるがであるが、、、、自自自自分分分分たちがたちがたちがたちが出出出出したごみしたごみしたごみしたごみ、、、、資資資資源物源物源物源物がががが必必必必ずずずずリサイクルされているのかというリサイクルされているのかというリサイクルされているのかというリサイクルされているのかという話話話話があるがあるがあるがある。。。。市市市市内内内内でででで分別分別分別分別されたされたされたされた資資資資源物源物源物源物がどのようにがどのようにがどのようにがどのように中間中間中間中間処理処理処理処理されされされされ、、、、再再再再商商商商品品品品化化化化されているかされているかされているかされているか、、、、施施施施設設設設をををを見見見見ていただきながらていただきながらていただきながらていただきながら説明説明説明説明してきたしてきたしてきたしてきた。。。。９９９９月月月月にはにはにはにはモデモデモデモデルルルル地地地地区区区区のののの住住住住民民民民のののの皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと市長市長市長市長とのとのとのとの懇懇懇懇談談談談会会会会をををを行行行行いいいい、、、、そのそのそのその中中中中でででで一一一一たんたんたんたん今今今今までのまでのまでのまでの課課課課題題題題をををを整理整理整理整理させていさせていさせていさせていただいたただいたただいたただいた。。。。市民市民市民市民負担負担負担負担をををを軽軽軽軽減減減減すすすするためにるためにるためにるために、、、、やはりやはりやはりやはり絞絞絞絞りりりり込込込込めるめるめるめる品品品品目目目目についてはについてはについてはについては統一統一統一統一をををを図図図図りりりり、、、、分別品分別品分別品分別品目目目目数数数数をををを減減減減らしていくらしていくらしていくらしていく必要必要必要必要があるということでがあるということでがあるということでがあるということで、、、、平平平平成成成成 12121212年年年年 11111111月月月月からはからはからはからは分別品分別品分別品分別品目目目目数数数数をををを 11118888品品品品目目目目にににに変変変変更更更更しししし、、、、３３３３町内町内町内町内でででで取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを継継継継続続続続してきたしてきたしてきたしてきた。。。。        11111111 月月月月にはにはにはには市市市市内内内内のののの全町内全町内全町内全町内会会会会とととと婦婦婦婦人会人会人会人会でででで組組組組織織織織するするするする上上上上越越越越市市市市生生生生活環境活環境活環境活環境協協協協議会議会議会議会ででででモデモデモデモデルルルル事業事業事業事業のののの実実実実施施施施状状状状況況況況をををを報告報告報告報告しししし、、、、意見交換意見交換意見交換意見交換をををを行行行行ったったったった。。。。このこのこのこの中中中中でメーでメーでメーでメーカカカカーがリサイクルマークをきちんとーがリサイクルマークをきちんとーがリサイクルマークをきちんとーがリサイクルマークをきちんと表表表表示示示示すすすすべべべべきだというごきだというごきだというごきだというご意見意見意見意見、、、、公公公公共共共共施施施施設設設設にもっとにもっとにもっとにもっと資資資資源源源源をををを出出出出せるようなせるようなせるようなせるような体体体体制制制制づづづづくりをしたくりをしたくりをしたくりをした方方方方がいいがいいがいいがいいとのとのとのとの意見意見意見意見があったがあったがあったがあった。。。。11111111月月月月のののの終終終終わりわりわりわり、、、、12121212月月月月にににに意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会をををを継継継継続続続続しししし、、、、12121212月月月月 22226666日日日日のののの３３３３町内町内町内町内会会会会役役役役員員員員のののの皆皆皆皆さんとのさんとのさんとのさんとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会のののの中中中中ではではではでは、、、、早早早早くくくく全全全全市市市市でででで実実実実施施施施していったしていったしていったしていった方方方方がいいのではないかとがいいのではないかとがいいのではないかとがいいのではないかというおいうおいうおいうお話話話話、、、、全全全全市実市実市実市実施施施施についてはについてはについてはについては十十十十分分分分準準準準備備備備してからしてからしてからしてから行行行行ったったったった方方方方がいいだろうというがいいだろうというがいいだろうというがいいだろうという意見意見意見意見等等等等があがあがあがあったったったった。。。。それらのそれらのそれらのそれらの意見意見意見意見をいただきながらをいただきながらをいただきながらをいただきながら今今今今までのまでのまでのまでの意見意見意見意見をもうをもうをもうをもう１１１１度度度度集集集集約約約約しししし直直直直しししし、、、、市市市市がががが行行行行うううう財政財政財政財政負担負担負担負担、、、、ココココストストストスト比較比較比較比較等等等等をををを十十十十分分分分にににに行行行行ったったったった結結結結果果果果、、、、11113333年年年年 10101010月月月月１１１１日日日日からからからから 11113333品品品品目目目目によるによるによるによる分別収集分別収集分別収集分別収集をををを実実実実施施施施することですることですることですることで事業事業事業事業案案案案をををを策策策策定定定定してきたしてきたしてきたしてきた。。。。        まとめまとめまとめまとめ方方方方としてはとしてはとしてはとしては、、、、市民市民市民市民、、、、事業事業事業事業者者者者、、、、そしてそしてそしてそして行政行政行政行政のののの望望望望ましいましいましいましい役割分担役割分担役割分担役割分担をををを明確明確明確明確にすることがにすることがにすることがにすることがままままずずずず１１１１点点点点。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ごみのごみのごみのごみの発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制をををを基基基基本本本本としとしとしとし、、、、リリリリデデデデュースュースュースュース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、適適適適正処分正処分正処分正処分からなるからなるからなるからなる総総総総合的合的合的合的、、、、体体体体系系系系的的的的、、、、効率効率効率効率的的的的なシステムをまとめてきたなシステムをまとめてきたなシステムをまとめてきたなシステムをまとめてきた。。。。市民市民市民市民にわかりやすいにわかりやすいにわかりやすいにわかりやすい内容内容内容内容でででで取取取取りりりり組組組組みやすくみやすくみやすくみやすく、、、、かつかつかつかつ処理処理処理処理ココココストもストもストもストも適適適適正正正正にににに抑抑抑抑制制制制するシステムでするシステムでするシステムでするシステムで、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろなココココストストストスト比較比較比較比較もしながらもしながらもしながらもしながら、、、、市民市民市民市民のののの入入入入りりりり口部分口部分口部分口部分をできるだけをできるだけをできるだけをできるだけ束束束束ねねねねながらながらながらながら、、、、中間中間中間中間処理処理処理処理でででで対対対対応応応応していくしていくしていくしていく考考考考ええええ方方方方でまとめてきたでまとめてきたでまとめてきたでまとめてきた。。。。２２２２月月月月にはにはにはには廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物減減減減量等量等量等量等推進推進推進推進審審審審議会議会議会議会にににに諮諮諮諮問問問問をしをしをしをし、、、、このこのこのこの場場場場所所所所ではではではでは全全全全員員員員賛賛賛賛同同同同のののの答答答答申申申申をををを受受受受けているけているけているけている。。。。３３３３月月月月にはにはにはには議会議会議会議会でででで 11113333品品品品目目目目のののの分別収集分別収集分別収集分別収集のののの概要概要概要概要についてについてについてについて説明説明説明説明させていたさせていたさせていたさせていただきだきだきだき、、、、10101010月月月月からからからから実実実実施施施施するするするする予算予算予算予算案案案案についてもについてもについてもについても議議議議決決決決をををを得得得得ているているているている。。。。        先先先先行行行行したしたしたした３３３３町内町内町内町内会会会会についてはについてはについてはについては、、、、５５５５月月月月からからからからモデモデモデモデルルルル地地地地区区区区でのでのでのでの 11113333品品品品目目目目のののの分別収集分別収集分別収集分別収集をををを先先先先行的行的行的行的にににに実実実実施施施施しししし、、、、最後最後最後最後のののの点検点検点検点検をさせていただいたをさせていただいたをさせていただいたをさせていただいた。。。。６６６６月月月月からからからから９９９９月月月月にかけてにかけてにかけてにかけて全全全全市実市実市実市実施施施施にににに向向向向けてけてけてけて各各各各町内町内町内町内会会会会
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ごとにごとにごとにごとに説明説明説明説明会会会会をををを開開開開始始始始したしたしたした。。。。説明説明説明説明会会会会でのでのでのでのポポポポイントはイントはイントはイントは、、、、最最最最終処分終処分終処分終処分場場場場がががが市市市市内内内内にはないにはないにはないにはない状状状状況況況況でででで、、、、ままままずずずずごみをごみをごみをごみを減減減減らしてもらわなくてはらしてもらわなくてはらしてもらわなくてはらしてもらわなくては今後今後今後今後とてもとてもとてもとても対対対対応応応応できないできないできないできない状状状状況況況況をををを説明説明説明説明させていただいたさせていただいたさせていただいたさせていただいた。。。。資資資資源源源源のののの有有有有効利用効利用効利用効利用はまはまはまはまずずずず大事大事大事大事なことでありなことでありなことでありなことであり、、、、出出出出たごみはできるだけリサイクルにたごみはできるだけリサイクルにたごみはできるだけリサイクルにたごみはできるだけリサイクルに協協協協力力力力をおをおをおをお願願願願いしてきたいしてきたいしてきたいしてきた。。。。ごみごみごみごみ処理費用処理費用処理費用処理費用がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん上上上上がっておりがっておりがっておりがっており、、、、あわせてごみのあわせてごみのあわせてごみのあわせてごみの減減減減量量量量化化化化をををを訴訴訴訴ええええてきたてきたてきたてきた。。。。９９９９月月月月までにまでにまでにまでに市市市市役役役役所所所所のののの庁庁庁庁舎舎舎舎内内内内、、、、公公公公共共共共施施施施設設設設、、、、市市市市内内内内のののの小小小小中学中学中学中学校校校校でもでもでもでも同同同同様様様様のののの 11113333品品品品目目目目のののの分別収集分別収集分別収集分別収集のののの体体体体制制制制をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、全全全全市市市市にににに向向向向けてけてけてけて準準準準備備備備がががが整整整整ったったったった状状状状況況況況であるであるであるである。。。。        次次次次ののののペペペペーパーにーパーにーパーにーパーに「「「「ごみごみごみごみ分別収集分別収集分別収集分別収集のののの状状状状況況況況」」」」をまとめてあるをまとめてあるをまとめてあるをまとめてある。。。。11113333 品品品品目目目目のののの分別収集分別収集分別収集分別収集がどのようがどのようがどのようがどのようにににに処理処理処理処理されているかされているかされているかされているか、、、、表表表表でごらんいただきたいでごらんいただきたいでごらんいただきたいでごらんいただきたい。。。。燃燃燃燃やせるごみやせるごみやせるごみやせるごみ、、、、燃燃燃燃やせないごみやせないごみやせないごみやせないごみ、、、、市市市市内内内内ののののクリーンセンタークリーンセンタークリーンセンタークリーンセンター、、、、中間中間中間中間処理処理処理処理をををを経経経経てててて最最最最終終終終的的的的にはにはにはには埋埋埋埋めめめめ立立立立てにてにてにてに回回回回るがるがるがるが、、、、県県県県内内内内のののの出出出出雲雲雲雲崎崎崎崎町町町町にあるにあるにあるにある処分処分処分処分場場場場、、、、群馬群馬群馬群馬県県県県草草草草津津津津町町町町のののの処分処分処分処分場場場場にににに埋埋埋埋立立立立処分処分処分処分をおをおをおをお願願願願いしているいしているいしているいしている。。。。生生生生ごみについてはごみについてはごみについてはごみについては、、、、汚汚汚汚泥泥泥泥リリリリサイクルパークサイクルパークサイクルパークサイクルパーク、、、、しししし尿尿尿尿処理処理処理処理施施施施設設設設がががが市市市市内内内内にありにありにありにあり、、、、12121212 市市市市町村町村町村町村のののの運運運運営営営営するするするする上上上上越越越越地域地域地域地域広広広広域域域域行政組合行政組合行政組合行政組合としてとしてとしてとして運運運運営営営営しているしているしているしている施施施施設設設設であるであるであるである。。。。しししし尿尿尿尿、、、、浄浄浄浄化化化化槽槽槽槽汚汚汚汚泥泥泥泥のののの施施施施設設設設のののの中中中中にににに生生生生ごみをごみをごみをごみを入入入入れるとれるとれるとれると、、、、メタメタメタメタンンンンガガガガスがスがスがスが発発発発生生生生しししし、、、、そのメタンそのメタンそのメタンそのメタンガガガガスをスをスをスを燃燃燃燃料料料料としてとしてとしてとして施施施施設内設内設内設内のののの電力電力電力電力にににに還還還還元元元元しているしているしているしている。。。。処理処理処理処理能能能能力力力力はははは１１１１日日日日８８８８トンのトンのトンのトンの生生生生ごみでありごみでありごみでありごみであり、、、、しかもしかもしかもしかも 12121212市市市市町村町村町村町村のののの施施施施設設設設であることからであることからであることからであることから上上上上越越越越市市市市分分分分についてはについてはについてはについては約約約約５５５５トンにトンにトンにトンに間間間間にににに合合合合うううう世世世世帯帯帯帯数数数数約約約約 8888000000000000 世世世世帯帯帯帯からからからから取取取取りりりり組組組組んでもらっているんでもらっているんでもらっているんでもらっている。。。。        瓶瓶瓶瓶についてはについてはについてはについては、、、、市市市市内内内内のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル業業業業者者者者でででで歩歩歩歩道道道道ののののブブブブロックロックロックロック等等等等にリサイクルをしているにリサイクルをしているにリサイクルをしているにリサイクルをしている。。。。ペペペペットットットットボボボボトルについてはトルについてはトルについてはトルについては、、、、容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法のののの指指指指定工定工定工定工場場場場、、、、今年今年今年今年はははは長長長長野野野野県県県県飯飯飯飯田市田市田市田市のリサイのリサイのリサイのリサイクルクルクルクル業業業業者者者者へへへへ行行行行っているっているっているっている。。。。古紙古紙古紙古紙関係関係関係関係はははは主主主主にににに富富富富山山山山県県県県、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック製容器包製容器包製容器包製容器包装装装装とととと紙紙紙紙製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装はははは市市市市内内内内のののの再処理品再処理品再処理品再処理品化業化業化業化業者者者者、、、、容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル協協協協会会会会のののの指指指指定定定定によりによりによりにより、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれマテリアルリれマテリアルリれマテリアルリれマテリアルリサイクルをしているサイクルをしているサイクルをしているサイクルをしている。。。。廃食廃食廃食廃食油油油油についてはについてはについてはについては、、、、ごみごみごみごみ収集車収集車収集車収集車のののの軽油軽油軽油軽油のののの代代代代替替替替燃燃燃燃料料料料としてリサイクルとしてリサイクルとしてリサイクルとしてリサイクルをしているをしているをしているをしている。。。。集集集集めめめめ方方方方はははは、、、、ガガガガソソソソリンスタンリンスタンリンスタンリンスタンドドドドでごでごでごでご協協協協力力力力をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油のののの残残残残ったものをったものをったものをったものを持持持持っていきっていきっていきっていき、、、、それをそれをそれをそれを市市市市がががが回回回回収収収収してしてしてして精精精精製製製製しししし、、、、軽油軽油軽油軽油のののの代代代代替替替替燃燃燃燃料料料料にににに使使使使うううう形形形形でリサでリサでリサでリサイクルをしているイクルをしているイクルをしているイクルをしている。。。。        裏裏裏裏側側側側にににに実実実実施施施施後後後後２２２２カカカカ月月月月のののの実実実実績績績績についてについてについてについて示示示示してあるしてあるしてあるしてある。。。。こうしたこうしたこうしたこうした取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行いいいい、、、、非常非常非常非常にいいにいいにいいにいい効果効果効果効果があらわれているがあらわれているがあらわれているがあらわれている。。。。平平平平成成成成 12121212年年年年のののの同同同同時時時時期期期期とととと比比比比べべべべ、、、、２２２２カカカカ月間月間月間月間のごみ・のごみ・のごみ・のごみ・資資資資源物源物源物源物のののの状状状状況況況況、、、、燃燃燃燃ややややせるごみについてはせるごみについてはせるごみについてはせるごみについては 12121212 年度年度年度年度はははは 4444777701010101 トンであったがトンであったがトンであったがトンであったが、、、、11113333 年度年度年度年度はははは 3636363611111111 トンとトンとトンとトンと 22223333％％％％減減減減少少少少してしてしてしているいるいるいる。。。。燃燃燃燃やせないごみについてはやせないごみについてはやせないごみについてはやせないごみについては、、、、1111111195959595トンだったのがトンだったのがトンだったのがトンだったのが 401401401401トンとトンとトンとトンと 66666666％％％％減減減減少少少少、、、、資資資資源物源物源物源物につにつにつについてはいてはいてはいては 888812121212 トンだったのがトンだったのがトンだったのがトンだったのが 2020202088880000 トントントントン、、、、111156565656％％％％、、、、約約約約 2222....5555 倍倍倍倍以上以上以上以上のののの増増増増加加加加になっているになっているになっているになっている。。。。全全全全体体体体ででででもももも 6767676700008888トンだったものがトンだったものがトンだったものがトンだったものが 6666000099992222トントントントン、、、、約約約約 10101010％％％％のののの減減減減少少少少でででで数字数字数字数字的的的的にはにはにはには非常非常非常非常にいいにいいにいいにいい効果効果効果効果があらわがあらわがあらわがあらわれているれているれているれている。。。。今今今今までまでまでまで燃燃燃燃やせないごみのやせないごみのやせないごみのやせないごみの中中中中にはにはにはには、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装、、、、瓶瓶瓶瓶類類類類のののの茶茶茶茶色色色色、、、、透透透透明明明明以以以以外外外外のののの瓶等瓶等瓶等瓶等がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん入入入入っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、これらがこれらがこれらがこれらが資資資資源物源物源物源物としてとしてとしてとして集集集集められるようにめられるようにめられるようにめられるようになったなったなったなった結結結結果果果果がががが出出出出ているているているている。。。。        冬冬冬冬期期期期間間間間のののの対策対策対策対策についてはについてはについてはについては後後後後でででで触触触触れたいとれたいとれたいとれたいと思思思思うがうがうがうが、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの協協協協力力力力によってによってによってによって非常非常非常非常にいにいにいにいいいいい結結結結果果果果がががが出出出出ているもののているもののているもののているものの、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな課課課課題題題題もももも出出出出ているているているている。。。。10101010月月月月からからからから始始始始めめめめ、、、、10101010月月月月いっいっいっいっぱぱぱぱいでいでいでいで約約約約5555000000000000件件件件のののの照会照会照会照会電電電電話話話話がありがありがありがあり、、、、初初初初めのめのめのめの１１１１週週週週間間間間、、、、10101010日日日日はははは職職職職員員員員がががが電電電電話話話話からからからから手手手手がががが放放放放せないようなせないようなせないようなせないような状状状状況況況況であったであったであったであった。。。。分分分分けけけけ方出方出方出方出しししし方方方方のののの照会照会照会照会 93939393％％％％、、、、4444656565650000件件件件、、、、要要要要望望望望・・・・苦情苦情苦情苦情等等等等がががが 111155550000件件件件、、、、3333....0000％％％％、、、、11111111月月月月にににに入入入入ってってってって大大大大分分分分減減減減っているがっているがっているがっているが、、、、約約約約 666600000000 件件件件のののの電電電電話話話話がががが来来来来ているているているている。。。。分分分分けけけけ方出方出方出方出しししし方方方方がががが 555520202020 件件件件、、、、88886666....6666％％％％、、、、要要要要望望望望・・・・苦情苦情苦情苦情がががが 66660000件件件件、、、、10101010％％％％とととと、、、、ごみのごみのごみのごみの減減減減量効果量効果量効果量効果もありもありもありもあり、、、、リサイクリサイクリサイクリサイクルもルもルもルも進進進進んだがんだがんだがんだが、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんさんさんさんへへへへのののの反反反反響響響響もももも大大大大きかったのがきかったのがきかったのがきかったのが現現現現況況況況であるであるであるである。。。。        意見意見意見意見としてはとしてはとしてはとしては、、、、各各各各町内町内町内町内会会会会ごとにごとにごとにごとに自主的自主的自主的自主的にににに立立立立ちちちち会会会会いをしていをしていをしていをして分別分別分別分別のののの徹底徹底徹底徹底をををを図図図図っていただいてっていただいてっていただいてっていただいて
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いるがいるがいるがいるが、、、、休休休休暇暇暇暇をとってまでをとってまでをとってまでをとってまで立立立立ちちちち会会会会いをしなければならないいをしなければならないいをしなければならないいをしなければならない、、、、老老老老人人人人世世世世帯帯帯帯なのでなのでなのでなので冬冬冬冬場場場場にににに向向向向かっかっかっかってててて立立立立ちちちち会会会会いいいい等等等等はいろいろはいろいろはいろいろはいろいろ心心心心配配配配だだだだ、、、、残残残残されたごみのされたごみのされたごみのされたごみの処理処理処理処理にににに困困困困っているっているっているっている、、、、立立立立ちちちち会会会会うううう人人人人によってによってによってによって分分分分けけけけ方方方方のののの指指指指導導導導のののの仕仕仕仕方方方方がががが難難難難しいしいしいしい状状状状況況況況もありもありもありもあり、、、、対対対対応応応応にににに温温温温度度度度差差差差がががが生生生生じじじじているているているている状状状状況況況況があるがあるがあるがある等等等等、、、、課課課課題題題題がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん出出出出てきたてきたてきたてきた。。。。立立立立ちちちち会会会会うためにごみうためにごみうためにごみうためにごみ出出出出しししし時間時間時間時間のののの制制制制限限限限もされもされもされもされ、、、、勤勤勤勤務務務務時間時間時間時間によってはなによってはなによってはなによってはなかなかかなかかなかかなか出出出出しにくいしにくいしにくいしにくい、、、、家家家家族族族族をををを送送送送りりりり出出出出してからごみしてからごみしてからごみしてからごみ出出出出しをしをしをしをするためするためするためするため、、、、時間時間時間時間にはなかなかにはなかなかにはなかなかにはなかなか間間間間にににに合合合合わせられないわせられないわせられないわせられない等等等等のののの意見意見意見意見もあったもあったもあったもあった。。。。        高高高高齢齢齢齢者等者等者等者等についてはについてはについてはについては、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装のののの理理理理解解解解がががが困困困困難難難難だというのがだというのがだというのがだというのが非常非常非常非常にににに多多多多くくくく、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックやックやックやックや容器包装容器包装容器包装容器包装というというというという言言言言葉葉葉葉もももも非常非常非常非常にわかりにくくというにわかりにくくというにわかりにくくというにわかりにくくという電電電電話話話話をたくさんいただいをたくさんいただいをたくさんいただいをたくさんいただいたたたた。。。。プラスプラスプラスプラスチチチチックとックとックとックと紙紙紙紙がまがまがまがまじじじじっているっているっているっている製品製品製品製品があったりがあったりがあったりがあったり、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックにアルミックにアルミックにアルミックにアルミココココーテーテーテーティィィィンンンンググググしてあったりしてあったりしてあったりしてあったり、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな商商商商品品品品があるがあるがあるがある中中中中でででで何何何何でででで市民市民市民市民だけがだけがだけがだけが分分分分けけけけ方方方方にににに協協協協力力力力しなければいけしなければいけしなければいけしなければいけないのかないのかないのかないのか。。。。またまたまたまた、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者からからからから、、、、今今今今はできているがはできているがはできているがはできているが、、、、先先先先のことをのことをのことをのことを考考考考ええええるとるとるとると不安不安不安不安だだだだ、、、、市市市市とととと町内町内町内町内がががが協協協協力力力力してしてしてして高高高高齢齢齢齢者者者者がががが相相相相談談談談できるできるできるできる体体体体制制制制をつくらなくてはをつくらなくてはをつくらなくてはをつくらなくてはいけないのではないかといけないのではないかといけないのではないかといけないのではないかと意見意見意見意見があっがあっがあっがあったたたた。。。。        ごみのごみのごみのごみの集集集集積所積所積所積所はははは、、、、燃燃燃燃やせるごみやせるごみやせるごみやせるごみ、、、、日常的日常的日常的日常的にににに出出出出るごみのるごみのるごみのるごみの集集集集積所積所積所積所とととと資資資資源物源物源物源物をををを出出出出すすすす集集集集積所積所積所積所があがあがあがあるるるる。。。。資資資資源物源物源物源物をををを出出出出すすすす集集集集積所積所積所積所はははは割割割割合合合合絞絞絞絞りりりり込込込込まれまれまれまれ、、、、町内町内町内町内でででで１１１１カカカカ所所所所程程程程度度度度になっているのがになっているのがになっているのがになっているのがほほほほとんどとんどとんどとんどでありでありでありであり、、、、資資資資源物源物源物源物としてとしてとしてとして日常的日常的日常的日常的にににに出出出出るプラスるプラスるプラスるプラスチチチチックックックック製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装、、、、紙紙紙紙製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装をそこまでをそこまでをそこまでをそこまで持持持持っていくのはなかなかっていくのはなかなかっていくのはなかなかっていくのはなかなか大変大変大変大変なことだとのなことだとのなことだとのなことだとの意見意見意見意見もあるもあるもあるもある。。。。上上上上越越越越市市市市のののの場合場合場合場合はははは冬冬冬冬場場場場のののの収集収集収集収集もももも課課課課題題題題のののの１１１１つでつでつでつで、、、、冬冬冬冬場場場場のののの集集集集積所積所積所積所のののの確確確確保保保保、、、、冬冬冬冬場場場場のののの収集収集収集収集体体体体制制制制づづづづくりくりくりくり、、、、町内町内町内町内でででで形形形形をつくるのがなかなかをつくるのがなかなかをつくるのがなかなかをつくるのがなかなか難難難難しいしいしいしい中中中中でででで、、、、新新新新たにプラスたにプラスたにプラスたにプラスチチチチックックックック製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装、、、、紙紙紙紙製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装をフォローしていくのがをフォローしていくのがをフォローしていくのがをフォローしていくのが大変大変大変大変だだだだというというというという意見意見意見意見もあったもあったもあったもあった。。。。        またまたまたまた、、、、他他他他のののの意見意見意見意見としてとしてとしてとして、、、、事業事業事業事業者者者者、、、、メーメーメーメーカカカカーーーー等等等等にににに対対対対しししし、、、、スーパースーパースーパースーパー、、、、販販販販売売売売店店店店等等等等はははは店頭店頭店頭店頭でのでのでのでの販販販販売売売売方法方法方法方法をををを検討検討検討検討してしてしてしてほほほほしいしいしいしい。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、ままままずずずず過過過過剰剰剰剰包装包装包装包装をやめをやめをやめをやめ、、、、ばらばらばらばら売売売売りりりり、、、、対対対対面面面面販販販販売売売売をもっとをもっとをもっとをもっと取取取取りりりり入入入入れてれてれてれてほほほほしいしいしいしい。。。。メーメーメーメーカカカカーーーー側側側側ではではではでは、、、、もうもうもうもう少少少少しごみのしごみのしごみのしごみの減減減減量量量量につながるにつながるにつながるにつながる商商商商品品品品、、、、分別分別分別分別しやすいしやすいしやすいしやすい商商商商品品品品づづづづくりをしてもらいたいとのくりをしてもらいたいとのくりをしてもらいたいとのくりをしてもらいたいとの意見意見意見意見もももも多多多多くいただいているくいただいているくいただいているくいただいている。。。。市市市市のののの対対対対応応応応としてはとしてはとしてはとしては、、、、町内町内町内町内会会会会でででで違反違反違反違反者者者者のののの犯犯犯犯人人人人探探探探しをしているようなしをしているようなしをしているようなしをしているような場場場場所所所所もあるもあるもあるもある。。。。分別分別分別分別数数数数をもっとをもっとをもっとをもっと減減減減らしらしらしらし、、、、最最最最小小小小限限限限にしなけにしなけにしなけにしなければればればれば長長長長続続続続きはしないのではないかきはしないのではないかきはしないのではないかきはしないのではないか。。。。資資資資源物源物源物源物のののの処理処理処理処理ルートルートルートルート等等等等、、、、もっともっともっともっとＰＰＰＰＲＲＲＲがががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。ププププラスラスラスラスチチチチックックックック製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装とととと紙紙紙紙製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装のののの仕分仕分仕分仕分けがけがけがけが大変大変大変大変面面面面倒倒倒倒だだだだ等等等等、、、、モデモデモデモデルルルル事業事業事業事業としてとしてとしてとして３３３３町内町内町内町内でででで行行行行ってきたがってきたがってきたがってきたが、、、、始始始始めてからいろいろなめてからいろいろなめてからいろいろなめてからいろいろな意見意見意見意見がががが出出出出てきているのがてきているのがてきているのがてきているのが現状現状現状現状であるであるであるである。。。。        モデモデモデモデルルルル地域地域地域地域ではではではでは、、、、あるあるあるある程程程程度意識度意識度意識度意識のののの高高高高いいいい人人人人たちがたちがたちがたちが参参参参加加加加をしていただいたことをしていただいたことをしていただいたことをしていただいたこと、、、、地域地域地域地域においにおいにおいにおいていろいろなていろいろなていろいろなていろいろな助助助助けけけけ合合合合いのいのいのいの体体体体制制制制もできていたのではないかというのがもできていたのではないかというのがもできていたのではないかというのがもできていたのではないかというのが私私私私どものどものどものどもの反反反反省省省省としてあとしてあとしてあとしてあるがるがるがるが、、、、今今今今、、、、全全全全市市市市をををを始始始始めるめるめるめる中中中中でこれからでこれからでこれからでこれから改改改改善善善善点点点点をいろいろをいろいろをいろいろをいろいろ見見見見つけていきたいつけていきたいつけていきたいつけていきたい。。。。そうはいうもそうはいうもそうはいうもそうはいうものののののののの、、、、市民市民市民市民のののの意識意識意識意識もももも高高高高くなっているくなっているくなっているくなっている部分部分部分部分がありがありがありがあり、、、、分別分別分別分別をををを徹底徹底徹底徹底してしてしてして理理理理解解解解されるまではされるまではされるまではされるまでは、、、、あるあるあるある程程程程度最度最度最度最初初初初はははは厳厳厳厳しくやらなければいけないとのしくやらなければいけないとのしくやらなければいけないとのしくやらなければいけないとの意見意見意見意見もあることはあるもあることはあるもあることはあるもあることはある。。。。町内町内町内町内でででで責責責責任任任任をををを持持持持ってってってってごみごみごみごみ出出出出しのしのしのしの対対対対応応応応、、、、立立立立ちちちち会会会会いいいい等等等等をしながらをしながらをしながらをしながら協協協協力力力力していくしていくしていくしていく協協協協同同同同作作作作業業業業のののの体体体体制制制制はははは必要必要必要必要なのではないなのではないなのではないなのではないかとのかとのかとのかとの意見意見意見意見もたくさんあったもたくさんあったもたくさんあったもたくさんあった。。。。町内町内町内町内会会会会のののの責責責責任任任任なのだとなのだとなのだとなのだと、、、、一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる町内町内町内町内ががががほほほほとんどであるとんどであるとんどであるとんどである。。。。ただただただただ、、、、町内町内町内町内会会会会のののの高高高高いいいい意識意識意識意識のレのレのレのレベベベベルとルとルとルと一般一般一般一般住住住住民民民民がががが多忙多忙多忙多忙なななな中中中中でごみでごみでごみでごみ出出出出しをしてしをしてしをしてしをしているいるいるいる中中中中でででで、、、、問問問問題題題題点点点点、、、、課課課課題題題題もたくさんいただいているもたくさんいただいているもたくさんいただいているもたくさんいただいている状状状状況況況況をををを謙虚謙虚謙虚謙虚にににに受受受受けとめけとめけとめけとめ、、、、これからこれからこれからこれから改改改改善善善善すすすすべべべべきききき点点点点はははは改改改改善善善善していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。こうしたこうしたこうしたこうした状状状状況況況況のののの中中中中でででで問問問問題題題題点点点点をいただくだけいただきをいただくだけいただきをいただくだけいただきをいただくだけいただき、、、、改改改改善善善善にににに向向向向けるけるけるける動動動動きをきをきをきを現現現現在在在在しているしているしているしている。。。。        基基基基本的本的本的本的なななな考考考考ええええ方方方方としてはとしてはとしてはとしては、、、、分別分別分別分別徹底徹底徹底徹底にににに向向向向けたけたけたけた啓啓啓啓発発発発活動活動活動活動のののの充充充充実実実実強強強強化化化化をををを改改改改めてもうめてもうめてもうめてもう１１１１度進度進度進度進めめめめ
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ていかなければいけないとていかなければいけないとていかなければいけないとていかなければいけないと思思思思っているっているっているっている。。。。市民市民市民市民にとってごみのにとってごみのにとってごみのにとってごみの出出出出しやすいしやすいしやすいしやすい雰囲雰囲雰囲雰囲気気気気やややや体体体体制制制制づづづづくくくくりがりがりがりが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。高高高高齢齢齢齢者等者等者等者等へへへへのののの配配配配慮慮慮慮についてはについてはについてはについては、、、、システムをつくってきちっとしたシステムをつくってきちっとしたシステムをつくってきちっとしたシステムをつくってきちっとした対対対対応応応応をしていかなければいけないとをしていかなければいけないとをしていかなければいけないとをしていかなければいけないと思思思思っているっているっているっている。。。。町内町内町内町内会会会会へへへへのののの負担負担負担負担軽軽軽軽減減減減等等等等をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、本本本本当当当当のののの意意意意味味味味でででで長長長長くくくく続続続続くくくく改改改改善善善善をををを今後行今後行今後行今後行っていかなければいけないっていかなければいけないっていかなければいけないっていかなければいけない。。。。改改改改善善善善についてはについてはについてはについては常常常常にににに行行行行っていかっていかっていかっていかなければいけないがなければいけないがなければいけないがなければいけないが、、、、今現今現今現今現在在在在、、、、具具具具体的体的体的体的にににに考考考考ええええているているているている改改改改善善善善内容内容内容内容としてはとしてはとしてはとしては、、、、広報広報広報広報等等等等によりによりによりにより資資資資源源源源物物物物のリサイクルルートのリサイクルルートのリサイクルルートのリサイクルルート等等等等、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの取取取取りりりり組組組組みによりみによりみによりみにより成成成成果果果果がががが上上上上がっているのでがっているのでがっているのでがっているので、、、、継継継継続続続続してしてしてして周周周周知知知知をしていきたいをしていきたいをしていきたいをしていきたい。。。。市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんからごみさんからごみさんからごみさんからごみ減減減減量量量量、、、、分別分別分別分別のアイのアイのアイのアイデデデデアアアア、、、、工工工工夫夫夫夫をををを募募募募集集集集しししし、、、、情報発情報発情報発情報発信信信信もしていきたいもしていきたいもしていきたいもしていきたい。。。。資資資資源物源物源物源物がリサイクルされているルートをがリサイクルされているルートをがリサイクルされているルートをがリサイクルされているルートを紹介紹介紹介紹介するするするするビデビデビデビデオオオオもももも作作作作成成成成していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考ええええ、、、、既既既既にににに着手着手着手着手しているしているしているしている。。。。        市民市民市民市民とととと事業事業事業事業者者者者のののの懇懇懇懇談談談談会会会会もももも、、、、12121212 月月月月にににに１１１１回目回目回目回目をををを開開開開催催催催しているしているしているしている。。。。販販販販売売売売店店店店等等等等がいろいろがいろいろがいろいろがいろいろ取取取取りりりり組組組組みみみみをしているがをしているがをしているがをしているが、、、、それがまだそれがまだそれがまだそれがまだ市民市民市民市民サイサイサイサイドドドドによくによくによくによくＰＰＰＰＲＲＲＲされていないされていないされていないされていない点点点点があることがあることがあることがあること、、、、市民市民市民市民側側側側でででで販販販販売売売売店店店店等等等等にににに要要要要望望望望としてとしてとしてとして持持持持っていることがあるのでっていることがあるのでっていることがあるのでっていることがあるので、、、、おおおお互互互互いにいにいにいに意見意見意見意見をををを出出出出しししし合合合合いいいい、、、、今後今後今後今後どういうどういうどういうどういう役割分担役割分担役割分担役割分担でごみのでごみのでごみのでごみの減減減減量量量量、、、、リサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクルに取取取取りりりり組組組組んでいったらいいかんでいったらいいかんでいったらいいかんでいったらいいか、、、、懇懇懇懇談談談談をををを通通通通してやっていしてやっていしてやっていしてやっていこうとこうとこうとこうと開開開開催催催催をををを始始始始めためためためた。。。。勉勉勉勉強強強強会会会会、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル施施施施設設設設見学会見学会見学会見学会もももも継継継継続続続続してしてしてして実実実実施施施施していこうとしていこうとしていこうとしていこうと考考考考ええええてててているいるいるいる。。。。        今後今後今後今後のののの対対対対応応応応としてとしてとしてとして、、、、地域地域地域地域環境環境環境環境相相相相談員談員談員談員をををを各各各各町内町内町内町内にににに設設設設置置置置していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。各各各各町内町内町内町内のごみののごみののごみののごみの分別分別分別分別状状状状況況況況、、、、取取取取りりりり残残残残しししし状状状状況況況況をををを把握把握把握把握しししし、、、、市市市市へへへへ報告報告報告報告をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、これにこれにこれにこれに基基基基づづづづいていていていて市市市市がががが重重重重点点点点的的的的にににに啓啓啓啓発発発発活活活活動動動動等等等等をををを行行行行わなければならないわなければならないわなければならないわなければならない点点点点をフォローしていくをフォローしていくをフォローしていくをフォローしていく形形形形をとりたいをとりたいをとりたいをとりたい。。。。高高高高齢齢齢齢者等者等者等者等、、、、ごみごみごみごみ出出出出しししし、、、、ごみのごみのごみのごみの分別分別分別分別そのものがそのものがそのものがそのものが理理理理解解解解できないできないできないできない人人人人たちをたちをたちをたちを地域地域地域地域でフォローしていただくためでフォローしていただくためでフォローしていただくためでフォローしていただくため、、、、地域地域地域地域環境環境環境環境相相相相談員談員談員談員をををを設設設設置置置置していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。若干若干若干若干謝礼謝礼謝礼謝礼等等等等もももも支払支払支払支払いながらいながらいながらいながら、、、、地域地域地域地域とととと市市市市がががが健健健健全全全全なななな形形形形でででで分別収集分別収集分別収集分別収集をををを進進進進めていけめていけめていけめていけるるるる体体体体制制制制づづづづくりをしていきたいくりをしていきたいくりをしていきたいくりをしていきたい。。。。ごみごみごみごみ集集集集積所積所積所積所のののの一一一一元化元化元化元化、、、、共共共共用用用用化化化化をこれからをこれからをこれからをこれから考考考考ええええていきたいていきたいていきたいていきたい。。。。現状現状現状現状ではではではでは燃燃燃燃やせるごみのやせるごみのやせるごみのやせるごみの集集集集積所積所積所積所はははは市市市市内内内内にににに約約約約 1111777700000000 カカカカ所所所所ありありありあり、、、、燃燃燃燃やせないごみのやせないごみのやせないごみのやせないごみの集集集集積所積所積所積所はははは 1400140014001400 カカカカ所所所所、、、、資資資資源物源物源物源物のののの集集集集積所積所積所積所がががが 555555550000 カカカカ所所所所でででで、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ使使使使いいいい分分分分けをしているけをしているけをしているけをしている場場場場所所所所があがあがあがあるがるがるがるが、、、、１１１１つのつのつのつの集集集集積所積所積所積所でどのごみについてもでどのごみについてもでどのごみについてもでどのごみについても集集集集めることができるめることができるめることができるめることができる体体体体制制制制をををを今後今後今後今後つくっていかなつくっていかなつくっていかなつくっていかなくてはいけないとくてはいけないとくてはいけないとくてはいけないと考考考考ええええているているているている。。。。高高高高齢齢齢齢者者者者でもでもでもでも近近近近くでごみくでごみくでごみくでごみ出出出出しができるしができるしができるしができる体体体体制制制制にすることでにすることでにすることでにすることで取取取取りりりり組組組組みやすいみやすいみやすいみやすい形形形形をつくっていきたいをつくっていきたいをつくっていきたいをつくっていきたい。。。。        改改改改善善善善策策策策検討検討検討検討にににに向向向向けけけけ、、、、12121212 月月月月６６６６日日日日にごみにごみにごみにごみ分別収集分別収集分別収集分別収集緊急緊急緊急緊急対策対策対策対策検討検討検討検討チチチチームをームをームをームを役役役役所所所所内内内内にににに設設設設けけけけ、、、、具具具具体体体体的的的的なななな検討検討検討検討をををを始始始始めためためためた。。。。これからこれからこれからこれから冬冬冬冬にににに向向向向かいかいかいかい、、、、ごみごみごみごみ集集集集積所積所積所積所のののの確確確確保等保等保等保等、、、、雪雪雪雪国国国国にとってはにとってはにとってはにとっては日常的日常的日常的日常的でででで大変大変大変大変重要重要重要重要なななな部分部分部分部分になるがになるがになるがになるが、、、、そのそのそのその点点点点についてについてについてについて「「「「冬冬冬冬期期期期間間間間のののの対策対策対策対策についてについてについてについて」」」」としてとしてとしてとして資料資料資料資料にまとめにまとめにまとめにまとめさせていただいたさせていただいたさせていただいたさせていただいた。。。。今日今日今日今日もももも新新新新幹線幹線幹線幹線でででで県県県県内内内内越越越越後後後後湯沢湯沢湯沢湯沢まではまではまではまでは雪雪雪雪でででで真真真真っっっっ白白白白であるがであるがであるがであるが、、、、こちらこちらこちらこちらへへへへ来来来来るとるとるとると非常非常非常非常にににに天天天天気気気気のいいのいいのいいのいい状状状状況況況況でででで、、、、改改改改めてめてめてめて表表表表日本日本日本日本とととと裏裏裏裏日本日本日本日本のののの違違違違いをいをいをいを感感感感ずずずずるるるる。。。。集集集集積所積所積所積所のののの確確確確保保保保はははは雪雪雪雪国国国国にとってはにとってはにとってはにとっては本本本本当当当当にににに大変大変大変大変なことであるなことであるなことであるなことである。。。。冬冬冬冬期期期期間間間間のののの集集集集積所積所積所積所のののの確確確確保保保保についてについてについてについて、、、、資資資資源物源物源物源物のののの集集集集積所積所積所積所はははは町内町内町内町内とととと個個個個々々々々にににに打打打打ちちちち合合合合わせをしわせをしわせをしわせをし、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域のののの状状状状況況況況にににに合合合合わせてわせてわせてわせて取取取取りりりり組組組組みをしているみをしているみをしているみをしている。。。。またまたまたまた、、、、市市市市のののの対対対対応応応応としてとしてとしてとして、、、、職職職職員員員員がががが収収収収集車集車集車集車にににに直直直直接接接接乗乗乗乗りりりり込込込込みみみみ、、、、冬冬冬冬期期期期間間間間のごみののごみののごみののごみの集集集集積所積所積所積所のののの状状状状況況況況をををを確確確確認認認認しているしているしているしている。。。。とにかくとにかくとにかくとにかく現場現場現場現場のののの状状状状況況況況をよくをよくをよくをよく把握把握把握把握することですることですることですることで地域地域地域地域のののの状状状状況況況況をフォローしながらをフォローしながらをフォローしながらをフォローしながら、、、、ごみのごみのごみのごみの収集収集収集収集がうまくいくがうまくいくがうまくいくがうまくいく形形形形をとっていきたいをとっていきたいをとっていきたいをとっていきたい。。。。そのそのそのその他他他他にににに職職職職員員員員がごみがごみがごみがごみ集集集集積所積所積所積所のパトロールものパトロールものパトロールものパトロールも行行行行いいいい、、、、収集収集収集収集状状状状況況況況もももも把握把握把握把握しているしているしているしている。。。。        各各各各町内町内町内町内ごとにごとにごとにごとに分別分別分別分別のののの徹底徹底徹底徹底をををを図図図図るためにるためにるためにるために必要必要必要必要なななな場場場場所所所所があればがあればがあればがあれば、、、、職職職職員員員員がががが出出出出かけてかけてかけてかけて朝朝朝朝のののの立立立立ちちちち会会会会いいいい当番当番当番当番もももも率先率先率先率先してやらせていただきしてやらせていただきしてやらせていただきしてやらせていただき、、、、勉勉勉勉強強強強会会会会もももも開開開開催催催催していくしていくしていくしていく形形形形をとっていきたいをとっていきたいをとっていきたいをとっていきたい。。。。先先先先週週週週ああああたりからたりからたりからたりから収集車収集車収集車収集車にもにもにもにも乗乗乗乗りりりり込込込込みみみみ動動動動きききき出出出出しているしているしているしている。。。。地域地域地域地域ごとのごとのごとのごとの除除除除雪雪雪雪会議会議会議会議のののの中中中中でででで個個個個々々々々のののの町内町内町内町内会会会会とととと
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のののの打打打打ちちちち合合合合わせもさせていただきなわせもさせていただきなわせもさせていただきなわせもさせていただきながらがらがらがら、、、、冬冬冬冬場場場場のののの収集収集収集収集体体体体制制制制をとっているをとっているをとっているをとっている。。。。        最後最後最後最後にににに「「「「家家家家庭庭庭庭ごみのごみのごみのごみの分分分分けけけけ方出方出方出方出しししし方方方方ガガガガイイイイドドドド」」」」はははは、、、、モデモデモデモデルルルル地地地地区区区区でいろいろでいろいろでいろいろでいろいろ意見意見意見意見をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた中中中中ででででカカカカラーラーラーラー刷刷刷刷りしりしりしりし、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ例示例示例示例示ををををふふふふやしてやしてやしてやして盛盛盛盛りりりり込込込込んだんだんだんだガガガガイイイイドブドブドブドブックをックをックをックを作作作作成成成成したものでしたものでしたものでしたものであるあるあるある。。。。ごみのごみのごみのごみの分別収集分別収集分別収集分別収集をするにをするにをするにをするに当当当当たりたりたりたり、、、、これだけのこれだけのこれだけのこれだけの資料資料資料資料をつくってもまだをつくってもまだをつくってもまだをつくってもまだ足足足足りないがりないがりないがりないが、、、、基基基基本的本的本的本的なななな考考考考ええええ方方方方をををを盛盛盛盛りりりり込込込込みみみみ、、、、分分分分けけけけ方出方出方出方出しししし方方方方のサンプルになればとのサンプルになればとのサンプルになればとのサンプルになればと思思思思ってってってって作作作作成成成成したものであるしたものであるしたものであるしたものである。。。。        １１１１ペペペページのージのージのージの生生生生ごみのごみのごみのごみの分別分別分別分別についてはについてはについてはについては、、、、一部地域一部地域一部地域一部地域ということでということでということでということで３３３３小小小小学学学学校校校校区区区区のののの 8888000000000000 世世世世帯帯帯帯でででで行行行行っているがっているがっているがっているが、、、、ここらここらここらここら辺辺辺辺のののの取取取取りりりり違違違違ええええがががが若干若干若干若干あったこともあったこともあったこともあったことも１１１１つのつのつのつの混乱混乱混乱混乱部分部分部分部分だっただっただっただったかとかとかとかと考考考考ええええていていていているるるる。。。。今今今今までプラスまでプラスまでプラスまでプラスチチチチックックックック関係関係関係関係をををを燃燃燃燃やせないごみとしてやせないごみとしてやせないごみとしてやせないごみとして集集集集めてきていたがめてきていたがめてきていたがめてきていたが、、、、新新新新しくしくしくしく分別品分別品分別品分別品目目目目となったプラスとなったプラスとなったプラスとなったプラスチチチチックックックック製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装とのとのとのとの区区区区分分分分のののの仕仕仕仕方方方方がががが難難難難しさのしさのしさのしさの１１１１つだったとつだったとつだったとつだったと考考考考ええええているているているている。。。。        ６６６６ペペペページではージではージではージでは、、、、紙紙紙紙製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装、、、、たばこたばこたばこたばこ１１１１つにしてもつにしてもつにしてもつにしても、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装、、、、紙紙紙紙製容製容製容製容器包装器包装器包装器包装、、、、燃燃燃燃やせるごみにやせるごみにやせるごみにやせるごみに分分分分けなくてはいけないけなくてはいけないけなくてはいけないけなくてはいけない状状状状況況況況もあるもあるもあるもある。。。。８８８８ペペペページではージではージではージでは、、、、クリークリークリークリーニニニニンンンンググググのののの袋袋袋袋についてはについてはについてはについては中中中中身身身身がががが商商商商品品品品ではないのでではないのでではないのでではないので、、、、燃燃燃燃やせないごみにやせないごみにやせないごみにやせないごみに出出出出さなければいけないさなければいけないさなければいけないさなければいけない。。。。同同同同じじじじプラスプラスプラスプラスチチチチックでもックでもックでもックでも出出出出しししし方方方方がががが違違違違いいいい、、、、容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法上法上法上法上のののの非常非常非常非常にににに分分分分けにくいところであけにくいところであけにくいところであけにくいところでありりりり、、、、素材素材素材素材がががが同同同同じじじじでもでもでもでも用用用用途途途途によってによってによってによって出出出出しししし方方方方をををを変変変変ええええなければいけないのがなければいけないのがなければいけないのがなければいけないのが高高高高齢齢齢齢者者者者をををを含含含含むむむむ市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんにはさんにはさんにはさんには非常非常非常非常にわかりにくいにわかりにくいにわかりにくいにわかりにくい内容内容内容内容になっているになっているになっているになっている。。。。        11113333ペペペページージージージ、、、、14141414 ペペペページではージではージではージでは、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進店店店店制制制制度度度度がありがありがありがあり、、、、資資資資源物源物源物源物のののの店頭店頭店頭店頭回回回回収収収収、、、、簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装にににに取取取取りりりり組組組組んでいただいているんでいただいているんでいただいているんでいただいている販販販販売売売売店店店店をリサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクル推進推進推進推進店店店店としてとしてとしてとして認定認定認定認定しているしているしているしている。。。。ペペペペットットットットボボボボトトトトルルルル、、、、白色白色白色白色トレートレートレートレー、、、、牛牛牛牛乳乳乳乳パックパックパックパック等等等等のののの店頭店頭店頭店頭回回回回収収収収によりリサイクルのによりリサイクルのによりリサイクルのによりリサイクルの推進推進推進推進にににに協協協協力力力力していただいてしていただいてしていただいてしていただいているいるいるいる。。。。        14141414 ペペペページのージのージのージの上上上上のののの「「「「資資資資源物源物源物源物常時回常時回常時回常時回収収収収ステーションステーションステーションステーション」」」」ではではではでは、、、、資資資資源物源物源物源物のうちのうちのうちのうち、、、、新新新新聞聞聞聞、、、、雑雑雑雑誌誌誌誌、、、、段段段段ボボボボールールールール、、、、缶缶缶缶、、、、瓶瓶瓶瓶、、、、ペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの６６６６品品品品目目目目についてはについてはについてはについては 24242424時間時間時間時間いつでもいつでもいつでもいつでも出出出出せるせるせるせる場場場場所所所所をををを用用用用意意意意してしてしてしているいるいるいる。。。。33330000 小小小小学学学学校校校校区区区区あるがあるがあるがあるが、、、、将来将来将来将来的的的的にはにはにはには小小小小学学学学校校校校区区区区ごとにごとにごとにごとに１１１１カカカカ所所所所設設設設置置置置していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。町内町内町内町内会会会会のののの収集収集収集収集日日日日にににに出出出出せなかったせなかったせなかったせなかった人人人人たちのためにたちのためにたちのためにたちのために、、、、常時回常時回常時回常時回収収収収ステーションをセットさせていただいてステーションをセットさせていただいてステーションをセットさせていただいてステーションをセットさせていただいているいるいるいる。「。「。「。「廃食用廃食用廃食用廃食用油油油油回回回回収収収収協協協協力力力力店店店店」」」」はははは、、、、55550000ののののガガガガソソソソリンスタンリンスタンリンスタンリンスタンドドドドのののの協協協協力力力力をををを得得得得てててて、、、、ここここここここへへへへ持持持持っていっっていっっていっっていっていただければていただければていただければていただければ、、、、天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油のののの残残残残ったものったものったものったもの等等等等のののの回回回回収収収収にごにごにごにご協協協協力力力力いただくいただくいただくいただく店店店店になっているになっているになっているになっている。「。「。「。「充充充充電電電電式式式式電電電電池池池池回回回回収収収収協協協協力力力力店店店店」」」」等等等等、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ市市市市内内内内のののの事業事業事業事業所所所所のののの協協協協力力力力もももも得得得得ながらながらながらながら、、、、分別収集分別収集分別収集分別収集のののの体体体体制制制制をとっをとっをとっをとってきたところであるてきたところであるてきたところであるてきたところである。。。。        今後今後今後今後のののの一番一番一番一番大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題はははは、、、、高高高高齢齢齢齢者等者等者等者等がががが長長長長くくくく取取取取りりりり組組組組むむむむ分別収集分別収集分別収集分別収集にしていくためにしていくためにしていくためにしていくためにはにはにはには、、、、やはやはやはやはりりりり入入入入りりりり口部分口部分口部分口部分がわかりやすくなければがわかりやすくなければがわかりやすくなければがわかりやすくなければ難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思っているっているっているっている。。。。特特特特にににに紙紙紙紙製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック製容器包装等製容器包装等製容器包装等製容器包装等のわかりやすいのわかりやすいのわかりやすいのわかりやすい形形形形をとるためのシステムをとるためのシステムをとるためのシステムをとるためのシステムづづづづくりがくりがくりがくりが大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題だとだとだとだと思思思思ってってってっているいるいるいる。。。。どこのどこのどこのどこの市市市市町村町村町村町村もももも恐恐恐恐らくらくらくらく取取取取りりりり組組組組みみみみ始始始始めているとめているとめているとめていると思思思思うがうがうがうが、、、、参参参参考考考考になるいいになるいいになるいいになるいい事事事事例例例例があったがあったがあったがあったらららら教教教教ええええてもらいたいしてもらいたいしてもらいたいしてもらいたいし、、、、今後今後今後今後勉勉勉勉強強強強もしていきたいもしていきたいもしていきたいもしていきたい。。。。分別収集分別収集分別収集分別収集についてはについてはについてはについては、、、、どういうどういうどういうどういう形形形形がががが正正正正解解解解でででで、、、、どういうどういうどういうどういう形形形形がががが一番効率一番効率一番効率一番効率的的的的なのかはなのかはなのかはなのかは難難難難しいがしいがしいがしいが、、、、今後今後今後今後ココココストストストスト比較比較比較比較、、、、地域地域地域地域でやっていくにでやっていくにでやっていくにでやっていくにはメリットはメリットはメリットはメリット、、、、デデデデメリットもあるのでメリットもあるのでメリットもあるのでメリットもあるので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺をよくをよくをよくをよく検討検討検討検討しながらしながらしながらしながら取取取取りりりり組組組組みやすいみやすいみやすいみやすい形形形形をとっをとっをとっをとっていきたいていきたいていきたいていきたい。。。。        ただただただただ、、、、現現現現在在在在のののの２２２２カカカカ月月月月のののの状状状状況況況況としてはとしてはとしてはとしては、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの協協協協力力力力をををを得得得得ながらながらながらながら、、、、ごみのごみのごみのごみの減減減減量量量量、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル推進推進推進推進というというというという意意意意味味味味ではいいではいいではいいではいい結結結結果果果果がががが出出出出ているということでているということでているということでているということで報告報告報告報告をさせていただきたいをさせていただきたいをさせていただきたいをさせていただきたい。。。。大変大変大変大変ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））    
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    上上上上石石石石課長課長課長課長、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。ごみごみごみごみ減減減減量量量量化化化化とリサイクルとリサイクルとリサイクルとリサイクル推進推進推進推進ということですばらということですばらということですばらということですばらしいスタートをしいスタートをしいスタートをしいスタートを切切切切られましたられましたられましたられました。。。。今後今後今後今後のののの一一一一層層層層のののの活動推進活動推進活動推進活動推進とごとごとごとご成成成成功功功功をおをおをおをお祈祈祈祈りしていますりしていますりしていますりしています。。。。        ここでここでここでここで約約約約 10101010 分分分分のののの休憩休憩休憩休憩をとらせていただきますをとらせていただきますをとらせていただきますをとらせていただきます。。。。        〔〔〔〔                休休休休                        憩憩憩憩                〕〕〕〕        司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））        再再再再開開開開いたしますいたしますいたしますいたします。。。。        本日本日本日本日３３３３番番番番目目目目のののの講師講師講師講師はははは、、、、板橋板橋板橋板橋区区区区資資資資源源源源環境環境環境環境部部部部エエエエコポコポコポコポリスセンターのエリスセンターのエリスセンターのエリスセンターのエコポコポコポコポリスリスリスリス事業係主事事業係主事事業係主事事業係主事のののの菊博菊博菊博菊博文文文文様様様様ですですですです。「。「。「。「板橋板橋板橋板橋区区区区におけるにおけるにおけるにおける環境学習環境学習環境学習環境学習のののの新新新新たなたなたなたな取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」とととと題題題題しししし、、、、非常非常非常非常にににに楽楽楽楽しいしいしいしい実実実実演演演演をををを含含含含めてごめてごめてごめてご説明説明説明説明いただくそうですいただくそうですいただくそうですいただくそうです。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        菊菊菊菊主事主事主事主事        ままままずずずず始始始始めにめにめにめに、、、、エエエエコポコポコポコポリスセンターのリスセンターのリスセンターのリスセンターの場場場場所所所所やややや内容等内容等内容等内容等をををを約約約約 10101010 分分分分間間間間説明説明説明説明させていただきさせていただきさせていただきさせていただき、、、、そのそのそのその後後後後、、、、約約約約 33330000 分分分分かけてかけてかけてかけて板橋板橋板橋板橋区区区区におけるにおけるにおけるにおける環境学習環境学習環境学習環境学習のののの新新新新たなたなたなたな取取取取りりりり組組組組みとしてみとしてみとしてみとして「「「「川川川川をををを汚汚汚汚したのはだれしたのはだれしたのはだれしたのはだれ……………………あるあるあるある川川川川のののの物語物語物語物語」」」」というというというという劇劇劇劇のののの実実実実演演演演をををを、、、、11115555～～～～11116666 人人人人のののの方方方方にににに協協協協力力力力をいただきながらをいただきながらをいただきながらをいただきながら体体体体験験験験型学習型学習型学習型学習プロプロプロプロググググラムとはラムとはラムとはラムとは一一一一体体体体どんなものなのかどんなものなのかどんなものなのかどんなものなのか、、、、実実実実際際際際にににに見見見見ていただきていただきていただきていただきたいたいたいたい。。。。        エエエエコポコポコポコポリスセンターはリスセンターはリスセンターはリスセンターは、、、、外外外外観観観観はははは地下地下地下地下２２２２階階階階、、、、地地地地上上上上３３３３階階階階建建建建てのてのてのての建物建物建物建物であるであるであるである。。。。        本本本本センターはセンターはセンターはセンターは、、、、平平平平成成成成７７７７年年年年４４４４月月月月にににに総総総総合的合的合的合的なななな環境学習環境学習環境学習環境学習施施施施設設設設としてとしてとしてとしてオオオオープンしたがープンしたがープンしたがープンしたが、、、、エエエエコポコポコポコポリリリリスセンターにはスセンターにはスセンターにはスセンターには大大大大きくきくきくきく分分分分けてけてけてけて３３３３つのつのつのつの機能機能機能機能があるがあるがあるがある。。。。１１１１番番番番目目目目のののの機能機能機能機能はははは環境学習環境学習環境学習環境学習、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育のののの拠拠拠拠点点点点としてのとしてのとしてのとしての機能機能機能機能、、、、２２２２番番番番目目目目にはにはにはには環境環境環境環境情報情報情報情報のののの発発発発信信信信基地基地基地基地としてのとしてのとしてのとしての機能機能機能機能、、、、３３３３番番番番目目目目にはにはにはには環境環境環境環境ＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯのののの活動活動活動活動のののの拠拠拠拠点点点点としてのとしてのとしてのとしての場場場場のののの提供提供提供提供というというというという機能機能機能機能をををを持持持持っているっているっているっている。。。。        地下地下地下地下２２２２階階階階はははは雨雨雨雨水水水水のののの貯留槽貯留槽貯留槽貯留槽やややや機機機機械械械械室室室室なのでなのでなのでなので割割割割愛愛愛愛させていただくさせていただくさせていただくさせていただく。。。。        地下地下地下地下１１１１階階階階のののの施施施施設設設設からからからから紹介紹介紹介紹介するするするする。。。。地下地下地下地下１１１１階階階階にはリサイクルサロンにはリサイクルサロンにはリサイクルサロンにはリサイクルサロン、、、、現現現現代代代代のいかけやさんとのいかけやさんとのいかけやさんとのいかけやさんといういういういうことでことでことでことで包包包包丁丁丁丁ととととぎぎぎぎなどのなどのなどのなどの修修修修理理理理をををを行行行行うリサイクルうリサイクルうリサイクルうリサイクル工工工工房房房房やエやエやエやエココココロジーロジーロジーロジーツツツツアーアーアーアー、、、、環境学習環境学習環境学習環境学習シスシスシスシステムテムテムテム、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルゲゲゲゲームームームーム等等等等ののののゲゲゲゲームームームーム感感感感覚覚覚覚、、、、遊遊遊遊園園園園地地地地感感感感覚覚覚覚でででで環境環境環境環境のののの勉勉勉勉強強強強ができるができるができるができる環境学習環境学習環境学習環境学習ののののココココーーーーナナナナーやーやーやーや機機機機器器器器ががががずずずずらっとらっとらっとらっと並並並並んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。またまたまたまた、、、、地下地下地下地下１１１１階階階階はははは、、、、環境環境環境環境ＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯ団体団体団体団体のののの活動活動活動活動のののの拠拠拠拠点点点点ととととしてもしてもしてもしても利用利用利用利用されているされているされているされている。。。。        活動活動活動活動のののの内容内容内容内容はさきおりはさきおりはさきおりはさきおりココココーーーーナナナナーーーー、、、、生生生生ごみのごみのごみのごみの相相相相談談談談ココココーーーーナナナナーーーー等等等等であるであるであるである。。。。それそれそれそれ以以以以外外外外にリフォーにリフォーにリフォーにリフォームのムのムのムのココココーーーーナナナナーーーー等等等等があるがあるがあるがある。。。。        次次次次にににに、、、、１１１１階階階階がががが環境環境環境環境情報情報情報情報資料資料資料資料室室室室でででで閲閲閲閲覧覧覧覧、、、、貸貸貸貸しししし出出出出しをしをしをしを自自自自由由由由にににに行行行行っているっているっているっている。。。。それからそれからそれからそれから、、、、環境環境環境環境情情情情報報報報ココココーーーーナナナナーがあるーがあるーがあるーがある。。。。        ２２２２階階階階、、、、３３３３階階階階にににに環境学習環境学習環境学習環境学習室室室室、、、、環境実環境実環境実環境実験験験験室室室室、、、、ココココミュミュミュミュニニニニテテテティコィコィコィコーーーーナナナナーがーがーがーが並並並並んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。ココココミュミュミュミュニニニニテテテティコィコィコィコーーーーナナナナーはーはーはーは、、、、印印印印刷刷刷刷機機機機、、、、パパパパソソソソココココンンンン、、、、ワープロをワープロをワープロをワープロをＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯのののの団体団体団体団体にににに無無無無料料料料でででで使用使用使用使用していただいしていただいしていただいしていただいているているているている。。。。        続続続続いていていていて屋屋屋屋外外外外ではではではでは、、、、３３３３階階階階ののののベベベベランダにはエランダにはエランダにはエランダにはエココココアップアップアップアップ池池池池をををを設設設設置置置置しているしているしているしている。。。。屋屋屋屋上上上上はははは太太太太陽陽陽陽電電電電池池池池ソソソソーラーパーラーパーラーパーラーパネネネネルがルがルがルが５５５５基基基基ありありありあり、、、、合合合合わせてわせてわせてわせて 88885555 平平平平方方方方メートルのメートルのメートルのメートルの広広広広さがあるさがあるさがあるさがある。。。。またまたまたまた太太太太陽陽陽陽熱熱熱熱集集集集熱熱熱熱器器器器もももも設設設設置置置置しているしているしているしている。。。。これらからつくられたおこれらからつくられたおこれらからつくられたおこれらからつくられたお湯湯湯湯、、、、電力電力電力電力ははははビビビビルルルル内内内内のおのおのおのお年年年年寄寄寄寄りのおりのおりのおりのおふふふふろろろろ、、、、ビビビビルルルル内内内内のののの消消消消費電力費電力費電力費電力にににに回回回回しているしているしているしている。。。。        次次次次にににに、、、、エエエエコポコポコポコポリスセンターではどんなリスセンターではどんなリスセンターではどんなリスセンターではどんな事業事業事業事業をやっているのかをやっているのかをやっているのかをやっているのか、、、、主主主主なななな事業事業事業事業だけだけだけだけ抜抜抜抜きききき出出出出してしてしてして
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あるあるあるある。。。。環境環境環境環境パパパパネネネネルルルル展展展展、、、、こどもこどもこどもこども環境環境環境環境教教教教室室室室、、、、大人向大人向大人向大人向けのけのけのけのエエエエココココロジーロジーロジーロジー講講講講座座座座、、、、環境環境環境環境リーダーリーダーリーダーリーダー養養養養成講成講成講成講座座座座、、、、板橋板橋板橋板橋環境会議環境会議環境会議環境会議等等等等をををを行行行行っているっているっているっている。。。。こちらのこちらのこちらのこちらの一一一一連連連連のののの事業事業事業事業はははは、、、、知知知知るるるる、、、、考考考考ええええるるるる、、、、行動行動行動行動するといするといするといするといったったったった３３３３つのつのつのつの大大大大きなきなきなきな流流流流れにれにれにれに沿沿沿沿いいいい、、、、自自自自然然然然にににに環境問環境問環境問環境問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組んでいただけるんでいただけるんでいただけるんでいただける組組組組みみみみ立立立立てになっててになっててになっててになっているいるいるいる。。。。エエエエコポコポコポコポリスセンターがリスセンターがリスセンターがリスセンターが目指目指目指目指すところもすところもすところもすところも、、、、環境問環境問環境問環境問題題題題をををを知知知知るるるる、、、、考考考考ええええるだけではなくるだけではなくるだけではなくるだけではなく、、、、環環環環境境境境をよくするためにをよくするためにをよくするためにをよくするために行動行動行動行動するするするする人人人人をををを１１１１人人人人でもでもでもでも多多多多くくくくふふふふやすことがやすことがやすことがやすことが最最最最終終終終目的目的目的目的とととと言言言言ええええるるるる。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつのののの大大大大きなきなきなきな役割役割役割役割としてとしてとしてとして板橋板橋板橋板橋区区区区ではではではでは、、、、区区区区内内内内のののの小小小小中学中学中学中学校校校校・・・・全部全部全部全部でででで 88882222校校校校をををを結結結結んだんだんだんだ環境環境環境環境教育教育教育教育ネネネネットワットワットワットワークークークーク事業事業事業事業をををを行行行行っているっているっているっている。。。。エエエエコポコポコポコポリスセンターがプロバイダーとなりリスセンターがプロバイダーとなりリスセンターがプロバイダーとなりリスセンターがプロバイダーとなり、、、、平平平平成成成成 11111111年度年度年度年度末末末末にににに全全全全 88882222校校校校とインターとインターとインターとインターネネネネットでットでットでットで接続接続接続接続しししし、、、、環境環境環境環境情報情報情報情報のやりとりをのやりとりをのやりとりをのやりとりを始始始始めているめているめているめている。。。。        続続続続いていていていて、、、、今回今回今回今回新新新新しいしいしいしい環境学習環境学習環境学習環境学習のののの取取取取りりりり組組組組みとしてみとしてみとしてみとして始始始始めためためためた環境学習環境学習環境学習環境学習についてについてについてについて紹介紹介紹介紹介するするするする。。。。        エエエエコポコポコポコポリスセンターはリスセンターはリスセンターはリスセンターは平平平平成成成成７７７７年年年年４４４４月月月月オオオオープンープンープンープン後後後後、、、、利用者利用者利用者利用者はははは 100100100100 万万万万人人人人をををを突突突突破破破破しししし、、、、全全全全国国国国のののの方方方方々々々々にににに利用利用利用利用されてきたがされてきたがされてきたがされてきたが、、、、６６６６年間年間年間年間にににに問問問問題題題題点点点点やややや課課課課題題題題もももも数数数数多多多多くあったくあったくあったくあった。。。。そのそのそのその問問問問題題題題点点点点やややや課課課課題題題題をををを私私私私なりなりなりなりにまとめてみるとにまとめてみるとにまとめてみるとにまとめてみると、、、、３３３３つのつのつのつの課課課課題題題題にまとめられるにまとめられるにまとめられるにまとめられる。。。。１１１１つつつつ目目目目のののの課課課課題題題題としてとしてとしてとして、、、、利用者利用者利用者利用者層層層層がががが同同同同じじじじ顔顔顔顔ぶぶぶぶれがれがれがれが多多多多くくくく、、、、利用者利用者利用者利用者層層層層のののの拡拡拡拡大大大大がががが困困困困難難難難であるといったことがあるであるといったことがあるであるといったことがあるであるといったことがある。。。。２２２２点点点点目目目目としてとしてとしてとして、、、、来来来来年度年度年度年度かかかからららら本本本本格格格格実実実実施施施施がががが予予予予定定定定されているされているされているされている総総総総合的合的合的合的なななな学習学習学習学習のののの時間時間時間時間へへへへのののの対対対対応応応応体体体体制制制制がとれていないがとれていないがとれていないがとれていない。。。。３３３３点点点点目目目目ととととしてはしてはしてはしては、、、、利用者利用者利用者利用者にににに若若若若者者者者層層層層がががが極端極端極端極端にににに少少少少ないないないない。。。。これはエこれはエこれはエこれはエコポコポコポコポリスセンターだけではなくリスセンターだけではなくリスセンターだけではなくリスセンターだけではなく、、、、板橋板橋板橋板橋区区区区のののの事業事業事業事業をををを見見見見てもてもてもても、、、、若若若若者者者者層層層層がががが少少少少なくなくなくなく、、、、おおおお年年年年寄寄寄寄りとりとりとりと子子子子供供供供がががが中中中中心心心心のものがのものがのものがのものが多多多多いいいい。。。。これらのこれらのこれらのこれらの課課課課題題題題をををを何何何何とかクリアするためとかクリアするためとかクリアするためとかクリアするため、、、、新新新新しいしいしいしい事業事業事業事業をををを３３３３つつつつ始始始始めているめているめているめている。。。。これをこれをこれをこれを今今今今からからからから紹介紹介紹介紹介したいしたいしたいしたい。。。。        ままままずずずず、、、、底底底底辺辺辺辺のののの拡拡拡拡大大大大、、、、利用者利用者利用者利用者層層層層のののの拡拡拡拡大大大大としてとしてとしてとして、、、、体体体体験験験験型学習型学習型学習型学習プロプロプロプロググググラムラムラムラム「「「「環境環境環境環境ミミミミニニニニ教教教教室室室室」」」」をををを始始始始めためためためた。。。。昨年度昨年度昨年度昨年度からからからから実実実実施施施施しししし、、、、今日今日今日今日はははは実実実実演演演演でごらんいただきたいでごらんいただきたいでごらんいただきたいでごらんいただきたい。。。。２２２２つつつつ目目目目としてとしてとしてとして、、、、来来来来年度年度年度年度かかかからららら始始始始まるまるまるまる総総総総合的合的合的合的なななな学習学習学習学習へへへへのののの対対対対応応応応体体体体制制制制のののの整備整備整備整備であるであるであるである。。。。今年今年今年今年にににに入入入入りりりり、、、、学学学学校校校校からのからのからのからの問問問問いいいい合合合合わせがわせがわせがわせが非常非常非常非常にににに多多多多くなっているくなっているくなっているくなっている。。。。職職職職員員員員がががが行行行行ったりったりったりったり、、、、非常非常非常非常勤勤勤勤のののの学習指学習指学習指学習指導員導員導員導員がががが行行行行ったりしているがったりしているがったりしているがったりしているが、、、、来来来来年度年度年度年度からからからから非常非常非常非常にににに多多多多くなったときにくなったときにくなったときにくなったときに、、、、どうやってどうやってどうやってどうやって体体体体制制制制をををを整備整備整備整備していくのかしていくのかしていくのかしていくのか、、、、今今今今からからからから恐恐恐恐ろしいろしいろしいろしいぐぐぐぐらいであるらいであるらいであるらいである。。。。３３３３つつつつ目目目目としてとしてとしてとして、、、、区区区区内内内内大学大学大学大学とのとのとのとの連連連連携携携携事業事業事業事業をををを始始始始めているめているめているめている。。。。具具具具体的体的体的体的にどういうもにどういうもにどういうもにどういうものなのかのなのかのなのかのなのか、、、、写写写写真真真真によってごらんいただきたいによってごらんいただきたいによってごらんいただきたいによってごらんいただきたい。。。。        これはこれはこれはこれは昨年度昨年度昨年度昨年度からからからから始始始始めためためためた体体体体験験験験型学習型学習型学習型学習プロプロプロプロググググラムラムラムラム「「「「環境環境環境環境ミミミミニニニニ教教教教室室室室」」」」のののの一部一部一部一部であるであるであるである。。。。こちらこちらこちらこちらはははは、、、、ごみのごみのごみのごみの分別分別分別分別ををををゲゲゲゲームームームーム形形形形式式式式でででで全全全全員員員員参参参参加加加加型型型型でやっていただいているところであるでやっていただいているところであるでやっていただいているところであるでやっていただいているところである。。。。こちらこちらこちらこちらはははは、、、、今日皆今日皆今日皆今日皆さんにさんにさんにさんに実実実実際際際際にやっていただくにやっていただくにやっていただくにやっていただく水水水水のののの環境環境環境環境劇劇劇劇であるであるであるである。。。。こちらはこちらはこちらはこちらは「「「「酸酸酸酸性性性性雨雨雨雨はなはなはなはなぜぜぜぜ降降降降るるるるのののの？？？？」」」」というというというという酸酸酸酸性性性性雨雨雨雨のののの発発発発生生生生実実実実験験験験であるであるであるである。。。。ゲゲゲゲームをしたりームをしたりームをしたりームをしたり、、、、劇劇劇劇をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、科科科科学的学的学的学的なななな実実実実験験験験をしをしをしをしたりしながらたりしながらたりしながらたりしながら、、、、楽楽楽楽しくしくしくしく、、、、だれでもだれでもだれでもだれでも気気気気軽軽軽軽にににに環境問環境問環境問環境問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組んでいただこうということでんでいただこうということでんでいただこうということでんでいただこうということで、、、、今今今今、、、、人人人人気急気急気急気急上上上上昇昇昇昇中中中中のののの事業事業事業事業なのでなのでなのでなので、、、、後後後後からからからからゆゆゆゆっくりごらんいただきたいっくりごらんいただきたいっくりごらんいただきたいっくりごらんいただきたい。。。。        続続続続いていていていて、、、、総総総総合的合的合的合的なななな学習学習学習学習のののの時間時間時間時間へへへへのののの対対対対応応応応体体体体制制制制のののの整備整備整備整備をををを紹介紹介紹介紹介するするするする。。。。今年度今年度今年度今年度からからからから本本本本当当当当にににに急急急急激激激激ににににふえふえふえふえ、、、、エエエエコポコポコポコポリスセンターはそれだけリスセンターはそれだけリスセンターはそれだけリスセンターはそれだけ期期期期待待待待されているのかということかもしれないされているのかということかもしれないされているのかということかもしれないされているのかということかもしれない。。。。取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの例例例例としてとしてとしてとして今年今年今年今年２２２２月月月月にににに近近近近くのくのくのくの富士富士富士富士見見見見台小台小台小台小のののの校校校校長長長長先生先生先生先生、、、、教頭教頭教頭教頭先生等全先生等全先生等全先生等全教員教員教員教員がががが集集集集まりまりまりまり、、、、体体体体験験験験型学習型学習型学習型学習プロプロプロプロググググラムラムラムラム、、、、魚魚魚魚とととと虫虫虫虫ののののゲゲゲゲームをームをームをームを行行行行ったったったった。。。。これはこれはこれはこれは、、、、生物生物生物生物濃濃濃濃縮縮縮縮のののの仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを鬼鬼鬼鬼ごっこごっこごっこごっこ形形形形式式式式にまとめにまとめにまとめにまとめ上上上上げたものであるげたものであるげたものであるげたものである。。。。        またまたまたまた、、、、プールプールプールプール開開開開きをきをきをきを前前前前にににに、、、、前前前前野野野野小小小小学学学学校校校校でプールのでプールのでプールのでプールのヤヤヤヤゴゴゴゴをををを救救救救出出出出したいということでしたいということでしたいということでしたいということで、、、、小小小小学学学学校校校校３３３３年年年年生生生生をををを対対対対象象象象にににに 120120120120～～～～111133330000人人人人のおのおのおのお子子子子さんさんさんさん方方方方とととと一一一一緒緒緒緒にににに屋屋屋屋上上上上プールのプールのプールのプールのヤヤヤヤゴゴゴゴすくいをすくいをすくいをすくいを行行行行いいいい、、、、ヤヤヤヤゴゴゴゴのののの生態生態生態生態ややややヤヤヤヤゴゴゴゴのののの種類種類種類種類のののの見見見見分分分分けけけけ方方方方等等等等、、、、ヤヤヤヤゴゴゴゴのののの生生生生活活活活についてのおについてのおについてのおについてのお話話話話をさせていただいたをさせていただいたをさせていただいたをさせていただいた。。。。        幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園児児児児たちにたちにたちにたちに生生生生命命命命のののの不不不不思議思議思議思議さやさやさやさや命命命命のののの大大大大切切切切さをさをさをさを教教教教ええええたいというたいというたいというたいという要要要要望望望望がががが新新新新河岸河岸河岸河岸幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの先先先先生生生生からありからありからありからあり、、、、父父父父兄兄兄兄とととと園園園園児児児児とととと先生先生先生先生とエとエとエとエコポコポコポコポリスセンターのリスセンターのリスセンターのリスセンターの職職職職員員員員がががが一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって園園園園内内内内ににににビビビビオオオオトトトト
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ープープープープ池池池池づづづづくりをくりをくりをくりを行行行行ったったったった。。。。以上以上以上以上のようにのようにのようにのように環境環境環境環境のののの調調調調べべべべ方方方方をををを教教教教ええええててててほほほほしいしいしいしい、、、、環境学習環境学習環境学習環境学習のサジェスのサジェスのサジェスのサジェスションをしてションをしてションをしてションをしてほほほほしいしいしいしい等等等等、、、、非常非常非常非常にたくさんのにたくさんのにたくさんのにたくさんの要要要要望望望望がががが来来来来ているているているている。。。。来来来来年年年年４４４４月月月月になるとになるとになるとになると、、、、ますますますますますますますますこういったこういったこういったこういった要要要要望望望望がががが来来来来るのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと考考考考ええええ、、、、ママママニニニニュアルュアルュアルュアルづづづづくりやくりやくりやくりや一般一般一般一般のののの方方方方々々々々のののの野野野野鳥鳥鳥鳥にににに詳詳詳詳ししししいいいい人人人人、、、、植植植植物物物物にににに詳詳詳詳しいしいしいしい人人人人等等等等をををを何何何何とかとかとかとかボボボボランテランテランテランティィィィアでアでアでアで引引引引きききき込込込込んでいこうとんでいこうとんでいこうとんでいこうと考考考考ええええ、、、、登登登登録録録録制制制制度度度度等等等等もももも検討検討検討検討をををを始始始始めているところであるめているところであるめているところであるめているところである。。。。        続続続続いていていていて、、、、若若若若者者者者のののの取取取取りりりり込込込込みということでみということでみということでみということで大学大学大学大学とのとのとのとの連連連連携携携携事業事業事業事業としてとしてとしてとして３３３３点点点点目目目目のののの新規新規新規新規事業事業事業事業についについについについてててて紹介紹介紹介紹介するするするする。。。。女子女子女子女子大大大大生生生生捕捕捕捕獲獲獲獲作戦作戦作戦作戦としてとしてとしてとして５５５５つのつのつのつの作戦作戦作戦作戦をををを本年度開本年度開本年度開本年度開始始始始したしたしたした。。。。１１１１点点点点目目目目のあそびののあそびののあそびののあそびの学学学学校校校校はははは、、、、淑淑淑淑徳徳徳徳短短短短期期期期大学大学大学大学のののの児童科児童科児童科児童科のののの学学学学生生生生をををを対対対対象象象象にににに、、、、環境環境環境環境遊遊遊遊びびびび等等等等のののの手手手手法法法法をををを体体体体得得得得してもらおうとしてもらおうとしてもらおうとしてもらおうと、、、、希希希希望望望望者者者者のみをのみをのみをのみを対対対対象象象象ににににボボボボランテランテランテランティィィィアワークアワークアワークアワーク事業事業事業事業をををを実実実実施施施施したしたしたした。。。。合合合合計計計計 12121212回行回行回行回行いいいい、、、、延延延延べべべべ 104104104104名名名名のののの女女女女子子子子大大大大生生生生のののの参参参参加加加加があったがあったがあったがあった。。。。        夏夏夏夏休休休休みのみのみのみのボボボボランテランテランテランティィィィアアアアへへへへのののの勧勧勧勧誘誘誘誘についてはについてはについてはについては、、、、夏夏夏夏休休休休みにたくさんみにたくさんみにたくさんみにたくさん組組組組まれているまれているまれているまれている子子子子供供供供向向向向けのけのけのけの事業事業事業事業へへへへのののの協協協協力力力力をををを考考考考ええええたたたた。。。。それにはおそれにはおそれにはおそれにはお兄兄兄兄さんさんさんさん、、、、おおおお姉姉姉姉さんのさんのさんのさんの立場立場立場立場ののののボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアの役割役割役割役割はははは非常非常非常非常にににに大大大大きいものがありきいものがありきいものがありきいものがあり、、、、区区区区内内内内のののの女子女子女子女子大大大大にににに働働働働きかけきかけきかけきかけ、、、、このこのこのこの夏夏夏夏はははは合合合合計計計計 14141414名名名名のののの女子女子女子女子大大大大生生生生ののののボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアの参参参参加加加加をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた。。。。        作戦作戦作戦作戦３３３３としてとしてとしてとして、、、、大学大学大学大学祭祭祭祭へへへへのののの出出出出店店店店であるであるであるである。。。。内容内容内容内容はははは、、、、当当当当センターをセンターをセンターをセンターを活動活動活動活動のののの拠拠拠拠点点点点としているさとしているさとしているさとしているさききききおりおりおりおりココココーーーーナナナナーとリフォームーとリフォームーとリフォームーとリフォームココココーーーーナナナナーのーのーのーの２２２２つをつをつをつを学学学学生生生生のメンバーとのメンバーとのメンバーとのメンバーと共催共催共催共催でででで大学大学大学大学祭祭祭祭でででで実実実実演販演販演販演販売売売売をををを行行行行ったったったった。。。。家家家家政大政大政大政大とととと淑淑淑淑徳徳徳徳短短短短大大大大のののの２２２２校校校校でででで本年度本年度本年度本年度からからからから初初初初めてめてめてめて開開開開始始始始しているしているしているしている。。。。        作戦作戦作戦作戦４４４４としてとしてとしてとして校校校校外外外外講講講講座座座座、、、、近近近近くのくのくのくの女子女子女子女子大大大大とととと提提提提携携携携しししし、、、、短短短短大大大大のののの家家家家政学政学政学政学総総総総論論論論のののの授授授授業業業業をそっくりそをそっくりそをそっくりそをそっくりそのままいただきのままいただきのままいただきのままいただき、、、、社会社会社会社会福祉福祉福祉福祉学学学学科科科科のののの介介介介護護護護ココココースとースとースとースと食物食物食物食物栄栄栄栄養養養養ココココースースースース、、、、全然全然全然全然環境環境環境環境とはとはとはとは関係関係関係関係ないないないないココココースであるがースであるがースであるがースであるが、、、、先生先生先生先生からのからのからのからの要要要要望望望望とこちらのとこちらのとこちらのとこちらの要要要要望望望望ががががぴぴぴぴったりったりったりったり一一一一致致致致したしたしたした形形形形でででで、、、、家家家家政学政学政学政学総総総総論論論論をををを全全全全部部部部上上上上げましげましげましげましょょょょうということでうということでうということでうということで、、、、施施施施設設設設見学見学見学見学とととと体体体体験験験験型学習型学習型学習型学習プロプロプロプロググググラムでラムでラムでラムで３３３３時間時間時間時間でででで 111155550000 名名名名のののの参参参参加加加加をいただいているをいただいているをいただいているをいただいている。。。。        最後最後最後最後にににに、、、、エエエエコボコボコボコボランテランテランテランティィィィアアアアサークルであるサークルであるサークルであるサークルである。。。。こちらはこちらはこちらはこちらは今年今年今年今年 11111111月月月月にににに始始始始めたできたてめたできたてめたできたてめたできたてほほほほややややほほほほやのやのやのやの作戦作戦作戦作戦であるがであるがであるがであるが、、、、このこのこのこの件件件件についてはについてはについてはについては？？？？マークがついているとおりマークがついているとおりマークがついているとおりマークがついているとおり、、、、現状現状現状現状ではマルではマルではマルではマル秘秘秘秘扱扱扱扱いいいいとなっているのでごとなっているのでごとなっているのでごとなっているのでご了了了了解解解解ののののほほほほどよろしくおどよろしくおどよろしくおどよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        それではそれではそれではそれでは、、、、おおおお話話話話はこのくらいにしてはこのくらいにしてはこのくらいにしてはこのくらいにして、、、、実実実実際際際際にににに体体体体験験験験学習学習学習学習プロプロプロプロググググラムとはラムとはラムとはラムとは一一一一体体体体どういうものどういうものどういうものどういうものなのかなのかなのかなのか、、、、実実実実演演演演をををを交交交交ええええながらごながらごながらごながらご紹介紹介紹介紹介させていただきたいさせていただきたいさせていただきたいさせていただきたい。。。。これからこれからこれからこれから皆皆皆皆さんにごらんいただくさんにごらんいただくさんにごらんいただくさんにごらんいただくのはのはのはのは、、、、体体体体験験験験型学習型学習型学習型学習プロプロプロプロググググラムラムラムラム環境環境環境環境ミミミミニニニニ教教教教室室室室のののの「「「「川川川川をををを汚汚汚汚したのはだれしたのはだれしたのはだれしたのはだれ……………………あるあるあるある川川川川のののの物語物語物語物語」」」」とととといういういういう劇劇劇劇でででで皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと一一一一緒緒緒緒にににに進進進進めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい。。。。                                                        〔〔〔〔デモデモデモデモンストレーシンストレーシンストレーシンストレーションョンョンョン〕〕〕〕        時間時間時間時間のののの関係関係関係関係があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、このこのこのこの辺辺辺辺でででで終終終終わりにしたいわりにしたいわりにしたいわりにしたい。。。。川川川川のののの汚汚汚汚れのれのれのれの原原原原因因因因についてはについてはについてはについては、、、、人間人間人間人間ののののかかわりかかわりかかわりかかわり方方方方がいかにがいかにがいかにがいかに大大大大きいかということをきいかということをきいかということをきいかということを劇劇劇劇にににに参参参参加加加加しながらしながらしながらしながら皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに感感感感じじじじていただきていただきていただきていただき、、、、でででではははは、、、、川川川川をををを汚汚汚汚さないようにするにはどうしたらいいのかさないようにするにはどうしたらいいのかさないようにするにはどうしたらいいのかさないようにするにはどうしたらいいのか、、、、そのそのそのその方法方法方法方法をををを生生生生活活活活排排排排水水水水ののののＣＣＣＣＯＯＯＯＤＤＤＤのののの汚汚汚汚れのれのれのれの確確確確認認認認実実実実験験験験にににに結結結結びつけていくびつけていくびつけていくびつけていく。。。。またまたまたまた、、、、顕顕顕顕微微微微鏡鏡鏡鏡でででで、、、、活活活活性性性性汚汚汚汚泥泥泥泥のののの主主主主役役役役であるであるであるである微微微微生物生物生物生物をををを見見見見せたせたせたせたりりりり、、、、利利利利きききき水水水水テストをしたりテストをしたりテストをしたりテストをしたり、、、、もろもろもろもろもろもろもろもろ合合合合わせてわせてわせてわせて約約約約２２２２時間時間時間時間ののののココココースでースでースでースで川川川川のののの問問問問題題題題、、、、水水水水のののの問問問問題題題題にににについてついてついてついて実実実実験験験験をををを交交交交ええええながらながらながらながら実実実実感感感感していただくというしていただくというしていただくというしていただくという内容内容内容内容であるであるであるである。。。。環境環境環境環境ミミミミニニニニ教教教教室室室室はははは、、、、４４４４ココココースースースースありありありあり、、、、空空空空気気気気とととと水水水水とごみととごみととごみととごみと緑緑緑緑とととと生生生生きききき物物物物でででで、、、、いいいいずずずずれもれもれもれも楽楽楽楽しいしいしいしいゲゲゲゲームームームーム、、、、劇劇劇劇、、、、実実実実験験験験をををを交交交交ええええながらながらながらながら皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに環境問環境問環境問環境問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組んでいただこうというんでいただこうというんでいただこうというんでいただこうという内容内容内容内容でででで実実実実施施施施しておりしておりしておりしており、、、、今現今現今現今現在在在在、、、、修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行ののののココココースにもースにもースにもースにも取取取取りりりり上上上上げられているげられているげられているげられている人人人人気急気急気急気急上上上上昇昇昇昇中中中中のののの体体体体験験験験学習学習学習学習プロプロプロプロググググラムであるラムであるラムであるラムである。。。。        以上以上以上以上でででで私私私私のののの発表発表発表発表をををを終終終終わらせていただくわらせていただくわらせていただくわらせていただく。。。。ごごごご協協協協力力力力、、、、ごごごご清清清清聴聴聴聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））    
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    司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））        菊菊菊菊さんさんさんさん、、、、どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。演演演演技技技技がががが真真真真にににに迫迫迫迫っておりっておりっておりっており、、、、関関関関心心心心しましたしましたしましたしました。。。。ありありありありがとうございましたがとうございましたがとうございましたがとうございました。。。。        ではではではでは、、、、４４４４番番番番目目目目のののの講講講講演演演演ををををググググローバル・スローバル・スローバル・スローバル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンス・アライアンス・アライアンス・アライアンス常任常任常任常任理理理理事事事事のののの岡田岡田岡田岡田さんからおさんからおさんからおさんからお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        岡田常岡田常岡田常岡田常任任任任理理理理事事事事        今日今日今日今日はははは国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムの研究会研究会研究会研究会におにおにおにお呼呼呼呼びいただきびいただきびいただきびいただき、、、、ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうございますざいますざいますざいます。。。。坂本坂本坂本坂本さんさんさんさん、、、、鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦さんにはさんにはさんにはさんには大変大変大変大変おおおお世世世世話話話話になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。            実実実実はははは私私私私どもどもどもどもググググローバル・スローバル・スローバル・スローバル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンス・アライアンス・アライアンス・アライアンス((((GGGGSSSSAAAA))))はははは、、、、日本日本日本日本のののの特特特特定定定定非非非非営営営営利利利利活動活動活動活動促促促促進法進法進法進法にににに基基基基づづづづいてつくられたいてつくられたいてつくられたいてつくられた法人法人法人法人であるであるであるである。。。。余余余余りかたいことをりかたいことをりかたいことをりかたいことを言言言言ってってってって環境学習環境学習環境学習環境学習をするよりをするよりをするよりをするより、、、、ススススポポポポーーーーツツツツのののの現場現場現場現場をををを通通通通してしてしてして環境環境環境環境についてについてについてについて体体体体感感感感することをすることをすることをすることを目的目的目的目的にににに掲掲掲掲げてげてげてげて活動活動活動活動しているしているしているしている。。。。        先先先先ほほほほどどどど、、、、板橋板橋板橋板橋区区区区エエエエコポコポコポコポリスセンターのリスセンターのリスセンターのリスセンターの菊菊菊菊さんからさんからさんからさんから、、、、川川川川はははは流流流流れるというれるというれるというれるという話話話話をしていただいをしていただいをしていただいをしていただいたがたがたがたが、、、、川川川川のののの上上上上流流流流のののの方方方方でででで私私私私もももも数数数数年前年前年前年前、、、、実実実実はははは大大大大分分分分悪悪悪悪いいいいことをしていたことをしていたことをしていたことをしていた。。。。今日今日今日今日ここにたまたまここにたまたまここにたまたまここにたまたま上上上上越越越越市市市市からからからから上上上上石石石石さんがさんがさんがさんが見見見見ええええているがているがているがているが、、、、まさにまさにまさにまさに上上上上越越越越市市市市のののの隣隣隣隣のののの新新新新潟潟潟潟県県県県新新新新井井井井市市市市でででで、、、、私私私私はちはちはちはちょょょょうどうどうどうど 10101010年年年年ほほほほどどどど前前前前にスにスにスにスキキキキーーーー場場場場のののの開開開開発発発発をしたをしたをしたをした。。。。これはこれはこれはこれは超超超超大大大大規模規模規模規模ススススキキキキーーーー場場場場でででで、、、、1000100010001000 ヘヘヘヘクタールクタールクタールクタール程程程程度度度度のののの山山山山全全全全体体体体のののの開開開開発発発発であるであるであるである。。。。            このこのこのこの図図図図をごらんいただくとわかるがをごらんいただくとわかるがをごらんいただくとわかるがをごらんいただくとわかるが、、、、尾尾尾尾根根根根筋筋筋筋をスをスをスをスキキキキーーーーココココースにするためにはースにするためにはースにするためにはースにするためには、、、、そこにそこにそこにそこに生生生生ええええていたていたていたていた木木木木をををを全部全部全部全部伐伐伐伐採採採採しししし、、、、さらにさらにさらにさらに土土土土をををを動動動動かさなくてはいけないかさなくてはいけないかさなくてはいけないかさなくてはいけない。。。。土土土土をををを動動動動かすというのはどかすというのはどかすというのはどかすというのはどういうことかというとういうことかというとういうことかというとういうことかというと、、、、それそのものがそれそのものがそれそのものがそれそのものが環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊であるであるであるである。。。。ななななぜぜぜぜならならならなら、、、、ススススキキキキーーーー場場場場をををを開開開開発発発発しよしよしよしようとするとうとするとうとするとうとすると、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても山山山山ををををカカカカットしットしットしットし、、、、切切切切りりりり土土土土、、、、盛盛盛盛りりりり土土土土をしていくをしていくをしていくをしていく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。そのそのそのその過過過過程程程程でででで大変大変大変大変重要重要重要重要なななな落落落落ちちちち葉葉葉葉でででで何何何何百百百百年年年年、、、、何何何何千千千千年年年年もかかってつくってきたもかかってつくってきたもかかってつくってきたもかかってつくってきた肥肥肥肥沃沃沃沃なななな土土土土（（（（表表表表土土土土））））をををを全部全部全部全部ブブブブルルルルドドドドーーーーザザザザーやーやーやーやユユユユンンンンボボボボででででひひひひっくりっくりっくりっくり返返返返してしまうしてしまうしてしまうしてしまう。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、そのそのそのその中中中中にすんでいるにすんでいるにすんでいるにすんでいる自自自自然生態然生態然生態然生態系系系系をををを全部全部全部全部殺殺殺殺すことになるすことになるすことになるすことになる。。。。            実実実実はははは私私私私のののの視視視視点点点点はははは土土土土であるであるであるである。。。。自自自自然生態系然生態系然生態系然生態系とととと言言言言ったときったときったときったとき、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても我我我我々々々々がががが目目目目にににに見見見見ええええるるるる人間人間人間人間、、、、植植植植物物物物、、、、動動動動物等物等物等物等にににに目目目目がががが行行行行きがちであるがきがちであるがきがちであるがきがちであるが、、、、実実実実はははは土土土土のののの中中中中にあるにあるにあるにある自自自自然生態系然生態系然生態系然生態系はははは地地地地上上上上にあるにあるにあるにある自自自自然生然生然生然生態系態系態系態系よりもはるかによりもはるかによりもはるかによりもはるかに密密密密度度度度がががが濃濃濃濃いいいい。。。。たとたとたとたとええええばばばば、、、、土土土土のののの中中中中でででで水水水水をきれいにしてくれるをきれいにしてくれるをきれいにしてくれるをきれいにしてくれる微微微微生物生物生物生物はははは、、、、１１１１㏄㏄㏄㏄当当当当たりたりたりたり 10101010億億億億個個個個いるといるといるといると言言言言われているわれているわれているわれている。。。。そんなものがそんなものがそんなものがそんなものが地地地地球球球球上上上上をををを覆覆覆覆っているっているっているっている表表表表土土土土のののの中中中中にいるにいるにいるにいるわけでわけでわけでわけで大変大変大変大変なななな自自自自然生態系然生態系然生態系然生態系でありでありでありであり、、、、私私私私はそこにはそこにはそこにはそこに注注注注目目目目したしたしたした。。。。        そこでそこでそこでそこで私私私私はははは、、、、当当当当時時時時、、、、新新新新潟潟潟潟県県県県新新新新井井井井市市市市でででで開開開開発発発発をするにあたってをするにあたってをするにあたってをするにあたって、、、、山山山山にあったにあったにあったにあった肥肥肥肥沃沃沃沃なななな表表表表土土土土をををを徹徹徹徹底底底底してしてしてして保全保全保全保全するするするする開開開開発発発発をしたをしたをしたをした。。。。そのそのそのその後後後後、、、、長長長長野野野野オオオオリンリンリンリンピピピピックックックック等等等等がありがありがありがあり、、、、そういったそういったそういったそういった工工工工事方法事方法事方法事方法をををを取取取取りりりり入入入入れたところもれたところもれたところもれたところも出出出出てきたのだがてきたのだがてきたのだがてきたのだが、、、、いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる環境環境環境環境保全保全保全保全型型型型のののの開開開開発発発発をををを試試試試みたみたみたみた。。。。表表表表土土土土復復復復元元元元といといといというううう工工工工法法法法がありがありがありがあり、、、、山山山山をををを開開開開発発発発するするするする際際際際、、、、切切切切りりりり土土土土・・・・盛盛盛盛りりりり土土土土をするをするをするをする前前前前にににに、、、、表表表表土土土土をををを１１１１回回回回ブブブブルルルルドドドドーーーーザザザザーなーなーなーなどではいでおきどではいでおきどではいでおきどではいでおき、、、、それからそれからそれからそれから切切切切りりりり土土土土・・・・盛盛盛盛りりりり土土土土などでなどでなどでなどで土土土土をををを動動動動かしてスかしてスかしてスかしてスキキキキーーーーココココースをつくったースをつくったースをつくったースをつくった後後後後、、、、そこにとっておいたそこにとっておいたそこにとっておいたそこにとっておいた表表表表土土土土をををを埋埋埋埋めめめめ戻戻戻戻すとすとすとすと、、、、１１１１週週週週間間間間もたたないうちにもたたないうちにもたたないうちにもたたないうちに芽芽芽芽がががが吹吹吹吹きききき出出出出しししし、、、、やがてやがてやがてやがて緑緑緑緑化化化化がががが進進進進んでいくんでいくんでいくんでいく。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、地地地地元元元元のののの植植植植生生生生でのでのでのでの緑緑緑緑化化化化がががが進進進進むむむむのでのでのでので、、、、雪雪雪雪崩崩崩崩やややや土土土土砂砂砂砂崩崩崩崩れれれれ等等等等のののの事事事事故故故故がががが起起起起きにくいきにくいきにくいきにくい。。。。私私私私はははは当当当当時時時時、、、、このようなこのようなこのようなこのような開開開開発発発発をやってきたをやってきたをやってきたをやってきた。。。。        さてさてさてさて、、、、土土土土といといといといええええばばばば農農農農業業業業であるであるであるである。。。。ススススキキキキーーーー場開場開場開場開発発発発をををを行行行行っていたっていたっていたっていた際際際際、、、、山山山山頂頂頂頂付付付付近近近近はははは新新新新井井井井市市市市のののの持持持持ちちちち物物物物であったのでであったのでであったのでであったので、、、、用地用地用地用地交交交交渉渉渉渉のののの必要必要必要必要はなかったがはなかったがはなかったがはなかったが、、、、山山山山麓麓麓麓付付付付近近近近ははははほほほほとんどとんどとんどとんど地地地地元元元元農農農農家家家家のののの方方方方々々々々のののの保保保保



 206

有有有有地地地地であったであったであったであった。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、私私私私はははは、、、、開開開開発発発発責責責責任任任任者者者者としてとしてとしてとして、「、「、「、「土土土土地地地地をちをちをちをちょょょょっとっとっとっと売売売売ってくれませんってくれませんってくれませんってくれませんかかかか」「」「」「」「ススススキキキキーーーー場場場場にににに使使使使うのでうのでうのでうので貸貸貸貸してくれませんかしてくれませんかしてくれませんかしてくれませんか」」」」とととと、、、、彼彼彼彼らのところにおらのところにおらのところにおらのところにお邪魔邪魔邪魔邪魔をしてをしてをしてをして、、、、酒酒酒酒をのをのをのをのみなみなみなみながらがらがらがら、、、、話話話話をしてきたをしてきたをしてきたをしてきた。「。「。「。「山山山山のののの開開開開発発発発はははは、、、、環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊だだだだ！！！！」」」」などとなどとなどとなどと、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ言言言言われながらわれながらわれながらわれながら、、、、彼彼彼彼らとらとらとらと会話会話会話会話をしているとをしているとをしているとをしていると、、、、話話話話題題題題はははは農農農農業業業業のののの話話話話になっていったになっていったになっていったになっていった。。。。私私私私はははは農農農農業業業業のことをのことをのことをのことを知知知知らなかっらなかっらなかっらなかったのでたのでたのでたので、、、、農農農農業業業業やややや彼彼彼彼らのことをらのことをらのことをらのことを知知知知ろうとろうとろうとろうと思思思思いいいい、、、、昼昼昼昼間間間間、、、、会社会社会社会社をサをサをサをサボボボボってはってはってはっては農農農農地地地地にににに行行行行きききき、、、、農農農農家家家家のののの方方方方々々々々のおのおのおのお手手手手伝伝伝伝いをしていたいをしていたいをしていたいをしていた。。。。そこでそこでそこでそこで気気気気がついたことはがついたことはがついたことはがついたことは、、、、私私私私どももどももどももどもも確確確確かにかにかにかに環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊をしていをしていをしていをしていたがたがたがたが、、、、農農農農業業業業のののの方方方方々々々々のののの方方方方がはるかにもっとがはるかにもっとがはるかにもっとがはるかにもっとひひひひどいどいどいどい環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊をしていたということだをしていたということだをしていたということだをしていたということだ。。。。水水水水田田田田やややや畑畑畑畑でででで使使使使われるわれるわれるわれる農農農農薬薬薬薬（（（（除除除除草剤草剤草剤草剤などなどなどなど））））化学化学化学化学肥肥肥肥料料料料はははは、、、、土土土土のののの中中中中にいるにいるにいるにいる自自自自然生態系然生態系然生態系然生態系をををを全部全部全部全部殺殺殺殺すすすす方法方法方法方法にににに動動動動いているいているいているいている。。。。これはこれはこれはこれは決決決決してしてしてして農農農農家家家家のののの人人人人たたたたちがちがちがちが悪悪悪悪いのではなくいのではなくいのではなくいのではなく、、、、世世世世界中界中界中界中のののの農農農農業業業業全全全全体体体体がががが、、、、収量収量収量収量ををををあげるためにあげるためにあげるためにあげるために、、、、化学化学化学化学薬薬薬薬品品品品をををを使使使使ってきたというところにってきたというところにってきたというところにってきたというところに問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。        やがてやがてやがてやがて、、、、ススススキキキキーーーー場場場場のののの開開開開発発発発もももも終終終終わりわりわりわり、、、、現場現場現場現場をををを去去去去ることになったがることになったがることになったがることになったが、、、、どうしたらどうしたらどうしたらどうしたら環境環境環境環境をををを破壊破壊破壊破壊しないしないしないしない農農農農業業業業ができるのかというができるのかというができるのかというができるのかという問問問問題題題題意識意識意識意識からからからから、、、、当当当当時時時時、、、、今今今今からからからから７７７７年前年前年前年前にににに現現現現地地地地にににに農農農農業業業業生生生生産法人産法人産法人産法人ゆゆゆゆうきをうきをうきをうきを設設設設立立立立したしたしたした。。。。完完完完全全全全無無無無農農農農薬薬薬薬有有有有機機機機栽栽栽栽培培培培をををを行行行行うためのうためのうためのうための組組組組織織織織でででで、、、、これはこれはこれはこれは今今今今でもでもでもでも行行行行っているっているっているっている。。。。        当当当当時時時時はははは小小小小さいところからさいところからさいところからさいところから始始始始めたがめたがめたがめたが、、、、そのそのそのその後後後後、、、、テクテクテクテクノノノノロジーがどんどんロジーがどんどんロジーがどんどんロジーがどんどん進化進化進化進化してしてしてして大大大大規模規模規模規模になになになになったったったった。。。。このこのこのこの画画画画像像像像はははは田田田田植植植植ええええをしているをしているをしているをしている状状状状況況況況であるがであるがであるがであるが、、、、従来従来従来従来のののの方法方法方法方法ではではではでは雑雑雑雑草草草草取取取取りがりがりがりが大変大変大変大変でででで除除除除草草草草剤剤剤剤がががが必要必要必要必要だっただっただっただった。。。。このこのこのこの田田田田植植植植ええええ機機機機ではではではでは、、、、雑雑雑雑草草草草をををを抑抑抑抑ええええるためにるためにるためにるために再生再生再生再生紙紙紙紙のロールのロールのロールのロール状状状状になったものになったものになったものになったものをををを敷敷敷敷きききき詰詰詰詰めながらめながらめながらめながら田田田田植植植植ええええをしていくをしていくをしていくをしていく。。。。再生再生再生再生紙紙紙紙のロールによってのロールによってのロールによってのロールによって、、、、そのそのそのその田田田田んんんんぼぼぼぼにはにはにはには最最最最初初初初のののの１１１１カカカカ月月月月かかかか１１１１カカカカ月月月月半程半程半程半程度度度度はははは雑雑雑雑草草草草がががが生生生生ええええにくくなりにくくなりにくくなりにくくなり、、、、雑雑雑雑草草草草取取取取りのりのりのりの必要必要必要必要がなくなるがなくなるがなくなるがなくなる。。。。これもテクこれもテクこれもテクこれもテクノノノノロジーのロジーのロジーのロジーの進化進化進化進化によってできたことであるによってできたことであるによってできたことであるによってできたことである。。。。こういったこういったこういったこういった有有有有機機機機栽栽栽栽培培培培のののの農農農農業業業業をををを行行行行っているっているっているっている。。。。        開開開開発発発発によるによるによるによる環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊ややややビビビビジジジジネネネネスによるスによるスによるスによる環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊はどこでもあることであるはどこでもあることであるはどこでもあることであるはどこでもあることである。。。。私私私私はそこにはそこにはそこにはそこに単単単単身身身身赴赴赴赴任任任任していながらしていながらしていながらしていながら、、、、ふふふふとととと考考考考ええええたことがあるたことがあるたことがあるたことがある。。。。            「「「「我我我我々々々々はははは、、、、こういうことをしてこういうことをしてこういうことをしてこういうことをして地地地地球球球球環境環境環境環境をををを破壊破壊破壊破壊しながらしながらしながらしながら、、、、一一一一体何体何体何体何のためのためのためのためにににに開開開開発発発発ややややビビビビジジジジネネネネスをしているのかスをしているのかスをしているのかスをしているのか。」。」。」。」            当当当当たりたりたりたり前前前前なことなのかもしれないがなことなのかもしれないがなことなのかもしれないがなことなのかもしれないが、、、、中中中中にはおにはおにはおにはお金金金金もうけのためともうけのためともうけのためともうけのためと言言言言うううう人人人人もいるかもしれもいるかもしれもいるかもしれもいるかもしれないないないない。。。。ただただただただ、、、、おおおお金金金金もうけをしてももうけをしてももうけをしてももうけをしても、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん構構構構わないがわないがわないがわないが、、、、原原原原点点点点にににに戻戻戻戻るとるとるとると、、、、究究究究極極極極はははは自自自自分分分分のののの生生生生活活活活、、、、ひひひひいてはいてはいてはいては隣隣隣隣のののの人人人人のののの生生生生活活活活、、、、人人人人類類類類全全全全体体体体のののの生生生生活活活活のののの質質質質、、、、ククククオオオオリテリテリテリティィィィ・・・・オオオオブブブブ・ライフを・ライフを・ライフを・ライフを高高高高めるこめるこめるこめることがとがとがとが、、、、ビビビビジジジジネネネネスのスのスのスの目的目的目的目的ではなかったかではなかったかではなかったかではなかったか。。。。        さてさてさてさて、、、、振振振振りりりり返返返返ってってってって我我我我々々々々のののの毎毎毎毎日日日日ののののビビビビジジジジネネネネスススス活動活動活動活動やややや開開開開発発発発活動活動活動活動をををを見見見見てみるとてみるとてみるとてみると、、、、確確確確かにかにかにかに便便便便利利利利になになになになったったったった。。。。今日今日今日今日もここもここもここもここへへへへ来来来来るときにるときにるときにるときに、、、、私私私私はははは地下地下地下地下鉄鉄鉄鉄でででで２２２２駅駅駅駅ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの場場場場所所所所にいたのでにいたのでにいたのでにいたので、、、、歩歩歩歩いたらいたらいたらいたら大大大大変変変変なななな距距距距離離離離であるがであるがであるがであるが、、、、５５５５分分分分ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで到到到到着着着着すすすすることができたることができたることができたることができた。。。。確確確確かにかにかにかに物物物物質的質的質的質的にはにはにはには便便便便利利利利になりになりになりになり、、、、ココココンンンンピピピピューターもあューターもあューターもあューターもあふふふふれているれているれているれている。。。。しかししかししかししかし、、、、地地地地球温暖球温暖球温暖球温暖化化化化ややややオオオオゾゾゾゾンンンン層層層層破壊破壊破壊破壊等等等等のののの地地地地球球球球環境問環境問環境問環境問題題題題がががが出出出出てきたてきたてきたてきた。。。。まさにまさにまさにまさに菊菊菊菊さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話のとおりのとおりのとおりのとおり川川川川はははは流流流流れてきてれてきてれてきてれてきて、、、、魚魚魚魚がきっとがきっとがきっとがきっと息息息息をしにくいであろをしにくいであろをしにくいであろをしにくいであろううううＢＢＢＢＯＯＯＯＤＤＤＤ、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯＤＤＤＤのののの非常非常非常非常にににに高高高高いものがいものがいものがいものが出出出出てきたてきたてきたてきた。。。。とととと同同同同時時時時にににに、、、、人間人間人間人間もももも実実実実はははは住住住住みにくくなってみにくくなってみにくくなってみにくくなっているのではないかということにいるのではないかということにいるのではないかということにいるのではないかということに気気気気がつくがつくがつくがつく。。。。            東東東東京京京京はははは、、、、今今今今、、、、ディディディディーゼルーゼルーゼルーゼル車車車車にににに対対対対するするするする NoNoNoNo作戦作戦作戦作戦をををを石石石石原原原原都都都都知知知知事事事事がやってくださっているががやってくださっているががやってくださっているががやってくださっているが、、、、ややややはりはりはりはり空空空空気気気気はははは悪悪悪悪いいいい。。。。水水水水もクもクもクもクオオオオリテリテリテリティィィィがががが悪悪悪悪いいいい。。。。こういったものでこういったものでこういったものでこういったもので果果果果たしてたしてたしてたして我我我我々々々々のクのクのクのクオオオオリテリテリテリティィィィ・・・・オオオオブブブブ・ライフが・ライフが・ライフが・ライフが高高高高まったとまったとまったとまったと言言言言ええええるのかるのかるのかるのか、、、、私私私私はははは言言言言ええええないとないとないとないと思思思思うううう。。。。        二酸二酸二酸二酸化化化化炭炭炭炭素素素素ががががふえふえふえふえてきたとかてきたとかてきたとかてきたとか、、、、地地地地球温暖球温暖球温暖球温暖化化化化のののの問問問問題題題題ではではではでは、、、、アメリアメリアメリアメリカカカカ合合合合衆衆衆衆国国国国やややや日本日本日本日本、、、、先先先先進国進国進国進国はははは二酸二酸二酸二酸化化化化炭炭炭炭素素素素ががががふえふえふえふえてきたことにてきたことにてきたことにてきたことに、、、、悪悪悪悪いいいい意意意意味味味味でででで一番一番一番一番貢献貢献貢献貢献しているしているしているしている。。。。ＣＣＣＣＯＰＯＰＯＰＯＰ３３３３以以以以降降降降、、、、ずずずずっとっとっとっとそういったことがそういったことがそういったことがそういったことが話話話話されているがされているがされているがされているが、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは政治的政治的政治的政治的なことではなくなことではなくなことではなくなことではなく、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの生生生生活活活活そのもそのもそのもそのも



 207

のをのをのをのを見見見見直直直直すすすす中中中中でででで、、、、どのようにしたらいいかどのようにしたらいいかどのようにしたらいいかどのようにしたらいいか考考考考ええええるるるるべべべべきだろうきだろうきだろうきだろう。。。。            私私私私どもどもどもどもググググローバル・スローバル・スローバル・スローバル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンス・アライアンス・アライアンス・アライアンス((((GGGGSSSSAAAA))))はははは、「、「、「、「真真真真にににに豊豊豊豊かなかなかなかな社会社会社会社会づづづづくりをしていくりをしていくりをしていくりをしていくくくく！！！！」」」」などとなどとなどとなどと生生生生意意意意気気気気なことをなことをなことをなことを言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、基基基基本的本的本的本的にににに地地地地球球球球環境問環境問環境問環境問題題題題がががが生生生生まれたまれたまれたまれた原原原原因因因因はははは、、、、物物物物のののの大大大大量生量生量生量生産産産産、、、、大大大大量消費量消費量消費量消費によるによるによるによる現現現現代代代代文文文文明明明明がつくりがつくりがつくりがつくり出出出出してきたということにしてきたということにしてきたということにしてきたということに間間間間違違違違いないいないいないいない。。。。それそれそれそれにかわるにかわるにかわるにかわる文文文文明明明明をつくるためをつくるためをつくるためをつくるため、、、、高付高付高付高付加加加加価値価値価値価値、、、、低低低低環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの経済経済経済経済とととと言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、捨捨捨捨てるてるてるてる物物物物にににに頼頼頼頼ってってってって経済経済経済経済をつくるのではなくをつくるのではなくをつくるのではなくをつくるのではなく、、、、捨捨捨捨てるものではないてるものではないてるものではないてるものではない、、、、たとたとたとたとええええばばばば人間人間人間人間のののの心心心心とかとかとかとか体体体体などをなどをなどをなどを豊豊豊豊かにするかにするかにするかにする文文文文化化化化、、、、芸芸芸芸術術術術、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ、、、、教育教育教育教育等等等等にもっとおにもっとおにもっとおにもっとお金金金金をををを使使使使ってってってって経済経済経済経済をつくっていったらどをつくっていったらどをつくっていったらどをつくっていったらどうかということをうかということをうかということをうかということを考考考考ええええているているているている。。。。        もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、生態系生態系生態系生態系がががが豊豊豊豊かでなければかでなければかでなければかでなければ、、、、自自自自然然然然のののの浄浄浄浄化化化化能能能能力力力力がないのでがないのでがないのでがないので、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな土土土土壌壌壌壌とかとかとかとか自自自自然然然然生態系生態系生態系生態系はははは当然必要当然必要当然必要当然必要でありでありでありであり、、、、自自自自然生態系然生態系然生態系然生態系をををを破壊破壊破壊破壊しないようなしないようなしないようなしないような、、、、よりよいよりよいよりよいよりよい科科科科学学学学技術技術技術技術のののの進進進進歩歩歩歩もももも必必必必要要要要であるであるであるである。。。。例例例例ええええばここにばここにばここにばここに今今今今あるあるあるある自動自動自動自動車車車車がががが悪悪悪悪いということではないといということではないといということではないといということではないと思思思思うううう。。。。自動自動自動自動車車車車はははは人間人間人間人間のののの移移移移動動動動手段手段手段手段としてとしてとしてとして必要必要必要必要なものでありなものでありなものでありなものであり、、、、そうであればそうであればそうであればそうであれば自動自動自動自動車車車車がががが出出出出すすすす廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを減減減減らすとからすとからすとからすとか、、、、自動自動自動自動車車車車をつくるためにかかるエをつくるためにかかるエをつくるためにかかるエをつくるためにかかるエネネネネルルルルギギギギーをーをーをーを減減減減らすことをらすことをらすことをらすことを考考考考ええええることがることがることがることが大事大事大事大事でででで、、、、それがそれがそれがそれが、、、、科科科科学学学学技技技技術術術術のののの進化進化進化進化がががが必要必要必要必要だということであるだということであるだということであるだということである。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ススススポポポポーーーーツツツツやややや文文文文化化化化、、、、芸芸芸芸術等術等術等術等のののの環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの低低低低いいいい産業産業産業産業のののの振興振興振興振興がががが必要必要必要必要なのではないかとなのではないかとなのではないかとなのではないかと、、、、GGGGSSSSAAAAはははは考考考考ええええているているているている。。。。        さてさてさてさて、、、、だれかだれかだれかだれか１１１１人人人人だけがそんなことをだけがそんなことをだけがそんなことをだけがそんなことを言言言言っていてもっていてもっていてもっていても社会社会社会社会はははは変変変変わるものではないわるものではないわるものではないわるものではない。。。。今日今日今日今日こここここにこにこにこに集集集集まったまったまったまった方方方方々々々々もももも含含含含めてめてめてめて、、、、みんなでみんなでみんなでみんなで力力力力をををを合合合合わせればわせればわせればわせれば社会社会社会社会はははは変変変変わっていくとわっていくとわっていくとわっていくと思思思思っているっているっているっている。。。。社会社会社会社会をををを変変変変ええええるるるる新新新新しいしいしいしい考考考考ええええ方方方方をををを導導導導入入入入するするするする、、、、価値観価値観価値観価値観をををを変変変変ええええるるるる、、、、ライフスタイルをライフスタイルをライフスタイルをライフスタイルを変変変変ええええるるるる大大大大きなきなきなきなシフトシフトシフトシフト、、、、パラダイムシフトとよくパラダイムシフトとよくパラダイムシフトとよくパラダイムシフトとよく言言言言われるがわれるがわれるがわれるが、、、、このこのこのこの大大大大きなきなきなきな変化変化変化変化をををを引引引引きききき起起起起こすにはこすにはこすにはこすには人間人間人間人間のののの集集集集合体合体合体合体によるによるによるによる力力力力からからからから来来来来るのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思っていてここにっていてここにっていてここにっていてここに公式公式公式公式をををを書書書書いたいたいたいた。「。「。「。「社会変革社会変革社会変革社会変革をするをするをするをする力力力力＝＝＝＝人人人人数数数数××××意識意識意識意識××××行動行動行動行動」」」」であるであるであるである。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは今今今今、、、、環境問環境問環境問環境問題題題題にににに関関関関心心心心がががが高高高高いいいい人人人人とみとみとみとみんなでんなでんなでんなで話話話話しししし合合合合いいいい、、、、人人人人数数数数のののの部分部分部分部分をををを増増増増やすやすやすやす努力努力努力努力をしているをしているをしているをしている。。。。一般一般一般一般のののの方方方方々々々々のののの意識意識意識意識もももも非常非常非常非常にににに高高高高まっまっまっまってきたとてきたとてきたとてきたと思思思思うううう。。。。毎毎毎毎日日日日のののの新新新新聞聞聞聞、、、、テレテレテレテレビビビビでででで環境環境環境環境というというというという言言言言葉葉葉葉がががが出出出出ないないないない日日日日はないはないはないはないぐぐぐぐらいらいらいらい環境問環境問環境問環境問題題題題のののの意識意識意識意識はははは高高高高まっているまっているまっているまっている。。。。そそそそしてしてしてして、、、、今今今今、、、、行動行動行動行動ということがもうということがもうということがもうということがもう既既既既になされているところもありになされているところもありになされているところもありになされているところもあり、、、、上上上上越越越越市市市市のようなのようなのようなのような、、、、ごみのごみのごみのごみの分別収集分別収集分別収集分別収集のののの話話話話もありもありもありもあり、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育のののの現場現場現場現場でででで子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが実実実実際際際際にににに 2000200020002000本本本本のののの木木木木にににに着着着着目目目目しししし、、、、生生生生ごみのリサイクルをやっているようなごみのリサイクルをやっているようなごみのリサイクルをやっているようなごみのリサイクルをやっているような話話話話もどんどんもどんどんもどんどんもどんどん出出出出てきているてきているてきているてきている。。。。        社会社会社会社会をををを変変変変ええええるということはるということはるということはるということは、、、、社会社会社会社会のののの仕仕仕仕組組組組みについてのみについてのみについてのみについての構造構造構造構造改革改革改革改革もももも考考考考ええええておかなくてはいておかなくてはいておかなくてはいておかなくてはいけないけないけないけない。。。。            ままままずずずず、、、、１１１１つのつのつのつの社会社会社会社会におけるにおけるにおけるにおけるＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯのののの必要性必要性必要性必要性及及及及びびびび役割役割役割役割についてについてについてについて考考考考ええええてみたいてみたいてみたいてみたい。。。。官官官官・・・・民民民民・・・・公公公公というというというという３３３３つのつのつのつの機能機能機能機能があるがあるがあるがある。。。。社会社会社会社会にはにはにはには、、、、官官官官・・・・民民民民・・・・公公公公というというというという３３３３つのつのつのつの機能機能機能機能がががが必要必要必要必要だとだとだとだと考考考考ええええるるるる。。。。官官官官・・・・自治体自治体自治体自治体やややや行政行政行政行政はははは、、、、例例例例ええええばばばば国国国国やややや地地地地方方方方のののの利利利利益益益益をををを考考考考ええええてててて行動行動行動行動するするするする。。。。会社会社会社会社はははは、、、、株株株株主主主主やおやおやおやお客客客客様様様様やややや社社社社員員員員のののの利利利利益益益益をををを優優優優先先先先してしてしてして考考考考ええええるるるる。。。。そうなるとそうなるとそうなるとそうなると、、、、環境問環境問環境問環境問題題題題やややや人人人人道道道道問問問問題題題題のののの社会的社会的社会的社会的、、、、しかもしかもしかもしかも公公公公的的的的なことなことなことなことはははは一一一一体体体体だれがだれがだれがだれが考考考考ええええるのかるのかるのかるのか、、、、今今今今までこのまでこのまでこのまでこの部分部分部分部分がががが抜抜抜抜けけけけ落落落落ちていたちていたちていたちていた。。。。多多多多分分分分江戸江戸江戸江戸時時時時代代代代ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの日本日本日本日本はははは、、、、公公公公というというというというココココンセプトがンセプトがンセプトがンセプトが非常非常非常非常にしっかりしていたとにしっかりしていたとにしっかりしていたとにしっかりしていたと思思思思うううう。。。。隣隣隣隣組組組組などのなどのなどのなどの組組組組織織織織のののの中中中中でででで助助助助けけけけ合合合合ってってってって生生生生きていこうというのがそのきていこうというのがそのきていこうというのがそのきていこうというのがその１１１１つだとつだとつだとつだと思思思思うううう。。。。一一一一つのつのつのつの組組組組織織織織がががが、、、、隣隣隣隣組組組組のののの規模規模規模規模よりももうよりももうよりももうよりももう少少少少しししし大大大大きくなったきくなったきくなったきくなった現現現現代代代代、、、、町町町町づづづづくりもくりもくりもくりもＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯのののの役割役割役割役割がががが非常非常非常非常にににに大大大大きいはきいはきいはきいはずずずずだだだだ。。。。        したがってしたがってしたがってしたがって、、、、環境問環境問環境問環境問題題題題やややや人人人人道道道道問問問問題題題題、、、、福祉福祉福祉福祉問問問問題等題等題等題等ににににチチチチャレンジするャレンジするャレンジするャレンジする際際際際にはにはにはにはＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯというというというという器器器器がががが非常非常非常非常にににに大事大事大事大事だということがいだということがいだということがいだということがいええええるるるる。。。。社会社会社会社会のののの仕仕仕仕組組組組みやみやみやみや NPONPONPONPO についてのについてのについてのについての問問問問題題題題点点点点はまだいろいはまだいろいはまだいろいはまだいろいろあるがろあるがろあるがろあるが、、、、幸幸幸幸いなことにいなことにいなことにいなことに、、、、日本日本日本日本ではではではでは、、、、ＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯのことがここのところのことがここのところのことがここのところのことがここのところずずずずっとっとっとっと議議議議論論論論されるようされるようされるようされるようになっているになっているになっているになっている。。。。アメリアメリアメリアメリカカカカとかとかとかとかヨヨヨヨーロッパではーロッパではーロッパではーロッパでは、、、、ＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯにににに有有有有給給給給でででで従従従従事事事事しているしているしているしている人人人人口口口口がががが全全全全体体体体のののの
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３３３３分分分分のののの１１１１というようにというようにというようにというように、、、、NPONPONPONPOのののの存存存存在在在在がががが当当当当たりたりたりたり前前前前になっているというになっているというになっているというになっているという統計統計統計統計もあるもあるもあるもある。。。。            さてさてさてさて、、、、ＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯのののの特特特特徴徴徴徴としてとしてとしてとして一番一番一番一番大事大事大事大事なのはなのはなのはなのは自自自自発発発発性性性性のののの要素要素要素要素があることがあることがあることがあること、、、、つまりつまりつまりつまりボボボボランタリランタリランタリランタリーであることであるーであることであるーであることであるーであることである。。。。GGGGSSSSAAAAでででで言言言言ええええばばばば、、、、自自自自分分分分みみみみずずずずからのからのからのからの意思意思意思意思でででで新新新新しいしいしいしい社会社会社会社会をつくっていくといをつくっていくといをつくっていくといをつくっていくというううう気気気気持持持持ちだとちだとちだとちだと言言言言ええええるるるる。。。。私私私私はこういはこういはこういはこういうううう社会社会社会社会をつくりたいというそのをつくりたいというそのをつくりたいというそのをつくりたいというその思思思思いがいがいがいが、、、、自自自自分分分分をををを駆駆駆駆りりりり立立立立てててて、、、、自自自自らららら参参参参加加加加してそういったものをつくっていくというしてそういったものをつくっていくというしてそういったものをつくっていくというしてそういったものをつくっていくという姿勢姿勢姿勢姿勢であるであるであるである。。。。これがこれがこれがこれがＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯとととと普普普普通通通通のののの会会会会社社社社のののの違違違違いであるいであるいであるいである。。。。普普普普通通通通のののの会社会社会社会社ではではではでは、、、、大多大多大多大多数数数数のののの人人人人はははは、、、、食食食食べべべべていくためにていくためにていくためにていくために働働働働くというくというくというくという感感感感じじじじがあがあがあがあるがるがるがるが、、、、ＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯのののの場合場合場合場合はもうはもうはもうはもう少少少少しししし能能能能動的動的動的動的にににに自自自自分分分分みみみみずずずずからからからから燃燃燃燃ええええていくというていくというていくというていくというボボボボランタリーなランタリーなランタリーなランタリーな意意意意識識識識がががが働働働働いているいているいているいている。。。。        ３３３３年前年前年前年前にににに施施施施行行行行されたされたされたされた日本日本日本日本のののの法法法法律律律律でででで特特特特定定定定非非非非営営営営利利利利活動活動活動活動促促促促進法進法進法進法というのがあるというのがあるというのがあるというのがある。。。。これにはこれにはこれにはこれには 12121212個個個個、、、、正正正正確確確確にににに言言言言うとうとうとうと 11111111 ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの項項項項目目目目にににに当当当当てはまるものはてはまるものはてはまるものはてはまるものは特特特特定定定定非非非非営営営営利利利利活動活動活動活動とととと呼呼呼呼ぼぼぼぼうとうとうとうと明明明明記記記記されていされていされていされているるるる。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、暴暴暴暴力力力力やややや政治政治政治政治、、、、宗宗宗宗教教教教団体団体団体団体等等等等はははは入入入入ってこないってこないってこないってこない。。。。いいいいずずずずれにしてもれにしてもれにしてもれにしても、、、、こういったこういったこういったこういった社社社社会会会会にににに根差根差根差根差すすすす、、、、公公公公的的的的なななな活動活動活動活動をするところにをするところにをするところにをするところに対対対対しししし、、、、国国国国がががが法人法人法人法人としてとしてとしてとして認知認知認知認知していこうというのがしていこうというのがしていこうというのがしていこうというのが特特特特定定定定非非非非営営営営利利利利活動活動活動活動促促促促進法進法進法進法であるであるであるである。。。。            実実実実はははは、、、、ググググローバル・スローバル・スローバル・スローバル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンス・アライアンス・アライアンス・アライアンス（（（（ＧＧＧＧＳＳＳＳＡＡＡＡ））））はそのはそのはそのはその１１１１つであるつであるつであるつである。。。。２２２２年年年年ほほほほどどどど前前前前にできたにできたにできたにできた法人法人法人法人であるがであるがであるがであるが、、、、一一一一言言言言でででで言言言言ええええばスばスばスばスポポポポーーーーツツツツをををを通通通通じじじじてててて環境問環境問環境問環境問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組むむむむＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯであるであるであるである。。。。        GGGGSSSSAAAAはははは現現現現在在在在、、、、国連環境国連環境国連環境国連環境計計計計画画画画((((ＵＵＵＵＮＮＮＮＥＥＥＥＰＰＰＰ))))とととと一一一一緒緒緒緒にににに、、、、地地地地球球球球環境問環境問環境問環境問題題題題をををを解決解決解決解決するためするためするためするため、、、、世世世世界界界界じじじじゅゅゅゅうのスうのスうのスうのスポポポポーーーーツツツツ愛愛愛愛好好好好家家家家のののの意識意識意識意識とととと行動行動行動行動にににに働働働働きかけるきかけるきかけるきかける 10101010億億億億人人人人プロジェクトをプロジェクトをプロジェクトをプロジェクトを推進中推進中推進中推進中であるであるであるである。。。。            ななななぜぜぜぜススススポポポポーーーーツツツツとととと環境環境環境環境なのなのなのなのかかかか。。。。これにはこれにはこれにはこれには２２２２つつつつ意意意意味味味味があるがあるがあるがある。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、ままままずずずずススススポポポポーーーーツツツツがががが好好好好きなきなきなきな人人人人はたくさんいるということはたくさんいるということはたくさんいるということはたくさんいるということ。。。。今日今日今日今日ごごごご来来来来席席席席いただいたいただいたいただいたいただいた方方方方々々々々のののの中中中中でででで、、、、ススススポポポポーーーーツツツツがががが嫌嫌嫌嫌いないないないな人人人人とととというというというというと、、、、多多多多分分分分マイマイマイマイノノノノリテリテリテリティィィィであろうであろうであろうであろう。。。。何何何何かかかか自自自自分分分分でででで、、、、たとたとたとたとええええばレクリエーションでスばレクリエーションでスばレクリエーションでスばレクリエーションでスポポポポーーーーツツツツをやるとかをやるとかをやるとかをやるとか、、、、スマートになりたいからフスマートになりたいからフスマートになりたいからフスマートになりたいからフィィィィットットットットネネネネスセンタースセンタースセンタースセンターへへへへ行行行行くとかくとかくとかくとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは接接接接待待待待ののののゴゴゴゴルフもあるかもしれないルフもあるかもしれないルフもあるかもしれないルフもあるかもしれない。。。。こんなこんなこんなこんな感感感感じじじじでででで、、、、ススススポポポポーーーーツツツツをされているをされているをされているをされている方方方方はははは非常非常非常非常にににに多多多多いいいい。。。。それそれそれそれがががが、、、、ススススポポポポーーーーツツツツにににに着着着着目目目目したしたしたした理理理理由由由由のののの１１１１つであるつであるつであるつである。。。。もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは、、、、ススススポポポポーーーーツツツツをしているをしているをしているをしている人人人人はははは、、、、例例例例ええええばばばば走走走走ればればればれば、、、、それだけそれだけそれだけそれだけ空空空空気気気気をををを取取取取りりりり込込込込むむむむわけでわけでわけでわけで、、、、つまりつまりつまりつまり、、、、自自自自然然然然とダとダとダとダイレクトにかかわっているイレクトにかかわっているイレクトにかかわっているイレクトにかかわっている人人人人たちでありたちでありたちでありたちであり、、、、空空空空気気気気、、、、水水水水はきれいなはきれいなはきれいなはきれいな方方方方がいいのをがいいのをがいいのをがいいのを体体体体でででで知知知知っているっているっているっている人人人人たちであるたちであるたちであるたちである。。。。このこのこのこの２２２２つつつつのののの理理理理由由由由でででで、、、、ススススポポポポーーーーツツツツをするをするをするをする人人人人、、、、あるいはスあるいはスあるいはスあるいはスポポポポーーーーツツツツがががが好好好好きなきなきなきな人人人人のセのセのセのセググググメントをとるとメントをとるとメントをとるとメントをとると、、、、世世世世界界界界じじじじゅゅゅゅうにうにうにうに 10101010億億億億人以上人以上人以上人以上いることはいることはいることはいることは間間間間違違違違いないだろういないだろういないだろういないだろう。。。。        先先先先ほほほほどのどのどのどの公式公式公式公式でででで社会変革社会変革社会変革社会変革をするをするをするをする力力力力＝＝＝＝人人人人数数数数××××意識意識意識意識××××行動行動行動行動だとだとだとだと述述述述べべべべたたたた通通通通りりりり、、、、そのそのそのその人人人人数数数数のののの部分部分部分部分をををを考考考考ええええてみるてみるてみるてみる。。。。しかもしかもしかもしかも世世世世界界界界レレレレベベベベルルルル、、、、ググググローバルレローバルレローバルレローバルレベベベベルでルでルでルで考考考考ええええるとるとるとると、、、、10101010 億億億億人以上人以上人以上人以上いるといわいるといわいるといわいるといわれているスれているスれているスれているスポポポポーーーーツツツツ愛愛愛愛好好好好家家家家というのはというのはというのはというのは、、、、非常非常非常非常にいいにいいにいいにいい切切切切りりりり口口口口だとだとだとだと言言言言ええええるだろうるだろうるだろうるだろう。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、ススススポポポポーーーーツツツツをををを通通通通じじじじてててて環境問環境問環境問環境問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組むむむむののののはははは非常非常非常非常にいいことだとにいいことだとにいいことだとにいいことだと思思思思いいいい私私私私はははは始始始始めためためためた。。。。            温暖温暖温暖温暖化化化化がががが進進進進みつつあるみつつあるみつつあるみつつある現現現現在在在在、、、、このままいくとこのままいくとこのままいくとこのままいくと海海海海面面面面はははは確確確確実実実実にににに上上上上昇昇昇昇するするするする。。。。日本日本日本日本ではではではでは、、、、あとあとあとあと 100100100100年年年年するとするとするとすると間間間間違違違違いなくいなくいなくいなく 99990000数数数数％％％％のののの砂砂砂砂浜浜浜浜はなくなるというはなくなるというはなくなるというはなくなるという状状状状況況況況がががが、、、、既既既既にににに気気気気象象象象庁庁庁庁によりによりによりにより発表発表発表発表されてされてされてされているいるいるいる。。。。このままいったらスこのままいったらスこのままいったらスこのままいったらスポポポポーーーーツツツツどころではないどころではないどころではないどころではない。。。。我我我我々々々々のののの子子子子供供供供たちたちたちたち、、、、孫孫孫孫たちがかわいいとたちがかわいいとたちがかわいいとたちがかわいいと思思思思ったらったらったらったら、、、、少少少少しそういうしそういうしそういうしそういう行動行動行動行動をしていきましをしていきましをしていきましをしていきましょょょょうということをうということをうということをうということを、、、、GGGGSSSSAAAAはははは訴訴訴訴ええええていきたいていきたいていきたいていきたい。。。。        このこのこのこの画画画画像像像像ははははググググローバル・スローバル・スローバル・スローバル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンスのロ・アライアンスのロ・アライアンスのロ・アライアンスのロゴゴゴゴマークであるがマークであるがマークであるがマークであるが、、、、真真真真んんんん中中中中にににに人人人人、、、、アスリートアスリートアスリートアスリート、、、、ススススポポポポーーーーツツツツがががが好好好好きなきなきなきな人人人人がいてがいてがいてがいて、、、、地地地地球球球球をををを持持持持っていてっていてっていてっていて、、、、リサイリサイリサイリサイクルのクルのクルのクルの矢矢矢矢があるがあるがあるがある。。。。            さてさてさてさて、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが行行行行っているっているっているっている環境学習環境学習環境学習環境学習のののの例例例例をいくつかをいくつかをいくつかをいくつか述述述述べべべべてみたいてみたいてみたいてみたい。。。。１１１１番番番番目目目目はははは、、、、一流一流一流一流ススススポポポポーーーーツツツツ選選選選手手手手によるによるによるによる環境環境環境環境宣宣宣宣言言言言をををを、、、、ゲゲゲゲームのームのームのームの会場会場会場会場でででで、、、、みんなにみんなにみんなにみんなに見見見見せてしまうせてしまうせてしまうせてしまう、、、、GGGGSSSSAAAAドドドドリームマッリームマッリームマッリームマッチチチチというというというという企画企画企画企画であるであるであるである。。。。今年今年今年今年 5555 月月月月にににに、、、、サッサッサッサッカカカカーのーのーのーのブブブブラジルラジルラジルラジル代代代代表表表表チチチチームとームとームとームと、、、、東東東東京京京京ヴヴヴヴェルェルェルェルディディディディ 1111969969969969
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とでとでとでとで試試試試合合合合をしてもらったをしてもらったをしてもらったをしてもらったドドドドリームマッリームマッリームマッリームマッチチチチではではではでは、、、、そのそのそのその試試試試合合合合のののの直直直直前前前前にににに両両両両チチチチームのームのームのームのキキキキャプテンにャプテンにャプテンにャプテンに「「「「私私私私たちはスたちはスたちはスたちはスポポポポーーーーツツツツ選選選選手手手手としてとしてとしてとして、、、、これからこれからこれからこれから美美美美しいしいしいしい地地地地球球球球環境環境環境環境をををを守守守守っていくことをっていくことをっていくことをっていくことを誓誓誓誓いますいますいますいます」」」」というというというという環境環境環境環境宣宣宣宣言言言言をしてもらったをしてもらったをしてもらったをしてもらった。。。。こういうシーンをこういうシーンをこういうシーンをこういうシーンを目目目目にすることでにすることでにすることでにすることで、、、、現場現場現場現場にににに応援応援応援応援にににに来来来来ていていていていたたたた人人人人やややや、、、、テレテレテレテレビビビビをををを見見見見ていたていたていたていた人人人人、、、、後日後日後日後日報報報報道道道道されたされたされたされた新新新新聞報聞報聞報聞報道道道道をををを見見見見たたたた人人人人もももも含含含含めめめめ、「、「、「、「何何何何でサッでサッでサッでサッカカカカーのーのーのーの選選選選手手手手がががが環境環境環境環境宣宣宣宣言言言言をしているのかをしているのかをしているのかをしているのか」」」」というというというという疑疑疑疑問問問問をををを少少少少なくともなくともなくともなくとも持持持持ちちちち始始始始めるめるめるめる。。。。そこからがスターそこからがスターそこからがスターそこからがスタートでトでトでトで、、、、知知知知るるるる、、、、考考考考ええええるるるる、、、、行動行動行動行動するというするというするというするという流流流流れにおけるれにおけるれにおけるれにおける、、、、気気気気づづづづきのきのきのきの部分部分部分部分がここでがここでがここでがここで始始始始まるだろうまるだろうまるだろうまるだろう。。。。        ２２２２番番番番目目目目はははは、、、、今日今日今日今日おおおお見見見見ええええになられているになられているになられているになられている上上上上石石石石課長課長課長課長のののの上上上上越越越越市市市市でもでもでもでも行行行行ったのだがったのだがったのだがったのだが、、、、エエエエココココ ddddeeeeススススポポポポというスというスというスというスポポポポーーーーツツツツをををを通通通通じじじじてててて環境環境環境環境をををを考考考考ええええるイるイるイるイベベベベントをントをントをントを各各各各地地地地でででで開開開開いているいているいているいている。。。。これはこれはこれはこれは特特特特にににに親親親親子子子子ののののココココミュミュミュミュニニニニケーションやケーションやケーションやケーションや、、、、地域地域地域地域ココココミュミュミュミュニニニニテテテティィィィにおけるにおけるにおけるにおけるココココミュミュミュミュニニニニケーションをケーションをケーションをケーションを考考考考ええええておりておりておりており、、、、東東東東京京京京でやるのではなくでやるのではなくでやるのではなくでやるのではなく、、、、むむむむしろしろしろしろ自治自治自治自治体体体体ベベベベースでースでースでースで活動活動活動活動しやすいところをしやすいところをしやすいところをしやすいところを選選選選びびびび、、、、一一一一昨年昨年昨年昨年はははは、、、、ままままずずずず、、、、横横横横浜浜浜浜市市市市やややや上上上上越越越越市市市市でででで開開開開催催催催したしたしたした。。。。例例例例ええええばばばば上上上上越越越越市市市市ではではではでは、、、、自治体自治体自治体自治体としてとしてとしてとして IIIISOSOSOSO14001140011400114001 をををを取取取取得得得得するなどするなどするなどするなど、、、、既既既既にににに環境問環境問環境問環境問題題題題にににに非常非常非常非常にににに意識意識意識意識のののの高高高高いいいい自治体自治体自治体自治体であることもあるがであることもあるがであることもあるがであることもあるが、、、、子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが率先率先率先率先してしてしてして、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの講講講講演演演演でででで板橋板橋板橋板橋区区区区のののの菊菊菊菊さんがなされたようなさんがなされたようなさんがなされたようなさんがなされたような劇劇劇劇やややや、、、、環境環境環境環境エエエエココココ活動活動活動活動のののの発表発表発表発表等等等等をそのをそのをそのをその場場場場でででで行行行行っっっったたたた。。。。そしてそしてそしてそして、、、、私私私私どもどもどもどもググググローバル・スローバル・スローバル・スローバル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンスをサ・アライアンスをサ・アライアンスをサ・アライアンスをサポポポポートしてくださっているートしてくださっているートしてくださっているートしてくださっている有有有有名名名名なスなスなスなスポポポポーーーーツツツツ選選選選手手手手たちがたちがたちがたちが集集集集まりまりまりまり、、、、そこでスそこでスそこでスそこでスポポポポーーーーツツツツをををを教教教教ええええたりたりたりたり、、、、親親親親子子子子でででで試試試試合合合合をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、大大大大変変変変盛盛盛盛りだくさんのイりだくさんのイりだくさんのイりだくさんのイベベベベントにントにントにントに仕仕仕仕上上上上がったがったがったがった。。。。        ススススポポポポーーーーツツツツににににはははは、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが楽楽楽楽ししししむむむむススススポポポポーーーーツツツツとプロスとプロスとプロスとプロスポポポポーーーーツツツツがあるがあるがあるがある。。。。私私私私どもとしてはどもとしてはどもとしてはどもとしては、、、、プロプロプロプロススススポポポポーーーーツツツツ選選選選手手手手やスやスやスやスポポポポーーーーツツツツ業界業界業界業界等等等等ススススポポポポーーーーツツツツにににに関連関連関連関連しているしているしているしている人人人人たちにもたちにもたちにもたちにも環境問環境問環境問環境問題題題題をををを考考考考ええええていたていたていたていただきたいとだきたいとだきたいとだきたいと考考考考ええええているているているている。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん実実実実際際際際にはにはにはには、、、、これらのこれらのこれらのこれらの方方方方々々々々にもにもにもにも、、、、非常非常非常非常にににに強強強強いいいい意識意識意識意識をををを持持持持ってってってって取取取取りりりり組組組組んでいらっしんでいらっしんでいらっしんでいらっしゃゃゃゃるところもありるところもありるところもありるところもあり、、、、例例例例ええええばばばば日本日本日本日本ではアシックスやミではアシックスやミではアシックスやミではアシックスやミズズズズノノノノ等等等等、、、、メーメーメーメーカカカカーーーーはははは非常非常非常非常にににに積積積積極極極極的的的的にににに取取取取りりりり組組組組まれているまれているまれているまれている。。。。そういうそういうそういうそういう人人人人たちをたちをたちをたちを集集集集めめめめ、、、、実実実実際際際際にににに、、、、UNEPUNEPUNEPUNEP（（（（国連環境国連環境国連環境国連環境計計計計画画画画））））やややや IIIIOCOCOCOC（（（（国国国国際際際際オオオオリンリンリンリンピピピピックックックック委員委員委員委員会会会会））））のスのスのスのスポポポポーーーーツツツツ委員委員委員委員会会会会のののの方方方方々々々々とととと共共共共にににに、、、、フォーラムをフォーラムをフォーラムをフォーラムを始始始始めめめめたたたた。。。。これはこれはこれはこれは、、、、WWWWEEEEBBBB上上上上ではではではでは今今今今でもでもでもでも開開開開催催催催さささされているれているれているれている。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、今年今年今年今年 11111111月月月月 2222日日日日にはにはにはには、、、、表表表表参参参参道道道道のスのスのスのスパイラルパイラルパイラルパイラルホホホホールでールでールでールで開開開開かれたスかれたスかれたスかれたスポポポポーーーーツツツツとととと環境環境環境環境にににに関関関関するするするする国国国国際際際際フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム「「「「GGGG----FFFFoooorrrr    SESESESE((((GGGGlolololobbbbaaaallll    fofofoforrrruuuummmm    fofofoforrrr    SpoSpoSpoSportsrtsrtsrts    anananandddd    EEEEnnnnvirvirvirviroooonnnnmemememennnntttt))))」」」」をををを開開開開催催催催したしたしたした。。。。こちらにいらっしこちらにいらっしこちらにいらっしこちらにいらっしゃゃゃゃるるるる国連大学国連大学国連大学国連大学のののの鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦さんにもおいでいただきさんにもおいでいただきさんにもおいでいただきさんにもおいでいただき、、、、パパパパネネネネルルルルディディディディススススカカカカッションをしていただいたッションをしていただいたッションをしていただいたッションをしていただいた。。。。ススススポポポポーーーーツツツツ界界界界にいるにいるにいるにいる方方方方々々々々のリーダーたちであるのリーダーたちであるのリーダーたちであるのリーダーたちである彼彼彼彼らとらとらとらと、、、、それとそれとそれとそれと 10101010億億億億人以上人以上人以上人以上いるといるといるといると言言言言われているスわれているスわれているスわれているスポポポポーーーーツツツツ愛愛愛愛好好好好家家家家はははは協協協協力力力力関係関係関係関係があるがあるがあるがある。。。。今後今後今後今後、、、、ＦＦＦＦＩＩＩＩＦＦＦＦＡＡＡＡ（（（（国国国国際際際際サッサッサッサッカカカカーーーー連連連連盟盟盟盟）、）、）、）、ＦＦＦＦＩＩＩＩＶＶＶＶＢＢＢＢ（（（（世世世世界界界界バレーバレーバレーバレーボボボボールールールール協協協協会会会会））））等等等等のののの人人人人たたたたちをちをちをちを巻巻巻巻きききき込込込込みながらみながらみながらみながら、、、、ススススポポポポーーーーツツツツとととと環境環境環境環境ののののググググローバルムーローバルムーローバルムーローバルムーブブブブメントをメントをメントをメントを起起起起こしてこしてこしてこしていこうといこうといこうといこうと考考考考ええええているているているている。。。。        実実実実はははは IIIIOCOCOCOC がががが長長長長野野野野オオオオリンリンリンリンピピピピックからックからックからックから、、、、非常非常非常非常にににに環境問環境問環境問環境問題題題題をををを大大大大きなアクションとしてきなアクションとしてきなアクションとしてきなアクションとして取取取取りりりり上上上上げげげげておりておりておりており、、、、去去去去年年年年のシのシのシのシドドドドニニニニーーーーオオオオリンリンリンリンピピピピックもックもックもックも環境環境環境環境をををを大大大大きなテーマにきなテーマにきなテーマにきなテーマに掲掲掲掲げていたげていたげていたげていた。。。。            2002002002008888 年年年年はははは北北北北京京京京ででででオオオオリンリンリンリンピピピピックがックがックがックが行行行行われることになったがわれることになったがわれることになったがわれることになったが、、、、北北北北京京京京のののの空空空空気気気気はははは非常非常非常非常にににに悪悪悪悪いいいい。。。。ここここれをれをれをれを今今今今からからからから７７７７年間年間年間年間でどこまでクリーンにできるかはでどこまでクリーンにできるかはでどこまでクリーンにできるかはでどこまでクリーンにできるかは大変大大変大大変大大変大きなきなきなきな問問問問題題題題でありでありでありであり、、、、これらについこれらについこれらについこれらについててててＩＩＩＩＯＯＯＯＣＣＣＣ・ス・ス・ス・スポポポポーーーーツツツツとととと環境環境環境環境委員委員委員委員会会会会のののの人人人人たちとたちとたちとたちと一一一一緒緒緒緒ににににディディディディススススカカカカッションすることができたッションすることができたッションすることができたッションすることができた。。。。そこでそこでそこでそこで出出出出てきたアクションてきたアクションてきたアクションてきたアクションはははは、、、、環境問環境問環境問環境問題題題題をををを意識意識意識意識することもすることもすることもすることも大変大変大変大変重要重要重要重要であるがであるがであるがであるが、、、、意識意識意識意識するだするだするだするだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、そこからそこからそこからそこから一一一一歩歩歩歩進進進進んでんでんでんで、、、、さらにさらにさらにさらに行動行動行動行動にににに出出出出たらどうだということでたらどうだということでたらどうだということでたらどうだということで、、、、ススススポポポポーーーーツツツツとととと環環環環境境境境にににに関関関関するするするする行動行動行動行動をををを整理整理整理整理してみたしてみたしてみたしてみた。。。。こうしてこうしてこうしてこうして生生生生まれたまれたまれたまれたカカカカーーーードドドドがががが「「「「ＧＧＧＧ－－－－FFFFoooorrrrSESESESE カカカカーーーードドドド」」」」であるであるであるである。。。。資料資料資料資料のののの「「「「ＧＧＧＧ－－－－FFFFoooorrrrSESESESE」」」」というというというというカカカカーーーードドドドのののの裏裏裏裏にににに「「「「AAAAcccctitititioooonnnn    oooonnnn    SpoSpoSpoSportsrtsrtsrts    anananandddd    EEEEnnnnvirvirvirviroooonnnnmemememennnntttt」」」」とととと書書書書いていていていてありありありあり、、、、ススススポポポポーーーーツツツツのののの現場現場現場現場でどんなことができるかでどんなことができるかでどんなことができるかでどんなことができるか、、、、簡簡簡簡単単単単にににに整理整理整理整理してみたしてみたしてみたしてみた。。。。    
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    ままままずずずず、、、、３３３３つのつのつのつのカカカカテテテテゴゴゴゴリーがありリーがありリーがありリーがあり、、、、一番一番一番一番上上上上はスはスはスはスポポポポーーーーツツツツ施施施施設設設設、、、、真真真真んんんん中中中中がスがスがスがスポポポポーーーーツツツツイイイイベベベベントントントント、、、、最後最後最後最後がスがスがスがスポポポポーーーーツツツツ用品用品用品用品のののの３３３３つでつでつでつであるあるあるある。。。。ススススポポポポーーーーツツツツ施施施施設設設設及及及及びびびび自自自自分分分分をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境はははは家家家家庭庭庭庭をををを含含含含めてめてめてめてであるがであるがであるがであるが、、、、やはりやはりやはりやはり肥肥肥肥沃沃沃沃なななな土土土土づづづづくりくりくりくり、、、、エエエエココココシステムシステムシステムシステム等等等等によりによりによりにより空空空空気気気気とととと水水水水をきれいにすることををきれいにすることををきれいにすることををきれいにすることを考考考考ええええようということようということようということようということ。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、サッサッサッサッカカカカーーーー場場場場のののの隣隣隣隣にににに森森森森があったらすばらしいのでがあったらすばらしいのでがあったらすばらしいのでがあったらすばらしいので、、、、これらこれらこれらこれらのののの緑緑緑緑化化化化をををを進進進進めるということもめるということもめるということもめるということも考考考考ええええていきたいていきたいていきたいていきたい。。。。次次次次にににに、、、、化学化学化学化学物物物物質質質質のののの使用使用使用使用をををを最最最最小小小小限限限限にしようとにしようとにしようとにしようというこというこというこということ。。。。先先先先ほほほほどどどど農農農農薬薬薬薬やややや化学化学化学化学肥肥肥肥料料料料のののの話話話話をしたがをしたがをしたがをしたが、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外にもにもにもにも例例例例ええええばダイばダイばダイばダイオキオキオキオキシンシンシンシン等等等等がががが出出出出るごみのるごみのるごみのるごみの焼却焼却焼却焼却場場場場がすがすがすがすぐぐぐぐそばにあるのはとんでもないことでそばにあるのはとんでもないことでそばにあるのはとんでもないことでそばにあるのはとんでもないことで、、、、実実実実はははは、、、、今今今今のののの地地地地球球球球全全全全体体体体がそうでがそうでがそうでがそうであるとあるとあるとあると言言言言ええええるだろうるだろうるだろうるだろう。。。。他他他他にはにはにはには、、、、二酸二酸二酸二酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの排排排排出出出出をををを最最最最小小小小限限限限にしてにしてにしてにして地地地地球温暖球温暖球温暖球温暖化化化化をををを防防防防ぎぎぎぎましましましましょょょょうというアクションがうというアクションがうというアクションがうというアクションが考考考考ええええられるられるられるられる。。。。        今日今日今日今日はゼロエミッションフォーラムであるがはゼロエミッションフォーラムであるがはゼロエミッションフォーラムであるがはゼロエミッションフォーラムであるが、、、、ススススポポポポーーーーツツツツイイイイベベベベントもントもントもントも当然当然当然当然ゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッションンンン化化化化をををを推進推進推進推進していくしていくしていくしていくべべべべきであるきであるきであるきである。。。。ススススポポポポーーーーツツツツイイイイベベベベントというとントというとントというとントというと、、、、現場現場現場現場だけをだけをだけをだけを考考考考ええええるかもしれるかもしれるかもしれるかもしれないがないがないがないが、、、、実実実実はそこにはそこにはそこにはそこに行行行行くためのくためのくためのくための交交交交通通通通機機機機関関関関があるがあるがあるがある。。。。交交交交通通通通機機機機関関関関はできるだけはできるだけはできるだけはできるだけ公公公公共共共共交交交交通通通通機機機機関関関関をををを使使使使いましいましいましいましょょょょうとかうとかうとかうとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは徒徒徒徒歩歩歩歩やややや自自自自転転転転車車車車でででで行行行行きましきましきましきましょょょょうといううといううといううという話話話話をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、ススススポポポポーーーーツツツツイイイイベベベベントのントのントのントの過過過過程程程程におけるにおけるにおけるにおける排排排排出出出出物物物物をををを最最最最小小小小限化限化限化限化しようしようしようしよう、、、、つまりつまりつまりつまり、、、、リリリリデデデデュースのュースのュースのュースの話話話話であるであるであるである。。。。ススススポポポポーーーーツツツツイイイイベベベベントのントのントのントの過過過過程程程程におけるエにおけるエにおけるエにおけるエネネネネルルルルギギギギーーーー消費消費消費消費もももも最最最最小小小小限化限化限化限化していきましていきましていきましていきまししししょょょょうということもうということもうということもうということも考考考考ええええてててていきたいいきたいいきたいいきたい。。。。            １１１１つつつつ１１１１つつつつ細細細細かくかくかくかく例例例例をををを出出出出していくとたくさんあるがしていくとたくさんあるがしていくとたくさんあるがしていくとたくさんあるが、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ用品用品用品用品のリのリのリのリデデデデュースュースュースュース、、、、リリリリユユユユーーーーズズズズ、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、先先先先ほほほほどどどど、、、、１１１１番番番番目目目目のののの講師講師講師講師だっただっただっただった小小小小澤澤澤澤先生先生先生先生がががが順順順順番番番番がががが大事大事大事大事だとおっしだとおっしだとおっしだとおっしゃゃゃゃったがったがったがったが、、、、全全全全くそのとおりだとくそのとおりだとくそのとおりだとくそのとおりだと思思思思うううう。。。。リリリリデデデデュースュースュースュース、、、、リリリリユユユユーーーーズズズズ、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの順順順順番番番番だとだとだとだと思思思思うううう。。。。リサイクリサイクリサイクリサイクルがルがルがルが一番先一番先一番先一番先頭頭頭頭のののの順順順順番番番番だとだとだとだと、、、、リサイクルのためにエリサイクルのためにエリサイクルのためにエリサイクルのためにエネネネネルルルルギギギギーがたくさんかかったりしてしまーがたくさんかかったりしてしまーがたくさんかかったりしてしまーがたくさんかかったりしてしまうといううといううといううというモモモモノノノノがががが存存存存在在在在していることもしていることもしていることもしていることも考慮考慮考慮考慮しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。ままままずずずず節節節節約約約約をしていくことがをしていくことがをしていくことがをしていくことが大事大事大事大事なのでなのでなのでなので、、、、リリリリデデデデュースをュースをュースをュースを考考考考ええええたいたいたいたい。。。。ままままずずずずはははは、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ用品用品用品用品やややや消消消消耗耗耗耗品品品品のののの節節節節約約約約をすをすをすをするるるる。。。。またまたまたまた、、、、国境国境国境国境をををを越越越越ええええてスてスてスてスポポポポーーーーツツツツ用品用品用品用品をシェアしていくこともをシェアしていくこともをシェアしていくこともをシェアしていくことも考考考考ええええたいたいたいたい。。。。例例例例ええええばばばば不不不不要要要要不急不急不急不急のテのテのテのテニニニニスラスラスラスラケットをこのケットをこのケットをこのケットをこの前前前前、、、、ナナナナイロイロイロイロビビビビにににに送送送送ってってってって、、、、現現現現地地地地のののの子子子子どもたちにもプレゼントしたどもたちにもプレゼントしたどもたちにもプレゼントしたどもたちにもプレゼントした。。。。我我我我々々々々がががが使使使使わわわわなくなったものでもなくなったものでもなくなったものでもなくなったものでも、、、、このようにこのようにこのようにこのように海海海海外外外外のののの子子子子どもたちにはどもたちにはどもたちにはどもたちには大大大大きなプレゼントにもなりうるきなプレゼントにもなりうるきなプレゼントにもなりうるきなプレゼントにもなりうる。。。。３３３３番番番番目目目目にににに天然素材天然素材天然素材天然素材、、、、あるいはリサイクルあるいはリサイクルあるいはリサイクルあるいはリサイクル可能可能可能可能なななな素材素材素材素材のののの使用使用使用使用をををを推進推進推進推進していくことしていくことしていくことしていくこと。。。。当当当当たりたりたりたり前前前前なことであるがなことであるがなことであるがなことであるが、、、、これらをこれらをこれらをこれらを行行行行うことによりスうことによりスうことによりスうことによりスポポポポーーーーツツツツをするをするをするをする子子子子供供供供たちがいろんなことにたちがいろんなことにたちがいろんなことにたちがいろんなことに気気気気ががががつくだろうつくだろうつくだろうつくだろう。。。。        子子子子供供供供たちのたちのたちのたちの話話話話をするとをするとをするとをすると、、、、テテテテニニニニススススボボボボールのリールのリールのリールのリユユユユーーーーズズズズ活動活動活動活動をををを行行行行っているっているっているっている。。。。日本日本日本日本全全全全国国国国にににに 1111888800000000校校校校、、、、補補補補聴聴聴聴器等器等器等器等がががが必要必要必要必要なななな難難難難聴聴聴聴のののの子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが通通通通っているっているっているっている学学学学校校校校があるがあるがあるがある。。。。そういったところをそういったところをそういったところをそういったところを中中中中心心心心にににに使使使使いいいい古古古古しのテしのテしのテしのテニニニニススススボボボボールをールをールをールを送送送送っているっているっているっている。。。。ななななぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、教教教教室室室室のののの机机机机といすのといすのといすのといすの足足足足にににに使使使使いいいい古古古古ししししのテのテのテのテニニニニススススボボボボールをールをールをールをナナナナイフやイフやイフやイフやドドドドリルをリルをリルをリルを使使使使ってってってって穴穴穴穴をあけてをあけてをあけてをあけて、、、、子子子子供供供供たちがはめていくたちがはめていくたちがはめていくたちがはめていく。。。。そうするそうするそうするそうするとととと「「「「起起起起立立立立、、、、礼礼礼礼」」」」のののの時時時時などになどになどになどに、、、、ガガガガタタタタガガガガタというタというタというタという大大大大きなきなきなきな音音音音がしなくなりがしなくなりがしなくなりがしなくなり、、、、補補補補聴聴聴聴器器器器にににに入入入入ってくるってくるってくるってくるノノノノイイイイズズズズがががが軽軽軽軽減減減減されるのであるされるのであるされるのであるされるのである。。。。こうしたこうしたこうしたこうした彼彼彼彼らがらがらがらが学学学学びやすくなることからびやすくなることからびやすくなることからびやすくなることから始始始始まったこのまったこのまったこのまったこの取取取取りりりり組組組組みだったがみだったがみだったがみだったが、、、、今今今今やややや、、、、補補補補聴聴聴聴器器器器をををを使使使使っているっているっているっている子子子子どもたちだけでなくどもたちだけでなくどもたちだけでなくどもたちだけでなく、、、、健健健健常常常常者者者者のののの子子子子供供供供たちもたちもたちもたちも学学学学びやすくなったびやすくなったびやすくなったびやすくなった、、、、キキキキレにくくなったとレにくくなったとレにくくなったとレにくくなったと先生先生先生先生たちからおたちからおたちからおたちからお手手手手紙紙紙紙をたくさんいただくようになっをたくさんいただくようになっをたくさんいただくようになっをたくさんいただくようになったたたた。。。。これにこれにこれにこれに意意意意をををを強強強強くしたくしたくしたくした我我我我々々々々はははは、、、、運運運運送送送送会社会社会社会社にににに配配配配送送送送代代代代をををを下下下下げてくれるようにおげてくれるようにおげてくれるようにおげてくれるようにお願願願願いしいしいしいし、、、、あらあらあらあらにににに、、、、テテテテニニニニススクールやテススクールやテススクールやテススクールやテニニニニスクラスクラスクラスクラブブブブにににに行行行行ってってってって段段段段ボボボボールールールール１１１１箱箱箱箱、、、、333300000000 円円円円のののの配配配配送送送送代代代代をおをおをおをお願願願願いしたいしたいしたいした。。。。宅宅宅宅急急急急便便便便でででで送送送送るとるとるとると 1000100010001000 円程円程円程円程度度度度かかるのでかかるのでかかるのでかかるので、、、、それをそれをそれをそれを３３３３分分分分のののの１１１１ぐぐぐぐらいらいらいらいずずずずつつつつ、、、、運運運運送送送送会社会社会社会社、、、、ススススポポポポーーーーツツツツクラクラクラクラブブブブ、、、、テテテテニニニニスクラスクラスクラスクラブブブブでででで負担負担負担負担していこうとしていこうとしていこうとしていこうと、、、、考考考考ええええたのであるたのであるたのであるたのである。。。。またまたまたまた、、、、このこのこのこの活動活動活動活動のためにのためにのためにのためにググググ
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ローバル・スローバル・スローバル・スローバル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンスでは・アライアンスでは・アライアンスでは・アライアンスでは、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方からからからから GGGGSSSSAAAA リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル基基基基金金金金というというというという基基基基金金金金口口口口座座座座をををを開開開開設設設設しししし、、、、配配配配送送送送料料料料金金金金のののの費用費用費用費用捻捻捻捻出出出出にににに利用利用利用利用しているしているしているしている。。。。今今今今までまでまでまで 37373737 万万万万 7777000000000000 個個個個ののののボボボボールをールをールをールを日本日本日本日本じじじじゅゅゅゅうのうのうのうの小小小小学学学学校校校校にににに送送送送りりりり、、、、大変大変大変大変喜喜喜喜ばれているばれているばれているばれている。。。。        例例例例ええええばこんなことでばこんなことでばこんなことでばこんなことで子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが自自自自らららら、「、「、「、「何何何何でテでテでテでテニニニニススススボボボボールをこんなところにはめるのかールをこんなところにはめるのかールをこんなところにはめるのかールをこんなところにはめるのか」」」」というというというという疑疑疑疑問問問問からからからから、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ用品用品用品用品はすはすはすはすぐぐぐぐ捨捨捨捨てるものではないということがてるものではないということがてるものではないということがてるものではないということが学学学学べべべべるるるる。。。。            私私私私たちはたちはたちはたちは今今今今までまでまでまで２２２２年間年間年間年間、、、、いろいろなスいろいろなスいろいろなスいろいろなスポポポポーーーーツツツツイイイイベベベベントをントをントをントを各各各各地地地地でででで開開開開催催催催してきたがしてきたがしてきたがしてきたが、、、、これらこれらこれらこれらはははは、、、、いわいわいわいわゆゆゆゆるいわるいわるいわるいわゆゆゆゆるるるる人人人人々々々々のののの環境問環境問環境問環境問題題題題へへへへのののの意識意識意識意識をををを高高高高めるためのめるためのめるためのめるための啓啓啓啓発発発発活動活動活動活動でありでありでありであり、、、、そのそのそのその際際際際にににに、、、、GGGGSSSSAAAAではではではでは、、、、松松松松岡岡岡岡修修修修造造造造選選選選手手手手がががが漫漫漫漫画画画画にににに出出出出てきたりするてきたりするてきたりするてきたりする「「「「もっともっともっともっと知知知知りたいりたいりたいりたい今今今今のののの地地地地球球球球」」」」というというというという子子子子供供供供たたたたちちちち向向向向けのけのけのけの本本本本をををを作作作作成成成成しししし、、、、配配配配布布布布してきたしてきたしてきたしてきた。。。。            今今今今回回回回、、、、11111111月月月月 2222日日日日にににに行行行行われたフォーラムわれたフォーラムわれたフォーラムわれたフォーラム、、、、GGGG----FFFFoooorrrrSESESESEでででで、、、、GGGG----FFFFoooorrrrSESESESEカカカカーーーードドドドによるによるによるによる、、、、環境問環境問環境問環境問題題題題にににに対対対対してしてしてして、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ愛愛愛愛好好好好家家家家はははは何何何何をををを行行行行ええええばいいのかばいいのかばいいのかばいいのか？？？？というアクションがというアクションがというアクションがというアクションが具具具具体的体的体的体的にににに出出出出てきたてきたてきたてきた。。。。そうそうそうそう決決決決まったのであればまったのであればまったのであればまったのであれば、、、、我我我我々々々々もももも前前前前にににに進進進進もうともうともうともうと、、、、実実実実はエはエはエはエココココフラッフラッフラッフラッググググ活動活動活動活動をををを来来来来年年年年１１１１月月月月からからからから展展展展開開開開するするするする。。。。            ススススポポポポーーーーツツツツのののの現場現場現場現場やややや家家家家庭庭庭庭でででで、、、、前前前前述述述述のののの GGGG----FFFFoooorrrrSESESESE カカカカーーーードドドドのののの裏裏裏裏にににに書書書書いてあるアクションをしたいてあるアクションをしたいてあるアクションをしたいてあるアクションをした人人人人はははは大中大中大中大中小小小小、、、、いいいいずずずずれかのフラッれかのフラッれかのフラッれかのフラッググググをををを掲掲掲掲げることができるげることができるげることができるげることができる。。。。自自自自分分分分でエでエでエでエココココロジロジロジロジカカカカルなルなルなルな活動活動活動活動をしたをしたをしたをした人人人人にににに対対対対しししし、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でそれがでそれがでそれがでそれが目目目目にににに見見見見ええええるようにするとるようにするとるようにするとるようにすると、、、、それをそれをそれをそれを見見見見たたたた多多多多くのくのくのくの人人人人がいろんながいろんながいろんながいろんなこここことにとにとにとに気気気気がつくだろうがつくだろうがつくだろうがつくだろう。。。。            エエエエココココフラッフラッフラッフラッググググのののの使用使用使用使用はははは「「「「ＧＧＧＧ－－－－FFFFoooorrrrSESESESE」」」」カカカカーーーードドドドのののの裏裏裏裏にあるにあるにあるにある要要要要件件件件をををを満満満満たせばいいたせばいいたせばいいたせばいい。。。。そのそのそのそのハハハハーーーードドドドルはルはルはルは、、、、非常非常非常非常にににに低低低低くくくく設定設定設定設定されているされているされているされている。。。。        いろいろなことができるといろいろなことができるといろいろなことができるといろいろなことができると思思思思うがうがうがうが、、、、例例例例ええええばばばば分別収集分別収集分別収集分別収集（（（（家家家家庭庭庭庭におけるにおけるにおけるにおける排排排排出出出出物物物物のののの最最最最小小小小限化限化限化限化にににに貢献貢献貢献貢献））））やややや自自自自転転転転車通車通車通車通勤勤勤勤（（（（交交交交通通通通機機機機関関関関によるによるによるによる環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷提提提提言言言言）、）、）、）、無無無無農農農農薬薬薬薬のののの自自自自家家家家菜菜菜菜園園園園（（（（土土土土壌壌壌壌のののの肥肥肥肥沃沃沃沃化化化化にににに貢献貢献貢献貢献）、）、）、）、ただしただしただしただし、、、、これはこれはこれはこれは東東東東京京京京のどのどのどのど真真真真んんんん中中中中ではなかなかできにくいがではなかなかできにくいがではなかなかできにくいがではなかなかできにくいが、、、、こんなことでエこんなことでエこんなことでエこんなことでエココココフラフラフラフラッッッッググググがががが掲掲掲掲げられたらおもしろいげられたらおもしろいげられたらおもしろいげられたらおもしろい。。。。            町町町町でいろいろなエでいろいろなエでいろいろなエでいろいろなエココココフラッフラッフラッフラッググググがはためいてくるとがはためいてくるとがはためいてくるとがはためいてくると、、、、少少少少ししししずずずずつつつつ他他他他のののの方方方方々々々々もいろいろわかっもいろいろわかっもいろいろわかっもいろいろわかってくるとてくるとてくるとてくると思思思思うううう。。。。例例例例ええええばごみをばごみをばごみをばごみを一切一切一切一切出出出出さないさないさないさない運運運運動会動会動会動会ややややキキキキャンプをしたりャンプをしたりャンプをしたりャンプをしたり、、、、大会大会大会大会でででで使用使用使用使用済済済済みのみのみのみのボボボボールールールール等等等等をををを海海海海外外外外にににに寄寄寄寄附附附附したりしたりしたりしたり、、、、体体体体育育育育館館館館のイのイのイのイベベベベントがントがントがントが終終終終わったわったわったわった後後後後、、、、周周周周りをりをりをりを緑緑緑緑化化化化するするするする等等等等があるがあるがあるがある。。。。あとあとあとあと、、、、遠遠遠遠くからくからくからくから１１１１時間時間時間時間もかけてもかけてもかけてもかけて通通通通勤勤勤勤するとするとするとすると、、、、電車電車電車電車だとだとだとだと、、、、そのそのそのその電電電電気気気気エエエエネネネネルルルルギギギギーもかかるしーもかかるしーもかかるしーもかかるし、、、、交交交交通手段通手段通手段通手段によってはによってはによってはによっては空空空空気気気気もももも汚汚汚汚れることをれることをれることをれることを考考考考ええええるとるとるとると、、、、GGGGSSSSAAAAがががが目指目指目指目指すすすす真真真真にににに豊豊豊豊かなかなかなかな社会社会社会社会のののの１１１１つとしつとしつとしつとしてててて余余余余りりりり通通通通勤勤勤勤しなくてもいいしなくてもいいしなくてもいいしなくてもいい社会社会社会社会ができるのではないかができるのではないかができるのではないかができるのではないか。。。。        私私私私はははは京京京京セラにセラにセラにセラに前前前前にににに勤勤勤勤めていたがめていたがめていたがめていたが、、、、水水水水曜曜曜曜日日日日ににににノノノノーーーー残残残残業業業業デデデデーがあったーがあったーがあったーがあった。。。。今今今今提案提案提案提案しているのはしているのはしているのはしているのはノノノノーーーー通通通通勤勤勤勤デデデデーでーでーでーで、、、、たとたとたとたとええええばばばば毎毎毎毎週週週週水水水水曜曜曜曜日日日日はははは会社会社会社会社にににに行行行行かないかないかないかない日日日日とととと決決決決めることめることめることめることによりによりによりにより、、、、渋滞渋滞渋滞渋滞もももも減減減減りりりり、、、、スムースムースムースムーズズズズにににに物物物物がががが流流流流れるようになるれるようになるれるようになるれるようになる。。。。ＩＩＩＩＴＴＴＴがこれだけがこれだけがこれだけがこれだけ普普普普及及及及してくるとしてくるとしてくるとしてくると、、、、会社会社会社会社にににに行行行行かなくかなくかなくかなくてもてもてもても仕仕仕仕事事事事のののの半分半分半分半分ぐぐぐぐらいはできるのではないかとらいはできるのではないかとらいはできるのではないかとらいはできるのではないかと私私私私はははは思思思思っているっているっているっている。。。。そのそのそのその辺辺辺辺をををを少少少少しししし現実的現実的現実的現実的にににに見見見見ながらながらながらながら、、、、真真真真にににに豊豊豊豊かなかなかなかな社会社会社会社会づづづづくりをしていったらどうかくりをしていったらどうかくりをしていったらどうかくりをしていったらどうか。。。。例例例例ええええばそういうことをしたばそういうことをしたばそういうことをしたばそういうことをした会社会社会社会社ににににはエはエはエはエココココフラッフラッフラッフラッググググ、、、、農農農農薬薬薬薬をををを少少少少しでもしでもしでもしでも減減減減らしたらしたらしたらしたゴゴゴゴルフルフルフルフ場場場場にはエにはエにはエにはエココココフラッフラッフラッフラッググググということをやってということをやってということをやってということをやっていくといくといくといくと、、、、結結結結構構構構おもしろくおもしろくおもしろくおもしろく、、、、環境環境環境環境にににに実実実実際際際際のアクションをしたのアクションをしたのアクションをしたのアクションをした人人人人がはためかせることによりがはためかせることによりがはためかせることによりがはためかせることにより、、、、気気気気づづづづきをそこできをそこできをそこできをそこで与与与与ええええるるるる。。。。        このエこのエこのエこのエココココフラッフラッフラッフラッググググのののの活動活動活動活動がががが広広広広がってくるとがってくるとがってくるとがってくると、、、、ままままずずずず、、、、ススススポポポポーーーーツツツツのののの現場現場現場現場においてにおいてにおいてにおいて環環環環境境境境保全保全保全保全活活活活動動動動がががが進進進進むむむむ。。。。エエエエココココフラッフラッフラッフラッググググをををを使使使使ったったったった人人人人はははは、、、、どういうアクションをどういうアクションをどういうアクションをどういうアクションを行行行行ったのかをったのかをったのかをったのかをデデデデジジジジカカカカメでメでメでメで１１１１枚枚枚枚写写写写真真真真をををを撮撮撮撮っていただければっていただければっていただければっていただければ、、、、それをそれをそれをそれをＧＧＧＧＳＳＳＳＡＡＡＡののののホホホホームームームームペペペページにージにージにージに掲載掲載掲載掲載するするするする。。。。ずずずずっとやっていっとやっていっとやっていっとやってい
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くとサーバーくとサーバーくとサーバーくとサーバー負担負担負担負担がががが大変大変大変大変なのでなのでなのでなので、、、、多多多多分分分分１１１１週週週週間間間間ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで今度今度今度今度はははは名名名名前前前前だけにしだけにしだけにしだけにし、、、、新新新新しくしくしくしく活動活動活動活動ししししているているているている人人人人のののの写写写写真真真真をををを紹介紹介紹介紹介していくしていくしていくしていく。。。。そのことによりそのことによりそのことによりそのことにより、、、、世世世世界界界界じじじじゅゅゅゅうのエうのエうのエうのエココココフラッフラッフラッフラッググググをををを使使使使うううう人人人人同同同同士士士士のののの交交交交流流流流がががが生生生生まれるまれるまれるまれる。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、私私私私どものどものどものどものホホホホームームームームペペペページはージはージはージは国国国国際際際際フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム等等等等をやっていをやっていをやっていをやっているのでるのでるのでるので、、、、海海海海外外外外からのアクセスからのアクセスからのアクセスからのアクセス数数数数がががが非常非常非常非常にににに多多多多いのであるいのであるいのであるいのである。。。。        ままままずずずず、、、、学習学習学習学習というときにというときにというときにというときに、、、、教教教教ええええることよりもることよりもることよりもることよりも一一一一緒緒緒緒にやるにやるにやるにやることがことがことがことが大事大事大事大事だといつもだといつもだといつもだといつも思思思思っていっていっていっているるるる。。。。自自自自分分分分自自自自身身身身のののの行動行動行動行動によってによってによってによって輪輪輪輪がががが広広広広がりがりがりがり、、、、それをそれをそれをそれを子子子子供供供供たちなりたちなりたちなりたちなり周周周周りのりのりのりの人人人人がががが見見見見るるるる。。。。地地地地球球球球環境環境環境環境問問問問題題題題のようなのようなのようなのような、、、、非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題はははは、、、、相当相当相当相当多多多多くのくのくのくの人人人人のののの力力力力をををを結結結結集集集集しないといけないしないといけないしないといけないしないといけない。。。。それはそれはそれはそれは単単単単なるなるなるなる変変変変わりわりわりわり者者者者のののの人人人人たちがたちがたちがたちが、、、、少少少少数数数数でエでエでエでエココココ活動活動活動活動をしていたをしていたをしていたをしていた時時時時代代代代とはとはとはとは全全全全くくくく違違違違いいいい、、、、広広広広くくくく一般一般一般一般にににに浸浸浸浸透透透透したしたしたしたググググローバルムーローバルムーローバルムーローバルムーブブブブメントになりつつあるメントになりつつあるメントになりつつあるメントになりつつある。。。。もうもうもうもう少少少少しししし後後後後押押押押しをすればしをすればしをすればしをすれば、、、、形形形形になっていになっていになっていになっていくとくとくとくと思思思思うううう。。。。        未未未未来世代来世代来世代来世代のためにのためにのためにのために美美美美しいしいしいしい地地地地球球球球環境環境環境環境をををを残残残残しまししまししまししましょょょょうということでうということでうということでうということで、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの合合合合いいいい言言言言葉葉葉葉はははは「「「「YYYYoooouuuu    aaaarrrreeee    ththththeeee    kkkkeeeeyyyy    fofofoforrrr    ffffuuuuttttuuuurrrreeee    gegegegennnneeeerrrraaaatitititioooonnnnssss」」」」であるであるであるである。。。。私私私私たちたちたちたち自自自自信信信信がーそしてあなたがーそしてあなたがーそしてあなたがーそしてあなた自自自自身身身身がががが、、、、このこのこのこの地地地地球球球球問問問問題題題題のかのかのかのかぎぎぎぎをををを握握握握っているということであるっているということであるっているということであるっているということである。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、環境学習環境学習環境学習環境学習とととと言言言言うのうのうのうのであればであればであればであれば、、、、ままままずずずず私私私私たちたちたちたち、、、、そしてそしてそしてそして、、、、皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも一一一一緒緒緒緒にににに何何何何かをしてもらいたいかをしてもらいたいかをしてもらいたいかをしてもらいたい！！！！とととと常常常常々々々々思思思思っていっていっていっているるるる。。。。ごごごご静静静静聴聴聴聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））        大変大変大変大変力強力強力強力強いおいおいおいお話話話話、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。        これでこれでこれでこれで４４４４人人人人のののの講師講師講師講師のののの先生先生先生先生方方方方のおのおのおのお話話話話をををを終終終終わりますがわりますがわりますがわりますが、、、、あとはあとはあとはあとは意見交換及意見交換及意見交換及意見交換及びびびび討討討討議議議議をををを約約約約 33330000 分分分分おおおおこないますこないますこないますこないます。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        今日今日今日今日初初初初めてめてめてめて参参参参加加加加するするするする方方方方のためにのためにのためにのために、、、、経経経経緯緯緯緯とプロとプロとプロとプロググググラムのラムのラムのラムの内容内容内容内容をををを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。学会学会学会学会、、、、産業界産業界産業界産業界、、、、自治体自治体自治体自治体、、、、ＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯ等等等等のパートのパートのパートのパートナナナナーシップのーシップのーシップのーシップの重要性重要性重要性重要性をををを我我我我々々々々ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの中中中中でもでもでもでもぜひぜひぜひぜひ推進推進推進推進していこうとしていこうとしていこうとしていこうと、、、、昨年昨年昨年昨年４４４４月月月月 20202020日日日日にフォーラムがにフォーラムがにフォーラムがにフォーラムが結結結結成成成成されたされたされたされた。。。。そのそのそのその際際際際、、、、坂本坂本坂本坂本とととと私私私私はははは自治体自治体自治体自治体をををを中中中中心心心心にににに全全全全国国国国のののの首首首首長長長長さんたちをさんたちをさんたちをさんたちを束束束束ねねねね、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな啓啓啓啓蒙蒙蒙蒙活動活動活動活動並並並並びにびにびにびに研研研研修修修修をををを進進進進めていくめていくめていくめていく一一一一環環環環でででで、、、、今今今今年年年年はははは特特特特にににに坂本坂本坂本坂本さんがさんがさんがさんが熱心熱心熱心熱心にににに自治体自治体自治体自治体をををを対対対対象象象象にしたアンケートにしたアンケートにしたアンケートにしたアンケート調調調調査査査査をををを行行行行ったったったった結結結結果果果果、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育並並並並びにびにびにびに市民参画意識市民参画意識市民参画意識市民参画意識、、、、啓啓啓啓蒙蒙蒙蒙活動活動活動活動等等等等のののの内容内容内容内容のののの切切切切りりりり口口口口とリサイクルにとリサイクルにとリサイクルにとリサイクルに関関関関するワークショップにするワークショップにするワークショップにするワークショップに対対対対するするするする自治体自治体自治体自治体からのからのからのからの要要要要望望望望がががが非常非常非常非常にににに大大大大きかったきかったきかったきかった。。。。        私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、自治体自治体自治体自治体のののの要要要要望望望望にこたにこたにこたにこたええええるるるる研究会研究会研究会研究会並並並並びにワークショップをびにワークショップをびにワークショップをびにワークショップを計計計計画画画画しししし９９９９月月月月にににに第第第第１１１１回回回回をスタートさせをスタートさせをスタートさせをスタートさせ、、、、今回今回今回今回でででで４４４４回目回目回目回目のののの開開開開催催催催になりますになりますになりますになります。。。。今日今日今日今日はははは、、、、環境学習環境学習環境学習環境学習のののの市民意識市民意識市民意識市民意識のののの改革改革改革改革のののの第第第第２２２２回目回目回目回目のワークショップでありのワークショップでありのワークショップでありのワークショップであり、、、、参参参参加加加加型型型型のののの楽楽楽楽しいプレゼンテーションをしていただいたしいプレゼンテーションをしていただいたしいプレゼンテーションをしていただいたしいプレゼンテーションをしていただいた。。。。        基調基調基調基調講講講講演演演演のののの小小小小澤澤澤澤先生先生先生先生はははは等等等等級級級級学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学のののの先生先生先生先生でありながらでありながらでありながらでありながら建築建築建築建築のごのごのごのご専門専門専門専門家家家家でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。私私私私はははは一番一番一番一番最最最最初初初初にににに先生先生先生先生におにおにおにお会会会会いしたときにいしたときにいしたときにいしたときに、、、、全然全然全然全然大学大学大学大学のののの先生先生先生先生っっっっぽぽぽぽくないというのがくないというのがくないというのがくないというのが物物物物すごくすごくすごくすごく強強強強いいいい印印印印象象象象でしたでしたでしたでした。。。。坂本坂本坂本坂本さんにおさんにおさんにおさんにお願願願願いしいしいしいし、、、、おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話をいただけたことにをいただけたことにをいただけたことにをいただけたことに本本本本当当当当にににに感感感感謝謝謝謝していますしていますしていますしています。。。。早速早速早速早速でででで恐恐恐恐縮縮縮縮ですがですがですがですが、、、、先生先生先生先生のののの基調基調基調基調講講講講演演演演のののの後後後後にににに３３３３つのつのつのつのユユユユニニニニークなークなークなークな事事事事例例例例をををを紹紹紹紹介介介介いただきましたがいただきましたがいただきましたがいただきましたが、、、、先生先生先生先生のののの感感感感想想想想をおをおをおをお聞聞聞聞きかせくださいきかせくださいきかせくださいきかせください。。。。        小小小小澤澤澤澤教教教教授授授授        私私私私はははは、、、、実実実実はははは上上上上越越越越教育教育教育教育大大大大がががが創創創創設設設設されたときからされたときからされたときからされたときから通通通通っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、それとともにそれとともにそれとともにそれとともに上上上上越越越越市市市市ではではではでは市市市市
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長長長長さんがさんがさんがさんが率先率先率先率先してしてしてして環境環境環境環境のことをやっておりのことをやっておりのことをやっておりのことをやっており、、、、市民環境学習市民環境学習市民環境学習市民環境学習にににに講師講師講師講師としてとしてとしてとして呼呼呼呼ばれてばれてばれてばれて伺伺伺伺ったこったこったこったこともあるともあるともあるともある。。。。またまたまたまた、、、、小小小小学学学学校校校校のののの校校校校長長長長先生先生先生先生がががが定定定定年年年年退退退退職職職職後後後後、、、、地域地域地域地域のののの子子子子供供供供たちとたちとたちとたちと一一一一緒緒緒緒にににに活動活動活動活動しているしているしているしているのもよくのもよくのもよくのもよく存存存存じじじじ上上上上げているげているげているげている。。。。先先先先進的進的進的進的にににに行行行行っているところはっているところはっているところはっているところは、、、、それなりにそれなりにそれなりにそれなりに発発発発展展展展しているしているしているしている。。。。子子子子供供供供たちだけでなくたちだけでなくたちだけでなくたちだけでなく、、、、これだけのこれだけのこれだけのこれだけの分別分別分別分別をステップ・バイ・ステップでをステップ・バイ・ステップでをステップ・バイ・ステップでをステップ・バイ・ステップで行行行行っているっているっているっている。。。。いきなりいきなりいきなりいきなり全全全全部部部部やってしまいがちなところをやってしまいがちなところをやってしまいがちなところをやってしまいがちなところを、、、、きちんときちんときちんときちんとモデモデモデモデルルルル地域地域地域地域をををを設定設定設定設定しながらやっていくしながらやっていくしながらやっていくしながらやっていく手手手手順順順順をををを踏踏踏踏んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。一一一一方方方方、、、、市民市民市民市民のののの学習活動学習活動学習活動学習活動をををを夜夜夜夜間間間間やりながらやりながらやりながらやりながら地道地道地道地道にやっておりにやっておりにやっておりにやっており、、、、すばらしいとすばらしいとすばらしいとすばらしいと思思思思うううう。。。。        エエエエコポコポコポコポリスセンターについてはリスセンターについてはリスセンターについてはリスセンターについては、、、、何度何度何度何度もももも見見見見させていただきさせていただきさせていただきさせていただき、、、、海海海海外外外外からおからおからおからお客客客客さんがさんがさんがさんが見見見見ええええるるるるとととと、、、、先先先先ほほほほどどどど紹介紹介紹介紹介のあったのあったのあったのあった小小小小学学学学校校校校をををを訪訪訪訪問問問問しししし、、、、エエエエコポコポコポコポリスセンターをリスセンターをリスセンターをリスセンターを一一一一緒緒緒緒にににに視察視察視察視察させていたださせていたださせていたださせていただいているいているいているいている。。。。私私私私のののの生生生生ごみのごみのごみのごみの仲仲仲仲間間間間がががが映映映映っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、そういうそういうそういうそういう場場場場をををを貸貸貸貸していただきながらしていただきながらしていただきながらしていただきながら行行行行ってってってっているいるいるいる。。。。最最最最近近近近はははは、、、、こういったこういったこういったこういった施施施施設設設設にににに全全全全国国国国のののの中学中学中学中学生生生生がががが修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行でででで視察視察視察視察にににに来来来来たりするたりするたりするたりする。。。。地域地域地域地域だけだけだけだけではなくではなくではなくではなく、、、、子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち自自自自身身身身がエがエがエがエコポコポコポコポリスセンターのリスセンターのリスセンターのリスセンターのホホホホームームームームペペペページにージにージにージに入入入入ってってってって調調調調べべべべてててて実実実実際際際際にににに見見見見にににに来来来来ているているているている。。。。今今今今までのまでのまでのまでの学学学学びびびび方方方方とはとはとはとは違違違違うううう新新新新たなたなたなたな展展展展開開開開があるのだなとがあるのだなとがあるのだなとがあるのだなと思思思思ってってってって伺伺伺伺っていたっていたっていたっていた。。。。        ３３３３番番番番目目目目のののの事事事事例例例例はははは、、、、私私私私はははは本本本本当当当当はスはスはスはスキキキキーがーがーがーが大大大大好好好好きであったがきであったがきであったがきであったが、、、、実実実実はははは手術手術手術手術をしたをしたをしたをした後後後後できなくなできなくなできなくなできなくなったったったった。。。。私自私自私自私自身身身身もももも新新新新しくしくしくしく開開開開発発発発されたスされたスされたスされたスキキキキーーーー場場場場ではではではでは絶絶絶絶対対対対しないというしないというしないというしないという意識意識意識意識をををを持持持持っていたっていたっていたっていた。。。。テーテーテーテーマだけマだけマだけマだけ見見見見ていたときはわからなかったがていたときはわからなかったがていたときはわからなかったがていたときはわからなかったが、、、、環境問環境問環境問環境問題題題題をやっているをやっているをやっているをやっている中中中中でででで知知知知りりりり合合合合うことができうことができうことができうことができたたたた富富富富山山山山和子和子和子和子さんがさんがさんがさんが最最最最近近近近、ＰＨＰ、ＰＨＰ、ＰＨＰ、ＰＨＰのののの新書新書新書新書判判判判でででで「「「「環境問環境問環境問環境問題題題題とはとはとはとは何何何何かかかか」」」」というというというという本本本本をををを出出出出されたされたされたされた。。。。彼彼彼彼女女女女はははは、、、、緑緑緑緑とととと土土土土とととと水水水水とのとのとのとの関係関係関係関係のののの視視視視点点点点からからからから日本日本日本日本のののの国国国国土土土土にににに対対対対するするするする思思思思いをいをいをいを述述述述べべべべておりておりておりており、、、、表表表表題題題題をををを見見見見るるるるとととと一一一一見見見見またまたまたまた環境問環境問環境問環境問題題題題のののの本本本本かとかとかとかと思思思思うがうがうがうが、、、、言言言言わんとしているとこわんとしているとこわんとしているとこわんとしているところはろはろはろは岡田岡田岡田岡田さんのさんのさんのさんの発表発表発表発表とととと同同同同じじじじでででで、、、、日本日本日本日本がががが森森森森とととと海海海海にににに資資資資源源源源をををを助助助助けられけられけられけられ、、、、成成成成りりりり立立立立っているっているっているっている国国国国であることがよくわかるしであることがよくわかるしであることがよくわかるしであることがよくわかるし、、、、富富富富山山山山和子和子和子和子さんがさんがさんがさんがずずずずっとっとっとっと稲稲稲稲作作作作をををを追追追追ってきてってきてってきてってきて、、、、毎毎毎毎年年年年「「「「米米米米カカカカレンダーレンダーレンダーレンダー」」」」をつくられをつくられをつくられをつくられ、、、、日本日本日本日本からからからから失失失失われるわれるわれるわれる景景景景観観観観をををを残残残残していっているしていっているしていっているしていっている。。。。私私私私もももも、、、、最最最最近近近近はははは送送送送っていただくとっていただくとっていただくとっていただくとカカカカレンダーをレンダーをレンダーをレンダーを使使使使わわわわずずずずににににずずずずっととっっととっっととっっととっているているているている状状状状態態態態であるであるであるである。。。。土土土土のののの問問問問題題題題はははは、、、、私自私自私自私自身身身身はははは素素素素人人人人でわからなかったがでわからなかったがでわからなかったがでわからなかったが、、、、ススススポポポポーーーーツツツツをををを通通通通してとしてとしてとしてとてもすばらしいてもすばらしいてもすばらしいてもすばらしい展展展展開開開開をしているをしているをしているをしている。。。。        やはりスやはりスやはりスやはりスポポポポーーーーツツツツをしているをしているをしているをしている人人人人のののの発想発想発想発想だとだとだとだと思思思思ったのはったのはったのはったのは、、、、先先先先ほほほほどのフラッどのフラッどのフラッどのフラッググググであるであるであるである。。。。達達達達成成成成ををををどのようにどのようにどのようにどのように評価評価評価評価していくかしていくかしていくかしていくか。。。。いろいろないろいろないろいろないろいろな発発発発見見見見をしてもをしてもをしてもをしても、、、、評評評評価価価価がががが難難難難しいしいしいしい。。。。スーパーのエスーパーのエスーパーのエスーパーのエココココママママークをためるのとはまたークをためるのとはまたークをためるのとはまたークをためるのとはまた違違違違ったいいったいいったいいったいい意意意意味味味味でのプライでのプライでのプライでのプライドドドドをををを育育育育てるてるてるてる。。。。欧米欧米欧米欧米のののの方方方方々々々々とつきとつきとつきとつき合合合合ってってってっているといるといるといると、、、、そこがすごくあるそこがすごくあるそこがすごくあるそこがすごくある。。。。例例例例ええええばばばば学学学学校校校校教育教育教育教育ではではではでは、、、、イイイイギギギギリスリスリスリス等等等等ヨヨヨヨーロッパではエーロッパではエーロッパではエーロッパではエココココスクースクースクースクールがありルがありルがありルがあり、、、、申申申申請請請請がががが通通通通るときちんとしたライセンスがもらるときちんとしたライセンスがもらるときちんとしたライセンスがもらるときちんとしたライセンスがもらええええ、、、、２２２２年後年後年後年後にはにはにはには申申申申請請請請してしてしてして評価評価評価評価をををを受受受受けるけるけるける形形形形をとっているをとっているをとっているをとっている。。。。いいいいいいいい意意意意味味味味でのでのでのでの人間人間人間人間としてのとしてのとしてのとしての尊尊尊尊厳厳厳厳、、、、あるいはプライあるいはプライあるいはプライあるいはプライドドドドをををを育育育育てていくてていくてていくてていく仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが地域地域地域地域やややや市民市民市民市民をををを育育育育てていくてていくてていくてていく視視視視点点点点としてとしてとしてとして今今今今までなかったまでなかったまでなかったまでなかった視視視視点点点点でででで、、、、すばらしいとすばらしいとすばらしいとすばらしいと思思思思ってってってって伺伺伺伺わせていただいたわせていただいたわせていただいたわせていただいた。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話のののの中中中中でででで気気気気づづづづくくくく、、、、調調調調べべべべるるるる、、、、考考考考ええええるるるる、、、、変変変変ええええてててていくいくいくいく視視視視点点点点がらせんがらせんがらせんがらせん状状状状にというのがにというのがにというのがにというのが非非非非常常常常にににに印印印印象象象象にににに残残残残っているっているっているっている。。。。まさにそのためにまさにそのためにまさにそのためにまさにそのために私私私私たちはたちはたちはたちは今日今日今日今日もももも集集集集まっているとまっているとまっているとまっていると思思思思うううう。。。。３３３３つのつのつのつの事事事事例例例例はははは、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの事事事事例例例例のののの中中中中身身身身がががが非常非常非常非常ににににユユユユニニニニークだとークだとークだとークだと思思思思うがうがうがうが、、、、上上上上越越越越市市市市のののの場合場合場合場合はパートはパートはパートはパートナナナナーシーシーシーシップップップップ的環境問的環境問的環境問的環境問題題題題のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ事事事事例例例例でありでありでありであり、、、、エエエエコポコポコポコポリスセンターのリスセンターのリスセンターのリスセンターの菊菊菊菊さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話ははははゲゲゲゲームームームーム感感感感覚覚覚覚的的的的なななな環境環境環境環境のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、岡田岡田岡田岡田さんのさんのさんのさんの話話話話はまさにスはまさにスはまさにスはまさにスポポポポーーーーツツツツ感感感感覚覚覚覚のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ非常非常非常非常ににににいいおいいおいいおいいお話話話話をををを今日今日今日今日伺伺伺伺ええええてててて私私私私たちもたちもたちもたちも本本本本当当当当にににに感感感感謝謝謝謝申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。        会場会場会場会場のののの方方方方をををを簡簡簡簡単単単単にににに紹介紹介紹介紹介するとするとするとすると、、、、今日今日今日今日はははは愛愛愛愛知知知知県県県県、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県、、、、世世世世田田田田谷谷谷谷区区区区、、、、徳徳徳徳島島島島県県県県、、、、産業界産業界産業界産業界ではではではでは
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食品食品食品食品関係関係関係関係でシマダでシマダでシマダでシマダヤヤヤヤ、、、、オオオオープープープープンスンスンスンスポポポポーーーーツツツツスマイルスマイルスマイルスマイル、、、、あとはあとはあとはあとは経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省、、、、環境省環境省環境省環境省、、、、自治大学自治大学自治大学自治大学校校校校のののの先生先生先生先生方方方方にもにもにもにも来来来来ていただいていますていただいていますていただいていますていただいています。。。。会場会場会場会場からごからごからごからご質問質問質問質問、、、、ごごごご感感感感想想想想等等等等があればがあればがあればがあれば、、、、おおおお願願願願いしまいしまいしまいしますすすす。。。。        オオオオープンスマイルスープンスマイルスープンスマイルスープンスマイルスポポポポーーーーツツツツ    前田前田前田前田ゼゼゼゼネネネネラルマラルマラルマラルマネネネネージャーージャーージャーージャー        岡田岡田岡田岡田さんにさんにさんにさんに質問質問質問質問しますしますしますします。。。。私私私私どもはスどもはスどもはスどもはスポポポポーーーーツツツツをするをするをするをする人人人人たちをたちをたちをたちを対対対対象象象象にクラにクラにクラにクラブブブブ運運運運営営営営、、、、ココココミュミュミュミュニニニニテテテティィィィをつくっているをつくっているをつくっているをつくっている。。。。まだまだまだまだ環境環境環境環境にににに対対対対するするするする意識意識意識意識はははは低低低低いといといといと思思思思うがうがうがうが、、、、ススススポポポポーーーーツツツツはははは取取取取りりりり組組組組むべむべむべむべきだきだきだきだとととと私自私自私自私自身身身身もももも実実実実はついはついはついはつい最最最最近近近近思思思思いいいい、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ勉勉勉勉強強強強させていただいているさせていただいているさせていただいているさせていただいている。。。。ググググローバル・スローバル・スローバル・スローバル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンスがテ・アライアンスがテ・アライアンスがテ・アライアンスがテニニニニスススス界界界界をををを中中中中心心心心にににに普普普普及及及及浸透浸透浸透浸透をををを図図図図っているとっているとっているとっていると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ススススポポポポーーーーツツツツのののの現現現現場場場場のののの理理理理解解解解度度度度、、、、活動状活動状活動状活動状況況況況をもうをもうをもうをもう少少少少しししし詳詳詳詳しくおしくおしくおしくお伺伺伺伺いできればといできればといできればといできればと思思思思いますいますいますいます。。。。        岡田常任岡田常任岡田常任岡田常任理理理理事事事事        一番初一番初一番初一番初めにこのめにこのめにこのめにこの運運運運動動動動をををを始始始始めたのはちめたのはちめたのはちめたのはちょょょょうどうどうどうど５５５５年前年前年前年前でででで、、、、地地地地球球球球環境環境環境環境テテテテニニニニスフォーラムをやろスフォーラムをやろスフォーラムをやろスフォーラムをやろうとうとうとうと決決決決めてめてめてめて始始始始めためためためた。。。。たまたまたまたまたまたまたまたま５５５５年前年前年前年前のののの 12121212月月月月、、、、京都京都京都京都ででででＣＣＣＣＯＰＯＰＯＰＯＰ３３３３、、、、地地地地球温暖球温暖球温暖球温暖化化化化防止防止防止防止のののの世世世世界会議界会議界会議界会議がががが行行行行われわれわれわれ、、、、そこでそこでそこでそこで話話話話されたことはされたことはされたことはされたことは二酸二酸二酸二酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの排排排排出出出出権権権権売売売売買買買買等等等等、、、、国国国国同同同同士士士士のののの政治的政治的政治的政治的なななな取取取取引引引引にににに関関関関してであるしてであるしてであるしてである。。。。それはそれでそれはそれでそれはそれでそれはそれで重要重要重要重要であるがであるがであるがであるが、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは市民市民市民市民レレレレベベベベルでルでルでルで二酸二酸二酸二酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの排排排排出出出出をををを減減減減ららららすときにすときにすときにすときに、、、、余余余余りりりり難難難難しいところからしいところからしいところからしいところから入入入入るといけないとるといけないとるといけないとるといけないと思思思思ったのがったのがったのがったのが１１１１つであるつであるつであるつである。。。。もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは、、、、人人人人とととと人人人人とのとのとのとのネネネネットワークがットワークがットワークがットワークが大事大事大事大事だとだとだとだと思思思思ったったったった。。。。地地地地球球球球環境問環境問環境問環境問題題題題というのはというのはというのはというのは、、、、国国国国内内内内ではなくではなくではなくではなく、、、、ググググローバルなローバルなローバルなローバルな問問問問題題題題だからだからだからだから、、、、できればできればできればできればググググローバルにとローバルにとローバルにとローバルにと思思思思ったったったった。。。。そのそのそのその２２２２つからつからつからつから東東東東京京京京にににに住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる外外外外交交交交官官官官のののの方方方方々々々々とスとスとスとスポポポポーーーーツツツツをををを楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら環境環境環境環境をををを語語語語るるるる会会会会をやってみようとをやってみようとをやってみようとをやってみようと思思思思いいいい、、、、そこからテそこからテそこからテそこからテニニニニスがスがスがスが選選選選ばれたばれたばれたばれた。。。。ななななぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、テテテテニニニニスをやっているスをやっているスをやっているスをやっている人人人人がががが多多多多いこといこといこといこと、、、、テテテテニニニニスというススというススというススというスポポポポーーーーツツツツそのものがそんなにそのものがそんなにそのものがそんなにそのものがそんなに環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊っっっっぽぽぽぽくなさそうだったからであるくなさそうだったからであるくなさそうだったからであるくなさそうだったからである。。。。        実実実実はははは松松松松岡岡岡岡修修修修造造造造さんがさんがさんがさんが旗旗旗旗振振振振りりりり役役役役になってくれてになってくれてになってくれてになってくれて、、、、渡渡渡渡邉邉邉邉功功功功さんさんさんさん等等等等テテテテニニニニスススス界界界界のトッププロののトッププロののトッププロののトッププロの方方方方々々々々がががが集集集集まってフォーラムをまってフォーラムをまってフォーラムをまってフォーラムを行行行行ったったったった。。。。最最最最初初初初のののの年年年年はははは何何何何でテでテでテでテニニニニスとスとスとスと環境環境環境環境なのかとなのかとなのかとなのかと質問質問質問質問をををを受受受受けけけけたたたたがががが、、、、テテテテニニニニスをやるときはきれいなスをやるときはきれいなスをやるときはきれいなスをやるときはきれいな空空空空気気気気のののの下下下下がやりたいとがやりたいとがやりたいとがやりたいと思思思思いませんかということからいませんかということからいませんかということからいませんかということから入入入入っっっったたたた。。。。最最最最初初初初のののの年年年年はこちらからこうしたことをはこちらからこうしたことをはこちらからこうしたことをはこちらからこうしたことを言言言言うだけであったがうだけであったがうだけであったがうだけであったが、、、、２２２２年目年目年目年目になったらになったらになったらになったら、、、、テテテテニニニニスススス界界界界のトッププロののトッププロののトッププロののトッププロの方方方方々々々々がががが、、、、子子子子供供供供たちにたちにたちにたちに教教教教ええええるテるテるテるテニニニニススクールにススクールにススクールにススクールに行行行行くとくとくとくと、、、、そこでごみのそこでごみのそこでごみのそこでごみの分分分分別別別別はしましはしましはしましはしましょょょょうといううといううといううという発発発発言言言言をされていたをされていたをされていたをされていた。。。。テテテテニニニニスレッスンにはスレッスンにはスレッスンにはスレッスンには全然全然全然全然関係関係関係関係ないサないサないサないサブブブブジェクトジェクトジェクトジェクトにににに聞聞聞聞ここここええええるがるがるがるが、、、、そういうことでもいいとそういうことでもいいとそういうことでもいいとそういうことでもいいと思思思思うううう。。。。我我我我々々々々はそこからはそこからはそこからはそこから大大大大きくきくきくきく進進進進んできているがんできているがんできているがんできているが、、、、最最最最初初初初からからからから余余余余りりりり難難難難しいことをしいことをしいことをしいことを言言言言いいいい始始始始めるとめるとめるとめると何何何何もできなくなるしもできなくなるしもできなくなるしもできなくなるし、、、、おもしろくなくなるおもしろくなくなるおもしろくなくなるおもしろくなくなる。。。。それそれそれそれよりもスよりもスよりもスよりもスポポポポーーーーツツツツはははは、、、、リラクゼーシリラクゼーシリラクゼーシリラクゼーションョンョンョン、、、、体体体体力力力力増増増増強強強強、、、、つきつきつきつき合合合合いいいい等等等等いろいろあるといろいろあるといろいろあるといろいろあると思思思思うがうがうがうが、、、、人人人人間間間間生生生生活活活活にとってにとってにとってにとって欠欠欠欠かすことのできないものであるからかすことのできないものであるからかすことのできないものであるからかすことのできないものであるから、、、、このこのこのこの部分部分部分部分をををを大事大事大事大事にしていきたいにしていきたいにしていきたいにしていきたい。。。。        例例例例ええええばサッばサッばサッばサッカカカカーではーではーではーでは、、、、ＪＪＪＪリーリーリーリーググググがががが、、、、芝芝芝芝のサッのサッのサッのサッカカカカーーーー場場場場をををを日本日本日本日本全全全全国国国国ににににふふふふやしましやしましやしましやしましょょょょうといううといううといううという運運運運動動動動をしているをしているをしているをしている。。。。これはこれはこれはこれは、、、、人人人人工地工地工地工地盤盤盤盤ではなくではなくではなくではなく、、、、地地地地球温暖球温暖球温暖球温暖化化化化のののの防止防止防止防止にもにもにもにも非常非常非常非常にににに役役役役立立立立つつつつ。。。。ゴゴゴゴルルルルフもフもフもフも、、、、青青青青木木木木功功功功さんがさんがさんがさんが我我我我々々々々のののの理理理理事事事事をつとめてをつとめてをつとめてをつとめて下下下下さっているがさっているがさっているがさっているが、、、、青青青青木木木木功功功功さんさんさんさん自自自自身身身身ががががゴゴゴゴルフルフルフルフ場場場場のののの設計設計設計設計をするときにをするときにをするときにをするときに、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ農農農農薬薬薬薬やややや化学化学化学化学肥肥肥肥料料料料をををを使使使使わなくていいわなくていいわなくていいわなくていいゴゴゴゴルフルフルフルフ場場場場をつくることををつくることををつくることををつくることを実実実実践践践践しているしているしているしている。。。。            またまたまたまた、、、、小小小小さいことであるがさいことであるがさいことであるがさいことであるが、、、、たとたとたとたとええええばばばば、、、、レスレスレスレストランでトランでトランでトランで出出出出すすすす食材食材食材食材をををを有有有有機機機機栽栽栽栽培培培培のものにしのものにしのものにしのものにし、、、、それをそれをそれをそれを書書書書いておけばいておけばいておけばいておけば、、、、そこにそこにそこにそこに来来来来たたたた人人人人がががが気気気気づづづづきききき、、、、有有有有機機機機栽栽栽栽培培培培でできたものをでできたものをでできたものをでできたものを買買買買うようになるとうようになるとうようになるとうようになると、、、、有有有有機機機機農農農農産産産産物物物物のののの需要需要需要需要がががが多多多多くなりくなりくなりくなり、、、、結結結結果果果果、、、、日本日本日本日本じじじじゅゅゅゅうのうのうのうの土土土土壌壌壌壌がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん肥肥肥肥沃沃沃沃になっていくになっていくになっていくになっていく。。。。ここここ
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うしたことをうしたことをうしたことをうしたことを訴訴訴訴ええええていくていくていくていく活動活動活動活動をををを、、、、今今今今、、、、GGGGSSSSAAAAではではではでは行行行行っているっているっているっている。。。。        マラマラマラマラソソソソンンンン大会大会大会大会のののの先先先先導導導導車車車車ををををハハハハイイイイブブブブリッリッリッリッドカドカドカドカーやーやーやーや燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池、、、、天然天然天然天然ガガガガスススス等等等等のののの自動自動自動自動車車車車にしにしにしにし、、、、そこそこそこそこにににに、、、、先先先先ほほほほどのエどのエどのエどのエココココフラッフラッフラッフラッググググをををを掲掲掲掲げてみることもげてみることもげてみることもげてみることも考考考考ええええられるられるられるられる。。。。もうもうもうもう１１１１つつつつ、、、、できるかどうかわできるかどうかわできるかどうかわできるかどうかわからないがからないがからないがからないが、、、、マラマラマラマラソソソソンのときにンのときにンのときにンのときに飲飲飲飲みみみみ物物物物をををを飲飲飲飲んでんでんでんで容器容器容器容器をををを捨捨捨捨てているがてているがてているがてているが、、、、それをリサイクルそれをリサイクルそれをリサイクルそれをリサイクル素素素素材材材材にしたりにしたりにしたりにしたり、、、、次次次次のイのイのイのイベベベベントでもントでもントでもントでも使使使使ええええるようにすることをるようにすることをるようにすることをるようにすることを今年企画今年企画今年企画今年企画しているのでしているのでしているのでしているので、、、、後後後後でうちでうちでうちでうちのののの担当担当担当担当もももも交交交交ええええてててて話話話話をさせていただきたいをさせていただきたいをさせていただきたいをさせていただきたい。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        マラマラマラマラソソソソンでンでンでンで急急急急にににに思思思思いいいい出出出出したことがあるしたことがあるしたことがあるしたことがある。。。。今日今日今日今日ははははＮＮＮＮＨＨＨＨＫＫＫＫのののの藤藤藤藤吉吉吉吉さんもおさんもおさんもおさんもお見見見見ええええになっていまになっていまになっていまになっていますすすす。。。。藤藤藤藤吉吉吉吉さんとさんとさんとさんと金金金金曜曜曜曜フォーラムでゼロエミッションのフォーラムでゼロエミッションのフォーラムでゼロエミッションのフォーラムでゼロエミッションの番番番番組組組組をつくらせていただいたときにをつくらせていただいたときにをつくらせていただいたときにをつくらせていただいたときに、、、、最後最後最後最後におにおにおにお正正正正月月月月にマラにマラにマラにマラソソソソンのンのンのンの番番番番組組組組をいっをいっをいっをいっぱぱぱぱいいいい拝拝拝拝見見見見するがするがするがするが、、、、そのときにそのときにそのときにそのときに先先先先導導導導車車車車もももも含含含含めめめめ誘誘誘誘導導導導するするするするためのためのためのための車車車車がすごくがすごくがすごくがすごく排排排排気気気気をををを出出出出しているとしているとしているとしていると言言言言ったのがったのがったのがったのが残念残念残念残念ながらながらながらながらカカカカットされたットされたットされたットされた。。。。例例例例ええええばばばば日本日本日本日本でででで行行行行われるマラわれるマラわれるマラわれるマラソソソソンンンン大会大会大会大会のののの車車車車からからからから変変変変ええええていこうといったようなていこうといったようなていこうといったようなていこうといったような目目目目にににに見見見見ええええるるるる運運運運動動動動ををををぜひぜひぜひぜひしていしていしていしていただきたいただきたいただきたいただきたい。。。。        ドドドドイイイイツツツツのフランクフルトでマラのフランクフルトでマラのフランクフルトでマラのフランクフルトでマラソソソソンにンにンにンに出出出出たことがあるとたことがあるとたことがあるとたことがあると、、、、岡田岡田岡田岡田さんのさんのさんのさんの環境環境環境環境とスとスとスとスポポポポーーーーツツツツとととというシンいうシンいうシンいうシンポポポポジジジジウウウウムのムのムのムの中中中中でででで少少少少しししし話話話話をしたがをしたがをしたがをしたが、、、、産経産経産経産経のののの 11111111 月月月月 24242424 日日日日のののの朝朝朝朝刊刊刊刊にフルにフルにフルにフルペペペページでージでージでージで出出出出ていていていているのでるのでるのでるので関関関関心心心心のあるのあるのあるのある方方方方ははははぜひぜひぜひぜひごらんになっていただきたいごらんになっていただきたいごらんになっていただきたいごらんになっていただきたい。。。。フランクフルトではフランクフルトではフランクフルトではフランクフルトでは先先先先導導導導するするするする車車車車がバイクだけでがバイクだけでがバイクだけでがバイクだけで車車車車はははは全然全然全然全然なかったなかったなかったなかった。。。。そのかわりそのかわりそのかわりそのかわり、、、、途途途途中中中中でででで挫挫挫挫折折折折したしたしたした人人人人たちをたちをたちをたちを乗乗乗乗せてせてせてせて本本本本拠拠拠拠地地地地にににに戻戻戻戻すためのバスがすためのバスがすためのバスがすためのバスが１１１１台台台台だけありだけありだけありだけあり、、、、そこにはマスそこにはマスそこにはマスそこにはマスココココミミミミ陣陣陣陣もももも乗乗乗乗っていたっていたっていたっていた。。。。私私私私はははは 21212121キキキキロロロロ地地地地点点点点でででで挫挫挫挫折折折折したがしたがしたがしたが、、、、帰帰帰帰りのバスのりのバスのりのバスのりのバスの中中中中でインタでインタでインタでインタビビビビューをューをューをューを受受受受けたけたけたけた。。。。あとはスクーターがそっとあとはスクーターがそっとあとはスクーターがそっとあとはスクーターがそっと見見見見てくれてくれてくれてくれるるるる。。。。        藤藤藤藤吉吉吉吉さんさんさんさん、、、、何何何何かかかかココココメントメントメントメント、、、、感感感感想想想想があったらおがあったらおがあったらおがあったらお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        ＮＮＮＮＨＨＨＨＫＫＫＫ    藤藤藤藤吉吉吉吉解説委員解説委員解説委員解説委員        せっかくごせっかくごせっかくごせっかくご提案提案提案提案いただいたいただいたいただいたいただいた省省省省エエエエネネネネ化化化化、、、、車車車車をををを走走走走らせないというのがどうしてらせないというのがどうしてらせないというのがどうしてらせないというのがどうして番番番番組組組組のののの中中中中ででででオオオオンエアされなかったのかンエアされなかったのかンエアされなかったのかンエアされなかったのか、、、、時間時間時間時間のののの関係関係関係関係だったとだったとだったとだったと思思思思うううう。。。。ＮＮＮＮＨＨＨＨＫＫＫＫをををを含含含含めてめてめてめて日本日本日本日本のマスのマスのマスのマスココココミはミはミはミは、、、、そういうそういうそういうそういう意識意識意識意識がががが非常非常非常非常におくれていることがにおくれていることがにおくれていることがにおくれていることが１１１１つのつのつのつの大大大大きなきなきなきな原原原原因因因因だとだとだとだと思思思思うううう。。。。中中中中継継継継車車車車はははは省省省省エエエエネカネカネカネカーになっていないーになっていないーになっていないーになっていない。。。。それをそれをそれをそれを排排排排除除除除しないとなかなかしないとなかなかしないとなかなかしないとなかなか自自自自分分分分たちからたちからたちからたちから言言言言いいいい出出出出せないせないせないせない部分部分部分部分があるとがあるとがあるとがあると思思思思うがうがうがうが、、、、それはおそれはおそれはおそれはお金金金金とととと決断決断決断決断だけのだけのだけのだけの問問問問題題題題なのでなのでなのでなので、、、、やろうとやろうとやろうとやろうと思思思思ええええばできるとばできるとばできるとばできると思思思思うううう。。。。        今日今日今日今日、、、、４４４４人人人人のののの方方方方のおのおのおのお話話話話をををを聞聞聞聞いていていていていていていていて途途途途中中中中からからからから気気気気になってになってになってになって離離離離れなかったのはれなかったのはれなかったのはれなかったのは、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指すすすすべべべべきだというあるきだというあるきだというあるきだというある意意意意味味味味でのでのでのでの合意合意合意合意がががが相当相当相当相当前前前前にできたにもかかわらにできたにもかかわらにできたにもかかわらにできたにもかかわらずずずず、、、、具具具具体的体的体的体的にやろにやろにやろにやろうといううといううといううという形形形形でなかなかでなかなかでなかなかでなかなか行行行行かないかないかないかない。。。。やろうとしてもやろうとしてもやろうとしてもやろうとしても、、、、簡簡簡簡単単単単にににに行行行行けなくなってしまっているけなくなってしまっているけなくなってしまっているけなくなってしまっている。。。。どうやったらそこにどうやったらそこにどうやったらそこにどうやったらそこに行行行行けるのかというけるのかというけるのかというけるのかという意意意意味味味味でででで、、、、一番一番一番一番スムースムースムースムーズズズズにいかないにいかないにいかないにいかない理理理理由由由由はははは生生生生活活活活がががが変変変変ええええられないというられないというられないというられないという部分部分部分部分だとだとだとだと思思思思うううう。。。。江戸江戸江戸江戸時時時時代代代代がががが循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会だったとするとだったとするとだったとするとだったとすると、、、、江戸江戸江戸江戸時時時時代代代代とととと今今今今のののの社社社社会会会会のののの何何何何がががが一番一番一番一番違違違違うのかというとうのかというとうのかというとうのかというと、、、、行政行政行政行政のごみのごみのごみのごみ問問問問題題題題にににに対対対対するかかわりだとするかかわりだとするかかわりだとするかかわりだと思思思思うううう。。。。江戸江戸江戸江戸幕幕幕幕府府府府はははは、、、、ごみごみごみごみ集集集集めはしなかっためはしなかっためはしなかっためはしなかった。。。。        ではではではでは、、、、どうしていたのかどうしていたのかどうしていたのかどうしていたのか。。。。これからこれからこれからこれから循環型社循環型社循環型社循環型社会会会会にもうにもうにもうにもう１１１１回回回回戻戻戻戻ろうとろうとろうとろうと合意合意合意合意したしたしたした場合場合場合場合、、、、日本日本日本日本のののの行政行政行政行政はははは全部全部全部全部ごみからごみからごみからごみから手手手手をををを引引引引くとくとくとくと決断決断決断決断をすればをすればをすればをすれば、、、、一一一一挙挙挙挙にににに循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へへへへ戻戻戻戻れるのかというとれるのかというとれるのかというとれるのかというと、、、、実実実実はそうではなくなってしまっているところがはそうではなくなってしまっているところがはそうではなくなってしまっているところがはそうではなくなってしまっているところが大変大変大変大変難難難難しいしいしいしい。。。。どうしたらどうしたらどうしたらどうしたら戻戻戻戻れるのかはれるのかはれるのかはれるのかは、、、、皆皆皆皆さんがおさんがおさんがおさんがお話話話話になったになったになったになった中中中中ににににヒヒヒヒントがあったようにントがあったようにントがあったようにントがあったように思思思思うううう。。。。非常非常非常非常にににに身身身身近近近近なななな自自自自分分分分たちのたちのたちのたちの身身身身のののの回回回回りのりのりのりの
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取取取取りりりり組組組組みからみからみからみから変変変変ええええていかなければいけないがていかなければいけないがていかなければいけないがていかなければいけないが、、、、それをそれをそれをそれを阻阻阻阻むむむむのはのはのはのは行政行政行政行政のサーのサーのサーのサービビビビスがまだスがまだスがまだスがまだ残残残残っっっっているているているているほほほほかにもかにもかにもかにも、、、、11113333 種類種類種類種類のののの分別分別分別分別のののの中中中中でででで紙紙紙紙とプラスとプラスとプラスとプラスチチチチックのックのックのックの分別分別分別分別がおがおがおがお年年年年寄寄寄寄りにはわからないりにはわからないりにはわからないりにはわからない。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを使使使使わないでくださいというところまでメーわないでくださいというところまでメーわないでくださいというところまでメーわないでくださいというところまでメーカカカカーーーーのののの方方方方におにおにおにお願願願願いいいいしなければいけないししなければいけないししなければいけないししなければいけないし、、、、それをルールにしなければいけないというそれをルールにしなければいけないというそれをルールにしなければいけないというそれをルールにしなければいけないという非常非常非常非常にややこしいにややこしいにややこしいにややこしい仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要になってくるとになってくるとになってくるとになってくると思思思思うううう。。。。        ここをこうここをこうここをこうここをこう変変変変ええええていけばていけばていけばていけば、、、、そこそこそこそこへへへへ間間間間違違違違いなくつながっていくといういなくつながっていくといういなくつながっていくといういなくつながっていくという近道近道近道近道があるのかとがあるのかとがあるのかとがあるのかと期期期期待待待待しているがしているがしているがしているが、、、、あるのかあるのかあるのかあるのか。。。。小小小小澤澤澤澤先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話ではではではでは、、、、子子子子供供供供たちにたちにたちにたちに期期期期待待待待をかけるしかないとおっをかけるしかないとおっをかけるしかないとおっをかけるしかないとおっししししゃゃゃゃていられるていられるていられるていられる。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、子子子子供供供供たちにきちんとバトンをたちにきちんとバトンをたちにきちんとバトンをたちにきちんとバトンを渡渡渡渡していかなければいしていかなければいしていかなければいしていかなければいけないというメッセージかとけないというメッセージかとけないというメッセージかとけないというメッセージかと思思思思ったがったがったがったが、、、、やはりやはりやはりやはり時間時間時間時間がかかるのかがかかるのかがかかるのかがかかるのか。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに世世世世のののの中中中中全全全全体体体体がががが軌軌軌軌道道道道修修修修正正正正するためにどうしていくかするためにどうしていくかするためにどうしていくかするためにどうしていくか。。。。マスメマスメマスメマスメディディディディアもアもアもアも通通通通じじじじてててて、、、、こういうここういうここういうここういうことをもっととをもっととをもっととをもっとしっかりしっかりしっかりしっかり訴訴訴訴ええええなさいということがあればなさいということがあればなさいということがあればなさいということがあれば、、、、ぜひぜひぜひぜひ教教教教ええええていただきたいていただきたいていただきたいていただきたい。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        会場会場会場会場のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、ススススピピピピーーーーカカカカーのーのーのーの皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも含含含含めめめめ、、、、何何何何かかかかヒヒヒヒントになることがあればおントになることがあればおントになることがあればおントになることがあればお願願願願いしまいしまいしまいしますすすす。。。。        司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））        今日今日今日今日のののの講師講師講師講師のののの先生先生先生先生方方方方のスのスのスのスピピピピーーーーチチチチにににに私私私私はははは大変大変大変大変感感感感銘銘銘銘をををを受受受受けるけるけるける；；；；何何何何かかかか目目目目にににに見見見見ええええることをやってることをやってることをやってることをやっていらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるるるる。。。。私私私私がががが２２２２年前年前年前年前にスにスにスにスペペペペインにインにインにインに行行行行ったときにったときにったときにったときに、、、、ママママドドドドリッリッリッリッドドドドのののの市市市市営営営営バスがバスがバスがバスが「「「「もっともっともっともっとクリーンなマクリーンなマクリーンなマクリーンなマドドドドリッリッリッリッドドドドのためにのためにのためにのために((((PoPoPoPorrrr    unununun    MMMMaaaadriddriddriddrid    mmmmaaaassss    lllliiiimpmpmpmpiiiioooo))))」」」」というステッというステッというステッというステッカカカカーをーをーをーを車車車車体体体体にににに書書書書いていていていて町町町町をををを走走走走っていたっていたっていたっていた。。。。何何何何のことかとのことかとのことかとのことかと思思思思いいいい、、、、ＪＪＪＪＥＥＥＥＴＴＴＴＲＲＲＲＯＯＯＯでででで聞聞聞聞いたらいたらいたらいたら、、、、天然天然天然天然ガガガガスをスをスをスを使使使使ったったったった低低低低公害公害公害公害車車車車をををを全全全全市市市市をををを挙挙挙挙げてげてげてげてキキキキャンャンャンャンペペペペーンをーンをーンをーンを張張張張っているということでしたっているということでしたっているということでしたっているということでした。。。。日本日本日本日本へへへへ帰帰帰帰ってきてってきてってきてってきて、、、、それをそれをそれをそれを東東東東京都京都京都京都へへへへ２２２２回回回回送送送送ったったったった。。。。東東東東京都京都京都京都のバスものバスものバスものバスも今今今今はははは企業企業企業企業ののののココココマーシャルをしているがマーシャルをしているがマーシャルをしているがマーシャルをしているが、、、、それそれそれそれだけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、クリーンクリーンクリーンクリーン東東東東京京京京というイメージをというイメージをというイメージをというイメージを車車車車体体体体にににに画画画画いたバスがいたバスがいたバスがいたバスが走走走走りりりり始始始始めているめているめているめている。。。。これこれこれこれをををを見見見見てててて変変変変わってきているなとわってきているなとわってきているなとわってきているなと思思思思いますいますいますいます。。。。        私私私私どもはこのどもはこのどもはこのどもはこの研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠととととⅡⅡⅡⅡをををを各各各各４４４４回回回回、、、、計計計計８８８８回回回回やってレやってレやってレやってレポポポポートをまとめますがートをまとめますがートをまとめますがートをまとめますが、、、、岡田岡田岡田岡田さんさんさんさん、、、、鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦さんのさんのさんのさんの話話話話にもありますようににもありますようににもありますようににもありますように、、、、このこのこのこの研究会研究会研究会研究会をををを１１１１つのつのつのつの行動行動行動行動にににに結結結結びつけたいびつけたいびつけたいびつけたい。。。。例例例例ええええばばばばオオオオリリリリンンンンピピピピックでックでックでックで先先先先導導導導車車車車をクリーンをクリーンをクリーンをクリーン車車車車にににに変変変変ええええることはることはることはることは、、、、市市市市民民民民すすすすべべべべてがてがてがてが見見見見るるるる。。。。小小小小沢沢沢沢先生先生先生先生やややや各各各各講師講師講師講師ののののおおおお話話話話でもあったようにでもあったようにでもあったようにでもあったように、、、、子子子子供供供供がががが変変変変わればわればわればわれば家家家家庭庭庭庭がががが変変変変わるわるわるわる。。。。家家家家庭庭庭庭がががが変変変変わればわればわればわれば社会社会社会社会がががが変変変変わるわるわるわる。。。。社社社社会会会会がががが変変変変わればわればわればわれば行政行政行政行政もももも変変変変わるとわるとわるとわると私私私私はははは思思思思っていますっていますっていますっています。。。。そうしたそうしたそうしたそうした意意意意味味味味でででで、、、、ぜひぜひぜひぜひともともともとも皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの力力力力をををを合合合合わせわせわせわせ、、、、そういうそういうそういうそういう社会社会社会社会をつくるためのをつくるためのをつくるためのをつくるための行動行動行動行動をををを１１１１人人人人１１１１人人人人がやっていきたいがやっていきたいがやっていきたいがやっていきたい。。。。それがそれがそれがそれが今日今日今日今日のののの４４４４人人人人のののの講師講師講師講師のののの皆皆皆皆さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話だったとだったとだったとだったと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        今今今今のののの坂本坂本坂本坂本さんのさんのさんのさんのココココメントもメントもメントもメントも含含含含めめめめ、、、、藤藤藤藤吉吉吉吉さんのさんのさんのさんの疑疑疑疑問問問問、、、、投投投投げかけにげかけにげかけにげかけに対対対対してしてしてして、、、、どなたかおどなたかおどなたかおどなたかお答答答答ええええがあればおがあればおがあればおがあればお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。        経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進課推進課推進課推進課    伊伊伊伊藤藤藤藤氏氏氏氏        経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省からからからから参参参参りましたりましたりましたりました。。。。初初初初めてめてめてめて参参参参加加加加させていただきさせていただきさせていただきさせていただき、、、、やややややややや見見見見当当当当違違違違いのところがあるいのところがあるいのところがあるいのところがあるかもしれないがかもしれないがかもしれないがかもしれないが、、、、藤藤藤藤吉吉吉吉さんのさんのさんのさんのココココメントメントメントメント、、、、上上上上石石石石課長課長課長課長ののののココココメントもメントもメントもメントも含含含含めめめめ、、、、自自自自分分分分たちなりにたちなりにたちなりにたちなりに思思思思っっっっ
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ていることをていることをていることをていることを少少少少ししししココココメントさせていただきたいメントさせていただきたいメントさせていただきたいメントさせていただきたい。。。。        まさにまさにまさにまさに容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法はははは、、、、私私私私でもよくわからなくてでもよくわからなくてでもよくわからなくてでもよくわからなくて、、、、おおおおじじじじいちいちいちいちゃゃゃゃんんんん、、、、おばあちおばあちおばあちおばあちゃゃゃゃんにわからないというのはよくわかるんにわからないというのはよくわかるんにわからないというのはよくわかるんにわからないというのはよくわかる。。。。どうすればいいのかどうすればいいのかどうすればいいのかどうすればいいのか、、、、我我我我々々々々のののの中中中中でもややでもややでもややでもやや方向方向方向方向性性性性がががが見見見見ええええていなくてていなくてていなくてていなくて、、、、今日今日今日今日もおもおもおもお話話話話があったがあったがあったがあった 11113333 とかとかとかとか 33330000 とアイテムをとアイテムをとアイテムをとアイテムを分分分分けていただくことをけていただくことをけていただくことをけていただくことを見見見見なななながらがらがらがら、、、、法法法法律律律律なりなりなりなり制制制制度度度度をををを整備整備整備整備したいしたいしたいしたい、、、、いかなければいけないいかなければいけないいかなければいけないいかなければいけない、、、、いこうといこうといこうといこうと思思思思っているっているっているっている。。。。形形形形としとしとしとしてててて違違違違ってくるかもしってくるかもしってくるかもしってくるかもしれないがれないがれないがれないが、、、、市市市市町村町村町村町村だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、ＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯのののの方方方方々々々々もももも含含含含めめめめ、、、、資資資資源源源源のののの循環循環循環循環のののの方方方方向向向向へへへへどうやっていくのがいいのかどうやっていくのがいいのかどうやっていくのがいいのかどうやっていくのがいいのか、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか見見見見ええええてこないところがありてこないところがありてこないところがありてこないところがあり、、、、我我我我々々々々はははは一番一番一番一番遠遠遠遠いいいいところにいるのではないかところにいるのではないかところにいるのではないかところにいるのではないか。。。。        菊菊菊菊さんのさんのさんのさんのココココメントにあったがメントにあったがメントにあったがメントにあったが、、、、何回何回何回何回もももも来来来来るのがるのがるのがるのが問問問問題題題題だというのはだというのはだというのはだというのは、、、、やややややややや私私私私にとってはにとってはにとってはにとっては疑疑疑疑問問問問でででで、、、、何回何回何回何回もももも来来来来るるるる方方方方はははは興興興興味味味味があってくるのでがあってくるのでがあってくるのでがあってくるので、、、、岡田岡田岡田岡田さんのおっしさんのおっしさんのおっしさんのおっしゃゃゃゃったエったエったエったエココココフラッフラッフラッフラッググググではではではではないがないがないがないが、、、、マークとかシールをマークとかシールをマークとかシールをマークとかシールを上上上上げてげてげてげて、、、、よりよりよりより来来来来るようにしてるようにしてるようにしてるようにして習習習習熟熟熟熟度度度度をををを上上上上げげげげ、、、、家家家家族族族族なりなりなりなり地域地域地域地域にににに持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり、、、、チチチチューターになってくれるようなューターになってくれるようなューターになってくれるようなューターになってくれるような形形形形でのでのでのでの展展展展開開開開のののの仕仕仕仕方方方方があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。固固固固ままままったったったった方方方方しかしかしかしか来来来来ないというないというないというないというのはのはのはのは、、、、逆逆逆逆にににに言言言言うとうとうとうと、、、、どういうどういうどういうどういう方方方方々々々々なのかなのかなのかなのか、、、、後後後後でごでごでごでご質問質問質問質問させていたさせていたさせていたさせていただこうかとだこうかとだこうかとだこうかと思思思思っていたっていたっていたっていた。。。。そのそのそのその辺辺辺辺のことからするとのことからするとのことからするとのことからすると、、、、我我我我々々々々はははは一番一番一番一番遠遠遠遠くにいるのかなとくにいるのかなとくにいるのかなとくにいるのかなと思思思思うううう。。。。ネネネネクタイをクタイをクタイをクタイを締締締締めてめてめてめて偉偉偉偉そうにしているというそうにしているというそうにしているというそうにしているという感感感感じじじじがどうしてもありがどうしてもありがどうしてもありがどうしてもあり、、、、立場上立場上立場上立場上、、、、本本本本音音音音のことをのことをのことをのことをなかなかなかなかなかなかなかなか言言言言っていただけないっていただけないっていただけないっていただけない感感感感じじじじがあるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、ぜひぜひぜひぜひこういうこういうこういうこういう場場場場をををを通通通通してしてしてしてディディディディススススカカカカッションッションッションッションさせていただければとさせていただければとさせていただければとさせていただければと思思思思っているっているっているっている。。。。        菊菊菊菊主事主事主事主事        実実実実はははは利用者利用者利用者利用者層層層層にににに同同同同じじじじ顔顔顔顔ぶぶぶぶれがれがれがれが多多多多いのはいのはいのはいのは言言言言葉葉葉葉足足足足ららららずずずずでありでありでありであり、、、、確確確確かにかにかにかに何回何回何回何回もももも来来来来ていただきていただきていただきていただき、、、、よりよりよりより深深深深くくくく環境問環境問環境問環境問題題題題をををを勉勉勉勉強強強強していただくしていただくしていただくしていただく方方方方もももも必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、私私私私もわかっているもわかっているもわかっているもわかっている。。。。環境問環境問環境問環境問題題題題はごはごはごはごくくくく一部一部一部一部のののの方方方方がよりがよりがよりがより深深深深くくくく、、、、よりよりよりより一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命頑頑頑頑張張張張ってもってもってもっても、、、、あるあるあるある程程程程度度度度のののの限界限界限界限界があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。今今今今、、、、エエエエコポコポコポコポリスセンターがリスセンターがリスセンターがリスセンターが抱抱抱抱ええええているているているている一番一番一番一番のののの問問問問題題題題はははは、、、、いかにいかにいかにいかに無無無無関関関関心心心心者者者者層層層層のののの顔顔顔顔をををを向向向向かせるかかせるかかせるかかせるかであるであるであるである。。。。１１１１人人人人１１１１人人人人のライフスタイルがのライフスタイルがのライフスタイルがのライフスタイルが大大大大きくかかわっているきくかかわっているきくかかわっているきくかかわっている問問問問題題題題でありでありでありであり、、、、一部一部一部一部のののの方方方方がががが幾幾幾幾らららら頑頑頑頑張張張張ってもってもってもっても限界限界限界限界があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。無無無無関関関関心心心心者者者者層層層層をいかにをいかにをいかにをいかに取取取取りりりり込込込込むむむむかであるかであるかであるかである。。。。環境問環境問環境問環境問題題題題はははは大大大大切切切切なんだとなんだとなんだとなんだと、、、、ゲゲゲゲームームームーム感感感感覚覚覚覚やややや劇劇劇劇風風風風におもしろおかしくにおもしろおかしくにおもしろおかしくにおもしろおかしく仕仕仕仕立立立立てててて上上上上げながらげながらげながらげながら少少少少ししししずずずずつつつつ引引引引きききき込込込込んんんんでいきでいきでいきでいき、、、、いつのいつのいつのいつの間間間間にかにかにかにか何何何何となくとなくとなくとなく引引引引きききき込込込込まれてしまったとまれてしまったとまれてしまったとまれてしまったと持持持持っていきたいというのがっていきたいというのがっていきたいというのがっていきたいというのがねねねねらいらいらいらいであるであるであるである。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        上上上上越越越越市市市市のののの上上上上石石石石ささささんはいかがですかんはいかがですかんはいかがですかんはいかがですか。。。。        上上上上石石石石課長課長課長課長        今今今今、、、、経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省のののの方方方方からのいいおからのいいおからのいいおからのいいお話話話話をいただいたがをいただいたがをいただいたがをいただいたが、、、、私私私私たちたちたちたち現場現場現場現場をををを担当担当担当担当しているしているしているしている市市市市町村町村町村町村としてはとしてはとしてはとしては、、、、ごみはごみはごみはごみは本本本本当当当当にににに差差差差しししし迫迫迫迫ったったったった問問問問題題題題でありでありでありであり、、、、物物物物すごいすごいすごいすごい息息息息のののの長長長長いいいい取取取取りりりり組組組組みでありみでありみでありみであり、、、、時間時間時間時間をかけてをかけてをかけてをかけて繰繰繰繰りりりり返返返返してしてしてして啓啓啓啓発発発発にににに努努努努めていかなければいけないとめていかなければいけないとめていかなければいけないとめていかなければいけないと思思思思っているっているっているっている。。。。ただただただただ、、、、そのそのそのその中中中中でででで国国国国のののの法法法法制制制制度度度度のののの関係関係関係関係でででで市民市民市民市民がどうがどうがどうがどう思思思思っているかっているかっているかっているか、、、、声声声声をきちっとをきちっとをきちっとをきちっと上上上上げていきたいげていきたいげていきたいげていきたい。。。。事業事業事業事業者者者者、、、、メーメーメーメーカカカカーーーーへへへへもももも伝伝伝伝わるようなわるようなわるようなわるような形形形形をとっていかなければいけないとをとっていかなければいけないとをとっていかなければいけないとをとっていかなければいけないと今今今今感感感感じじじじているているているている。。。。そのそのそのその間間間間のフォロのフォロのフォロのフォローはーはーはーは、、、、住住住住民民民民負担負担負担負担がないがないがないがない中中中中でごみのでごみのでごみのでごみの減減減減量量量量とリサイクルをするとリサイクルをするとリサイクルをするとリサイクルをする苦労苦労苦労苦労をををを我我我我々々々々市市市市町村町村町村町村がきちっとしがきちっとしがきちっとしがきちっとしなければいけないとなければいけないとなければいけないとなければいけないと考考考考ええええているているているている。。。。    
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    司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        いろいろなおいろいろなおいろいろなおいろいろなお立場立場立場立場からからからから、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな形形形形でででで環境環境環境環境のののの問問問問題題題題にににに参画参画参画参画していただくしていただくしていただくしていただく意意意意味味味味ではではではでは、、、、皆皆皆皆ささささんのごんのごんのごんのご発発発発言言言言はははは非常非常非常非常にににに重要重要重要重要だったとだったとだったとだったと思思思思うううう。。。。現場現場現場現場感感感感覚覚覚覚というというというという言言言言葉葉葉葉がががが私私私私はははは大大大大好好好好きできできできで、、、、例例例例ええええばばばば政策政策政策政策をつくるをつくるをつくるをつくる中中中中央央央央のののの省省省省がありがありがありがあり、、、、それをそれをそれをそれを具具具具体的体的体的体的にににに自治体自治体自治体自治体やややや産業界産業界産業界産業界がががが汗汗汗汗水水水水流流流流してしてしてして何何何何百百百百回回回回、、、、何何何何千千千千回回回回とととと来来来来るるるる皆皆皆皆さんたちにさんたちにさんたちにさんたちに環境環境環境環境のののの啓啓啓啓蒙蒙蒙蒙活動活動活動活動をされているということでをされているということでをされているということでをされているということで、、、、今日今日今日今日はははは非常非常非常非常にいいにいいにいいにいい事事事事例例例例紹介紹介紹介紹介をををを皆皆皆皆さんからいただいたとさんからいただいたとさんからいただいたとさんからいただいたと思思思思いますいますいますいます。。。。        社会社会社会社会をををを変革変革変革変革するするするする力力力力ということでということでということでということで、、、、岡田岡田岡田岡田さんがさんがさんがさんが力力力力＝＝＝＝人人人人数数数数××××意識意識意識意識××××行動行動行動行動力力力力とととと言言言言われましたがわれましたがわれましたがわれましたが、、、、頭頭頭頭ではわかっていてもなかなではわかっていてもなかなではわかっていてもなかなではわかっていてもなかなかできないものであるかできないものであるかできないものであるかできないものである。。。。人人人人数数数数をおをおをおをお集集集集めになってめになってめになってめになって、、、、なおかつなおかつなおかつなおかつ意意意意識識識識をををを変変変変ええええようなされているようなされているようなされているようなされている。。。。まさにまさにまさにまさに行動行動行動行動のののの１１１１つのあらわれだということでつのあらわれだということでつのあらわれだということでつのあらわれだということで、、、、私私私私たちはこうたちはこうたちはこうたちはこういういういういう研究会研究会研究会研究会をこれからもをこれからもをこれからもをこれからも続続続続けていきたいとけていきたいとけていきたいとけていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。研究会研究会研究会研究会からのおからのおからのおからのお願願願願いとしてはいとしてはいとしてはいとしては、、、、次次次次回回回回はははは仲仲仲仲間間間間をををを１１１１人人人人でもでもでもでも２２２２人人人人でもでもでもでも連連連連れてきていただきれてきていただきれてきていただきれてきていただき、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ同同同同様様様様、、、、何何何何とかとかとかとか 10101010億億億億人人人人のののの輪輪輪輪にしてにしてにしてにしていきたいいきたいいきたいいきたい。。。。        最後最後最後最後にににに、、、、本本本本フォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの絡絡絡絡みでみでみでみで１１１１月月月月 22225555日日日日にににに沖縄沖縄沖縄沖縄でででで地地地地方方方方版版版版ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを行行行行いたいといたいといたいといたいと思思思思っていますのでっていますのでっていますのでっていますので、、、、ぜひぜひぜひぜひごごごご参参参参加加加加をいただきたいをいただきたいをいただきたいをいただきたい。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県はははは余余余余りにもりにもりにもりにも車車車車がががが多多多多過過過過ぎぎぎぎるのでるのでるのでるので、、、、ああああそこでそこでそこでそこで自自自自転転転転車運車運車運車運動動動動ををををぜひぜひぜひぜひ岡田岡田岡田岡田さんにさんにさんにさんに展展展展開開開開していしていしていしていただきたいただきたいただきたいただきたい。。。。あそこがあそこがあそこがあそこが自自自自転転転転車車車車王王王王国国国国になったになったになったになったらららら、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄全全全全体体体体がきれいになるのではないかがきれいになるのではないかがきれいになるのではないかがきれいになるのではないか。。。。昨日昨日昨日昨日、、、、おとといとおとといとおとといとおとといと委員委員委員委員会会会会でででで那那那那覇覇覇覇市市市市にににに行行行行ってきってきってきってきたがたがたがたが、、、、廃車廃車廃車廃車がががが何何何何千千千千台台台台、、、、何何何何万万万万台台台台とあるとあるとあるとある。。。。一家一家一家一家にににに車車車車がががが４４４４～～～～５５５５台台台台はははは当当当当たりたりたりたり前前前前ですですですです。。。。あそこはあそこはあそこはあそこはモモモモノノノノレールがレールがレールがレールが２２２２～～～～３３３３年後年後年後年後にににに走走走走るがるがるがるが、、、、サミットのサミットのサミットのサミットの後後後後ではではではでは赤赤赤赤字字字字覚覚覚覚悟悟悟悟だそうであるだそうであるだそうであるだそうである。。。。全然採全然採全然採全然採算算算算がとれがとれがとれがとれないのにないのにないのにないのに、、、、モモモモノノノノレールをやっとレールをやっとレールをやっとレールをやっと走走走走らせるらせるらせるらせる。。。。車車車車社会社会社会社会になれっになれっになれっになれっ子子子子になっているになっているになっているになっている沖縄沖縄沖縄沖縄人人人人はははは無無無無理理理理だだだだろうとろうとろうとろうと、、、、業業業業者者者者もももも市市市市町村町村町村町村もトップがもトップがもトップがもトップが悩悩悩悩んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。        １１１１月月月月 33331111日日日日にはにはにはには、、、、日本学日本学日本学日本学術術術術振興振興振興振興会会会会がががが「「「「環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの影響評価影響評価影響評価影響評価とととと軽軽軽軽減減減減」」」」とととと題題題題するするするする公公公公開開開開シンシンシンシンポポポポジジジジウウウウムをムをムをムを開開開開催催催催するのでするのでするのでするので、、、、ぜひぜひぜひぜひおおおお時時時時間間間間があればがあればがあればがあれば参参参参加加加加していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい。。。。        ２２２２月月月月 22225555日日日日はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの地地地地方方方方のゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッション同同同同様様様様、、、、徳徳徳徳島島島島県県県県でゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションを企画企画企画企画ししししているているているている。。。。坂本坂本坂本坂本さんはさんはさんはさんは徳徳徳徳島島島島県県県県のののの委員委員委員委員もももも今今今今務務務務めているめているめているめている。。。。鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦はははは沖縄沖縄沖縄沖縄にににに行行行行っているっているっているっている。。。。我我我我々々々々もももも手分手分手分手分けしてけしてけしてけして参画参画参画参画しているがしているがしているがしているが、、、、最後最後最後最後にににに坂本坂本坂本坂本さんからおさんからおさんからおさんからお正正正正月後月後月後月後のののの日日日日程程程程をををを紹介紹介紹介紹介させていただくさせていただくさせていただくさせていただく。。。。        司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））        １１１１月月月月 24242424日日日日にににに研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠ・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル推進推進推進推進をををを開開開開催催催催させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。キキキキーーーーノノノノートスートスートスートスピピピピーーーーカカカカーはーはーはーは経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省のののの田辺課長田辺課長田辺課長田辺課長をををを予予予予定定定定していますしていますしていますしています。。。。        研究会研究会研究会研究会ⅡⅡⅡⅡのののの環境学習環境学習環境学習環境学習とととと市民意識市民意識市民意識市民意識のののの改革改革改革改革はははは２２２２月月月月８８８８日日日日をををを予予予予定定定定しているしているしているしている。。。。長年長年長年長年、、、、都市都市都市都市とととと山山山山村村村村ををををつなつなつなつなぐぐぐぐ環境活動環境活動環境活動環境活動ををををやっていらっしやっていらっしやっていらっしやっていらっしゃゃゃゃるるるる東東東東京学京学京学京学芸芸芸芸大学大学大学大学のののの木俣木俣木俣木俣先生先生先生先生からからからからノノノノートスートスートスートスピピピピーーーーチチチチをいたをいたをいたをいただくだくだくだく予予予予定定定定ですですですです。。。。皆様皆様皆様皆様おおおお忙忙忙忙しいとしいとしいとしいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ぜひぜひぜひぜひともごともごともごともご出席出席出席出席いただきますようおいただきますようおいただきますようおいただきますようお願願願願いしまいしまいしまいしますすすす。。。。        最後最後最後最後にににに、、、、今日今日今日今日はははは４４４４人人人人のののの先生先生先生先生方方方方、、、、すばらしいごすばらしいごすばらしいごすばらしいご講講講講演演演演をいただきありがとうございましたをいただきありがとうございましたをいただきありがとうございましたをいただきありがとうございました。。。。拍拍拍拍手手手手でもうでもうでもうでもう１１１１度度度度おおおお礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。                        文文文文責責責責        国連大学高国連大学高国連大学高国連大学高等等等等研究研究研究研究所所所所    坂本坂本坂本坂本憲憲憲憲一一一一    萬木慶萬木慶萬木慶萬木慶子子子子    
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                                                                                                                                            ４４４４－－－－２２２２    研究会研究会研究会研究会ⅡⅡⅡⅡ・・・・環境学習環境学習環境学習環境学習とととと市民意識市民意識市民意識市民意識のののの改革改革改革改革    第第第第３３３３回回回回ワークショップワークショップワークショップワークショップ    議事録議事録議事録議事録        
国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム    

    

研究研究研究研究会会会会ⅡⅡⅡⅡ環境学習環境学習環境学習環境学習とととと市民意識市民意識市民意識市民意識のののの改革改革改革改革    

第第第第３３３３回回回回ワークショップワークショップワークショップワークショップ    

    日日日日        時時時時：：：：２２２２００００００００２２２２年年年年２２２２月月月月８８８８日日日日（（（（金金金金））））        １３１３１３１３時時時時３３３３５５５５分分分分～～～～１１１１６６６６時時時時４９４９４９４９分分分分                    場場場場        所所所所：：：：国連大学高国連大学高国連大学高国連大学高等等等等研究研究研究研究所所所所        １１１１階階階階セミセミセミセミナナナナールームールームールームールーム    発表発表発表発表者者者者：：：：①①①①東東東東京学京学京学京学芸芸芸芸大学大学大学大学教教教教授授授授                                                木俣木俣木俣木俣    美美美美樹樹樹樹男男男男    氏氏氏氏                    ②②②②岩岩岩岩手手手手県県県県総総総総合政策合政策合政策合政策室室室室政策推進政策推進政策推進政策推進監監監監                        久久久久保保保保    協協協協一一一一            氏氏氏氏                    ③③③③北九州北九州北九州北九州市環境市環境市環境市環境局局局局環境産業政策環境産業政策環境産業政策環境産業政策室室室室主主主主査査査査            青青青青柳柳柳柳    祐祐祐祐治治治治            氏氏氏氏            司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））        それではそれではそれではそれでは、、、、定定定定刻刻刻刻になりましたのでになりましたのでになりましたのでになりましたので、、、、始始始始めさせていただきますめさせていただきますめさせていただきますめさせていただきます。。。。        本日本日本日本日はははは皆様大変皆様大変皆様大変皆様大変おおおお忙忙忙忙しいところをごしいところをごしいところをごしいところをご参参参参集集集集いただきいただきいただきいただき、、、、大大大大変変変変ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。        昨年昨年昨年昨年９９９９月以月以月以月以降降降降、、、、ゼロエミッションフォーラムがゼロエミッションフォーラムがゼロエミッションフォーラムがゼロエミッションフォーラムが主主主主催催催催しているしているしているしている研究会研究会研究会研究会、、、、研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠがリサイがリサイがリサイがリサイクルクルクルクル推進推進推進推進、、、、本日本日本日本日はははは研究会研究会研究会研究会ⅡⅡⅡⅡのののの環境学習環境学習環境学習環境学習とととと市民意識市民意識市民意識市民意識のののの改革改革改革改革のののの３３３３回目回目回目回目ですですですです。。。。        本日本日本日本日のののの予予予予定定定定はははは、、、、おおおお手手手手元元元元のののの議事議事議事議事にににに沿沿沿沿ってってってって基調基調基調基調講講講講演演演演はははは東東東東京学京学京学京学芸芸芸芸大学大学大学大学のののの木俣美木俣美木俣美木俣美樹樹樹樹男男男男先生先生先生先生、、、、自治自治自治自治体体体体のののの事事事事例例例例発表発表発表発表としてはとしてはとしてはとしては岩岩岩岩手手手手県県県県総総総総合政策合政策合政策合政策室室室室のののの久久久久保保保保様様様様、、、、北九州北九州北九州北九州市環境市環境市環境市環境局局局局環境産業政策環境産業政策環境産業政策環境産業政策室室室室のののの青青青青柳柳柳柳様様様様からおからおからおからお話話話話をいただくをいただくをいただくをいただく予予予予定定定定になっていますになっていますになっていますになっています。。。。        それではそれではそれではそれでは、、、、木俣木俣木俣木俣先生先生先生先生、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。        木俣木俣木俣木俣教教教教授授授授        私私私私はははは東東東東京学京学京学京学芸芸芸芸大学大学大学大学のののの環境環境環境環境教育教育教育教育実実実実践践践践施施施施設設設設にににに勤勤勤勤めているめているめているめている。。。。本日本日本日本日はははは伝伝伝伝統統統統的的的的知知知知恵恵恵恵、、、、環境環境環境環境文文文文化化化化のののの多多多多様様様様性保全性保全性保全性保全をををを中中中中心心心心にしてにしてにしてにして、、、、環境学習環境学習環境学習環境学習のののの成成成成功功功功事事事事例例例例ということでということでということでということで「「「「都市都市都市都市とととと農農農農村村村村ををををむむむむすすすすぶぶぶぶ」」」」というというというということをことをことをことを中中中中心心心心におにおにおにお話話話話をさせていただきたいをさせていただきたいをさせていただきたいをさせていただきたい。。。。        最最最最初初初初にににに、、、、シューマッシューマッシューマッシューマッハハハハがががが 1111973973973973年年年年にににに書書書書いたいたいたいた『『『『ススススモモモモールールールール    イイイイズズズズ    ビビビビューテューテューテューティィィィフルフルフルフル』』』』のののの引引引引用用用用ををををごごごご紹介紹介紹介紹介したいしたいしたいしたい。「。「。「。「人間人間人間人間がががが戦戦戦戦いにいにいにいに勝勝勝勝てばてばてばてば、、、、自自自自然然然然のののの一部一部一部一部であるであるであるである人間人間人間人間がががが実実実実はははは破破破破れることをれることをれることをれることを忘忘忘忘れていれていれていれているるるる。。。。現現現現代代代代のののの一番重要一番重要一番重要一番重要なななな誤誤誤誤りはりはりはりは「「「「生生生生産産産産のののの問問問問題題題題」」」」はははは解決解決解決解決済済済済みだというみだというみだというみだという思思思思いいいい込込込込みであるみであるみであるみである。。。。都市都市都市都市とととと農農農農村村村村のののの生生生生活活活活のののの間間間間にににに適適適適切切切切なななな均均均均衡衡衡衡をををを取取取取りりりり戻戻戻戻すのがすのがすのがすのが現現現現代代代代人人人人のののの恐恐恐恐らくらくらくらく最大最大最大最大のののの課課課課題題題題であるであるであるである。。。。次次次次にににに、、、、教教教教育育育育のののの役割役割役割役割としてまとしてまとしてまとしてまずずずず何何何何はさておきはさておきはさておきはさておき価値観価値観価値観価値観、、、、つまりつまりつまりつまり人人人人生生生生いかにいかにいかにいかに生生生生きるきるきるきるべべべべきかについてのきかについてのきかについてのきかについての観観観観念念念念をををを伝伝伝伝ええええなくてはならないなくてはならないなくてはならないなくてはならない。。。。知知知知恵恵恵恵をををを学学学学びびびび、、、、育育育育てることてることてることてること以上以上以上以上にににに重要重要重要重要なことがなことがなことがなことが今日今日今日今日あるだろうかあるだろうかあるだろうかあるだろうか」」」」ということをということをということをということを 33330000年年年年ほほほほどどどど前前前前にににに彼彼彼彼はははは提案提案提案提案しているしているしているしている。。。。    
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    本日本日本日本日はははは、、、、ままままずずずず環境学習環境学習環境学習環境学習のフレームワークについてとのフレームワークについてとのフレームワークについてとのフレームワークについてと農農農農山山山山村村村村のののの環境環境環境環境文文文文化的意化的意化的意化的意味味味味、、、、とりわけとりわけとりわけとりわけ伝伝伝伝統統統統的的的的知知知知恵恵恵恵とととと環境環境環境環境保全保全保全保全のののの話話話話題題題題、、、、３３３３番番番番目目目目にににに都市都市都市都市／／／／農農農農山山山山村村村村におけるにおけるにおけるにおける「「「「環境環境環境環境とととと教育教育教育教育」」」」にににに関関関関するするするする課課課課題題題題、、、、４４４４番番番番目目目目にににに環境環境環境環境教育教育教育教育・・・・学習学習学習学習によるによるによるによる都市都市都市都市／／／／農農農農山山山山村村村村交交交交流流流流のののの意義意義意義意義をおをおをおをお話話話話ししたいししたいししたいししたい。。。。これにこれにこれにこれに基基基基づづづづきききき、、、、次次次次にににに事事事事例例例例研究研究研究研究としてセとしてセとしてセとしてセカカカカンンンンドドドドスクールのスクールのスクールのスクールの事事事事例例例例、、、、山山山山村村村村留留留留学学学学のののの事事事事例例例例、、、、森森森森林林林林ボボボボランテランテランテランティィィィアアアア、、、、自自自自然然然然教育教育教育教育圏圏圏圏のののの構構構構想想想想、、、、私私私私たちたちたちたち大学大学大学大学にににに何何何何ができができができができるかをおるかをおるかをおるかをお話話話話しししししししし、、、、最後最後最後最後にまとめをしたいにまとめをしたいにまとめをしたいにまとめをしたい。。。。        ままままずずずず、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育学習学習学習学習のフレームワークについてのフレームワークについてのフレームワークについてのフレームワークについて話話話話をしたいをしたいをしたいをしたい。。。。環境問環境問環境問環境問題題題題についてはいろいについてはいろいについてはいろいについてはいろいろろろろ議議議議論論論論があるががあるががあるががあるが、、、、環境環境環境環境をををを学学学学べべべべないないないない、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは学学学学ばないことがばないことがばないことがばないことが環境問環境問環境問環境問題題題題のののの主主主主要要要要なななな原原原原因因因因であるであるであるであるとととと私私私私はははは思思思思っているっているっているっている。。。。環境環境環境環境教育教育教育教育、、、、環境学習環境学習環境学習環境学習のののの目的目的目的目的はははは、、、、自自自自然然然然とととと文文文文化化化化をををを継継継継承承承承しししし、、、、持持持持続可能続可能続可能続可能なななな社会社会社会社会をををを創創創創造造造造することだとすることだとすることだとすることだと考考考考ええええているているているている。。。。２２２２番番番番目目目目にににに、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育学学学学というというというという新新新新しいしいしいしい学問学問学問学問をつくろうとしをつくろうとしをつくろうとしをつくろうとしているがているがているがているが、、、、統統統統合合合合のののの学問学問学問学問であるであるであるである環境学環境学環境学環境学をををを基基基基礎礎礎礎にしてにしてにしてにして全全全全体体体体論論論論のののの立場立場立場立場をとっていくをとっていくをとっていくをとっていく。。。。環境環境環境環境教育教育教育教育やややや環境学習環境学習環境学習環境学習はははは、、、、個別個別個別個別教教教教科科科科のののの理理理理科科科科、、、、社会社会社会社会科科科科等等等等のののの教教教教科科科科のののの中中中中にににに位位位位置置置置づづづづけるものではなくけるものではなくけるものではなくけるものではなく、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは分分分分析析析析のののの学問学問学問学問であるサイエンスにであるサイエンスにであるサイエンスにであるサイエンスに位位位位置置置置づづづづけられるものではないとけられるものではないとけられるものではないとけられるものではないと私私私私はははは思思思思っているっているっているっている。。。。これまでこれまでこれまでこれまで国国国国際際際際的的的的なななな議議議議論論論論がががが多多多多数数数数行行行行われわれわれわれ、、、、そのそのそのその結結結結果果果果環境環境環境環境教育教育教育教育のののの目目目目標標標標としてはとしてはとしてはとしては６６６６項項項項目目目目ががががベベベベオオオオググググラーラーラーラードドドド憲章憲章憲章憲章のののの中中中中でででで 1111975975975975 年年年年にににに提案提案提案提案されているされているされているされている。。。。４４４４点点点点目目目目にににに環境学習環境学習環境学習環境学習はははは自自自自然然然然観観観観察察察察ややややキキキキャンプャンプャンプャンプ等等等等のののの野外野外野外野外活動活動活動活動、、、、ごみのごみのごみのごみの分別分別分別分別活動活動活動活動等等等等にとどまるものではないにとどまるものではないにとどまるものではないにとどまるものではない。。。。科科科科学的学的学的学的知知知知識識識識やややや伝伝伝伝統統統統的的的的なななな知知知知恵恵恵恵をををを習習習習得得得得したりしたりしたりしたり、、、、ここここれにれにれにれに基基基基づづづづいていていていて私私私私たちたちたちたち１１１１人人人人１１１１人人人人がががが価値観価値観価値観価値観をををを形成形成形成形成していきしていきしていきしていき、、、、かつそれにかつそれにかつそれにかつそれに基基基基づづづづいていていていて環境環境環境環境保全保全保全保全のののの行行行行動動動動をするところまでををするところまでををするところまでををするところまでを目指目指目指目指しているしているしているしている。。。。環境環境環境環境教育教育教育教育・・・・学習学習学習学習のののの全全全全体体体体構造構造構造構造のののの中中中中でででで個別個別個別個別のプロのプロのプロのプロググググラムラムラムラムのののの位位位位置置置置づづづづけをするけをするけをするけをする必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思っているっているっているっている。。。。持持持持続可能続可能続可能続可能なななな社会社会社会社会をつくっていくためのをつくっていくためのをつくっていくためのをつくっていくための教育教育教育教育方方方方法法法法論論論論やややや実実実実践践践践であるであるであるである環境環境環境環境教育教育教育教育・・・・学習学習学習学習のフレームワークとしてのフレームワークとしてのフレームワークとしてのフレームワークとして、、、、カカカカライダスライダスライダスライダスココココープープープープ（（（（万万万万華華華華鏡鏡鏡鏡））））方方方方式式式式をををを 1111999999990000年年年年にににに私私私私はははは提案提案提案提案しているしているしているしている。。。。        これがこれがこれがこれが私私私私のののの頭頭頭頭のののの中中中中のののの世世世世界界界界観観観観であるであるであるである。。。。一般一般一般一般にににに自自自自然然然然とはとはとはとは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、日本日本日本日本のののの方方方方はははは大自大自大自大自然然然然とととと人人人人工工工工的的的的なななな自自自自然然然然、、、、例例例例ええええばばばば心心心心地地地地よいよいよいよい自自自自然然然然はははは、、、、このこのこのこの付付付付近近近近ではではではでは新新新新宿宿宿宿御御御御苑苑苑苑のののの自自自自然然然然がとてもがとてもがとてもがとても心心心心地地地地よいとよいとよいとよいとかかかか、、、、北北北北山山山山杉杉杉杉のののの植植植植林林林林地等地等地等地等をををを挙挙挙挙げるがげるがげるがげるが、、、、実実実実はもうはもうはもうはもう１１１１つつつつ自自自自然然然然があるがあるがあるがある。。。。人人人人類類類類学学学学のののの分野分野分野分野でででで活活活活躍躍躍躍されたされたされたされた岩岩岩岩田田田田慶慶慶慶治治治治氏氏氏氏がががが私私私私とととと同同同同じじじじ意見意見意見意見をををを述述述述べべべべているがているがているがているが、、、、もうもうもうもう１１１１つのつのつのつの自自自自然然然然はははは心心心心のののの中中中中のののの自自自自然然然然であるであるであるである。。。。私私私私たたたたちはちはちはちは大自大自大自大自然然然然とととと人人人人工工工工化化化化されたされたされたされた自自自自然然然然とととと心心心心のののの中中中中のののの自自自自然然然然をををを持持持持っているっているっているっている。。。。このこのこのこの３３３３つのつのつのつの自自自自然然然然がががが私私私私たちをたちをたちをたちを取取取取りりりり巻巻巻巻いているいているいているいている、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは心心心心のののの中中中中にあるにあるにあるにある。。。。自自自自然然然然をををを学学学学ぶぶぶぶプロプロプロプロググググラムラムラムラム、、、、人人人人工工工工化化化化されたされたされたされた文文文文化化化化としとしとしとしてのてのてのての自自自自然然然然をををを学学学学ぶぶぶぶプロプロプロプロググググラムラムラムラム、、、、それにそれにそれにそれに基基基基づづづづいたいたいたいた心心心心のののの中中中中のののの自自自自然然然然、、、、自自自自然然然然観観観観、、、、世世世世界界界界観観観観、、、、価値観価値観価値観価値観、、、、場場場場合合合合によってはによってはによってはによっては信信信信仰仰仰仰等等等等のプロのプロのプロのプロググググラムをラムをラムをラムを考考考考ええええているているているている。。。。自自自自然然然然とととと文文文文化化化化をつなをつなをつなをつなぐぐぐぐプロプロプロプロググググラムラムラムラム、、、、生生生生産学産学産学産学習習習習するプロするプロするプロするプロググググラムラムラムラム。。。。自自自自然然然然のののの中中中中でででで自自自自分分分分がががが感感感感じじじじ取取取取ることがあるることがあるることがあるることがある。。。。山山山山のののの中中中中へへへへ行行行行けばとてもいろいけばとてもいろいけばとてもいろいけばとてもいろいろろろろ感感感感じじじじることがあるフることがあるフることがあるフることがあるフィィィィーリンーリンーリンーリンググググのプロのプロのプロのプロググググラムラムラムラム。。。。自自自自然然然然のののの中中中中でででで、、、、例例例例ええええばばばば宮沢宮沢宮沢宮沢賢賢賢賢治治治治のののの本本本本をををを読読読読んんんんでででで自自自自然然然然とはとはとはとは何何何何かかかか、、、、環境環境環境環境とはとはとはとは何何何何かをかをかをかを考考考考ええええるプロるプロるプロるプロググググラムラムラムラムのののの３３３３つをもとにしてつをもとにしてつをもとにしてつをもとにして私私私私たちのたちのたちのたちの価値観価値観価値観価値観がががが形成形成形成形成されていくされていくされていくされていく。。。。私私私私たちたちたちたち人間人間人間人間のののの人人人人生生生生はははは遊遊遊遊びということがびということがびということがびということが究究究究極極極極のののの目目目目標標標標でありでありでありであり、、、、遊遊遊遊びプロびプロびプロびプロググググララララムがムがムがムが真真真真んんんん中中中中にあるにあるにあるにある。。。。        環境環境環境環境というとというとというとというと、、、、どうしてもあるどうしてもあるどうしてもあるどうしてもある特特特特定定定定のののの場場場場をををを決決決決めるめるめるめる。。。。例例例例ええええばばばば東東東東京京京京やややや渋渋渋渋谷谷谷谷、、、、日本日本日本日本、、、、アフリアフリアフリアフリカカカカやインやインやインやインドドドド等等等等、、、、地域地域地域地域のののの場場場場そのものをそのものをそのものをそのものを学学学学ぶぶぶぶプロプロプロプロググググラムがありラムがありラムがありラムがあり、、、、１１１１人人人人でできることではないのででできることではないのででできることではないのででできることではないので、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの人人人人たちたちたちたち、、、、ググググループループループループ、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな団体団体団体団体とととと協働協働協働協働でするプロでするプロでするプロでするプロググググラムがあるラムがあるラムがあるラムがある。。。。必必必必ずずずず環境環境環境環境保保保保全全全全、、、、修修修修復復復復するするするする等等等等何何何何らかのらかのらかのらかの行動行動行動行動をとるプロをとるプロをとるプロをとるプロググググラムがあるラムがあるラムがあるラムがある。。。。このようなプロこのようなプロこのようなプロこのようなプロググググラムをラムをラムをラムを基基基基礎礎礎礎学習学習学習学習、、、、連関学習連関学習連関学習連関学習、、、、統統統統合学習合学習合学習合学習、、、、行動行動行動行動プロプロプロプロググググラムとラムとラムとラムと私私私私はははは名名名名づづづづけているがけているがけているがけているが、、、、このプロこのプロこのプロこのプロググググラムをラムをラムをラムを実実実実施施施施するするするすることによりことによりことによりことにより環境環境環境環境教育教育教育教育のののの目目目目標標標標のののの関関関関心心心心やややや知知知知識識識識、、、、技技技技能能能能、、、、態態態態度度度度、、、、参参参参加加加加、、、、価値観価値観価値観価値観とととと言言言言われるわれるわれるわれる目目目目標標標標をををを達達達達成成成成していくことになるしていくことになるしていくことになるしていくことになる。。。。    
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    簡簡簡簡単単単単におにおにおにお示示示示ししたいのはししたいのはししたいのはししたいのは、、、、ままままずずずず基基基基本学習本学習本学習本学習のプロのプロのプロのプロググググラムでラムでラムでラムで自自自自然然然然誌誌誌誌であるであるであるである。。。。極端極端極端極端なななな写写写写真真真真をおをおをおをお見見見見せしているがせしているがせしているがせしているが、、、、すすすすべべべべてててて私私私私がががが自自自自分分分分でででで撮撮撮撮ったったったった写写写写真真真真であるであるであるである。。。。これはこれはこれはこれは一番一番一番一番高高高高いいいい山山山山エエエエベベベベレストであレストであレストであレストであるがるがるがるが、、、、ヒヒヒヒマラマラマラマラヤヤヤヤのののの山山山山々々々々のののの近近近近いいいい場場場場所所所所へへへへ行行行行けばけばけばけば、、、、私私私私たちはたちはたちはたちはカカカカミミミミガガガガミのミのミのミの座座座座、、、、カカカカミというものをミというものをミというものをミというものを身身身身近近近近にににに感感感感じじじじざるをざるをざるをざるを得得得得ないないないない。。。。そういうフそういうフそういうフそういうフィィィィーリンーリンーリンーリンググググがとてもがとてもがとてもがとても大事大事大事大事であるしであるしであるしであるし、、、、自自自自然然然然をををを学学学学ぶぶぶぶこととこととこととこととそこからそこからそこからそこから感感感感じじじじ取取取取ることであるることであるることであるることである。。。。それからそれからそれからそれから、、、、いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる母母母母なるなるなるなる海太海太海太海太平平平平洋洋洋洋でででであるあるあるある。。。。        私私私私たちはたちはたちはたちは自自自自然然然然をををを自自自自分分分分たちのたちのたちのたちの文文文文化化化化にににに取取取取りりりり入入入入れているれているれているれている。。。。これはこれはこれはこれは日本日本日本日本のののの山山山山村村村村でありでありでありであり、、、、これはサこれはサこれはサこれはサンフランシスンフランシスンフランシスンフランシスココココをををを示示示示しているがしているがしているがしているが、、、、農農農農山山山山村村村村もありもありもありもあり、、、、大大大大きなきなきなきな都市都市都市都市もありもありもありもあり、、、、いろいろなところでいろいろなところでいろいろなところでいろいろなところで私私私私たちのたちのたちのたちの住住住住むむむむ場場場場所所所所をつくっているをつくっているをつくっているをつくっている。。。。        心心心心のののの中中中中のののの自自自自然然然然ではではではでは、、、、アイアイアイアイヌヌヌヌのののの方方方方々々々々がががが二風二風二風二風谷谷谷谷にダムをつくるにダムをつくるにダムをつくるにダムをつくる際際際際にににに、、、、そういったところにダそういったところにダそういったところにダそういったところにダムをつくっていいのかムをつくっていいのかムをつくっていいのかムをつくっていいのか問問問問うううう、、、、工工工工事事事事のののの無無無無事事事事をををを祈祈祈祈るるるる場場場場にににに私私私私はたまたまはたまたまはたまたまはたまたま立立立立ちちちち会会会会わせていただいたわせていただいたわせていただいたわせていただいたがががが、、、、このこのこのこの儀儀儀儀式式式式はははは心心心心のののの中中中中のののの自自自自然然然然をををを形成形成形成形成していくものであるしていくものであるしていくものであるしていくものである。。。。これはインこれはインこれはインこれはインドドドドのダージリンのラのダージリンのラのダージリンのラのダージリンのラママママ教教教教のののの寺寺寺寺院院院院のののの壁壁壁壁画画画画であるであるであるである。。。。悪悪悪悪いことをしたいことをしたいことをしたいことをした人間人間人間人間がががが今今今今、、、、鬼鬼鬼鬼にににに踏踏踏踏みつみつみつみつぶぶぶぶされているされているされているされている。。。。恐恐恐恐らくらくらくらく閻閻閻閻魔魔魔魔様様様様のののの前前前前でででで地地地地獄獄獄獄のののの絵絵絵絵がががが描描描描かれているとかれているとかれているとかれていると思思思思うがうがうがうが、、、、こういったものがこういったものがこういったものがこういったものが私私私私たちのたちのたちのたちの心心心心のののの自自自自然然然然をつくをつくをつくをつくっているっているっているっている。。。。私私私私はははは戦戦戦戦後後後後生生生生まれでまれでまれでまれで何何何何もももも楽楽楽楽しみがなかったのでしみがなかったのでしみがなかったのでしみがなかったので、、、、おおおお寺寺寺寺でででで子子子子供供供供をををを集集集集めてめてめてめて映映映映画会画会画会画会をやをやをやをやってくださるとってくださるとってくださるとってくださると、、、、おおおお坊坊坊坊様様様様がががが最最最最初初初初にににに「「「「おまおまおまおまええええたちたちたちたち、、、、悪悪悪悪いことをするといことをするといことをするといことをすると、、、、こういうこういうこういうこういう地地地地獄獄獄獄にににに落落落落ちちちちるんだよるんだよるんだよるんだよ」」」」とととと話話話話をされるをされるをされるをされる。。。。それがそれがそれがそれが私私私私たちのたちのたちのたちの心心心心にににに残残残残っていてっていてっていてっていて、、、、自自自自分分分分たちのたちのたちのたちの心心心心のののの中中中中のののの環境環境環境環境とはとはとはとは何何何何かというかというかというかという世世世世界界界界観観観観、、、、自自自自然然然然観観観観あるいはあるいはあるいはあるいは信信信信仰仰仰仰をつくっていくをつくっていくをつくっていくをつくっていく。。。。        第第第第１１１１次次次次産業産業産業産業にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる生生生生産産産産プロプロプロプロググググラムではラムではラムではラムでは、、、、例例例例ええええばばばば宮宮宮宮崎崎崎崎県県県県のののの椎椎椎椎葉葉葉葉村村村村のののの椎椎椎椎葉葉葉葉秀秀秀秀行行行行氏氏氏氏はははは、、、、焼焼焼焼きききき畑畑畑畑のののの伝伝伝伝統統統統的的的的なものをすなものをすなものをすなものをすべべべべていまだにていまだにていまだにていまだに保持保持保持保持しているしているしているしている。。。。山山山山をををを焼焼焼焼くくくく際際際際はははは先先先先にににに祝詞祝詞祝詞祝詞のようなもののようなもののようなもののようなものをををを上上上上げげげげ、「、「、「、「これからこれからこれからこれから山山山山をををを焼焼焼焼きますからきますからきますからきますから、、、、動動動動物物物物はここからはここからはここからはここから去去去去ってくださいってくださいってくださいってください」」」」とかとかとかとか、「、「、「、「カカカカミミミミ様様様様ごごごごめんなさいめんなさいめんなさいめんなさい」」」」とかとかとかとか、、、、作作作作業業業業のののの安安安安全全全全をおをおをおをお祈祈祈祈りしたりしたりしたりした後後後後でででで畑畑畑畑をををを焼焼焼焼きききき、、、、ソソソソバをまいているバをまいているバをまいているバをまいている。。。。このようこのようこのようこのようなことをなことをなことをなことを学学学学ぶぶぶぶプロプロプロプロググググラムであるラムであるラムであるラムである。。。。これはこれはこれはこれは岩岩岩岩手手手手県田県田県田県田野野野野畑畑畑畑村村村村のリアスのリアスのリアスのリアス式式式式海岸海岸海岸海岸のののの漁漁漁漁村村村村でありでありでありであり、、、、生生生生産産産産プロプロプロプロググググラムはラムはラムはラムは私私私私たちたちたちたち都会都会都会都会のののの人間人間人間人間にとってはとてもにとってはとてもにとってはとてもにとってはとても大事大事大事大事なことであるなことであるなことであるなことである。。。。        思思思思索索索索のプロのプロのプロのプロググググラムラムラムラム、、、、感感感感得得得得のプロのプロのプロのプロググググラムではラムではラムではラムでは、、、、小小小小さなたきさなたきさなたきさなたき火火火火をををを囲囲囲囲んでんでんでんで子子子子供供供供たちたちたちたち、、、、大人大人大人大人たちたちたちたちがががが一一一一緒緒緒緒にににに自自自自分分分分たちのたちのたちのたちの人人人人生生生生とはとはとはとは何何何何かをかをかをかを語語語語らっているらっているらっているらっている。。。。素直素直素直素直にににに話話話話ができるができるができるができる場場場場であるであるであるである。。。。私自私自私自私自身身身身はははは大大大大きなきなきなきなキキキキャンャンャンャンプフプフプフプファァァァイイイイヤヤヤヤーをたいてーをたいてーをたいてーをたいて大大大大騒騒騒騒ぎぎぎぎすることはすることはすることはすることは必必必必ずずずずしもしもしもしも賛賛賛賛成成成成ではないではないではないではない。。。。ただただただただ、、、、人間人間人間人間にとってにとってにとってにとって火火火火はとてもはとてもはとてもはとても大事大事大事大事なものでありなものでありなものでありなものであり、、、、こんなこんなこんなこんな小小小小さなたきさなたきさなたきさなたき火火火火のののの中中中中でででで語語語語らいをするのはらいをするのはらいをするのはらいをするのは私私私私たたたたちのちのちのちの物物物物のののの考考考考ええええ方方方方をよりをよりをよりをより深深深深くするくするくするくする１１１１つのプロつのプロつのプロつのプロググググラムだとラムだとラムだとラムだと思思思思うううう。。。。こちらはジョセフ・こちらはジョセフ・こちらはジョセフ・こちらはジョセフ・ココココーーーーネネネネルルルルがががが開開開開発発発発したしたしたした日本日本日本日本ではではではではネネネネーーーーチチチチャーャーャーャーゲゲゲゲームとームとームとームと訳訳訳訳されているものであるされているものであるされているものであるされているものである。。。。自自自自然然然然のののの中中中中にににに座座座座ってってってって風風風風のののの音音音音やややや自自自自然然然然のののの音音音音をををを聞聞聞聞くくくく。。。。場合場合場合場合によってはによってはによってはによっては匂匂匂匂いもするしいもするしいもするしいもするし、、、、鳥鳥鳥鳥のののの声声声声もももも聞聞聞聞ここここええええるるるる。。。。そのようにそのようにそのようにそのように自自自自然然然然からからからから直直直直接接接接私私私私たちがたちがたちがたちが感感感感じじじじ取取取取るプロるプロるプロるプロググググラムがとてもラムがとてもラムがとてもラムがとても大事大事大事大事であるであるであるである。。。。このこのこのこの下下下下にににに示示示示したのはしたのはしたのはしたのは、、、、このこのこのこの女女女女性性性性はははは即即即即興興興興ダンサーでダンサーでダンサーでダンサーで、、、、私私私私たちがいろいろなプロたちがいろいろなプロたちがいろいろなプロたちがいろいろなプロググググラムをやるときはラムをやるときはラムをやるときはラムをやるときは、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな分野分野分野分野のののの専専専専門門門門家家家家をおをおをおをお呼呼呼呼びしてびしてびしてびして子子子子供供供供たちとたちとたちとたちと活動活動活動活動をしてきているがをしてきているがをしてきているがをしてきているが、、、、今今今今、、、、彼女彼女彼女彼女とととと子子子子供供供供たちがしているのはたちがしているのはたちがしているのはたちがしているのは、、、、森森森森のののの中中中中でででで１１１１秒秒秒秒間間間間にににに１１１１ミリミリミリミリ動動動動くというとてもくというとてもくというとてもくというとても遅遅遅遅いいいい動動動動きをやってみようとしているきをやってみようとしているきをやってみようとしているきをやってみようとしている。。。。森森森森のののの中中中中ででででもももも近近近近所所所所にににに道道道道路路路路もありもありもありもあり、、、、幾幾幾幾らからからからか車車車車のののの音音音音もするがもするがもするがもするが、、、、すごくすごくすごくすごく遅遅遅遅いいいい動動動動きをするときをするときをするときをすると自自自自分分分分がががが木木木木やややや森森森森にににに一一一一体化体化体化体化してくるしてくるしてくるしてくる。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、物理物理物理物理的的的的にはにはにはには音音音音がががが聞聞聞聞ここここええええるがるがるがるが、、、、聞聞聞聞ここここええええないないないない状状状状態態態態になるになるになるになる。。。。このようこのようこのようこのようなななな遊遊遊遊びプロびプロびプロびプロググググラムをラムをラムをラムを考考考考ええええているているているている。。。。        ローローローローカカカカルプロルプロルプロルプロググググラムではラムではラムではラムでは、、、、北海北海北海北海道道道道でサラでサラでサラでサラブブブブレッレッレッレッドドドド等等等等のののの馬馬馬馬がいてがいてがいてがいて雪雪雪雪がががが降降降降るというるというるというるという地域地域地域地域のののの特特特特色色色色をををを学学学学ぶぶぶぶ。。。。これはこれはこれはこれは協働協働協働協働プロプロプロプロググググラムでラムでラムでラムで、、、、ジャージジャージジャージジャージをををを着着着着ているているているている方方方方々々々々はははは奥奥奥奥多多多多摩摩摩摩町町町町のののの地地地地元元元元のののの方方方方々々々々でででで、、、、国立市民国立市民国立市民国立市民とととと一一一一緒緒緒緒にににに小小小小河河河河内内内内ダムのダムのダムのダムの歴史歴史歴史歴史をををを学学学学んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。小小小小河河河河内内内内ダムをつくることによりダムをつくることによりダムをつくることによりダムをつくることにより、、、、奥奥奥奥多多多多



 222

摩摩摩摩にあったにあったにあったにあった幾幾幾幾つものつものつものつもの村村村村がダムのがダムのがダムのがダムの底底底底にににに沈沈沈沈みみみみ、、、、そのおかげでそのおかげでそのおかげでそのおかげで私私私私たちたちたちたち都民都民都民都民はははは水水水水をををを確確確確保保保保しているがしているがしているがしているが、、、、このこのこのこの歴史歴史歴史歴史をををを都民都民都民都民ははははほほほほとんどとんどとんどとんど知知知知らないのでらないのでらないのでらないので、、、、そういうそういうそういうそういう歴史歴史歴史歴史をををを学学学学ぶぶぶぶべべべべきであるきであるきであるきである。。。。下下下下のののの保全保全保全保全プロプロプロプロググググラムはラムはラムはラムは、、、、筑筑筑筑波波波波大学大学大学大学のののの方方方方々々々々がががが中中中中心心心心にににに夏夏夏夏のののの森森森森林林林林のののの下下下下草刈草刈草刈草刈りをりをりをりを行行行行っているっているっているっている。。。。具具具具体的体的体的体的にににに自自自自分分分分のののの体体体体をををを使使使使ってってってって環境環境環境環境保全保全保全保全のののの活動活動活動活動をををを行行行行っていくことまでをっていくことまでをっていくことまでをっていくことまでを環境環境環境環境教育教育教育教育・・・・学習学習学習学習はははは含含含含めないといけないめないといけないめないといけないめないといけない。。。。        さてさてさてさて、、、、次次次次にににに「「「「環境環境環境環境教育教育教育教育史史史史とととと農農農農山山山山村村村村／／／／都市交都市交都市交都市交流流流流」」」」のののの資料資料資料資料についてについてについてについて簡簡簡簡単単単単にごにごにごにご説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただきたいだきたいだきたいだきたい。。。。1111957957957957 年年年年にににに日本自日本自日本自日本自然保然保然保然保護護護護協協協協会会会会がががが「「「「自自自自然保然保然保然保護護護護教育教育教育教育にににに関関関関するするするする陳陳陳陳情情情情」」」」をををを行行行行いいいい、、、、このあたこのあたこのあたこのあたりがりがりがりが日本日本日本日本のののの環境環境環境環境教育教育教育教育のののの始始始始まりになるまりになるまりになるまりになる。。。。1111979797970000 年年年年にはアメリにはアメリにはアメリにはアメリカカカカ合合合合衆衆衆衆国国国国でででで環境環境環境環境教育教育教育教育法法法法がががが時限立法時限立法時限立法時限立法でできたでできたでできたでできた。。。。とてもとてもとてもとても早早早早いいいい時時時時期期期期にににに、、、、アメリアメリアメリアメリカカカカはこのようなはこのようなはこのようなはこのような法法法法制制制制度度度度をつくっているをつくっているをつくっているをつくっている。。。。1111979797974444 年年年年にににに私私私私どもはどもはどもはどもは環境環境環境環境教育教育教育教育研究会研究会研究会研究会をををを創創創創立立立立しししし、、、、日本日本日本日本でででで環境環境環境環境教育教育教育教育をををを進進進進めるめるめるめる準準準準備備備備をををを始始始始めためためためた。。。。75757575 年年年年にはにはにはには全全全全国国国国小小小小中学中学中学中学校校校校環境環境環境環境教育教育教育教育研究会研究会研究会研究会ができができができができ、、、、一一一一方方方方ででででベベベベオオオオググググラーラーラーラードドドド憲章憲章憲章憲章がつくられているがつくられているがつくられているがつくられている。。。。77777777 年年年年にににに環境環境環境環境教教教教育育育育研究会研究会研究会研究会をををを私私私私どもがどもがどもがどもが創創創創立立立立しししし、、、、一一一一方方方方でとてもでとてもでとてもでとても重要重要重要重要なトなトなトなトビビビビリシリシリシリシ環境環境環境環境教育教育教育教育政府間会議政府間会議政府間会議政府間会議がががが開開開開かれたかれたかれたかれた。。。。ここここのののの政府間会議政府間会議政府間会議政府間会議がががが歴史歴史歴史歴史的的的的にとてもにとてもにとてもにとても重要重要重要重要なものになっているなものになっているなものになっているなものになっている。。。。        そのそのそのその後後後後、、、、日本日本日本日本ではではではでは 1111999988885555年年年年にににに「「「「農農農農業業業業・・・・農農農農村村村村とととと教育教育教育教育にににに関関関関するするするする懇懇懇懇談談談談会会会会」」」」をををを国国国国土土土土庁庁庁庁のもとにつくのもとにつくのもとにつくのもとにつくってってってって検討検討検討検討がががが始始始始まったまったまったまった。。。。そのすそのすそのすそのすぐぐぐぐ後後後後にににに環境環境環境環境庁庁庁庁ではではではでは「「「「環境環境環境環境教育教育教育教育懇懇懇懇談談談談会会会会」」」」をををを設設設設置置置置しししし、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育ののののありありありあり方方方方がががが議議議議論論論論されたされたされたされた。。。。1111999988887777 年年年年にににに私私私私どもはどもはどもはどもは日本環境日本環境日本環境日本環境教育教育教育教育学会学会学会学会のののの創創創創立立立立のためののためののためののための準準準準備備備備委員委員委員委員会会会会をつをつをつをつくりくりくりくり、、、、そのありそのありそのありそのあり方方方方をををを検討検討検討検討してしてしてして学会学会学会学会ができたのはができたのはができたのはができたのは 1111999999992222年年年年になるになるになるになる。。。。1111999999992222年年年年にはアメリにはアメリにはアメリにはアメリカカカカでででで２２２２度度度度目目目目のののの時限立法時限立法時限立法時限立法によるによるによるによる環境環境環境環境教育教育教育教育法法法法ができができができができ、、、、日本日本日本日本ではではではでは同同同同時時時時にににに環境環境環境環境教育教育教育教育のののの指指指指導導導導資料資料資料資料をつくりをつくりをつくりをつくり始始始始めめめめたたたた。。。。1111993993993993年年年年にににに環境環境環境環境基基基基本法本法本法本法ができたがができたがができたがができたが、、、、そのそのそのその前年前年前年前年のののの 99990000年年年年にはとてもにはとてもにはとてもにはとても有有有有名名名名なななな「「「「環境環境環境環境とととと開開開開発発発発にににに関関関関するするするする国連会議国連会議国連会議国連会議」」」」がががが行行行行われているわれているわれているわれている。。。。1111997997997997 年年年年にテサロにテサロにテサロにテサロニニニニケケケケ国国国国際際際際会議会議会議会議がががが開開開開かれかれかれかれ、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて検討検討検討検討がががが行行行行われたわれたわれたわれた。。。。1111999999999999年年年年にににに「「「「食食食食糧糧糧糧・・・・農農農農業業業業・・・・農農農農村基村基村基村基本法本法本法本法」、」、」、」、そのそのそのその前年前年前年前年にににに「「「「全全全全国国国国総総総総合合合合開開開開発発発発計計計計画画画画」」」」がつくられているがつくられているがつくられているがつくられている。。。。最後最後最後最後にににに、、、、ことしことしことしことし、、、、2002200220022002年年年年４４４４月月月月からからからから新新新新学習指学習指学習指学習指導導導導要領要領要領要領がががが始始始始まりまりまりまり、、、、リリリリオオオオのののの会議会議会議会議のののの 10101010年目年目年目年目でリでリでリでリオオオオ＋＋＋＋10101010ということでということでということでということでヨハヨハヨハヨハネネネネススススブブブブルクでルクでルクでルクで会議会議会議会議がががが開開開開かれるかれるかれるかれる。。。。        ２２２２番番番番目目目目はははは農農農農山山山山村村村村のののの環境環境環境環境文文文文化的意化的意化的意化的意味味味味としてとしてとしてとして、、、、とりわけとりわけとりわけとりわけ伝伝伝伝統統統統的的的的知知知知恵恵恵恵とととと環境環境環境環境保全保全保全保全をををを中中中中心心心心におにおにおにお話話話話ししたいししたいししたいししたい。。。。私私私私はははは環境環境環境環境教育教育教育教育のののの仕仕仕仕事事事事をしているがをしているがをしているがをしているが、、、、一一一一方方方方でででで基基基基礎礎礎礎研研研研究究究究としてはとしてはとしてはとしては民民民民族族族族植植植植物物物物学学学学のののの仕仕仕仕事事事事をしているをしているをしているをしている。。。。このところこのところこのところこのところ欧米欧米欧米欧米でもでもでもでも伝伝伝伝統統統統的的的的なななな知知知知恵恵恵恵をををを見見見見直直直直そうではないかとのそうではないかとのそうではないかとのそうではないかとの動動動動きがかなりあきがかなりあきがかなりあきがかなりありりりり、、、、去去去去年年年年、、、、ハハハハワイでとてもワイでとてもワイでとてもワイでとても大大大大きなきなきなきな国国国国際際際際会議会議会議会議をををを開開開開いたいたいたいた。。。。ココココットンットンットンットン氏氏氏氏はイはイはイはイギギギギリスリスリスリス人人人人でででで、、、、彼彼彼彼のののの「「「「エエエエススススノノノノボボボボタタタタニニニニーーーー」」」」というというというという本本本本からからからから、、、、伝伝伝伝統統統統的的的的なななな植植植植物物物物のののの管管管管理理理理、、、、生物生物生物生物多様多様多様多様性性性性、、、、民民民民俗俗俗俗薬薬薬薬、、、、再生再生再生再生可能可能可能可能なななな植植植植物生物生物生物生産産産産、、、、地域地域地域地域資資資資源源源源のののの保保保保護護護護、、、、生物生物生物生物文文文文化化化化のののの保保保保存存存存（（（（信信信信仰仰仰仰、、、、美美美美術工術工術工術工芸芸芸芸）、）、）、）、持持持持続可能続可能続可能続可能なななな産業産業産業産業とととと社会社会社会社会をををを考考考考ええええているているているている。。。。ＷＷＷＷＩＩＩＩＰＯ（ＰＯ（ＰＯ（ＰＯ（世世世世界界界界知知知知的的的的所所所所有有有有権権権権機機機機構構構構））））のののの去去去去年年年年暮暮暮暮れにれにれにれに出出出出されたされたされたされた２２２２回目回目回目回目のののの報告報告報告報告書書書書ではではではでは、、、、自自自自然然然然とととと文文文文化化化化のののの多様多様多様多様性性性性をををを保全保全保全保全するするするする、、、、知知知知的的的的所所所所有有有有権権権権、、、、とりわけとりわけとりわけとりわけ遺伝遺伝遺伝遺伝資資資資源源源源やややや伝伝伝伝統統統統的的的的知知知知恵恵恵恵、、、、民民民民俗俗俗俗等等等等をををを強強強強調調調調しているしているしているしている。。。。        ２２２２点点点点目目目目にににに、、、、農農農農山山山山村村村村のののの多多多多面面面面的的的的なななな機能機能機能機能はははは旧旧旧旧国国国国土土土土庁庁庁庁やややや農水農水農水農水省省省省等等等等でででで長長長長らくらくらくらく検討検討検討検討してきたがしてきたがしてきたがしてきたが、、、、農農農農山山山山村村村村にはにはにはには農農農農林林林林業業業業のののの生生生生産産産産機能機能機能機能、、、、生生生生活活活活機能機能機能機能、、、、環境環境環境環境保全保全保全保全機能機能機能機能、、、、教育教育教育教育／／／／文文文文化化化化機能機能機能機能、、、、レクリエーションレクリエーションレクリエーションレクリエーション機能機能機能機能のののの５５５５つのつのつのつの機能機能機能機能があることをがあることをがあることをがあることを考考考考ええええてきたてきたてきたてきた。。。。        ３３３３点点点点目目目目にににに、、、、農農農農山山山山村村村村エエエエココココミュージアムのミュージアムのミュージアムのミュージアムの構構構構想想想想についてについてについてについて話話話話をしたいをしたいをしたいをしたい。。。。エエエエココココミュージアムはフミュージアムはフミュージアムはフミュージアムはフランスランスランスランス人人人人のリのリのリのリビビビビエールエールエールエール氏氏氏氏がががが新新新新しいしいしいしい考考考考ええええ方方方方のののの博博博博物物物物館館館館としてとしてとしてとして 1111979797972222年年年年にににに提提提提唱唱唱唱しているしているしているしている。。。。エエエエココココミュミュミュミュージアムのージアムのージアムのージアムの定定定定義義義義をををを簡簡簡簡単単単単にににに言言言言うとうとうとうと、「、「、「、「行政行政行政行政とととと地域地域地域地域住住住住民民民民がががが一一一一体体体体となってとなってとなってとなって地域地域地域地域のののの生生生生活活活活、、、、自自自自然然然然およびおよびおよびおよび社会環境社会環境社会環境社会環境のののの発発発発達過達過達過達過程程程程をををを歴史歴史歴史歴史的的的的にににに探探探探求求求求しししし、、、、自自自自然然然然及及及及びびびび文文文文化化化化遺遺遺遺産産産産をををを地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて保保保保存存存存、、、、育育育育成成成成、、、、展展展展示示示示することをすることをすることをすることを通通通通してしてしてして地域地域地域地域信信信信仰仰仰仰にににに寄寄寄寄与与与与するするするする活動及活動及活動及活動及びそのびそのびそのびその概念概念概念概念」」」」となるとなるとなるとなる。。。。建物等建物等建物等建物等のののの博博博博物物物物館館館館ではではではではなくなくなくなく、、、、人人人人がががが暮暮暮暮らしらしらしらし、、、、そこでそこでそこでそこで生生生生活活活活をををを営営営営んでいることんでいることんでいることんでいること自体自体自体自体がががが博博博博物物物物館館館館であるであるであるである。。。。いろいろないろいろないろいろないろいろな訳訳訳訳があがあがあがあ
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るがるがるがるが、「、「、「、「地域地域地域地域丸丸丸丸ごとごとごとごと博博博博物物物物館館館館」」」」やややや「「「「生生生生活環境活環境活環境活環境博博博博物物物物館館館館」」」」とととと日本日本日本日本語語語語にににに訳訳訳訳されているされているされているされている人人人人もいるもいるもいるもいる。。。。私私私私はははは農農農農山山山山村村村村エエエエココココミュージアムをミュージアムをミュージアムをミュージアムを提提提提唱唱唱唱しているがしているがしているがしているが、、、、これはエこれはエこれはエこれはエココココミュージアムのミュージアムのミュージアムのミュージアムの下位概念下位概念下位概念下位概念になるになるになるになる。。。。農農農農山山山山村村村村のののの多多多多面面面面的的的的なななな機能機能機能機能やややや環境環境環境環境教育教育教育教育のののの全全全全体的体的体的体的なななな枠枠枠枠組組組組みでみでみでみで私私私私がががが提提提提唱唱唱唱しているしているしているしている万万万万華華華華鏡鏡鏡鏡方方方方式式式式をををを重重重重ねねねね合合合合わせわせわせわせ、、、、環境学習環境学習環境学習環境学習をををを展展展展開開開開しししし、、、、農農農農山山山山村村村村のののの地域地域地域地域振興振興振興振興をををを図図図図っていくことをっていくことをっていくことをっていくことを目目目目標標標標としてとしてとしてとして提提提提唱唱唱唱していしていしていしているるるる。。。。私私私私たちたちたちたち自自自自身身身身もももも埼玉埼玉埼玉埼玉県県県県のののの大大大大滝滝滝滝村村村村でででで農農農農山山山山村村村村エエエエココココミュージアムのミュージアムのミュージアムのミュージアムのモデモデモデモデルルルルづづづづくりをくりをくりをくりを 1111999999991111年年年年からからからから実実実実施施施施してきたしてきたしてきたしてきた。。。。        農農農農山山山山村村村村をををを中中中中心心心心にににに少少少少しししし簡簡簡簡単単単単にまとめてみたものであるがにまとめてみたものであるがにまとめてみたものであるがにまとめてみたものであるが、、、、５５５５つのつのつのつの機能機能機能機能とととと万万万万華華華華鏡鏡鏡鏡方方方方式式式式によるによるによるによる環境環境環境環境教育教育教育教育のプロのプロのプロのプロググググラムをラムをラムをラムを簡簡簡簡単単単単にににに示示示示しているしているしているしている。。。。例例例例ええええばばばば保全保全保全保全機能機能機能機能のののの中中中中でででで環境環境環境環境保全保全保全保全やややや水水水水源源源源涵養涵養涵養涵養、、、、災災災災害害害害防止防止防止防止、、、、生物生物生物生物多様多様多様多様性性性性のののの保保保保存存存存等等等等をををを学学学学ぶぶぶぶ。。。。今今今今、、、、里里里里山山山山がとてもがとてもがとてもがとても注注注注目目目目されているがされているがされているがされているが、、、、農農農農山山山山村村村村ではではではでは集集集集落落落落のののの景景景景観観観観やややや居居居居住住住住形形形形態態態態、、、、生生生生活様活様活様活様式式式式、、、、地域地域地域地域のののの共共共共同同同同体体体体、、、、社会社会社会社会のののの関係関係関係関係、、、、伝伝伝伝統統統統的的的的なななな知知知知恵恵恵恵、、、、とりわけとりわけとりわけとりわけ食食食食文文文文化化化化等等等等のののの生生生生活活活活のありのありのありのあり方方方方をををを学学学学ぶぶぶぶ。。。。これをつなこれをつなこれをつなこれをつなぐぐぐぐのがのがのがのが農農農農林林林林業業業業のののの生生生生産産産産のののの機能機能機能機能であるがであるがであるがであるが、、、、農農農農耕耕耕耕地地地地やややや植植植植林林林林地等地等地等地等ででででのののの産業産業産業産業のありのありのありのあり方方方方、、、、環境環境環境環境保全保全保全保全のありのありのありのあり方方方方をををを学学学学ぶぶぶぶ。。。。自自自自然然然然のののの中中中中でででで自自自自然然然然をををを感感感感じじじじ取取取取るアるアるアるアニニニニミミミミズズズズムやムやムやムや農農農農山山山山村村村村のののの農農農農業的業的業的業的なななな慣慣慣慣行行行行、、、、儀儀儀儀礼礼礼礼、、、、おおおお祭祭祭祭りりりり等等等等からからからから私私私私たちのたちのたちのたちの自自自自然然然然観観観観、、、、信信信信仰仰仰仰、、、、価値観価値観価値観価値観をををを形形形形成成成成していくプロしていくプロしていくプロしていくプロググググラムがラムがラムがラムが展展展展開開開開できるのではないかとできるのではないかとできるのではないかとできるのではないかと思思思思うううう。。。。        ３３３３番番番番目目目目にににに、、、、都市都市都市都市とととと農農農農山山山山村村村村におけるにおけるにおけるにおける課課課課題題題題がががが幾幾幾幾つかあるつかあるつかあるつかある。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、高度経済成長高度経済成長高度経済成長高度経済成長のののの過過過過程程程程でででで急急急急速速速速なななな工工工工業化業化業化業化とととと都市化都市化都市化都市化がががが行行行行われたわれたわれたわれた一一一一方方方方でででで農農農農村村村村はははは衰衰衰衰退退退退しししし、、、、農農農農村村村村人人人人口口口口はどんどんはどんどんはどんどんはどんどん減減減減少少少少しししし、、、、過過過過疎疎疎疎化化化化したしたしたした。。。。またまたまたまた、、、、都市都市都市都市／／／／農農農農山山山山村村村村にたくさんのにたくさんのにたくさんのにたくさんの環境問環境問環境問環境問題題題題がががが発発発発生生生生してきたしてきたしてきたしてきた一一一一方方方方でででで都市都市都市都市住住住住民民民民はははは農農農農業業業業生生生生産産産産やややや農農農農村村村村のののの暮暮暮暮らしらしらしらしぶぶぶぶりりりり、、、、自自自自然然然然のののの体体体体験験験験をするをするをするをする場場場場、、、、機機機機会会会会がなくなったがなくなったがなくなったがなくなった。。。。都市都市都市都市のののの中中中中でででではははは人間関係人間関係人間関係人間関係がとてもがとてもがとてもがとても弱弱弱弱いものになってしまったいものになってしまったいものになってしまったいものになってしまった一一一一方方方方でででで、、、、都市都市都市都市のののの学学学学校校校校でいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろな問問問問題題題題がががが起起起起きているきているきているきている。。。。学学学学校校校校荒荒荒荒廃廃廃廃のののの問問問問題題題題はははは長長長長いこといこといこといこと言言言言われているがわれているがわれているがわれているが、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか解決解決解決解決のののの方向方向方向方向にににに向向向向かっていないかっていないかっていないかっていない。。。。それそれそれそれらのらのらのらの多多多多発発発発はははは、、、、高度経済成長高度経済成長高度経済成長高度経済成長をををを背背背背景景景景としたとしたとしたとした受験戦争受験戦争受験戦争受験戦争、、、、自自自自然然然然やややや生生生生産産産産、、、、生生生生活環境活環境活環境活環境をををを学学学学ぶぶぶぶ機機機機会会会会やややや場場場場をををを失失失失ってしまったことってしまったことってしまったことってしまったこと、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち環境問環境問環境問環境問題題題題もももも主主主主要要要要因因因因だとだとだとだと思思思思うううう。。。。一一一一方方方方、、、、農農農農山山山山村村村村ではではではでは、、、、農農農農林林林林業業業業のののの従従従従事事事事者者者者がががが高高高高齢齢齢齢化化化化しししし、、、、平平平平均均均均年年年年齢齢齢齢 65656565歳歳歳歳以上以上以上以上のののの人人人人がががが働働働働いておりいておりいておりいており、、、、後後後後継継継継者者者者がいないがいないがいないがいない。。。。そうなるとそうなるとそうなるとそうなると農農農農林林林林地地地地をををを管管管管理理理理することもすることもすることもすることも難難難難しくしくしくしく、、、、村村村村落落落落のののの共共共共同同同同体自体体自体体自体体自体、、、、地域地域地域地域社会自体社会自体社会自体社会自体がががが維持維持維持維持できないできないできないできない状状状状況況況況にににに陥陥陥陥ってしまっているってしまっているってしまっているってしまっている。。。。これらのこれらのこれらのこれらの新新新新たなたなたなたな問問問問題題題題にににに対対対対処処処処するためするためするためするため、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは農農農農山山山山村村村村のありのありのありのあり方方方方をををを再再再再評価評価評価評価したりしたりしたりしたり、、、、都市都市都市都市／／／／農農農農山山山山村村村村のののの交交交交流流流流によりによりによりにより農農農農山山山山村村村村のののの地域地域地域地域振興振興振興振興、、、、生生生生涯涯涯涯学習社会学習社会学習社会学習社会のののの構築構築構築構築、、、、学学学学校校校校教教教教育育育育におけるにおけるにおけるにおける教育教育教育教育内容内容内容内容のののの変化変化変化変化をををを求求求求めることにめることにめることにめることに「「「「農農農農業業業業・・・・農農農農村村村村とととと教育教育教育教育にににに関関関関するするするする懇懇懇懇談談談談会会会会」」」」はははは 1111999988886666年年年年にににに検討検討検討検討課課課課題題題題をををを設定設定設定設定したしたしたした。。。。        ４４４４番番番番目目目目はははは環境環境環境環境教育教育教育教育・・・・学習学習学習学習によるによるによるによる都市都市都市都市／／／／農農農農山山山山村村村村のののの交交交交流流流流であるであるであるである。。。。都市都市都市都市ではではではでは自自自自然然然然、、、、地域地域地域地域社会社会社会社会、、、、生生生生活活活活文文文文化化化化がががが衰衰衰衰退退退退しておりしておりしておりしており、、、、多様多様多様多様なななな形形形形のののの環境環境環境環境をををを学学学学ぶぶぶぶことができないことができないことができないことができない。。。。とてもとてもとてもとても画画画画一一一一的的的的なななな環境環境環境環境ししししかないかないかないかない。。。。農農農農山山山山村村村村ではではではでは、、、、自自自自然然然然、、、、地域地域地域地域社会社会社会社会、、、、生生生生活活活活文文文文化化化化はははは幾幾幾幾らからからからか残残残残存存存存しているがしているがしているがしているが、、、、これもこれもこれもこれも過過過過疎疎疎疎、、、、高高高高齢齢齢齢化化化化、、、、第第第第１１１１次次次次産業産業産業産業のののの衰衰衰衰退退退退等等等等でとてもでとてもでとてもでとても危危危危機機機機的的的的なななな状状状状態態態態にあることはにあることはにあることはにあることは確確確確かであるかであるかであるかである。。。。都市都市都市都市とととと農農農農山山山山村村村村のバランスのとれたのバランスのとれたのバランスのとれたのバランスのとれた発発発発展展展展がががが持持持持続可能続可能続可能続可能なななな社会社会社会社会をををを形成形成形成形成するのであるがするのであるがするのであるがするのであるが、、、、それらのそれらのそれらのそれらの社会社会社会社会をををを求求求求めめめめてててて環境環境環境環境教育教育教育教育とととと学習学習学習学習をををを通通通通じじじじてててて都市都市都市都市／／／／農農農農山山山山村村村村交交交交流流流流をををを進進進進めるめるめるめる必要必要必要必要があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと考考考考ええええるにるにるにるに至至至至ったったったった。。。。大人大人大人大人もももも子子子子供供供供とととと環境環境環境環境をををを学学学学びびびび、、、、新新新新しいしいしいしい自自自自分分分分たちのたちのたちのたちの暮暮暮暮らしらしらしらしぶぶぶぶりやりやりやりや自自自自分分分分たちのたちのたちのたちの人人人人生生生生のためのためのためのためのののの地図地図地図地図、、、、いわばいわばいわばいわば価値観価値観価値観価値観をつくるをつくるをつくるをつくる必要必要必要必要があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。最後最後最後最後にににに、、、、これからおこれからおこれからおこれからお話話話話しするこしするこしするこしすることはとはとはとは、、、、優優優優良良良良なななな事事事事例例例例をををを比較検討比較検討比較検討比較検討することによりすることによりすることによりすることにより、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育・・・・学習学習学習学習をををを通通通通じじじじてててて都市都市都市都市／／／／農農農農山山山山村村村村交交交交流流流流活動活動活動活動によりによりによりにより課課課課題題題題解決解決解決解決がどれだけできるかがどれだけできるかがどれだけできるかがどれだけできるか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは有有有有効効効効であるであるであるであるかをかをかをかを検討検討検討検討したいしたいしたいしたい。。。。        これからおこれからおこれからおこれからお話話話話しすることはしすることはしすることはしすることは、、、、私自私自私自私自身身身身がすがすがすがすべべべべてててて直直直直接接接接長長長長いいいい時間時間時間時間をかけてかかわってきたことをかけてかかわってきたことをかけてかかわってきたことをかけてかかわってきたことでありでありでありであり、、、、後後後後でいろいろごでいろいろごでいろいろごでいろいろご質問質問質問質問いただければおいただければおいただければおいただければお答答答答ええええできるとできるとできるとできると思思思思うううう。。。。    
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    ままままずずずず、、、、セセセセカカカカンンンンドドドドスクールについてスクールについてスクールについてスクールについて東東東東京都京都京都京都武武武武蔵蔵蔵蔵野野野野市市市市とととと長長長長野野野野県県県県飯飯飯飯山山山山市市市市のののの交交交交流流流流をををを中中中中心心心心におにおにおにお話話話話しししししてみたいしてみたいしてみたいしてみたい。。。。武武武武蔵蔵蔵蔵野野野野市市市市はセはセはセはセカカカカンンンンドドドドスクールのスクールのスクールのスクールの構構構構想想想想をををを非常非常非常非常にににに早早早早いいいい時時時時期期期期からからからから考考考考ええええたたたた。。。。1111999999992222 年年年年ととととあるがあるがあるがあるが、、、、現市長現市長現市長現市長はもっとはもっとはもっとはもっと前前前前からごからごからごからご自自自自分分分分のののの頭頭頭頭のののの中中中中でででで構構構構想想想想ををををずずずずっとっとっとっと練練練練っておられっておられっておられっておられ、、、、幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの試試試試行行行行をしてやっとをしてやっとをしてやっとをしてやっと始始始始まったまったまったまった。。。。行政行政行政行政機機機機構構構構もももも市長市長市長市長部部部部局局局局とととと教育委員教育委員教育委員教育委員会会会会とはとはとはとは溝溝溝溝がとてもがとてもがとてもがとても大大大大きいがきいがきいがきいが、、、、ここここのののの場合場合場合場合はとてもうまくいっているはとてもうまくいっているはとてもうまくいっているはとてもうまくいっている事事事事例例例例であるであるであるである。。。。1111995995995995 年年年年からからからから本本本本格格格格実実実実施施施施となりとなりとなりとなり、、、、飯飯飯飯山山山山市市市市はははは小小小小学学学学校校校校（（（（フフフファァァァーストスクールーストスクールーストスクールーストスクール））））をををを最最最最もももも多多多多くくくく引引引引きききき受受受受けているけているけているけている。。。。教育委員教育委員教育委員教育委員会会会会、、、、小小小小中学中学中学中学校校校校、、、、農農農農業業業業協協協協同同同同組合組合組合組合やややや農農農農家家家家、、、、観観観観光光光光協協協協会会会会、、、、民民民民宿宿宿宿、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育活動活動活動活動、、、、野外野外野外野外活動活動活動活動のののの施施施施設設設設であるであるであるである森森森森のののの家家家家ののののほほほほかかかか両両両両市市市市地地地地域域域域住住住住民民民民のののの協協協協力力力力によりによりによりにより、、、、農農農農林林林林水水水水産業体産業体産業体産業体験験験験、、、、自自自自然然然然体体体体験験験験をををを中中中中心心心心にににに学学学学校校校校教育教育教育教育のののの正正正正式式式式ななななカカカカリリリリキキキキュラムュラムュラムュラムにににに位位位位置置置置づづづづけてけてけてけて実実実実施施施施しているしているしているしている。。。。        ３３３３点点点点目目目目はははは、、、、武武武武蔵蔵蔵蔵野野野野市市市市のののの全全全全学学学学校校校校でででで実実実実施施施施しているしているしているしている。。。。主主主主にセにセにセにセカカカカンンンンドドドドスクールにスクールにスクールにスクールに出出出出かけるのはかけるのはかけるのはかけるのは小小小小学学学学校校校校５５５５年年年年生生生生とととと中学中学中学中学校校校校１１１１年年年年生生生生であるであるであるである。。。。４４４４点点点点目目目目、、、、加加加加児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒、、、、教員教員教員教員はははは一一一一緒緒緒緒にににに初初初初めてのめてのめてのめての体体体体験験験験をしをしをしをしたとたとたとたと評価評価評価評価しているしているしているしている。。。。生生生生きているリきているリきているリきているリアリテアリテアリテアリティィィィーーーー、、、、知知知知のののの総総総総合合合合をををを持持持持つつつつ契契契契機機機機となったというのがとなったというのがとなったというのがとなったというのが彼彼彼彼らのらのらのらの評価評価評価評価であるであるであるである。。。。５５５５点点点点目目目目にににに、、、、相相相相互互互互交交交交流流流流のよいのよいのよいのよい相手相手相手相手ができたとができたとができたとができたと農農農農村側村側村側村側はははは思思思思っているっているっているっている。。。。子子子子供供供供たたたたちにちにちにちに触触触触発発発発されされされされ、、、、自自自自然然然然環境環境環境環境をををを保全保全保全保全するするするする必要性必要性必要性必要性がとてもがとてもがとてもがとても大事大事大事大事なことをなことをなことをなことを認認認認識識識識されるようになりされるようになりされるようになりされるようになり、、、、減減減減反反反反等等等等のののの理理理理由由由由でやめていたでやめていたでやめていたでやめていた水水水水田田田田をもうをもうをもうをもう１１１１度度度度復復復復活活活活しようというしようというしようというしようという動動動動きになったきになったきになったきになった。。。。６６６６点点点点目目目目にににに、、、、地地地地域域域域住住住住民民民民がががが自自自自分分分分たちのたちのたちのたちの伝伝伝伝統統統統的的的的なななな知知知知恵恵恵恵やややや技術技術技術技術をををを都市都市都市都市のののの暮暮暮暮らしらしらしらしぶぶぶぶりにりにりにりに比比比比べべべべてててて幾幾幾幾らからからからか引引引引けけけけ目目目目にににに思思思思っっっっていたとていたとていたとていたと思思思思うがうがうがうが、、、、とてもとてもとてもとても大事大事大事大事なものだとなものだとなものだとなものだと再再再再評価評価評価評価するようになったするようになったするようになったするようになった。。。。経済的経済的経済的経済的なななな効果効果効果効果としてとしてとしてとして、、、、都市都市都市都市／／／／農農農農山山山山村村村村交交交交流流流流によりスによりスによりスによりスキキキキーーーー場場場場のののの夏夏夏夏のののの産業産業産業産業をををを興興興興すことにつながってすことにつながってすことにつながってすことにつながっていったいったいったいった。。。。武武武武蔵蔵蔵蔵野野野野市市市市のののの小小小小中学中学中学中学校校校校はいろいろなところにはいろいろなところにはいろいろなところにはいろいろなところに出出出出かけているがかけているがかけているがかけているが、、、、今今今今、、、、飯飯飯飯山山山山市市市市はははは小小小小学学学学校校校校がががが最最最最もももも訪訪訪訪れているれているれているれている市市市市であるであるであるである。。。。        ４４４４月月月月からからからから総総総総合的合的合的合的なななな学習学習学習学習のののの時間時間時間時間がががが学習指学習指学習指学習指導導導導要領要領要領要領のののの中中中中にににに入入入入るのでるのでるのでるので、、、、環境学習環境学習環境学習環境学習はははは今後今後今後今後はははは主主主主にににに総総総総合的学習合的学習合的学習合的学習のののの時間時間時間時間でででで行行行行われるわれるわれるわれる可能可能可能可能性性性性があるががあるががあるががあるが、、、、総総総総合的学習合的学習合的学習合的学習のののの時間時間時間時間ができるができるができるができる前前前前はははは社会社会社会社会科科科科やややや理理理理科科科科としてとしてとしてとして実実実実施施施施していたしていたしていたしていた。。。。社会社会社会社会科科科科ではではではでは「「「「私私私私たちのたちのたちのたちの生生生生活活活活とととと食食食食料料料料生生生生産産産産」、」、」、」、理理理理科科科科のののの「「「「植植植植物物物物のののの生生生生長長長長」「」「」「」「天天天天気気気気のののの変化変化変化変化」」」」のののの中中中中でででで教教教教科科科科にににに位位位位置置置置づづづづけけけけ、、、、どのどのどのどの部分部分部分部分のののの時間時間時間時間がこのがこのがこのがこの教教教教科科科科のこのことをやっているとのこのことをやっているとのこのことをやっているとのこのことをやっていると言言言言わないとわないとわないとわないと、、、、指指指指導導導導要領要領要領要領にににに基基基基づづづづくくくく教育教育教育教育課課課課程程程程をををを実実実実施施施施したことにならないためしたことにならないためしたことにならないためしたことにならないため、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな工工工工夫夫夫夫ががががされたされたされたされた。。。。セセセセカカカカンンンンドドドドスクールにスクールにスクールにスクールに行行行行くくくく前前前前にににに子子子子供供供供たちにたちにたちにたちに対対対対してしてしてして課課課課題設定題設定題設定題設定をするためをするためをするためをするため、、、、調調調調べべべべ学習学習学習学習をををを３３３３時間行時間行時間行時間行うううう。。。。出出出出かけるかけるかけるかける前前前前におにおにおにお世世世世話話話話になるになるになるになる現現現現地地地地のののの人人人人とととと交交交交流流流流するためするためするためするため、、、、おおおお手手手手紙紙紙紙をををを出出出出したりしたりしたりしたり、、、、ビデビデビデビデオオオオレターをレターをレターをレターを送送送送りりりり合合合合ったりったりったりったり、、、、ｅｅｅｅメールをメールをメールをメールを送送送送るるるる等等等等のののの活動活動活動活動をををを行行行行いいいい、、、、セセセセカカカカンンンンドドドドスクールにスクールにスクールにスクールに行行行行っっっってててて自自自自分分分分がががが何何何何をををを課課課課題題題題としてとしてとしてとして学習学習学習学習するかするかするかするか子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが見見見見つけていくつけていくつけていくつけていく作作作作業業業業をををを行行行行うううう。。。。実実実実際際際際にセにセにセにセカカカカンンンンドドドドスクールにスクールにスクールにスクールに行行行行きききき、、、、これにこれにこれにこれに 11115555 時間時間時間時間充充充充てててててててて農農農農業体業体業体業体験験験験やややや郷郷郷郷土土土土料料料料理理理理体体体体験験験験をををを行行行行いいいい、、、、このこのこのこの内容内容内容内容はははは国国国国語語語語、、、、家家家家庭庭庭庭科科科科等等等等にににに位位位位置置置置づづづづけることになるけることになるけることになるけることになる。。。。学学学学校校校校にににに戻戻戻戻りりりり、、、、現現現現地地地地のののの生生生生活活活活のののの様様様様子子子子、、、、苗苗苗苗をををを育育育育てたりてたりてたりてたり、、、、郷郷郷郷土土土土料料料料理理理理をつくったりをつくったりをつくったりをつくったり、、、、国国国国際際際際理理理理解解解解をするをするをするをする等等等等のののの事後事後事後事後のののの活動活動活動活動をををを行行行行うううう。。。。これにこれにこれにこれに基基基基づづづづきききき発表発表発表発表会会会会をををを３３３３時間時間時間時間行行行行うううう。。。。そのそのそのその時間時間時間時間はははは、、、、今度今度今度今度セセセセカカカカンンンンドドドドスクールにスクールにスクールにスクールに行行行行くくくく４４４４年年年年生生生生にににに聞聞聞聞かせかせかせかせ、、、、４４４４年年年年生生生生にににに事前事前事前事前にどういにどういにどういにどういうものかうものかうものかうものか知知知知らせるらせるらせるらせる。。。。父父父父母母母母をををを呼呼呼呼びびびび、、、、父父父父母母母母にこのにこのにこのにこの活動活動活動活動のののの意意意意味味味味をををを知知知知っていただくっていただくっていただくっていただく。。。。現現現現地地地地のののの方方方方をおをおをおをお呼呼呼呼びしびしびしびし、、、、おおおお礼礼礼礼をををを含含含含めめめめ、、、、子子子子供供供供たちがどのようにたちがどのようにたちがどのようにたちがどのように学習学習学習学習してしてしてして成長成長成長成長したかおしたかおしたかおしたかお見見見見せするせするせするせする。。。。        次次次次にににに、、、、山山山山村村村村留留留留学学学学のおのおのおのお話話話話をしたいをしたいをしたいをしたい。。。。山山山山村村村村留留留留学学学学はははは（（（（財財財財））））育育育育てるてるてるてる会会会会がががが 1111976976976976年年年年にににに長長長長野野野野県県県県八八八八坂坂坂坂村村村村でででで最最最最初初初初にににに始始始始めためためためた。。。。教育委員教育委員教育委員教育委員会会会会とととと地域地域地域地域住住住住民民民民のののの協協協協力力力力をををを得得得得てててて現現現現在在在在はトレーはトレーはトレーはトレーニニニニンンンンググググをををを受受受受けたけたけたけた常常常常駐駐駐駐指指指指導導導導員員員員がががが４４４４名名名名おりおりおりおり、、、、自自自自然然然然体体体体験験験験、、、、農農農農村生村生村生村生活体活体活体活体験験験験をををを中中中中心心心心としたとしたとしたとした教育教育教育教育カカカカリリリリキキキキュラムをュラムをュラムをュラムを実実実実施施施施しているしているしているしている。。。。対対対対象象象象はははは小小小小学学学学１１１１年年年年生生生生からからからから中学中学中学中学３３３３年年年年生生生生まででまででまででまでで、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの 22222222年間年間年間年間でででで 777700000000名名名名以上以上以上以上のののの子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが留留留留学学学学したしたしたした。。。。留留留留学学学学生生生生はははは生生生生活活活活のののの場場場場をををを留留留留学学学学センターとセンターとセンターとセンターと里里里里親親親親のののの農農農農家家家家にににに置置置置いているいているいているいている。。。。思思思思いやりやいやりやいやりやいやりや食食食食べべべべ物物物物



 225

をををを大大大大切切切切にするにするにするにする心心心心、、、、自自自自制制制制心心心心等等等等がががが育育育育ったとったとったとったと評価評価評価評価されているされているされているされている。。。。このこのこのこの子子子子供供供供たちにはすたちにはすたちにはすたちにはすべべべべててててカカカカルテがルテがルテがルテがありありありあり、、、、どのようにどのようにどのようにどのように成長成長成長成長していったかしていったかしていったかしていったか、、、、何年何年何年何年にもわたってにもわたってにもわたってにもわたって追追追追跡跡跡跡調調調調査査査査をををを行行行行っているっているっているっている。。。。新新新新しいしいしいしい教教教教育育育育のののの試試試試みにみにみにみに情熱情熱情熱情熱をををを持持持持つつつつ指指指指導導導導者者者者やややや教員教員教員教員になりたいになりたいになりたいになりたい若若若若者者者者たちがたちがたちがたちがふえふえふえふえ、、、、このようなこのようなこのようなこのような留留留留学学学学がががが終終終終わっわっわっわったたたた後後後後もももも互互互互いのいのいのいの家家家家族族族族間間間間でででで交交交交流流流流がががが続続続続いているいているいているいている。。。。さらにさらにさらにさらに自自自自分分分分たちのたちのたちのたちの生生生生涯涯涯涯学習学習学習学習としていろいろなことしていろいろなことしていろいろなことしていろいろなことをとをとをとを学学学学んでいこうんでいこうんでいこうんでいこうというというというという大人大人大人大人たちがたちがたちがたちが出出出出てきているてきているてきているてきている。。。。明明明明らかにそれらかにそれらかにそれらかにそれぞぞぞぞれのれのれのれの生生生生きききき方方方方、、、、価値価値価値価値のあのあのあのありりりり方方方方がががが変変変変わってきているわってきているわってきているわってきている。。。。過過過過疎疎疎疎対策対策対策対策としてとしてとしてとして都市交都市交都市交都市交流流流流、、、、観観観観光光光光事業事業事業事業にとてもにとてもにとてもにとても大大大大きくきくきくきく寄寄寄寄与与与与していしていしていしているというるというるというるという成成成成果果果果もあるもあるもあるもある。。。。        山山山山村村村村留留留留学学学学のののの仕仕仕仕組組組組みはみはみはみは、、、、留留留留学学学学センターにセンターにセンターにセンターに 11115555 日日日日暮暮暮暮らしらしらしらし、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれがれがれがれが農農農農家家家家にににに行行行行ってってってって 11115555 日日日日暮暮暮暮ららららしししし、、、、村村村村のののの学学学学校校校校にににに通通通通うううう。。。。１１１１カカカカ月月月月のうちのうちのうちのうち 11115555 日日日日はセンターではセンターではセンターではセンターで、、、、11115555 日日日日はははは農農農農家家家家でででで暮暮暮暮らすことになるらすことになるらすことになるらすことになる。。。。たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの子子子子供供供供たちのたちのたちのたちの応応応応募募募募があるががあるががあるががあるが、、、、子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが健健健健康康康康であることとであることとであることとであることと自自自自分分分分でそのようなでそのようなでそのようなでそのような活動活動活動活動をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思ったかどうかがったかどうかがったかどうかがったかどうかが選選選選考考考考のののの基基基基準準準準になるになるになるになる。。。。意意意意欲欲欲欲がとてもがとてもがとてもがとても大事大事大事大事であるであるであるである。。。。        それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの目的目的目的目的をををを持持持持ってってってって喜喜喜喜々々々々ととととしてしてしてして生生生生きているきているきているきている子子子子供供供供がががが育育育育てるてるてるてる会会会会のののの理理理理想想想想像像像像であるであるであるである。。。。このこのこのこの理理理理想想想想像像像像にににに近近近近づづづづけるためにけるためにけるためにけるために、、、、心心心心のののの安安安安定力定力定力定力やややや行事行事行事行事力力力力、、、、共共共共存存存存力力力力、、、、個性力個性力個性力個性力、、、、工工工工夫夫夫夫力力力力、、、、詩詩詩詩情情情情力力力力をををを子子子子供供供供たたたたちにつけさせるようにちにつけさせるようにちにつけさせるようにちにつけさせるように育育育育てていきましてていきましてていきましてていきましょょょょうということであるうということであるうということであるうということである。。。。このためにセンターのこのためにセンターのこのためにセンターのこのためにセンターの活動活動活動活動でのでのでのでの体体体体験験験験、、、、農農農農家家家家におけるにおけるにおけるにおける体体体体験験験験等等等等いろいろないろいろないろいろないろいろな体体体体験験験験をしてをしてをしてをして理理理理想想想想のののの子子子子供供供供にににに育育育育てていくことをてていくことをてていくことをてていくことを考考考考ええええているているているている。。。。        ３３３３番番番番目目目目にににに、、、、森森森森林林林林ボボボボランテランテランテランティィィィアについてアについてアについてアについて紹介紹介紹介紹介したいしたいしたいしたい。。。。東東東東京都京都京都京都のののの檜檜檜檜原村原村原村原村にあるにあるにあるにある遊遊遊遊学学学学のののの森森森森をををを中中中中心心心心にににに話話話話をしたいをしたいをしたいをしたい。。。。現現現現在在在在、、、、日本日本日本日本のののの木木木木材生材生材生材生産産産産はははは市場経済市場経済市場経済市場経済にににに全全全全くくくく引引引引きききき合合合合わないわないわないわない。。。。職職職職業業業業としてとしてとしてとして林林林林業業業業にににに携携携携わるわるわるわる方方方方はとてもはとてもはとてもはとても少少少少なくなくなくなく、、、、高高高高齢齢齢齢化化化化しているしているしているしている。。。。森森森森林林林林をををを環境環境環境環境財財財財とととと考考考考ええええ、、、、保全保全保全保全、、、、育育育育成成成成管管管管理理理理するするするする必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考考考考ええええるようになったるようになったるようになったるようになった。。。。東東東東京都京都京都京都のののの指指指指導導導導林林林林家家家家であるであるであるである田中田中田中田中惣惣惣惣次次次次氏氏氏氏はははは、、、、自自自自分分分分のののの私有私有私有私有林林林林にににに多多多多くのくのくのくのボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアのググググループループループループ、、、、大学大学大学大学やややや青青青青少年団体少年団体少年団体少年団体、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育団体団体団体団体等等等等のののの方方方方たちがかかわたちがかかわたちがかかわたちがかかわりりりり、、、、森森森森林林林林のののの保全保全保全保全、、、、林林林林業業業業振興振興振興振興のののの活動活動活動活動をををを実実実実践践践践しているしているしているしている。。。。これはこれはこれはこれは都市都市都市都市のののの人人人人々々々々がががが任意任意任意任意にいろいろなにいろいろなにいろいろなにいろいろな形形形形ののののググググループをつくりループをつくりループをつくりループをつくり、、、、育育育育林林林林技術技術技術技術をををを学学学学びびびび合合合合ったりったりったりったり、、、、連連連連携携携携してしてしてして森森森森林林林林環境環境環境環境のののの保全保全保全保全をしていくをしていくをしていくをしていく活活活活動動動動をををを展展展展開開開開しているしているしているしている。。。。このようなこのようなこのようなこのような活動活動活動活動はとてもすはとてもすはとてもすはとてもすぐぐぐぐれたれたれたれた実実実実践践践践モデモデモデモデルをルをルをルを提供提供提供提供しておりしておりしておりしており、、、、地域地域地域地域のののの林林林林家家家家、、、、住住住住民民民民やややや行政行政行政行政、、、、全全全全国的国的国的国的にもにもにもにも影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼすいいすいいすいいすいいモデモデモデモデルとなっているルとなっているルとなっているルとなっている。。。。私私私私どもどもどもども環境環境環境環境ボボボボランランランランテテテティィィィアにとってもアにとってもアにとってもアにとっても励励励励ましになっているましになっているましになっているましになっている事事事事例例例例であるであるであるである。。。。        簡簡簡簡単単単単にあらわすとにあらわすとにあらわすとにあらわすと、、、、遊遊遊遊学学学学のののの森森森森をめをめをめをめぐぐぐぐってってってってＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯであるであるであるである花花花花咲咲咲咲きききき村村村村、、、、草刈草刈草刈草刈十十十十字字字字軍軍軍軍、、、、連合体連合体連合体連合体のののの浜浜浜浜仲仲仲仲間間間間のののの会会会会、、、、森森森森林林林林クラクラクラクラブブブブ、、、、大学大学大学大学・・・・児童児童児童児童館館館館、、、、教員教員教員教員研研研研修修修修のののの機機機機会会会会等等等等もももも、、、、私有私有私有私有地地地地にににに施施施施設設設設をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな方方方方たちをたちをたちをたちを受受受受けけけけ入入入入れてれてれてれて活動活動活動活動をををを進進進進めているめているめているめている。。。。森森森森林林林林組合組合組合組合やややや林林林林研研研研ググググループループループループ等等等等、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろなななな方方方方たちがここをめたちがここをめたちがここをめたちがここをめぐぐぐぐってってってってネネネネットワークをつくってットワークをつくってットワークをつくってットワークをつくって活動活動活動活動をををを進進進進めているめているめているめている。。。。        ４４４４番番番番目目目目にににに、、、、自自自自然然然然教育教育教育教育圏圏圏圏のののの話話話話であるであるであるである。。。。山山山山形県形県形県形県のののの小小小小国国国国町町町町のののの話話話話でありでありでありであり、、、、現現現現在在在在はははは白白白白いいいい森森森森構構構構想想想想にににに発発発発展展展展しているしているしているしている。。。。自自自自然然然然教育教育教育教育圏圏圏圏はははは、、、、小小小小国国国国町町町町のののの第第第第２２２２次山次山次山次山村村村村振興振興振興振興計計計計画画画画（（（（1111973973973973 年年年年））））でででで提案提案提案提案されたされたされたされた。。。。自自自自然然然然環境環境環境環境やややや生生生生活活活活文文文文化化化化をををを他他他他のののの地域地域地域地域のののの人人人人々々々々にににに提供提供提供提供しししし、、、、休休休休養養養養やややや体体体体験験験験学習学習学習学習のののの場場場場としてとしてとしてとして整備整備整備整備しししし、、、、地域地域地域地域住住住住民民民民のののの所所所所得得得得向上向上向上向上にににに寄寄寄寄与与与与することをすることをすることをすることを目的目的目的目的としたとしたとしたとした。。。。当初当初当初当初はははは小小小小玉玉玉玉川川川川小小小小中学中学中学中学校校校校をををを改改改改築築築築することによりすることによりすることによりすることにより、、、、そのそのそのその場場場場所所所所をををを使使使使ってってってって生生生生涯涯涯涯学習学習学習学習やややや国国国国内外内外内外内外とのとのとのとの交交交交流流流流拠拠拠拠点点点点をつくろうとをつくろうとをつくろうとをつくろうと考考考考ええええ、、、、さらにさらにさらにさらに研究研究研究研究拠拠拠拠点点点点としとしとしとしてててて先先先先端山端山端山端山村村村村研究研究研究研究所所所所をををを行政行政行政行政がつくったがつくったがつくったがつくった。。。。今今今今はははは白白白白いいいい森森森森構構構構想想想想にににに展展展展開開開開してきているがしてきているがしてきているがしてきているが、、、、白白白白はははは雪雪雪雪ととととブブブブナナナナ林林林林をををを象象象象徴徴徴徴しているしているしているしている。。。。ブナブナブナブナのののの森森森森のののの生生生生活活活活文文文文化化化化、、、、山山山山のののの神神神神信信信信仰仰仰仰、、、、森森森森のののの恵恵恵恵みとマタみとマタみとマタみとマタギギギギのののの魂魂魂魂をををを伝伝伝伝承承承承、、、、学習学習学習学習しししし、、、、雪雪雪雪国国国国のののの山山山山村村村村文文文文化化化化をををを構築構築構築構築していくしていくしていくしていく心心心心意意意意気気気気でやっているでやっているでやっているでやっている。。。。体体体体験験験験学習学習学習学習やややや国国国国際際際際交交交交流流流流、、、、主主主主ににににインインインインドネドネドネドネシアのシアのシアのシアの方方方方々々々々とととと交交交交流流流流をしてをしてをしてをしているしいるしいるしいるし、、、、全全全全寮寮寮寮制制制制のののの高高高高校校校校であるであるであるである基基基基督督督督教教教教独独独独立学立学立学立学園園園園もあるもあるもあるもある。。。。国国国国際際際際交交交交流流流流をををを核核核核としてとしてとしてとして生生生生涯涯涯涯学習学習学習学習のののの環境環境環境環境をををを整備整備整備整備しししし、、、、ココココミュミュミュミュニニニニテテテティィィィーーーー活動活動活動活動やややや地域地域地域地域産業産業産業産業のののの振興振興振興振興、、、、福祉福祉福祉福祉・・・・
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生生生生活環境活環境活環境活環境のののの整備等整備等整備等整備等、、、、町町町町のことをのことをのことをのことを考考考考ええええながらながらながらながら他他他他地域地域地域地域のののの人人人人たちをたちをたちをたちを呼呼呼呼んでんでんでんで一一一一緒緒緒緒にいろいろなにいろいろなにいろいろなにいろいろな活動活動活動活動をををを行行行行っているっているっているっている。。。。着着着着実実実実なまちなまちなまちなまちづづづづくりができくりができくりができくりができ、、、、住住住住民民民民もももも幅幅幅幅広広広広くくくく参参参参加加加加協協協協力力力力しししし、、、、このこのこのこの計計計計画画画画はははは進進進進展展展展してしてしてしているいるいるいる。。。。        小小小小玉玉玉玉川川川川小小小小中学中学中学中学校校校校はははは小小小小中合中合中合中合わせてわせてわせてわせて約約約約 20202020人人人人しかいないがしかいないがしかいないがしかいないが、、、、小小小小さなさなさなさな学学学学校校校校にとてもにとてもにとてもにとても大大大大きなきなきなきな校校校校舎舎舎舎をををを建建建建てててて、、、、宿宿宿宿泊泊泊泊やスやスやスやスポポポポーーーーツツツツ活動活動活動活動等等等等、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな活動活動活動活動ができるができるができるができる。。。。子子子子供供供供たちもたちもたちもたちも 20202020人人人人のののの中中中中でしかでしかでしかでしか暮暮暮暮ららららしをしていないのでしをしていないのでしをしていないのでしをしていないので、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな方方方方がががが訪訪訪訪れてくれるとれてくれるとれてくれるとれてくれると、、、、子子子子供供供供たちもたちもたちもたちも自自自自分分分分のののの視視視視野野野野がががが広広広広がってがってがってがっていくいくいくいく。。。。いいいいいいいい人人人人たちがたちがたちがたちが来来来来てててて親親親親しくできるのでしくできるのでしくできるのでしくできるので、、、、地地地地元元元元からからからから外外外外国国国国までまでまでまで交交交交流流流流をををを広広広広めるめるめるめる拠拠拠拠点点点点にするこにするこにするこにすることからとからとからとから始始始始めためためためた。。。。山山山山菜菜菜菜園園園園（（（（わらびわらびわらびわらび園園園園））））をををを初初初初めいろいろなめいろいろなめいろいろなめいろいろな施施施施設設設設をををを整備整備整備整備していっているしていっているしていっているしていっている。。。。ここはここはここはここは豪豪豪豪雪雪雪雪地地地地帯帯帯帯でででで地地地地滑滑滑滑りりりり地地地地帯帯帯帯でありでありでありであり、、、、畑畑畑畑をつくることはをつくることはをつくることはをつくることは難難難難しいがしいがしいがしいが、、、、ワラワラワラワラビビビビはたくさんはたくさんはたくさんはたくさん生生生生ええええておりておりておりており、、、、都会都会都会都会のののの人人人人がとりにがとりにがとりにがとりに来来来来るるるる。。。。勝勝勝勝手手手手にとっていってしまうのでにとっていってしまうのでにとっていってしまうのでにとっていってしまうので、、、、これをこれをこれをこれを１１１１つのきっかけとしてつのきっかけとしてつのきっかけとしてつのきっかけとして学学学学習習習習するするするする機機機機会会会会やややや産業産業産業産業にしたらどうかというにしたらどうかというにしたらどうかというにしたらどうかという発想発想発想発想がががが町町町町にあってにあってにあってにあって自自自自然然然然教育教育教育教育圏圏圏圏ができたができたができたができた。。。。地域地域地域地域のののの方方方方々々々々のののの活動活動活動活動、、、、来来来来るるるる方方方方々々々々のののの活動活動活動活動、、、、文文文文化的化的化的化的なななな活動活動活動活動やスやスやスやスポポポポーーーーツツツツ活動活動活動活動等等等等いろいろなものをいろいろなものをいろいろなものをいろいろなものを含含含含みみみみ込込込込みみみみ、、、、とてもとてもとてもとても大大大大きなきなきなきな視視視視野野野野でプロでプロでプロでプロググググラムがラムがラムがラムが構構構構想想想想されているされているされているされている。。。。        自自自自然然然然教育教育教育教育圏圏圏圏からからからから発想発想発想発想しししし、、、、現現現現在在在在はははは白白白白いいいい森森森森構構構構想想想想にににに発発発発展展展展してきているしてきているしてきているしてきている。。。。このこのこのこの町町町町はははは学習環境学習環境学習環境学習環境をををを整整整整備備備備していくことをとてもしていくことをとてもしていくことをとてもしていくことをとても大事大事大事大事にしているにしているにしているにしている。。。。他他他他からおからおからおからお呼呼呼呼びするだけでなくびするだけでなくびするだけでなくびするだけでなく、、、、自自自自分分分分たちのたちのたちのたちの子子子子供供供供をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり育育育育てててて、、、、山山山山村村村村のののの文文文文化化化化をちをちをちをちゃゃゃゃんとんとんとんと身身身身につけてもらいにつけてもらいにつけてもらいにつけてもらい、、、、そういうそういうそういうそういう子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが日本日本日本日本だけだけだけだけでなくでなくでなくでなく海海海海外外外外でもでもでもでも活活活活躍躍躍躍できるようにできるようにできるようにできるように、、、、とてもとてもとてもとても大大大大きなきなきなきな心心心心意意意意気気気気をををを持持持持ってやっているってやっているってやっているってやっている。。。。自自自自分分分分たちのたちのたちのたちのことはしっかりことはしっかりことはしっかりことはしっかり考考考考ええええているしているしているしているし、、、、外外外外のののの方方方方たちもたちもたちもたちも大大大大いにいにいにいに受受受受けけけけ入入入入れようというれようというれようというれようという構構構構想想想想であるであるであるである。。。。現現現現在在在在ははははぶぶぶぶなななな文文文文化化化化館館館館をつくるをつくるをつくるをつくる準準準準備備備備をしているをしているをしているをしている。。。。このこのこのこの文文文文化化化化館館館館をををを中中中中心心心心にににに、、、、サテラサテラサテラサテライトイトイトイト施施施施設設設設としてとしてとしてとして農農農農山山山山村村村村エエエエココココミュージアムをつくるミュージアムをつくるミュージアムをつくるミュージアムをつくる。。。。１１１１つのつのつのつの建物建物建物建物とととと農農農農家家家家やややや寺寺寺寺のサテライトミュージアムをつなのサテライトミュージアムをつなのサテライトミュージアムをつなのサテライトミュージアムをつなぐぐぐぐのがのがのがのが発発発発見見見見のののの小小小小道道道道でありでありでありであり、、、、まさにエまさにエまさにエまさにエココココミュージアムのミュージアムのミュージアムのミュージアムの発想発想発想発想をををを展展展展開開開開してしてしてして実現実現実現実現してきているしてきているしてきているしてきている。。。。        最後最後最後最後にににに、、、、大学大学大学大学でででで何何何何ができるかということでまとめにしていきたいができるかということでまとめにしていきたいができるかということでまとめにしていきたいができるかということでまとめにしていきたい。。。。私私私私どももどももどももどもも友友友友のののの会会会会のののの組組組組織織織織をををを持持持持っておりっておりっておりっており、、、、一番一番一番一番身身身身近近近近なななな秩父秩父秩父秩父多多多多摩摩摩摩甲斐甲斐甲斐甲斐国立国立国立国立公公公公園園園園のののの農農農農山山山山村村村村でいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろな活動活動活動活動をしているをしているをしているをしている。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、大学大学大学大学のののの公公公公開講開講開講開講座座座座、、、、子子子子供供供供向向向向けけけけ、、、、市民市民市民市民やややや教員教員教員教員向向向向けのけのけのけの活動活動活動活動であるであるであるである。。。。環境環境環境環境教育教育教育教育セミセミセミセミナナナナーやーやーやーや文文文文部部部部科科科科学省学省学省学省からからからから委委委委託託託託をををを受受受受けてけてけてけて環境環境環境環境教育教育教育教育担当担当担当担当教員教員教員教員のののの講習会講習会講習会講習会をををを行行行行ったりったりったりったり、、、、エエエエココココミュージアムミュージアムミュージアムミュージアムづづづづくりのくりのくりのくりの協協協協力力力力、、、、キキキキャンプやャンプやャンプやャンプや森森森森林林林林ボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアの活動活動活動活動、、、、教教教教材材材材開開開開発発発発等等等等をををを私私私私どもはどもはどもはどもは行行行行っているっているっているっている。。。。実実実実際際際際はははは国国国国内内内内のののの他他他他のののの大学大学大学大学とのつながりやとのつながりやとのつながりやとのつながりや環境学習環境学習環境学習環境学習センターセンターセンターセンター、、、、教育委員教育委員教育委員教育委員会会会会等等等等いろいろなところといろいろなところといろいろなところといろいろなところとののののネネネネットワークをットワークをットワークをットワークを形成形成形成形成しているししているししているししているし、、、、国国国国際際際際的的的的にもにもにもにも国連大学国連大学国連大学国連大学のののの高高高高等等等等研究研究研究研究所所所所ともおつきともおつきともおつきともおつき合合合合いをさいをさいをさいをさせていただいているせていただいているせていただいているせていただいている。。。。例例例例ええええばタイのラジャバトばタイのラジャバトばタイのラジャバトばタイのラジャバト大学大学大学大学とはとてもとはとてもとはとてもとはとても緊緊緊緊密密密密なななな関係関係関係関係をををを持持持持ちちちち、、、、環境環境環境環境教教教教育育育育活動活動活動活動をををを行行行行っているしっているしっているしっているし、、、、ワールワールワールワールドドドドスクールやスクールやスクールやスクールやユネユネユネユネススススココココアジアアジアアジアアジア太太太太平平平平洋洋洋洋セミセミセミセミナナナナーもーもーもーも主主主主催催催催させてさせてさせてさせていただきいただきいただきいただき、、、、学学学学内内内内ではではではでは学学学学部部部部からからからから博博博博士士士士課課課課程程程程までまでまでまで講義講義講義講義をををを担当担当担当担当しているしているしているしている。。。。私私私私どもとしてはどもとしてはどもとしてはどもとしては、、、、基基基基礎礎礎礎研研研研究究究究でででで環境環境環境環境教育教育教育教育学学学学のののの理論理論理論理論をつくっていくことをつくっていくことをつくっていくことをつくっていくこと、、、、環境環境環境環境保全保全保全保全のためののためののためののための具具具具体的体的体的体的なななな技術技術技術技術開開開開発発発発もももも進進進進めてめてめてめていかなければいけないしいかなければいけないしいかなければいけないしいかなければいけないし、、、、応用応用応用応用研究研究研究研究としてのとしてのとしてのとしての実実実実践践践践、、、、指指指指導導導導者者者者養養養養成成成成やややや教員教員教員教員研研研研修修修修等等等等いろいろないろいろないろいろないろいろな活活活活動動動動のののの評価評価評価評価をすることもとてもをすることもとてもをすることもとてもをすることもとても大事大事大事大事であるであるであるである。。。。教教教教材材材材開開開開発発発発とととと環境環境環境環境教育教育教育教育のののの分野分野分野分野でででで研究研究研究研究者者者者をををを育育育育てていてていてていてていくこともくこともくこともくことも貴貴貴貴重重重重なななな活動活動活動活動だとだとだとだと思思思思っているっているっているっている。。。。教育教育教育教育課課課課程程程程にににに位位位位置置置置づづづづけることけることけることけること、、、、ボボボボランテランテランテランティィィィアアアア活動活動活動活動のののの企企企企画画画画運運運運営営営営にもおにもおにもおにもお手手手手伝伝伝伝いをすることいをすることいをすることいをすること、、、、最後最後最後最後にににに国国国国内外内外内外内外のののの研究研究研究研究機機機機関関関関ややややＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯのののの方方方方々々々々とととと一一一一緒緒緒緒にににに教育教育教育教育研研研研究究究究のののの連連連連携携携携をををを進進進進めていくことをめていくことをめていくことをめていくことを考考考考ええええているているているている。。。。        まとめとしてまとめとしてまとめとしてまとめとして、、、、大人大人大人大人とととと子子子子供供供供のののの市民意識市民意識市民意識市民意識がどうがどうがどうがどう変変変変容容容容したかしたかしたかしたか。。。。成成成成功功功功事事事事例例例例としてごとしてごとしてごとしてご紹介紹介紹介紹介したがしたがしたがしたが、、、、成成成成功功功功といってもといってもといってもといっても私私私私たちはたちはたちはたちは目目目目標標標標がががが高高高高いのいのいのいのでででで満満満満足足足足しているわけではなくしているわけではなくしているわけではなくしているわけではなく、、、、常常常常にににに新新新新しいものしいものしいものしいもの、、、、よよよよりいいものをりいいものをりいいものをりいいものを求求求求めているめているめているめている。。。。こういうこういうこういうこういう中中中中でででで自自自自然然然然がいかなるがいかなるがいかなるがいかなる存存存存在在在在かかかか、、、、大大大大切切切切かかかか、、、、心心心心地地地地よいとかよいとかよいとかよいとか厳厳厳厳



 227

しいとかしいとかしいとかしいとか美美美美しいしいしいしい等等等等、、、、直直直直接接接接体体体体験験験験するするするする機機機機会会会会ができてができてができてができて環境環境環境環境認認認認識識識識がががが変化変化変化変化してきたことはしてきたことはしてきたことはしてきたことは認認認認められるめられるめられるめられる。。。。都市都市都市都市住住住住民民民民はははは農農農農山山山山村村村村やややや１１１１次次次次産業産業産業産業のののの現実現実現実現実のののの大変大変大変大変さをさをさをさを知知知知りりりり、、、、都市都市都市都市生生生生活活活活やややや家家家家族族族族環境環境環境環境をををを比較比較比較比較しながらしながらしながらしながら見見見見直直直直していくきっかけになっているしていくきっかけになっているしていくきっかけになっているしていくきっかけになっている。。。。有有有有機機機機農農農農産産産産物物物物のののの直直直直接接接接販販販販売売売売、、、、エエエエコツコツコツコツーリーリーリーリズズズズムムムム、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育事業事業事業事業等等等等、、、、新新新新しいしいしいしい産業産業産業産業をををを開開開開発発発発していこうというしていこうというしていこうというしていこうという意意意意欲欲欲欲がががが高高高高まってきているまってきているまってきているまってきている。。。。農農農農山山山山村村村村住住住住民民民民にすれにすれにすれにすればばばば、、、、第第第第１１１１次次次次産業産業産業産業やややや生生生生活活活活文文文文化化化化にににに誇誇誇誇りがりがりがりが回回回回復復復復してきたしてきたしてきたしてきた。。。。環境環境環境環境保全保全保全保全、、、、森森森森林林林林管管管管理理理理のためののためののためののためのボボボボランテランテランテランティィィィアアアア活動活動活動活動がががが展展展展開開開開してきたこともしてきたこともしてきたこともしてきたことも各各各各地地地地でででで認認認認められるめられるめられるめられる。。。。精神精神精神精神性性性性のののの高高高高いいいい人人人人のののの交交交交流流流流によりによりによりにより、、、、私私私私たちたちたちたちのライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルのライフスタイル、、、、価値観価値観価値観価値観がががが変変変変わりわりわりわり始始始始めたこともめたこともめたこともめたことも認認認認められるめられるめられるめられる。。。。伝伝伝伝統統統統的的的的なななな知知知知恵恵恵恵のののの再再再再評価評価評価評価やややや敬敬敬敬愛愛愛愛、、、、環境環境環境環境文文文文化化化化のののの多様多様多様多様性性性性のののの再認再認再認再認識識識識、、、、保全保全保全保全・・・・復復復復活活活活のののの任意任意任意任意なななな活動活動活動活動へへへへのののの意思意思意思意思もももも高高高高まってきたしまってきたしまってきたしまってきたし、、、、ここここれによりれによりれによりれにより環境学習環境学習環境学習環境学習のののの実実実実践践践践がさらにがさらにがさらにがさらに充充充充実実実実していくとしていくとしていくとしていくと思思思思うううう。。。。        以上以上以上以上ですですですです。。。。どうもごどうもごどうもごどうもご清清清清聴聴聴聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        つけつけつけつけ足足足足しであるがしであるがしであるがしであるが、、、、今今今今、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは環境環境環境環境教育教育教育教育法法法法ををををぜひぜひぜひぜひ日本日本日本日本でもつくりたいとでもつくりたいとでもつくりたいとでもつくりたいと思思思思いいいい、、、、勉勉勉勉強強強強会会会会をををを行行行行っているっているっているっている。。。。ごごごご興興興興味味味味があればがあればがあればがあれば、、、、ぜひぜひぜひぜひごごごご一一一一緒緒緒緒していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい。。。。        司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））        どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。木俣木俣木俣木俣先生先生先生先生のタイトルのタイトルのタイトルのタイトル「「「「環境学習環境学習環境学習環境学習へへへへのののの成成成成功功功功事事事事例例例例都市都市都市都市とととと農農農農山山山山村村村村をををを結結結結ぶぶぶぶ」」」」にににに沿沿沿沿ったすばらしいごったすばらしいごったすばらしいごったすばらしいご発表発表発表発表をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。意見交換意見交換意見交換意見交換、、、、討討討討議議議議はははは最後最後最後最後のののの場場場場でででで準準準準備備備備していますしていますしていますしています。。。。        改改改改めてめてめてめて木俣木俣木俣木俣先生先生先生先生にににに拍拍拍拍手手手手でおでおでおでお礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        それではそれではそれではそれでは、、、、自治体自治体自治体自治体のののの事事事事例例例例発表発表発表発表のののの１１１１としてとしてとしてとして、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県総総総総合政策合政策合政策合政策室室室室政策推進政策推進政策推進政策推進監監監監のののの久久久久保保保保様様様様からからからから「「「「岩岩岩岩手手手手県県県県発発発発展展展展ののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドド：：：：環境環境環境環境－－－－ひひひひとととと－－－－情報情報情報情報」」」」とととと題題題題しておしておしておしてお話話話話をいただきますをいただきますをいただきますをいただきます。。。。        久久久久保保保保推進推進推進推進監監監監        本日本日本日本日はははは、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県はははは県政県政県政県政発発発発展展展展ののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドとしてとしてとしてとして「「「「環境環境環境環境－－－－ひひひひとととと－－－－情報情報情報情報」」」」とととと事事事事あるごとにあるごとにあるごとにあるごとに言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、そのそのそのその考考考考ええええ方方方方ががががどうしてどうしてどうしてどうして出出出出てきたのかてきたのかてきたのかてきたのか、、、、県政県政県政県政をををを進進進進めていくめていくめていくめていく上上上上でこのでこのでこのでこのキキキキーワーーワーーワーーワードドドドがどのようながどのようながどのようながどのような位位位位置置置置づづづづけなのかおけなのかおけなのかおけなのかお話話話話ししたいとししたいとししたいとししたいと思思思思っているっているっているっている。。。。        岩岩岩岩手手手手県県県県だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、県県県県ではではではでは必必必必ずずずず総総総総合合合合計計計計画画画画をををを持持持持っているっているっているっている。。。。各各各各県県県県のののの総総総総合合合合計計計計画画画画がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれのれのれのれの施施施施策策策策をををを進進進進めていくめていくめていくめていく上上上上でのすでのすでのすでのすべべべべてのてのてのての考考考考ええええ方方方方をををを網網網網羅羅羅羅しているしているしているしている。。。。岩岩岩岩手手手手県県県県でもでもでもでも岩岩岩岩手手手手県県県県総総総総合合合合計計計計画画画画をををを平平平平成成成成11111111 年年年年８８８８月月月月につくりにつくりにつくりにつくり、、、、策策策策定定定定後後後後２２２２年年年年半半半半のののの間間間間にににに国国国国ではではではでは小小小小泉泉泉泉内内内内閣閣閣閣のののの構造構造構造構造改革改革改革改革等等等等がいろいろがいろいろがいろいろがいろいろ出出出出てきててきててきててきているいるいるいる。。。。２２２２年年年年半半半半たってもたってもたってもたっても、、、、今今今今のののの国国国国のののの動動動動きとそんなにきとそんなにきとそんなにきとそんなに違違違違いがいがいがいが出出出出てきていないとてきていないとてきていないとてきていないと思思思思っているっているっているっている。。。。ここここのののの計計計計画画画画をををを中中中中心心心心にににに「「「「環境環境環境環境－－－－ひひひひとととと－－－－情報情報情報情報」」」」といったといったといったといった点点点点でででで説明説明説明説明させていただくさせていただくさせていただくさせていただく。。。。        ままままずずずず、、、、計計計計画画画画をつくるをつくるをつくるをつくる上上上上でででで私私私私どもがどもがどもがどもが考考考考ええええたのはたのはたのはたのは、、、、本本本本来来来来はははは県県県県のののの計計計計画画画画でありでありでありであり、、、、基基基基本的本的本的本的にはにはにはには県県県県のののの政策政策政策政策をををを網網網網羅羅羅羅すればよいがすればよいがすればよいがすればよいが、、、、今回今回今回今回のののの計計計計画画画画はみんなでつくりはみんなでつくりはみんなでつくりはみんなでつくり、、、、みんなでみんなでみんなでみんなで進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考ええええ、、、、100100100100 人人人人にににに１１１１人人人人のアンケートのアンケートのアンケートのアンケート等等等等、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな方方方方からいろいろなからいろいろなからいろいろなからいろいろな形形形形でででで意見意見意見意見をもらうをもらうをもらうをもらう形形形形でででで進進進進めためためためた。。。。結結結結果果果果的的的的にはにはにはには２２２２万万万万 5555000000000000人人人人のののの方方方方からからからから何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でででで参参参参加加加加いただきいただきいただきいただき、、、、みんなでつくるみんなでつくるみんなでつくるみんなでつくる計計計計画画画画がががが実現実現実現実現でででできたときたときたときたと思思思思っているっているっているっている。。。。        計計計計画画画画着手着手着手着手前前前前にどうやってにどうやってにどうやってにどうやって計計計計画画画画をををを進進進進めていくかをめていくかをめていくかをめていくかを考考考考ええええたたたた際際際際にはにはにはには、、、、今今今今までのまでのまでのまでの県県県県のののの側側側側からからからから考考考考ええええるのはやめるのはやめるのはやめるのはやめ、、、、１１１１人人人人１１１１人人人人のののの生生生生活活活活者者者者やそれやそれやそれやそれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域からからからから考考考考ええええていこうとていこうとていこうとていこうと考考考考ええええたたたた。。。。もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは、、、、これからこれからこれからこれから県境県境県境県境がががが低低低低くなればくなればくなればくなれば低低低低くなるくなるくなるくなるほほほほどどどど、、、、地域地域地域地域とはとはとはとは何何何何ぞぞぞぞやということがやということがやということがやということが問問問問われてくることわれてくることわれてくることわれてくることをををを強強強強くくくく意識意識意識意識してしてしてして計計計計画画画画をつくろうとをつくろうとをつくろうとをつくろうと計計計計画策画策画策画策定定定定にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ。。。。        計計計計画画画画をつくるをつくるをつくるをつくる上上上上でででで一番一番一番一番最最最最初初初初にににに徹底徹底徹底徹底的的的的にににに議議議議論論論論したのはしたのはしたのはしたのは、、、、21212121 世紀世紀世紀世紀をををを通通通通じじじじてててて変変変変わらないわらないわらないわらない地域地域地域地域づづづづ
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くりのくりのくりのくりの理念理念理念理念をまをまをまをまずずずずはっきりさせようとはっきりさせようとはっきりさせようとはっきりさせようと、、、、ここにここにここにここに大大大大分分分分エエエエネネネネルルルルギギギギーをーをーをーを注注注注ぎぎぎぎ込込込込んだんだんだんだ。。。。私私私私どもがどもがどもがどもが考考考考ええええたのはたのはたのはたのは、、、、ままままずずずずこれからのこれからのこれからのこれからの地域地域地域地域づづづづくりくりくりくり、、、、新新新新しいしいしいしい岩岩岩岩手手手手をつくっていくをつくっていくをつくっていくをつくっていく上上上上でででで何何何何がががが大事大事大事大事かといっかといっかといっかといったときにたときにたときにたときに、、、、恐恐恐恐らくらくらくらく１１１１人人人人１１１１人人人人のののの県民県民県民県民、、、、地域地域地域地域のののの自立自立自立自立がががが一番一番一番一番大事大事大事大事であろうであろうであろうであろう。。。。自立自立自立自立したしたしたした地域地域地域地域、、、、１１１１人人人人１１１１人人人人のののの県民県民県民県民がががが自主的自主的自主的自主的にににに地域地域地域地域づづづづくりにくりにくりにくりに参画参画参画参画することによりすることによりすることによりすることにより、、、、初初初初めてめてめてめて新新新新しいしいしいしい地域地域地域地域ができるができるができるができる。。。。そそそそのののの過過過過程程程程でいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろな学習学習学習学習をしていくことがをしていくことがをしていくことがをしていくことが地域地域地域地域のののの県民県民県民県民のののの自立自立自立自立やややや参画意識参画意識参画意識参画意識をををを高高高高めめめめ、、、、もうもうもうもう１１１１つつつつ上上上上のののの新新新新しいしいしいしい地域地域地域地域づづづづくりにつながっていくくりにつながっていくくりにつながっていくくりにつながっていく。。。。らせんらせんらせんらせん状状状状にににに地域地域地域地域づづづづくりはくりはくりはくりは継継継継続続続続してしてしてして進進進進んでいくとんでいくとんでいくとんでいくということでいうことでいうことでいうことで、、、、一番一番一番一番最最最最初初初初にににに自立自立自立自立、、、、参画参画参画参画、、、、創創創創造造造造をををを入入入入れているれているれているれている。。。。        計計計計画策画策画策画策定定定定のののの上上上上でででで全全全全国国国国とととと岩岩岩岩手手手手県民県民県民県民のアンケートをとったがのアンケートをとったがのアンケートをとったがのアンケートをとったが、、、、非常非常非常非常におもしろいにおもしろいにおもしろいにおもしろい結結結結果果果果がががが出出出出たたたたのでのでのでので若干若干若干若干ごごごご紹介紹介紹介紹介させていただくさせていただくさせていただくさせていただく。。。。黄黄黄黄色色色色がががが全全全全国国国国でででで、、、、こちらがこちらがこちらがこちらが岩岩岩岩手手手手県民県民県民県民であるであるであるである。「。「。「。「美美美美しいしいしいしい」」」」はははは住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人はははは非常非常非常非常にににに低低低低いがいがいがいが、、、、県県県県外外外外ではではではでは非常非常非常非常にににに高高高高いいいい。。。。またまたまたまた、、、、住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人たちはたちはたちはたちは非常非常非常非常にににに「「「「活活活活気気気気がないがないがないがない」」」」とととと思思思思っているがっているがっているがっているが、、、、外外外外からからからから見見見見るとそうでるとそうでるとそうでるとそうでもないもないもないもない。。。。住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる岩岩岩岩手手手手県民県民県民県民のののの意識意識意識意識とととと県県県県外外外外のののの人人人人からからからから見見見見たたたた意識意識意識意識はこれだけはこれだけはこれだけはこれだけ違違違違うううう。。。。逆逆逆逆にににに言言言言うとうとうとうと、、、、住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる人間人間人間人間がががが思思思思っているっているっているっているほほほほどどどど悪悪悪悪くくくくないというのがアンケートないというのがアンケートないというのがアンケートないというのがアンケート結結結結果果果果からわかったからわかったからわかったからわかった。。。。        これはこれはこれはこれは高高高高校校校校生生生生とととと一般一般一般一般県民県民県民県民のののの比較比較比較比較であるであるであるである。。。。２２２２年年年年半半半半前前前前でででで今今今今ほほほほどどどど雇雇雇雇用用用用情勢情勢情勢情勢がががが厳厳厳厳しくなかったがしくなかったがしくなかったがしくなかったが、、、、それでもそれでもそれでもそれでも一般一般一般一般のののの大人大人大人大人はははは「「「「産業産業産業産業」「」「」「」「教育教育教育教育」」」」等等等等がががが非常非常非常非常にににに希希希希望望望望がががが強強強強くくくく、、、、若若若若いいいい人人人人はははは「「「「道道道道路路路路」「」「」「」「鉄鉄鉄鉄道道道道」「」「」「」「交交交交通通通通」」」」等等等等にににに希希希希望望望望がががが大大大大きいというきいというきいというきいという結結結結果果果果がががが出出出出ているているているている。。。。        21212121 世紀世紀世紀世紀のののの岩岩岩岩手手手手県県県県ののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドをををを「「「「環境環境環境環境－－－－ひひひひとととと－－－－情報情報情報情報」」」」としたとしたとしたとした。。。。人人人人はははは自自自自然然然然環境環境環境環境のののの中中中中でででで今今今今ままままでででで生生生生きてきたきてきたきてきたきてきた。。。。人人人人とととと人人人人のつながりでのつながりでのつながりでのつながりで家家家家族族族族やややや地域地域地域地域、、、、友友友友人関係人関係人関係人関係ができができができができ、、、、人人人人とととと人人人人のつながりがのつながりがのつながりがのつながりが社社社社会会会会をつくっているをつくっているをつくっているをつくっている。。。。ではではではでは、、、、環境環境環境環境とととと人人人人だけでだけでだけでだけで社会社会社会社会がががが成成成成りりりり立立立立つかというとつかというとつかというとつかというと、、、、そうではなくてそうではなくてそうではなくてそうではなくて多多多多分分分分人人人人とととと人人人人をつなをつなをつなをつなぐぐぐぐものものものもの、、、、地域地域地域地域とととと地域地域地域地域をつなをつなをつなをつなぐぐぐぐものものものもの、、、、もっともっともっともっと大事大事大事大事なのはなのはなのはなのは親親親親からからからから子子子子、、、、子子子子からからからから孫孫孫孫とととと情報情報情報情報をををを伝伝伝伝ええええていくことがていくことがていくことがていくことが非常非常非常非常にににに大事大事大事大事であるであるであるである。「。「。「。「環境環境環境環境－－－－ひひひひとととと－－－－情報情報情報情報」」」」はははは社会社会社会社会をををを構構構構成成成成するするするする極極極極めめめめてててて重要重要重要重要なななな要素要素要素要素でありでありでありであり、「、「、「、「環境環境環境環境－－－－ひひひひとととと－－－－情報情報情報情報」」」」をををを計計計計画策画策画策画策定定定定上上上上のののの重要重要重要重要なななな視視視視点点点点としてとしてとしてとして掲掲掲掲げているげているげているげている。。。。        次次次次にににに、、、、計計計計画画画画のののの目指目指目指目指すすすす目目目目標標標標をををを何何何何にするかにするかにするかにするか議議議議論論論論したしたしたした。。。。本本本本来来来来、、、、県県県県のののの計計計計画画画画はわかりやすいはわかりやすいはわかりやすいはわかりやすい目目目目標標標標ががががいいいいいいいい。。。。例例例例ええええばばばば環境立県環境立県環境立県環境立県、、、、観観観観光光光光立県立県立県立県、、、、教育教育教育教育立県立県立県立県等等等等、、、、極極極極めてめてめてめて明確明確明確明確なななな目目目目標標標標のののの方方方方がいいとのがいいとのがいいとのがいいとの意見意見意見意見ももももあっあっあっあったたたた。。。。私私私私どもがどもがどもがどもが岩岩岩岩手手手手県県県県のののの本本本本当当当当のののの目指目指目指目指すすすす姿姿姿姿はははは何何何何かかかか考考考考ええええたときにたときにたときにたときに、、、、各各各各地域地域地域地域のののの１１１１人人人人１１１１人人人人のののの県民県民県民県民がががが持持持持っているっているっているっている夢夢夢夢とかとかとかとか希希希希望望望望、、、、こういったところにこういったところにこういったところにこういったところに住住住住みたいというものがみたいというものがみたいというものがみたいというものが実現実現実現実現できるできるできるできる条条条条件件件件のののの整整整整ったったったった県県県県がががが本本本本来来来来のののの最最最最もももも望望望望ましいましいましいましい地域地域地域地域ではないかとではないかとではないかとではないかと、、、、ああああええええてててて「「「「夢夢夢夢県県県県土土土土いわていわていわていわて」」」」というというというという抽象抽象抽象抽象的的的的なななな目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げたげたげたげた。。。。        「「「「夢夢夢夢県県県県土土土土いわていわていわていわて」」」」をををを実現実現実現実現するためにするためにするためにするために、、、、どういったどういったどういったどういった方法方法方法方法をとっていくかをとっていくかをとっていくかをとっていくか。。。。これはこれはこれはこれは分分分分厚厚厚厚いいいい計計計計画画画画書書書書をををを無無無無理理理理やりやりやりやり１１１１枚枚枚枚にまとめたのでややこしいにまとめたのでややこしいにまとめたのでややこしいにまとめたのでややこしい図図図図であるがであるがであるがであるが、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県のイメージをのイメージをのイメージをのイメージを見見見見るとるとるとると、、、、歴史歴史歴史歴史、、、、風土風土風土風土、、、、自自自自然然然然、、、、産業産業産業産業、、、、文文文文化化化化等等等等いろいろあるいろいろあるいろいろあるいろいろある。。。。あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは、、、、岩岩岩岩手手手手のののの地域地域地域地域をもうをもうをもうをもう１１１１回見回見回見回見詰詰詰詰めめめめ直直直直してみようしてみようしてみようしてみよう。。。。たたたただだだだ見見見見詰詰詰詰めめめめ直直直直すといってもすといってもすといってもすといっても、、、、どうやったらいいかわからないのでどうやったらいいかわからないのでどうやったらいいかわからないのでどうやったらいいかわからないので、、、、何何何何かかかかキキキキャッャッャッャッチチチチフレーフレーフレーフレーズズズズがががが必要必要必要必要であるであるであるである。「。「。「。「いわていわていわていわて地地地地元学元学元学元学」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉をををを使使使使いいいい「「「「いわていわていわていわて地地地地元学元学元学元学」」」」のののの実実実実践践践践でででで地域地域地域地域をををを見見見見詰詰詰詰めめめめ、、、、そのそのそのその中中中中からからからから地域地域地域地域のののの宝宝宝宝をををを探探探探しししし、、、、それをみんなでそれをみんなでそれをみんなでそれをみんなで磨磨磨磨いていこういていこういていこういていこう。。。。それにそれにそれにそれによりよりよりより岩岩岩岩手手手手にににに住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人たちだけのたちだけのたちだけのたちだけのひひひひとりよがりではなくとりよがりではなくとりよがりではなくとりよがりではなく、、、、他他他他のののの地域地域地域地域、、、、できればできればできればできれば世世世世界界界界にににに通通通通ずずずずるるるる価値観価値観価値観価値観やややや基基基基準準準準にまでにまでにまでにまで高高高高めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい。。。。        強強強強いていていていて岩岩岩岩手手手手スタンダースタンダースタンダースタンダードドドドとととと名名名名前前前前をつけたがをつけたがをつけたがをつけたが、、、、これはこれはこれはこれは岩岩岩岩手手手手だけのスタンダーだけのスタンダーだけのスタンダーだけのスタンダードドドドではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、岩岩岩岩手手手手発発発発のスタンダーのスタンダーのスタンダーのスタンダードドドドというというというという気気気気持持持持ちであるちであるちであるちである。。。。ままままずずずずはははは地域地域地域地域からからからから宝宝宝宝をををを見見見見つけつけつけつけ、、、、磨磨磨磨きききき、、、、それをそれをそれをそれをひひひひとりよがとりよがとりよがとりよがりでないものにりでないものにりでないものにりでないものに育育育育てていくてていくてていくてていく仕仕仕仕組組組組みみみみづづづづくりをくりをくりをくりを何何何何かつくっていきたいかつくっていきたいかつくっていきたいかつくっていきたい。。。。そのそのそのその仕仕仕仕組組組組みみみみづづづづくりをくりをくりをくりを「「「「新新新新しいしいしいしい結結結結づづづづくりくりくりくり」」」」とととと名名名名づづづづけたけたけたけた。。。。結結結結というのはというのはというのはというのは昔昔昔昔からあるからあるからあるからある隣隣隣隣近近近近所所所所がががが協協協協力力力力してしてしてして地域地域地域地域づづづづ
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くりをするものでくりをするものでくりをするものでくりをするもので、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県ではではではでは結結結結っことっことっことっこと言言言言うううう。。。。こういったこういったこういったこういった県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを県県県県はははは徹底徹底徹底徹底してしてしてして支援支援支援支援していこうというしていこうというしていこうというしていこうという考考考考ええええ方方方方でででで本本本本計計計計画画画画をををを組組組組みみみみ立立立立てているてているてているてている。。。。        具具具具体的体的体的体的にににに岩岩岩岩手手手手県県県県のののの将来将来将来将来のののの姿姿姿姿をどうするかをどうするかをどうするかをどうするか議議議議論論論論したしたしたした際際際際にににに、、、、今今今今までのまでのまでのまでの岩岩岩岩手手手手県県県県のののの計計計計画画画画もももも含含含含めてめてめてめて県県県県のののの計計計計画画画画はははは大体大体大体大体４４４４つのパターンにつのパターンにつのパターンにつのパターンに分分分分かれているかれているかれているかれている。。。。１１１１つはつはつはつは基基基基盤盤盤盤づづづづくりであるくりであるくりであるくりである。。。。ままままずずずず道道道道路路路路やややや下下下下水水水水等等等等のののの基基基基盤盤盤盤づづづづくりをしくりをしくりをしくりをし、、、、産業産業産業産業をををを興興興興しししし、、、、福祉福祉福祉福祉、、、、保保保保健健健健とととと教育教育教育教育、、、、このこのこのこの４４４４つのパターンでつのパターンでつのパターンでつのパターンで大体大体大体大体のののの施施施施策策策策をををを組組組組みみみみ立立立立てているてているてているてている。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると行政行政行政行政のののの縦縦縦縦割割割割りにりにりにりにぴぴぴぴたっとたっとたっとたっと合合合合ってってってって非常非常非常非常によいがによいがによいがによいが，，，，それはやそれはやそれはやそれはやめようめようめようめよう。。。。県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの立場立場立場立場にににに立立立立ったったったった場合場合場合場合、、、、どういったどういったどういったどういった岩岩岩岩手手手手のののの姿姿姿姿があるかをがあるかをがあるかをがあるかを考考考考ええええたたたた。。。。岩岩岩岩手手手手のののの美美美美しいしいしいしい自自自自然然然然のののの中中中中でででで生生生生活活活活していくしていくしていくしていく。。。。そのそのそのその中中中中ではではではでは、、、、当然当然当然当然快快快快適適適適でででで安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせなければだめらせなければだめらせなければだめらせなければだめだしだしだしだし、、、、ネネネネットワークがットワークがットワークがットワークが広広広広がっていくがっていくがっていくがっていく、、、、連連連連携携携携がないとがないとがないとがないと活活活活性性性性化化化化がががが望望望望めないめないめないめない。。。。当然当然当然当然、、、、そのそのそのその中中中中でででで個個個個性性性性がががが尊尊尊尊重重重重されるされるされるされる社会社会社会社会でないとだめであるでないとだめであるでないとだめであるでないとだめである。。。。こういったこういったこういったこういった社会社会社会社会をををを実現実現実現実現するためにはするためにはするためにはするためには、、、、どうしてどうしてどうしてどうしてもももも産業産業産業産業がががが欠欠欠欠かせないのでかせないのでかせないのでかせないので、、、、ああああええええてててて５５５５つのつのつのつの社会社会社会社会というというというという形形形形でででで組組組組みみみみ立立立立てたてたてたてた。。。。        このことによりこのことによりこのことによりこのことにより県県県県のののの行政行政行政行政のののの仕仕仕仕組組組組みそのものもみそのものもみそのものもみそのものも変変変変わったわったわったわった。。。。例例例例ええええばばばば基基基基盤盤盤盤づづづづくりでくりでくりでくりで区区区区分分分分けするけするけするけするとととと、、、、土土土土木木木木のののの場合場合場合場合はははは基基基基盤盤盤盤づづづづくりだけになるくりだけになるくりだけになるくりだけになる。。。。いろいろないろいろないろいろないろいろな施施施施策策策策をををを考考考考ええええるとるとるとると、、、、例例例例ええええばばばば土土土土木木木木ではではではでは自自自自然然然然にににに配配配配慮慮慮慮したしたしたした道道道道路路路路をつくらなければいけないをつくらなければいけないをつくらなければいけないをつくらなければいけない、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ魚魚魚魚のすみやすいのすみやすいのすみやすいのすみやすい河川河川河川河川改改改改修修修修をするをするをするをする等等等等のののの発想発想発想発想をををを持持持持ってこざるをってこざるをってこざるをってこざるを得得得得ないないないない。。。。快快快快適適適適・・・・安心安心安心安心ではどうしてもバリアフリーというではどうしてもバリアフリーというではどうしてもバリアフリーというではどうしてもバリアフリーという発想発想発想発想がががが入入入入ってくるってくるってくるってくる。。。。ネネネネットワークではットワークではットワークではットワークでは地域地域地域地域とととと地域地域地域地域をどうやってをどうやってをどうやってをどうやって速速速速くくくく結結結結ぶぶぶぶかというかというかというかという発想発想発想発想がががが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。体体体体にににに障障障障害害害害があるなしにかかわらがあるなしにかかわらがあるなしにかかわらがあるなしにかかわらずずずず、、、、だれでもがだれでもがだれでもがだれでもが住住住住めるめるめるめる社会社会社会社会でありでありでありであり、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしてもユユユユニニニニバーサバーサバーサバーサルルルルデデデデザザザザインのインのインのインの発想発想発想発想がががが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。行政行政行政行政側側側側でもでもでもでも、、、、自自自自分分分分のところだけのところだけのところだけのところだけでやればいいというでやればいいというでやればいいというでやればいいという発想発想発想発想ががががなくなるなくなるなくなるなくなる。。。。つくってみてつくってみてつくってみてつくってみて意意意意外外外外であったがであったがであったがであったが、、、、そういったそういったそういったそういった計計計計画画画画になっているになっているになっているになっている。。。。つくったときはつくったときはつくったときはつくったときは各各各各部部部部局局局局からからからから非常非常非常非常にやりにくいとにやりにくいとにやりにくいとにやりにくいと文文文文句句句句がががが出出出出たがたがたがたが、、、、今今今今はははは大大大大分分分分なれてきたなれてきたなれてきたなれてきた。。。。        ５５５５つのつのつのつの社会社会社会社会はははは具具具具体的体的体的体的にどんなにどんなにどんなにどんな社会社会社会社会なのかというとなのかというとなのかというとなのかというと、、、、文文文文章章章章でででで書書書書くとくとくとくと非常非常非常非常にわかりにくいのにわかりにくいのにわかりにくいのにわかりにくいのでででで、、、、202020207777のののの指指指指標標標標をををを用用用用いていていていて具具具具体的体的体的体的にににに 2010201020102010年年年年までにどうなるかをあらわしたまでにどうなるかをあらわしたまでにどうなるかをあらわしたまでにどうなるかをあらわした。。。。例例例例ええええばばばばＩＳＩＳＩＳＩＳＯＯＯＯ14001140011400114001のののの認認認認証証証証取取取取得得得得団体団体団体団体数数数数 24242424 をををを 2010201020102010 年年年年にはにはにはには 100100100100 にするにするにするにする。。。。現状現状現状現状はもっとはもっとはもっとはもっとふえふえふえふえているのでているのでているのでているので、、、、上方上方上方上方修修修修正正正正しようとしようとしようとしようと思思思思っているがっているがっているがっているが、、、、こういったこういったこういったこういった形形形形のののの指指指指標標標標をををを全部全部全部全部のののの分野分野分野分野にににに書書書書いているいているいているいている。。。。以前以前以前以前はははは下下下下水水水水道道道道のののの整備整備整備整備をををを何何何何メートルするというメートルするというメートルするというメートルするという発想発想発想発想であったがであったがであったがであったが、、、、そうではなくそうではなくそうではなくそうではなく成成成成果果果果としてどれだけのとしてどれだけのとしてどれだけのとしてどれだけの人人人人口口口口普普普普及及及及率率率率にするかというにするかというにするかというにするかという指指指指標標標標をををを用用用用いているいているいているいている。。。。どれだけどれだけどれだけどれだけ事業事業事業事業をしたかではなくをしたかではなくをしたかではなくをしたかではなく、、、、そのそのそのその結結結結果果果果どれだどれだどれだどれだけけけけ県民県民県民県民のののの生生生生活活活活がよくなったかのがよくなったかのがよくなったかのがよくなったかの指指指指標標標標をできるだけをできるだけをできるだけをできるだけ使使使使おうとおうとおうとおうと 202020207777 のののの指指指指標標標標をををを考考考考ええええているているているている。。。。当当当当時時時時はははは指指指指標標標標をとっているをとっているをとっているをとっている県県県県がががが少少少少なくてなくてなくてなくて苦労苦労苦労苦労したしたしたした。。。。産業産業産業産業ではではではではググググリーン・リーン・リーン・リーン・ツツツツーリーリーリーリズズズズムやエムやエムやエムやエココココ・・・・ツツツツーーーーリリリリズズズズムムムム等等等等があるがあるがあるがある。。。。ネネネネットワークではットワークではットワークではットワークでは道道道道路路路路関係関係関係関係やややや情報情報情報情報関係関係関係関係になるがになるがになるがになるが、、、、道道道道路路路路をををを何何何何メートルメートルメートルメートル整備整備整備整備するではなくするではなくするではなくするではなく、、、、インターインターインターインターチチチチェンジやェンジやェンジやェンジや新新新新幹線幹線幹線幹線にににに 99990000 分分分分以以以以内内内内にどれだけのにどれだけのにどれだけのにどれだけの市市市市町村町村町村町村がががが到到到到達達達達するかするかするかするか等等等等のののの数字数字数字数字をををを出出出出しているしているしているしている。。。。        次次次次はははは教育教育教育教育関係関係関係関係になるがになるがになるがになるが、、、、例例例例ええええばばばば県立大学県立大学県立大学県立大学でででで公公公公開講開講開講開講座座座座をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん開開開開催催催催するとかするとかするとかするとか、、、、男男男男女共女共女共女共同同同同参画参画参画参画のののの計計計計画画画画をををを 2010201020102010年年年年までにはまでにはまでにはまでには全全全全市市市市町村町村町村町村でででで作作作作るるるる等等等等のののの目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げているげているげているげている。。。。計計計計画画画画をををを進進進進めていくめていくめていくめていく上上上上でででで広広広広域域域域というというというという考考考考ええええ方方方方がががが必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、これがこれがこれがこれが現現現現在在在在県県県県でででで行行行行っているっているっているっている広広広広域生域生域生域生活活活活圏圏圏圏というというというという行政行政行政行政単位単位単位単位になっているになっているになっているになっている。。。。今今今今までのまでのまでのまでの計計計計画画画画はこれだけであったがはこれだけであったがはこれだけであったがはこれだけであったが、、、、本本本本計計計計画画画画はははは例例例例ええええばばばば自自自自然然然然にににに着着着着目目目目してしてしてして奥奥奥奥羽羽羽羽山山山山脈脈脈脈があってがあってがあってがあって北北北北上高上高上高上高地地地地がありがありがありがあり、、、、北北北北上上上上川川川川がががが流流流流れれれれ、、、、三陸三陸三陸三陸沿沿沿沿岸岸岸岸があるがあるがあるがある自自自自然然然然、、、、地地地地勢勢勢勢のつながりをのつながりをのつながりをのつながりを意意意意識識識識したものがしたものがしたものがしたものが必要必要必要必要であるということでであるということでであるということでであるということで提案提案提案提案しているしているしているしている。。。。民間主体民間主体民間主体民間主体にににに行行行行われているいろいろなわれているいろいろなわれているいろいろなわれているいろいろな交交交交流面流面流面流面もももも大事大事大事大事にしてにしてにしてにして計計計計画画画画をつくろうというをつくろうというをつくろうというをつくろうということでことでことでことで進進進進めためためためた。。。。        もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは人人人人とととと物物物物のののの流流流流れであるれであるれであるれである。。。。縦縦縦縦にににに大大大大きくきくきくきく２２２２本本本本、、、、横横横横にににに大大大大きくきくきくきく４４４４本本本本つくりつくりつくりつくり、、、、人人人人とととと物物物物のののの流流流流れをはしごれをはしごれをはしごれをはしご型型型型をつくりたいをつくりたいをつくりたいをつくりたい。。。。    
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    情報情報情報情報関係関係関係関係ではではではでは、、、、例例例例ええええばばばば行政行政行政行政情報情報情報情報もももも、、、、極端極端極端極端なななな言言言言いいいい方方方方をすればをすればをすればをすれば、、、、県県県県庁庁庁庁がありがありがありがあり、、、、出出出出先先先先機機機機関関関関があがあがあがありりりり、、、、市市市市町村町村町村町村がありがありがありがあり、、、、県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんというさんというさんというさんという形形形形でででで流流流流れるがれるがれるがれるが、、、、ここらここらここらここら辺辺辺辺でもしでもしでもしでもし切切切切れてしまうとれてしまうとれてしまうとれてしまうと情情情情報報報報がががが下下下下にににに行行行行かないといったかないといったかないといったかないといった危危危危険性険性険性険性もありもありもありもあり、、、、常常常常にここがにここがにここがにここが中中中中心心心心になってしまうのもになってしまうのもになってしまうのもになってしまうのも非常非常非常非常にににに問問問問題題題題であるであるであるである。。。。情報情報情報情報のののの流流流流れをれをれをれを水水水水平平平平型型型型にににに持持持持っていけばっていけばっていけばっていけば、、、、少少少少々々々々切切切切れてもつながりれてもつながりれてもつながりれてもつながり、、、、どこでもどこでもどこでもどこでも中中中中心心心心になになになになれるれるれるれる。。。。ハハハハーーーードドドドももももソソソソフトもフトもフトもフトも含含含含めめめめ、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ情報情報情報情報のののの流流流流れをれをれをれを水水水水平平平平型型型型にににに持持持持っていきっていきっていきっていきたいとたいとたいとたいと考考考考ええええてててているいるいるいる。。。。        21212121 世紀世紀世紀世紀のののの岩岩岩岩手手手手県県県県をつくっていくにはをつくっていくにはをつくっていくにはをつくっていくには、、、、どんなどんなどんなどんな事業事業事業事業、、、、施施施施策策策策をををを組組組組んでいくかといったときにんでいくかといったときにんでいくかといったときにんでいくかといったときに大大大大きくきくきくきく２２２２つつつつ考考考考ええええたたたた。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、ままままずずずず岩岩岩岩手手手手県県県県をををを引引引引っっっっ張張張張っていくプロジェクトがっていくプロジェクトがっていくプロジェクトがっていくプロジェクトが必要必要必要必要だろうだろうだろうだろう。「。「。「。「環環環環境境境境－－－－ひひひひとととと－－－－情報情報情報情報」」」」のののの視視視視点点点点をををを掲掲掲掲げげげげ、、、、環境環境環境環境にににに着着着着目目目目してしてしてして美美美美しいくにしいくにしいくにしいくにづづづづくりくりくりくり、、、、学学学学びのびのびのびの里里里里づづづづくりくりくりくり、、、、情情情情報報報報のののの森森森森づづづづくりとしたくりとしたくりとしたくりとした。。。。多多多多分分分分情報情報情報情報はははは木木木木がががが育育育育つようにいろいろなつようにいろいろなつようにいろいろなつようにいろいろな形形形形でででで各各各各地域地域地域地域からからからから育育育育っていくこっていくこっていくこっていくことがいいだろうととがいいだろうととがいいだろうととがいいだろうと、、、、ああああええええてててて情報情報情報情報のののの森森森森としたとしたとしたとした。「。「。「。「環境環境環境環境－－－－ひひひひとととと－－－－情報情報情報情報」」」」のののの３３３３つのつのつのつの視視視視点点点点でででで岩岩岩岩手手手手県県県県をををを引引引引っっっっ張張張張っていくプロジェクトをつくろうとっていくプロジェクトをつくろうとっていくプロジェクトをつくろうとっていくプロジェクトをつくろうと考考考考ええええたたたた。。。。        ではではではでは、、、、引引引引っっっっ張張張張っていくプロジェクトだけっていくプロジェクトだけっていくプロジェクトだけっていくプロジェクトだけでいいのかとでいいのかとでいいのかとでいいのかと考考考考ええええるとるとるとると、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県のののの発発発発展展展展をををを阻阻阻阻害害害害すすすするいろいろなものがあればるいろいろなものがあればるいろいろなものがあればるいろいろなものがあれば、、、、それをそれをそれをそれを乗乗乗乗りりりり越越越越ええええていこうていこうていこうていこう。。。。障障障障害害害害をををを１１１１つのバリアとつのバリアとつのバリアとつのバリアと考考考考ええええ、、、、そのそのそのそのバリアをバリアをバリアをバリアを乗乗乗乗りりりり越越越越ええええるいろいろなプロジェクトをるいろいろなプロジェクトをるいろいろなプロジェクトをるいろいろなプロジェクトを７７７７つつつつほほほほどどどど考考考考ええええているているているている。。。。具具具具体的体的体的体的なななな施施施施策策策策というというというというよりよりよりより、、、、将来将来将来将来的的的的なものとしてなものとしてなものとしてなものとして１１１１つのつのつのつの提案提案提案提案をしているをしているをしているをしている。。。。そのそのそのその中中中中からからからから幾幾幾幾つかつかつかつか拾拾拾拾ってみるとってみるとってみるとってみると、、、、１１１１つつつつはははは地地地地元学元学元学元学でででで地域地域地域地域のよさをのよさをのよさをのよさを見見見見直直直直すことであるすことであるすことであるすことである。。。。ググググランランランランドドドドワークワークワークワーク活動活動活動活動ではではではでは、、、、以前以前以前以前はははは皆皆皆皆でででで力力力力をををを合合合合わせてわせてわせてわせて水水水水路路路路をををを直直直直すすすす等等等等をををを行行行行ってきたってきたってきたってきた。。。。最最最最近近近近はははは鎮鎮鎮鎮守守守守のののの森森森森がなくなったががなくなったががなくなったががなくなったが、、、、かつてはかつてはかつてはかつては鎮鎮鎮鎮守守守守のののの森森森森をををを掃掃掃掃除除除除したりしていたものをしたりしていたものをしたりしていたものをしたりしていたものを復復復復活活活活しようしようしようしよう。。。。エエエエココココミュージアムはどうしてもミュージアムはどうしてもミュージアムはどうしてもミュージアムはどうしても必要必要必要必要ででででありありありあり、、、、できできできできればればればれば岩岩岩岩手手手手県県県県全部全部全部全部がエがエがエがエココココミュージアムとミュージアムとミュージアムとミュージアムと言言言言われるわれるわれるわれる県県県県にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと考考考考ええええているているているている。。。。環境環境環境環境保保保保健健健健センタセンタセンタセンターもできたーもできたーもできたーもできた。。。。いわていわていわていわて健健健健康康康康院院院院構構構構想想想想はははは、、、、決決決決してしてしてして病病病病院院院院のののの建物建物建物建物ではなくではなくではなくではなく、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県のののの自自自自然然然然、、、、環境環境環境環境のののの中中中中にににに来来来来るとるとるとると心心心心がいやされるがいやされるがいやされるがいやされる岩岩岩岩手手手手にしていきたいにしていきたいにしていきたいにしていきたい。。。。あとはさまざまなあとはさまざまなあとはさまざまなあとはさまざまな文文文文化化化化のののの伝伝伝伝承承承承があるがあるがあるがある。。。。研究研究研究研究拠拠拠拠点点点点づづづづくりもくりもくりもくりも環境環境環境環境保保保保健健健健センターでセンターでセンターでセンターで行行行行っているがっているがっているがっているが、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学にかなりにかなりにかなりにかなり協協協協力力力力をいただいているをいただいているをいただいているをいただいている。。。。        学習関係学習関係学習関係学習関係ではではではでは、、、、地域地域地域地域のののの教育教育教育教育力力力力がががが弱弱弱弱いのでいのでいのでいので、、、、例例例例ええええばばばば 21212121 世紀世紀世紀世紀のののの寺寺寺寺子子子子屋屋屋屋みたいなものができなみたいなものができなみたいなものができなみたいなものができないかいかいかいか。。。。ココココミュミュミュミュニニニニテテテティィィィー・スクールー・スクールー・スクールー・スクール運運運運動動動動等等等等をををを行行行行っていきたいっていきたいっていきたいっていきたい、、、、地域地域地域地域においてだれもがにおいてだれもがにおいてだれもがにおいてだれもが先生先生先生先生ででででありありありあり、、、、だれもがだれもがだれもがだれもが生生生生徒徒徒徒になるようなになるようなになるようなになるような環境環境環境環境をつくっていきたいをつくっていきたいをつくっていきたいをつくっていきたい、、、、子子子子供供供供のののの夢夢夢夢をををを育育育育てていきたいてていきたいてていきたいてていきたい等等等等をこのをこのをこのをこの中中中中にににに含含含含んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。        ここはここはここはここは議議議議論論論論のあるところだとのあるところだとのあるところだとのあるところだと思思思思うがうがうがうが、、、、オオオオンリーワンのンリーワンのンリーワンのンリーワンの人人人人づづづづくりくりくりくり、、、、場場場場づづづづくりにくりにくりにくりに取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでいきたいいきたいいきたいいきたい。。。。こういったプロジェクトをこういったプロジェクトをこういったプロジェクトをこういったプロジェクトを組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。        情報情報情報情報関係関係関係関係はははは行政中行政中行政中行政中心心心心であるがであるがであるがであるが、、、、光光光光フフフファァァァイバーはイバーはイバーはイバーはほぼほぼほぼほぼ全全全全県県県県にににに引引引引かれたのでかれたのでかれたのでかれたので、、、、それをそれをそれをそれを使使使使ってってってって行政行政行政行政情報情報情報情報をををを中中中中心心心心にまにまにまにまずずずず行行行行っていきたいっていきたいっていきたいっていきたい。。。。最最最最終終終終的的的的にはにはにはには県民県民県民県民にいかににいかににいかににいかに使使使使いやすいいやすいいやすいいやすい情報情報情報情報がががが行行行行くかくかくかくかがががが大事大事大事大事であるがであるがであるがであるが、、、、とりあとりあとりあとりあえずえずえずえずこういったところをつなげていこうとこういったところをつなげていこうとこういったところをつなげていこうとこういったところをつなげていこうと考考考考ええええているているているている。。。。        次次次次にににに、、、、７７７７つのつのつのつの課課課課題題題題をををを取取取取りりりり上上上上げているげているげているげている。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県はははは東東東東京京京京、、、、埼玉埼玉埼玉埼玉、、、、神神神神奈奈奈奈川川川川、、、、千葉千葉千葉千葉４４４４県県県県にににに山山山山梨梨梨梨のののの半分半分半分半分をををを加加加加ええええたたたたぐぐぐぐらいらいらいらい広広広広いいいい県県県県でありでありでありであり、、、、時間時間時間時間距距距距離離離離をいかにをいかにをいかにをいかに縮縮縮縮めるかであるめるかであるめるかであるめるかである。。。。このこのこのこの中中中中ででででもももも何何何何メートルメートルメートルメートル整備整備整備整備するのではなくするのではなくするのではなくするのではなく、、、、具具具具体的体的体的体的にどれだけにどれだけにどれだけにどれだけ時間時間時間時間がががが縮縮縮縮まるかであらわしているまるかであらわしているまるかであらわしているまるかであらわしている。。。。        もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは地地地地形形形形のののの課課課課題題題題でででで、、、、中中中中山山山山間間間間地域地域地域地域はははは非常非常非常非常にきれいであるがにきれいであるがにきれいであるがにきれいであるが、、、、産業産業産業産業のののの面面面面からからからから見見見見るとどるとどるとどるとどうしてもうしてもうしてもうしてもハハハハンンンンデデデデがあるがあるがあるがある。。。。このこのこのこの中中中中ではではではではググググリーンリーンリーンリーンツツツツーリーリーリーリズズズズムやエムやエムやエムやエコツコツコツコツーリーリーリーリズズズズムムムム等等等等がこれからがこれからがこれからがこれから１１１１つのつのつのつの大大大大きなきなきなきなキキキキーワーーワーーワーーワードドドドになるとになるとになるとになると思思思思っているっているっているっている。。。。        次次次次はははは産業産業産業産業であるがであるがであるがであるが、、、、ここのここのここのここの分野分野分野分野がががが２２２２年年年年半半半半でででで最最最最もももも変変変変わったところであるわったところであるわったところであるわったところである。。。。計計計計画画画画をつくったをつくったをつくったをつくったときにもときにもときにもときにも厳厳厳厳しかったがしかったがしかったがしかったが、、、、ここまでここまでここまでここまで厳厳厳厳しくなるとはしくなるとはしくなるとはしくなるとは思思思思わなわなわなわなかったかったかったかった。。。。非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい中中中中でででで産業産業産業産業のののの
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創創創創出出出出をどうするかをどうするかをどうするかをどうするか。。。。昔昔昔昔はははは地地地地方方方方にににに行行行行けばけばけばけば行行行行くくくくほほほほどどどど企業企業企業企業誘誘誘誘致致致致があったががあったががあったががあったが、、、、もうもうもうもう既既既既にににに東東東東京京京京にににに来来来来ててててもももも誘誘誘誘致致致致するするするする企業企業企業企業がなくなっているのではないかがなくなっているのではないかがなくなっているのではないかがなくなっているのではないか。。。。結局結局結局結局、、、、自自自自分分分分たちのたちのたちのたちの地域地域地域地域でででで産業産業産業産業をををを興興興興していしていしていしていくしかないくしかないくしかないくしかない。。。。当当当当時時時時もももも大大大大分力分力分力分力をををを入入入入れてれてれてれて書書書書いたがいたがいたがいたが、、、、今今今今ますますこのますますこのますますこのますますこの部分部分部分部分がががが重要重要重要重要になってきていになってきていになってきていになってきているとるとるとると思思思思っているっているっているっている。。。。        国境国境国境国境とかとかとかとか県境県境県境県境はははは乗乗乗乗りりりり越越越越ええええていくしかないしていくしかないしていくしかないしていくしかないし、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけネネネネットワークをットワークをットワークをットワークを広広広広げていきたいげていきたいげていきたいげていきたい。。。。行政行政行政行政としてのとしてのとしてのとしての努力努力努力努力もももも必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、１１１１人人人人１１１１人人人人のののの県県県県職職職職員員員員ももももネネネネットワークをットワークをットワークをットワークを広広広広げることがげることがげることがげることが大事大事大事大事だだだだとととと思思思思っているっているっているっている。。。。        もうもうもうもう１１１１つはやませであるつはやませであるつはやませであるつはやませである。。。。岩岩岩岩手手手手県県県県はははは冬冬冬冬のののの寒寒寒寒さはさはさはさは当当当当然然然然あるがあるがあるがあるが、、、、真真真真夏夏夏夏でもでもでもでも 20202020度度度度ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで非常非常非常非常にににに冷冷冷冷たいたいたいたい時時時時期期期期があるがあるがあるがある。。。。やませがあるためにやませがあるためにやませがあるためにやませがあるために農農農農産産産産物物物物がががが非常非常非常非常にににに阻阻阻阻害害害害されていたがされていたがされていたがされていたが、、、、やませややませややませややませや冬冬冬冬のののの寒寒寒寒ささささ、、、、雪雪雪雪をををを何何何何かかかか生生生生かしていきたいかしていきたいかしていきたいかしていきたい。。。。これをこれをこれをこれを議議議議論論論論するするするする上上上上でででで、、、、本本本本当当当当にこれがにこれがにこれがにこれが阻阻阻阻害害害害要要要要因因因因なのかなのかなのかなのか。。。。今今今今まではまではまではまでは阻阻阻阻害害害害要要要要因因因因であったがであったがであったがであったが、、、、本本本本来来来来はははは非常非常非常非常にににに貴貴貴貴重重重重なななな資資資資源源源源ではないかではないかではないかではないか、、、、財産財産財産財産ではないかといではないかといではないかといではないかというううう意見意見意見意見もあったもあったもあったもあった。。。。        女女女女性性性性とかとかとかとか男男男男性性性性、、、、障障障障害害害害をををを持持持持っているかっているかっているかっているか持持持持っていないかにっていないかにっていないかにっていないかに関係関係関係関係なくなくなくなく、、、、だれでもだれでもだれでもだれでも生生生生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮らしていけるらしていけるらしていけるらしていける岩岩岩岩手手手手県県県県をつくりたいということでをつくりたいということでをつくりたいということでをつくりたいということで、、、、バリアフリーをもうバリアフリーをもうバリアフリーをもうバリアフリーをもう少少少少しししし進進進進めためためためたユユユユニニニニバーバーバーバーサルサルサルサルデデデデザザザザインになってくるとインになってくるとインになってくるとインになってくると思思思思うがうがうがうが、、、、バリアフリーということバリアフリーということバリアフリーということバリアフリーということでででで取取取取りりりり上上上上げているげているげているげている。。。。        ここはここはここはここは具具具具体的体的体的体的にはにはにはには事業事業事業事業をををを組組組組めなかったがめなかったがめなかったがめなかったが、、、、私私私私個個個個人人人人とすればとすればとすればとすれば、、、、やるやるやるやる気気気気をををを生生生生かすことがかすことがかすことがかすことが一番一番一番一番大事大事大事大事なところだとなところだとなところだとなところだと思思思思っているっているっているっている。。。。ＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯ等等等等ボボボボランテランテランテランティィィィアはアはアはアは当然当然当然当然大事大事大事大事であるがであるがであるがであるが、、、、小小小小さなさなさなさな取取取取りりりり組組組組みやみやみやみや地域地域地域地域のちのちのちのちょょょょっとしたっとしたっとしたっとした発想発想発想発想はははは何何何何だそんなものとついだそんなものとついだそんなものとついだそんなものとつい言言言言いたくなるがいたくなるがいたくなるがいたくなるが、、、、だれかがだれかがだれかがだれかが何何何何かやろかやろかやろかやろうとしたらまうとしたらまうとしたらまうとしたらまずずずず応援応援応援応援しようというしようというしようというしようという意識意識意識意識をつくっていきたいをつくっていきたいをつくっていきたいをつくっていきたい。。。。そんなことをそんなことをそんなことをそんなことを行政行政行政行政がしていいがしていいがしていいがしていいのかのかのかのか、、、、具具具具体的体的体的体的にそんなにそんなにそんなにそんな事業事業事業事業があるのかがあるのかがあるのかがあるのか等等等等いろいろないろいろないろいろないろいろな議議議議論論論論があったががあったががあったががあったが、「、「、「、「やるやるやるやる気気気気をををを生生生生かすかすかすかす」」」」とととといういういういう言言言言葉葉葉葉をどうしてもをどうしてもをどうしてもをどうしても入入入入れたいとれたいとれたいとれたいと考考考考ええええたたたた。。。。        そういったそういったそういったそういった形形形形でででで県県県県のののの行政行政行政行政をををを進進進進めていくことにしているめていくことにしているめていくことにしているめていくことにしているがががが、、、、県県県県はどういったはどういったはどういったはどういった考考考考ええええ方方方方でやるでやるでやるでやるのかのかのかのか。。。。本本本本来来来来、、、、これをこれをこれをこれを計計計計画画画画にににに書書書書いていいのかとのいていいのかとのいていいのかとのいていいのかとの議議議議論論論論もあったがもあったがもあったがもあったが、、、、ああああええええてててて約約約約束束束束しようとしようとしようとしようと書書書書いいいいたたたた。。。。開開開開かれたかれたかれたかれた県政県政県政県政、、、、徹底徹底徹底徹底したしたしたした情報公情報公情報公情報公開開開開をしていくことをしていくことをしていくことをしていくこと、、、、県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに参参参参加加加加してもらうこしてもらうこしてもらうこしてもらうことととと、、、、生生生生活活活活者者者者のののの視視視視点点点点にににに立立立立ったったったった県政県政県政県政をををを徹底徹底徹底徹底してしてしてして進進進進めていくことめていくことめていくことめていくこと、、、、地域地域地域地域のののの視視視視点点点点にににに立立立立ったったったった県政県政県政県政をををを進進進進めていくことめていくことめていくことめていくこと、、、、当然当然当然当然国国国国、、、、県県県県、、、、市市市市町村町村町村町村のののの縦縦縦縦割割割割りのりのりのりの発想発想発想発想はははは一切一切一切一切やめやめやめやめ、、、、おおおお互互互互いいいい対対対対等等等等のののの立場立場立場立場でででで仕仕仕仕事事事事をををを進進進進めていくことめていくことめていくことめていくこと、、、、今今今今、、、、非常非常非常非常にににに財政財政財政財政がががが厳厳厳厳しいしいしいしい中中中中でででで政策政策政策政策評価評価評価評価等等等等をををを徹底徹底徹底徹底しししし、、、、機機機機動動動動性性性性やややや柔軟柔軟柔軟柔軟性性性性ののののあるあるあるある施施施施策策策策をををを進進進進めていくことをめていくことをめていくことをめていくことを４４４４つのつのつのつの県政県政県政県政をををを進進進進めていくめていくめていくめていく上上上上でのでのでのでの姿勢姿勢姿勢姿勢としてとしてとしてとして県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに約約約約束束束束するということでするということでするということでするということで掲掲掲掲げているげているげているげている。。。。後後後後でつくでつくでつくでつくづづづづくくくく読読読読んでみるとんでみるとんでみるとんでみると本本本本当当当当ににににハハハハーーーードドドドルがルがルがルが高高高高くくくく、、、、少少少少しししし書書書書きききき過過過過ぎぎぎぎたというたというたというたという思思思思いはしているがいはしているがいはしているがいはしているが、、、、いいいいずずずずれもれもれもれも約約約約束束束束したことであるしたことであるしたことであるしたことである。。。。        一応一応一応一応こういったこういったこういったこういった形形形形でででで進進進進んでおりんでおりんでおりんでおり、、、、そのそのそのその中中中中でででで「「「「環境環境環境環境－－－－ひひひひとととと－－－－情報情報情報情報」」」」はいろいろなはいろいろなはいろいろなはいろいろな施施施施策策策策をををを進進進進めるめるめるめる上上上上でででで必必必必ずずずず入入入入ってきているってきているってきているってきている。。。。予算予算予算予算をををを組組組組むむむむ際際際際もももも「「「「環境環境環境環境－－－－ひひひひとととと－－－－情報情報情報情報」」」」のののの視視視視点点点点がないとなかがないとなかがないとなかがないとなかなかなかなかなか予算予算予算予算もつけにくいくらいであるもつけにくいくらいであるもつけにくいくらいであるもつけにくいくらいである。。。。今今今今さらさらさらさら何何何何でででで環境環境環境環境なのかとのなのかとのなのかとのなのかとの意見意見意見意見もあったがもあったがもあったがもあったが、、、、すばらすばらすばらすばらしいしいしいしい環境環境環境環境があるがあるがあるがある、、、、だからこそだからこそだからこそだからこそ残残残残していくんだしていくんだしていくんだしていくんだ。。。。環境環境環境環境はつくろうとはつくろうとはつくろうとはつくろうと思思思思ってもつくれないってもつくれないってもつくれないってもつくれない。。。。公公公公共共共共施施施施設設設設はははは金金金金をかければつくれるがをかければつくれるがをかければつくれるがをかければつくれるが、、、、環境環境環境環境はつくれないはつくれないはつくれないはつくれない。。。。        これはこれはこれはこれは啄啄啄啄木木木木のののの碑碑碑碑であるであるであるである。。。。北北北北上上上上川川川川はははは啄啄啄啄木木木木にもにもにもにも歌歌歌歌われたわれたわれたわれた非常非常非常非常にににに親親親親しまれたしまれたしまれたしまれた川川川川であるがであるがであるがであるが、、、、かつかつかつかつてはてはてはては魚魚魚魚がすめないようながすめないようながすめないようながすめないようなひひひひどいどいどいどい川川川川であったであったであったであった。。。。ななななぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、上上上上流流流流にににに松松松松尾尾尾尾鉱鉱鉱鉱山山山山がありがありがありがあり、、、、戦戦戦戦前前前前はははは東東東東洋洋洋洋一一一一のののの硫黄鉱硫黄鉱硫黄鉱硫黄鉱山山山山であったであったであったであった。。。。戦戦戦戦後後後後 33330000年年年年ごろからごろからごろからごろから、、、、石油石油石油石油をとるをとるをとるをとる際際際際にににに副副副副産産産産物物物物としてとしてとしてとして硫黄硫黄硫黄硫黄ががががとれるようになりとれるようになりとれるようになりとれるようになり、、、、44448888 年年年年にににに廃廃廃廃坑坑坑坑になったになったになったになった。。。。これがこれがこれがこれが本本本本来来来来のののの北北北北上上上上川川川川、、、、これがこれがこれがこれが松松松松尾尾尾尾鉱鉱鉱鉱山山山山からからからから流流流流れれれれているているているている松川松川松川松川であるであるであるである。。。。北北北北上上上上川川川川はははは当当当当時時時時こんなこんなこんなこんな赤茶赤茶赤茶赤茶けたけたけたけた川川川川であったであったであったであった。。。。何何何何でででで赤茶赤茶赤茶赤茶けているかというけているかというけているかというけているかという
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とととと、、、、鉱鉱鉱鉱山山山山からからからから出出出出るときはるときはるときはるときは非常非常非常非常にきれいなにきれいなにきれいなにきれいな水水水水であるがであるがであるがであるが、、、、酸酸酸酸性性性性度度度度がががが非常非常非常非常にににに強強強強くくくく魚魚魚魚もすめないもすめないもすめないもすめない。。。。戦戦戦戦後後後後しばらくのしばらくのしばらくのしばらくの間間間間はははは、、、、炭酸炭酸炭酸炭酸カカカカルシルシルシルシウウウウムをただムをただムをただムをただぶぶぶぶちちちち込込込込んでんでんでんで中中中中和和和和させてさせてさせてさせて流流流流していたしていたしていたしていた。。。。これはこれはこれはこれは酸酸酸酸化化化化鉄鉄鉄鉄であるがであるがであるがであるが、、、、きれいにきれいにきれいにきれいに中中中中和和和和できできできできずずずずにににに酸酸酸酸性性性性度度度度がががが非常非常非常非常にににに強強強強くくくく、、、、かつかつかつかつ茶茶茶茶褐褐褐褐色色色色にににに汚汚汚汚れたれたれたれた川川川川になっになっになっになったたたた。。。。これがこれがこれがこれが本本本本来来来来のののの北北北北上上上上川川川川とまとまとまとまじじじじりりりり、、、、全部全部全部全部こんなこんなこんなこんな状状状状態態態態であったであったであったであった。。。。魚魚魚魚もももも何何何何もすめもすめもすめもすめずずずず、、、、非常非常非常非常にににに悲悲悲悲惨惨惨惨なななな状状状状況況況況であったであったであったであった。。。。        昭和昭和昭和昭和 55552222年年年年、、、、松松松松尾尾尾尾鉱鉱鉱鉱山山山山にににに新新新新中中中中和和和和施施施施設設設設ができたができたができたができた。。。。このこのこのこの中中中中でででで全部処理全部処理全部処理全部処理できるができるができるができるが、、、、これをつくるこれをつくるこれをつくるこれをつくるのにのにのにのに 200200200200 億億億億円円円円かかっているかかっているかかっているかかっている。。。。雨雨雨雨がががが降降降降ってしみってしみってしみってしみ込込込込みみみみ、、、、硫黄鉱硫黄鉱硫黄鉱硫黄鉱山山山山のののの中中中中のののの坑坑坑坑道道道道にたまりにたまりにたまりにたまり、、、、そこでそこでそこでそこで硫黄硫黄硫黄硫黄とととと反反反反応応応応してしてしてして非常非常非常非常にににに酸酸酸酸性性性性度度度度のののの強強強強いいいい水水水水になるのでになるのでになるのでになるので、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ雨雨雨雨水水水水をををを少少少少なくしようとなくしようとなくしようとなくしようと木木木木をををを植植植植ええええているがているがているがているが、、、、ここはここはここはここは硫黄鉱硫黄鉱硫黄鉱硫黄鉱山山山山なのでなのでなのでなのでなかなかなかなかなかなかなかなか木木木木がががが育育育育たないたないたないたない。。。。今今今今でもでもでもでも相当相当相当相当苦労苦労苦労苦労しているがしているがしているがしているが、、、、出出出出てきたてきたてきたてきた水水水水をここでをここでをここでをここで中中中中和和和和してしてしてして流流流流すことによりすことによりすことによりすことにより、、、、今今今今はははは非常非常非常非常にきれいなにきれいなにきれいなにきれいな水水水水になっているになっているになっているになっている。。。。これこれこれこれがががが今今今今のののの状状状状況況況況でででで、、、、イイイイギギギギリスリスリスリス海岸海岸海岸海岸はははは宮沢宮沢宮沢宮沢賢賢賢賢治治治治がががが名名名名づづづづけたけたけたけた花花花花巻巻巻巻市市市市にあるにあるにあるにある川川川川であるであるであるである。。。。盛盛盛盛岡市岡市岡市岡市内内内内であであであであるがるがるがるが、、、、今今今今はははは非常非常非常非常にきれいであるにきれいであるにきれいであるにきれいである。。。。        これはこれはこれはこれは県県県県庁庁庁庁のすのすのすのすぐぐぐぐ裏裏裏裏のののの支流支流支流支流のののの中津中津中津中津川川川川であるであるであるである。。。。秋秋秋秋になるとサケがになるとサケがになるとサケがになるとサケが上上上上ってくるってくるってくるってくる。。。。県県県県庁庁庁庁所所所所在地在地在地在地にサケがにサケがにサケがにサケが上上上上ってくるのはってくるのはってくるのはってくるのは少少少少ないがないがないがないが、、、、盛盛盛盛岡岡岡岡までまでまでまで上上上上ってきているってきているってきているってきている。。。。ただしただしただしただし、、、、200200200200億億億億円円円円のののの中中中中和和和和処理処理処理処理施施施施設設設設をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、なおかつなおかつなおかつなおかつ毎毎毎毎年年年年７７７７億億億億円円円円ずずずずつつつつ使使使使っているっているっているっている。。。。７７７７億億億億円円円円のののの費用費用費用費用をかけなければをかけなければをかけなければをかけなければ清清清清流流流流がががが取取取取りりりり戻戻戻戻せないせないせないせない。。。。これはこれはこれはこれは岩岩岩岩手手手手県県県県ににににとってとってとってとって歴史歴史歴史歴史からからからから学学学学んだんだんだんだ教教教教訓訓訓訓であるであるであるである。。。。自自自自然然然然はははは一一一一たんたんたんたん壊壊壊壊すとすとすとすと非非非非常常常常にににに怖怖怖怖いいいい。。。。しかももとにしかももとにしかももとにしかももとに戻戻戻戻せないせないせないせない。。。。それをそれをそれをそれを維持維持維持維持するにもするにもするにもするにも莫莫莫莫大大大大なななな金金金金がかかるがかかるがかかるがかかる。。。。これはこれはこれはこれは岩岩岩岩手手手手県県県県のののの環境行政環境行政環境行政環境行政がががが歴史歴史歴史歴史からからからから得得得得たたたた非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな教教教教訓訓訓訓だとだとだとだと私私私私どもはどもはどもはどもは受受受受けとめているけとめているけとめているけとめている。。。。        岩岩岩岩手手手手県県県県にはいろいろなにはいろいろなにはいろいろなにはいろいろな動動動動植植植植物物物物があるがあるがあるがある。。。。北北北北山山山山崎崎崎崎等等等等のののの美美美美しいしいしいしい自自自自然然然然がありがありがありがあり、、、、大事大事大事大事にしていきたにしていきたにしていきたにしていきたいいいい。。。。こういったものをこういったものをこういったものをこういったものを大事大事大事大事にしていくためにはにしていくためにはにしていくためにはにしていくためには、、、、大人大人大人大人がだめだとはがだめだとはがだめだとはがだめだとは決決決決してしてしてして言言言言わないがわないがわないがわないが、、、、ここここれからはやはりれからはやはりれからはやはりれからはやはり子子子子供供供供がががが大事大事大事大事であるであるであるである。。。。青青青青森森森森、、、、秋秋秋秋田田田田、、、、岩岩岩岩手手手手のののの３３３３県県県県がががが環境環境環境環境サミットをサミットをサミットをサミットを開開開開催催催催していしていしていしているるるる。。。。今年今年今年今年２２２２年目年目年目年目でででで、、、、去去去去年年年年はははは青青青青森森森森県県県県のののの白白白白神山神山神山神山地地地地、、、、今年今年今年今年はははは岩岩岩岩手手手手県県県県のののの八八八八幡幡幡幡平平平平でででで開開開開催催催催しししし、、、、ブナブナブナブナのののの林林林林でででで木木木木におにおにおにお絵絵絵絵かきしたりかきしたりかきしたりかきしたり、、、、ジャジャジャジャガガガガイイイイモモモモ掘掘掘掘りをしたりをしたりをしたりをした。。。。子子子子供供供供たちにたちにたちにたちに非常非常非常非常にににに喜喜喜喜ばれたのはばれたのはばれたのはばれたのは夜夜夜夜のののの森森森森でででであるあるあるある。。。。夜夜夜夜のののの森森森森にににに入入入入ることはなかなかないしることはなかなかないしることはなかなかないしることはなかなかないし、、、、非常非常非常非常にににに幻幻幻幻想想想想的的的的であったであったであったであった。。。。        これはこれはこれはこれは「「「「森森森森はははは海海海海のののの恋恋恋恋人人人人」」」」ということでということでということでということで、、、、実実実実はははは宮宮宮宮城城城城県県県県のののの唐桑唐桑唐桑唐桑町町町町ののののカカカカキキキキのののの養殖養殖養殖養殖のののの人人人人たちとたちとたちとたちと岩岩岩岩手手手手県県県県室根室根室根室根山山山山のののの人人人人たちがたちがたちがたちが一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって植植植植樹樹樹樹をしているをしているをしているをしている。。。。いいいいいいいいカカカカキキキキをををを育育育育てるにはてるにはてるにはてるには、、、、いいいいいいいい山山山山がながながながないとだめであるいとだめであるいとだめであるいとだめである。。。。植植植植物物物物プランクトンプランクトンプランクトンプランクトン等等等等のののの栄栄栄栄養養養養がないとがないとがないとがないと、、、、いいいいいいいいカカカカキキキキがががが育育育育たないたないたないたない。。。。もうもうもうもう 10101010年年年年ぐぐぐぐらいになるらいになるらいになるらいになる。。。。唐桑唐桑唐桑唐桑町町町町とととと岩岩岩岩手手手手のののの室根室根室根室根山山山山のののの人人人人たちがたちがたちがたちが一一一一緒緒緒緒になってつくっているになってつくっているになってつくっているになってつくっている。。。。        少少少少しししし急急急急いでしまったがいでしまったがいでしまったがいでしまったが、、、、私私私私からのからのからのからの「「「「環境環境環境環境－－－－ひひひひとととと－－－－情報情報情報情報」」」」についてのごについてのごについてのごについてのご説明説明説明説明をををを終終終終わりたいわりたいわりたいわりたい。。。。どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））        どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。        ここでここでここでここで休憩休憩休憩休憩をとらせていただきますをとらせていただきますをとらせていただきますをとらせていただきます。。。。        〔〔〔〔                休休休休                        憩憩憩憩                〕〕〕〕        司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））        再再再再開開開開させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。        北九州北九州北九州北九州市市市市のののの青青青青柳柳柳柳様様様様からごからごからごからご発表発表発表発表をいただきますをいただきますをいただきますをいただきます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    
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    青青青青柳柳柳柳主主主主査査査査        本日本日本日本日はははは「「「「北九州北九州北九州北九州市市市市のののの環境産業政策環境産業政策環境産業政策環境産業政策とととと住住住住民合意形成民合意形成民合意形成民合意形成へへへへのののの試試試試みみみみ」」」」というテーマでというテーマでというテーマでというテーマで、、、、エエエエココココタタタタウウウウンンンン事業事業事業事業をををを通通通通じじじじてのてのてのての住住住住民合意形成民合意形成民合意形成民合意形成にににに特特特特化化化化してしてしてして話話話話をさせていただくをさせていただくをさせていただくをさせていただく。。。。        ままままずずずず、、、、北九州北九州北九州北九州市市市市のことをのことをのことをのことを余余余余りごりごりごりご存存存存じじじじでないでないでないでない方方方方もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃるかもしれないのでるかもしれないのでるかもしれないのでるかもしれないので、、、、北九州北九州北九州北九州市市市市のののの概要概要概要概要をををを説明説明説明説明させていただくさせていただくさせていただくさせていただく。。。。北九州北九州北九州北九州市市市市はははは九州九州九州九州のののの一番一番一番一番北北北北にありにありにありにあり、、、、東東東東京京京京までがまでがまでがまでが 1000100010001000キキキキロでロでロでロで、、、、1000100010001000キキキキロよりロよりロよりロより少少少少しししし離離離離れるがれるがれるがれるが、、、、中国中国中国中国のののの上上上上海海海海、、、、大連大連大連大連がありがありがありがあり、、、、朝朝朝朝鮮鮮鮮鮮半半半半島島島島はすはすはすはすべべべべてててて 1000100010001000キキキキロにロにロにロに入入入入っっっってしまいてしまいてしまいてしまい、、、、我我我我々々々々からするとからするとからするとからすると韓韓韓韓国国国国、、、、中国中国中国中国はははは非常非常非常非常にににに近近近近いといういといういといういという感感感感覚覚覚覚があるがあるがあるがある。。。。実実実実際際際際にににに福福福福岡岡岡岡空空空空港港港港でででではははは上上上上海海海海からからからから直直直直航航航航便便便便がありがありがありがあり、、、、東東東東京京京京－－－－福福福福岡間岡間岡間岡間ととととほほほほとんどとんどとんどとんど変変変変わりないわりないわりないわりない飛飛飛飛行時間行時間行時間行時間でででで行行行行きききき来来来来することすることすることすることができるができるができるができる。。。。        このこのこのこの地図地図地図地図にににに示示示示してあるのがしてあるのがしてあるのがしてあるのが北九州北九州北九州北九州市市市市のののの４４４４大大大大プロジェクトとプロジェクトとプロジェクトとプロジェクトと呼呼呼呼ばれるものであるばれるものであるばれるものであるばれるものである。。。。１１１１つはつはつはつは響響響響灘灘灘灘ににににハハハハブポブポブポブポートをートをートをートを建設建設建設建設しようというものしようというものしようというものしようというもの、、、、このこのこのこの辺辺辺辺でででで学学学学術術術術研究都市研究都市研究都市研究都市をををを整備整備整備整備するプロジェクするプロジェクするプロジェクするプロジェクトトトト、、、、今今今今建設建設建設建設中中中中のののの新新新新北九州北九州北九州北九州空空空空港港港港のののの海海海海上上上上空空空空港港港港プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト、、、、東東東東九州九州九州九州自動自動自動自動車道車道車道車道のののの整備整備整備整備をををを行行行行っていっていっていっているプロジェクトであるるプロジェクトであるるプロジェクトであるるプロジェクトである。。。。北九州北九州北九州北九州エエエエココココタタタタウウウウンンンン事業事業事業事業はははは、、、、４４４４大大大大プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの次次次次のののの５５５５番番番番目目目目のプロのプロのプロのプロジェクトとジェクトとジェクトとジェクトと我我我我々々々々はははは自自自自負負負負しているしているしているしている。。。。エエエエココココタタタタウウウウンンンン事業事業事業事業はははは若若若若松松松松のこののこののこののこの辺辺辺辺でででで進進進進めているめているめているめている。。。。        北九州北九州北九州北九州はははは 1111999901010101年年年年にににに官官官官営営営営のののの八八八八幡幡幡幡製製製製鉄鉄鉄鉄所所所所ができてからができてからができてからができてから発発発発展展展展したしたしたした都市都市都市都市でありでありでありであり、、、、去去去去年年年年がちがちがちがちょょょょうどうどうどうど100100100100年目年目年目年目でででで博博博博覧覧覧覧会会会会等等等等をををを開開開開催催催催しししし、、、、今年今年今年今年はははは 101101101101年目年目年目年目になるになるになるになる。。。。        溶鉱溶鉱溶鉱溶鉱炉炉炉炉ができができができができ、、、、北九州北九州北九州北九州はははは重重重重化学化学化学化学工工工工業中業中業中業中心心心心のののの工工工工業都市業都市業都市業都市でありでありでありであり、、、、私私私私がががが小小小小さいときはまださいときはまださいときはまださいときはまだ日本日本日本日本のののの４４４４大大大大工工工工業業業業地地地地帯帯帯帯のののの１１１１つとつとつとつと紹紹紹紹介介介介されたこともあったされたこともあったされたこともあったされたこともあった、、、、それそれそれそれぐぐぐぐらいらいらいらい工工工工業業業業がががが集集集集積積積積したしたしたした町町町町であったであったであったであった。。。。これがこれがこれがこれが高度経済成長高度経済成長高度経済成長高度経済成長下下下下のののの 1111969696960000 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 35353535 年年年年））））のののの新新新新日日日日鐵鐵鐵鐵のののの工工工工場場場場群群群群でありでありでありであり、、、、煙煙煙煙がもうもうとがもうもうとがもうもうとがもうもうと立立立立ちちちち上上上上っていたっていたっていたっていた。。。。一一一一方方方方、、、、洞洞洞洞海湾海湾海湾海湾とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる入入入入りりりり江江江江にににに工工工工場場場場のののの汚汚汚汚れたれたれたれた廃廃廃廃液液液液がががが排排排排出出出出されたされたされたされた。。。。一番一番一番一番ひひひひどいときにはどいときにはどいときにはどいときには大大大大腸菌腸菌腸菌腸菌のののの生生生生息息息息がががが確確確確認認認認できなかったできなかったできなかったできなかったぐぐぐぐらいらいらいらい非常非常非常非常にににに汚汚汚汚れていたためれていたためれていたためれていたため、、、、死死死死のののの海海海海とととと言言言言われたわれたわれたわれた。。。。これがこれがこれがこれが現現現現在在在在でででで非常非常非常非常にきれいになったにきれいになったにきれいになったにきれいになった空空空空とととと海海海海であるであるであるである。。。。        北九州北九州北九州北九州エエエエココココタタタタウウウウンンンン事業事業事業事業のののの概要概要概要概要についてについてについてについて説明説明説明説明するするするする。。。。官官官官営営営営八八八八幡幡幡幡製製製製作作作作所所所所のののの設設設設置置置置以以以以来来来来１１１１世紀世紀世紀世紀にわにわにわにわたりたりたりたり産業産業産業産業集集集集積積積積がががが行行行行われわれわれわれ、、、、公害公害公害公害のののの発発発発生生生生問問問問題題題題、、、、1111999988885555 年年年年にプラにプラにプラにプラザザザザ合意合意合意合意によりによりによりにより円円円円高高高高鉄鉄鉄鉄冷冷冷冷ええええ不況不況不況不況でででで一一一一気気気気にににに北九州北九州北九州北九州のののの町町町町はははは打打打打撃撃撃撃があったがあったがあったがあった中中中中でででで、、、、北九州北九州北九州北九州のののの企業企業企業企業群群群群はははは公害公害公害公害のののの発発発発生生生生にににに対対対対してはしてはしてはしては工工工工場場場場のののの末端末端末端末端でででで処理処理処理処理するするするする装装装装置置置置をををを開開開開発発発発したりしたりしたりしたり、、、、プロセスプロセスプロセスプロセス自体自体自体自体をををを低低低低公害公害公害公害型型型型のののの生生生生産産産産技術技術技術技術にににに変変変変ええええていくていくていくていく技術技術技術技術のののの開開開開発発発発等等等等のののの活動活動活動活動をををを行行行行ってきたってきたってきたってきた。。。。鉄冷鉄冷鉄冷鉄冷ええええ不況不況不況不況にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、ココココストストストスト削削削削減減減減としてとしてとしてとしてＱＱＱＱＣＣＣＣ活動活動活動活動やややや歩歩歩歩どまりどまりどまりどまり率率率率向上向上向上向上、、、、省省省省エエエエネネネネ等等等等のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行ってきたってきたってきたってきた。。。。このようなこのようなこのようなこのような取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの中中中中からからからから技術技術技術技術、、、、人人人人材材材材、、、、ノノノノウウウウハハハハウウウウがががが北九州北九州北九州北九州のののの中中中中にににに蓄蓄蓄蓄積積積積されされされされ、、、、これらのこれらのこれらのこれらの資資資資源源源源をををを生生生生かしてかしてかしてかして行行行行うううう地域地域地域地域戦略戦略戦略戦略プランとしてプランとしてプランとしてプランとして、、、、北北北北九州九州九州九州エエエエココココタタタタウウウウンンンン事業事業事業事業とととと環境国環境国環境国環境国際協際協際協際協力力力力のののの推進推進推進推進があるがあるがあるがある。。。。環境国環境国環境国環境国際協際協際協際協力力力力のののの推進推進推進推進はははは、、、、中国中国中国中国のののの大連大連大連大連、、、、フフフフィィィィリリリリピピピピンンンン、、、、インインインインドネドネドネドネシアとのシアとのシアとのシアとの環境国環境国環境国環境国際協際協際協際協力力力力をををを展展展展開開開開しているしているしているしている。。。。このこのこのこの背背背背景景景景にはにはにはには、、、、環境産業環境産業環境産業環境産業をををを振興振興振興振興させようさせようさせようさせよう、、、、資資資資源源源源循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを形成形成形成形成させようというさせようというさせようというさせようという２２２２つのつのつのつの切切切切りりりり口口口口があるがあるがあるがある。。。。        これはこれはこれはこれは北九州北九州北九州北九州のののの地図地図地図地図であるがであるがであるがであるが、、、、ここにエここにエここにエここにエココココタタタタウウウウンのエリアをンのエリアをンのエリアをンのエリアを示示示示しているしているしているしている。。。。実実実実証証証証研究研究研究研究エリエリエリエリアとアとアとアと総総総総合環境合環境合環境合環境ココココンンンンビナビナビナビナートのートのートのートの２２２２つのエリアでつのエリアでつのエリアでつのエリアで大大大大きくきくきくきく事業事業事業事業をををを展展展展開開開開しししし、、、、学学学学術術術術研究都市研究都市研究都市研究都市とととと連連連連携携携携ををををとりながらとりながらとりながらとりながら行行行行っているっているっているっている。。。。        これがこれがこれがこれが実実実実証証証証研究研究研究研究エリアのエリアのエリアのエリアの完完完完成成成成予想予想予想予想図図図図であるであるであるである。。。。現現現現在在在在、、、、ここではここではここではここでは 11118888のののの研究研究研究研究施施施施設設設設でででで廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル等等等等にににに関関関関するするするする研究研究研究研究をををを行行行行っているっているっているっている。。。。少少少少しししし色色色色のついたところがのついたところがのついたところがのついたところが第第第第１１１１期整備期整備期整備期整備エリアでエリアでエリアでエリアで 6666....5555ヘヘヘヘクタールクタールクタールクタール設設設設けていたがけていたがけていたがけていたが、、、、ほぼほぼほぼほぼ満満満満杯杯杯杯状状状状態態態態になっているになっているになっているになっている。。。。        これがこれがこれがこれが実実実実証証証証研究研究研究研究エリアにエリアにエリアにエリアに昨年昨年昨年昨年６６６６月月月月にににに建設建設建設建設したしたしたした唯唯唯唯一一一一市市市市のののの施施施施設設設設であるであるであるである北九州北九州北九州北九州市市市市エエエエココココタタタタウウウウンセンセンセンセ
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ンターであるンターであるンターであるンターである。。。。エエエエココココタタタタウウウウンセンターはンセンターはンセンターはンセンターは見学見学見学見学者者者者がががが結結結結構構構構多多多多くくくく、、、、ままままずずずず見学見学見学見学者者者者のののの対対対対応応応応施施施施設設設設としてとしてとしてとして位位位位置置置置づづづづけているけているけているけている。。。。それそれそれそれ以以以以外外外外にもエにもエにもエにもエココココタタタタウウウウンのンのンのンの企業企業企業企業、、、、研究研究研究研究施施施施設設設設がやっているものをこのがやっているものをこのがやっているものをこのがやっているものをこの中中中中にににに展展展展示示示示しししし、、、、情報発情報発情報発情報発信信信信もももも行行行行っているっているっているっている。。。。        これがこれがこれがこれが現現現現在在在在のののの空空空空撮撮撮撮写写写写真真真真でででで、、、、きれいなきれいなきれいなきれいな道道道道路路路路をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、道道道道路路路路沿沿沿沿いにさまざまないにさまざまないにさまざまないにさまざまな研究研究研究研究施施施施設設設設がでがでがでができているきているきているきている。。。。ここにここにここにここに１１１１つだけつだけつだけつだけ空空空空きききき地地地地があるががあるががあるががあるが、、、、これはこれはこれはこれは福福福福岡県岡県岡県岡県リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル総総総総合研究合研究合研究合研究センターがセンターがセンターがセンターが借借借借りているりているりているりている土土土土地地地地でででで、、、、福福福福岡県岡県岡県岡県リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル総総総総合研究合研究合研究合研究センターがセンターがセンターがセンターが企業企業企業企業にににに研研研研究究究究用地用地用地用地としてとしてとしてとして貸貸貸貸すたにすたにすたにすたににににに確確確確保保保保されているされているされているされている土土土土地地地地であるであるであるである。。。。我我我我々々々々がががが使使使使うことができないうことができないうことができないうことができない場場場場所所所所でありでありでありであり、、、、それをそれをそれをそれを除除除除くとくとくとくと第第第第１１１１期整備期整備期整備期整備エリアはエリアはエリアはエリアは大体大体大体大体できできできでき上上上上がっているのがおわかりになるかとがっているのがおわかりになるかとがっているのがおわかりになるかとがっているのがおわかりになるかと思思思思うううう。。。。        これがもうこれがもうこれがもうこれがもう１１１１つのつのつのつの総総総総合環境合環境合環境合環境ココココンンンンビナビナビナビナートのートのートのートの施施施施設設設設であるであるであるである。。。。ここにはここにはここにはここには現現現現在在在在ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル、、、、自自自自動動動動車車車車、Ｏ、Ｏ、Ｏ、ＯＡＡＡＡ、、、、家電家電家電家電、、、、医療医療医療医療用具用具用具用具、、、、蛍蛍蛍蛍光光光光管管管管のののの６６６６つのリサイクルつのリサイクルつのリサイクルつのリサイクル工工工工場場場場がががが、、、、医療医療医療医療用具用具用具用具だけはだけはだけはだけは試試試試験験験験運運運運転転転転中中中中であるがであるがであるがであるが、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外はははは稼稼稼稼働働働働をををを開開開開始始始始しているしているしているしている。。。。もうもうもうもう１１１１つつつつ、、、、複複複複合中合中合中合中核核核核施施施施設設設設をををを横横横横にににに置置置置きききき、、、、今今今今、、、、話話話話題題題題になっているになっているになっているになっているＰＰＰＰＣＢＣＢＣＢＣＢ処理処理処理処理施施施施設設設設はこのはこのはこのはこの辺辺辺辺のののの５５５５ヘヘヘヘクタールをクタールをクタールをクタールを確確確確保保保保しているしているしているしている位位位位置置置置関係関係関係関係になるになるになるになる。。。。        総総総総合環境合環境合環境合環境ココココンンンンビナビナビナビナートートートートのののの概念図概念図概念図概念図であるであるであるである。。。。ここはここはここはここは国連大学国連大学国連大学国連大学でででで提提提提唱唱唱唱されているゼロエミッシされているゼロエミッシされているゼロエミッシされているゼロエミッションをョンをョンをョンを実実実実際際際際にやろうではないかというにやろうではないかというにやろうではないかというにやろうではないかというココココンセプトのもとにつくったところであるンセプトのもとにつくったところであるンセプトのもとにつくったところであるンセプトのもとにつくったところである。。。。１１１１つつつつ１１１１つのリサイクルつのリサイクルつのリサイクルつのリサイクル工工工工場場場場をばらばらにをばらばらにをばらばらにをばらばらに立立立立地地地地させてもさせてもさせてもさせても意意意意味味味味がないということでがないということでがないということでがないということで、、、、各各各各リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル企企企企業業業業がががが搬搬搬搬出出出出入入入入管管管管理理理理やややや共共共共同保同保同保同保管管管管、、、、積積積積みかみかみかみかええええ等等等等をををを行行行行ったりったりったりったり、、、、相相相相互互互互連連連連携携携携ということであるリサイクということであるリサイクということであるリサイクということであるリサイクルルルル工工工工場場場場からからからから出出出出てきたものをまたリサイクルてきたものをまたリサイクルてきたものをまたリサイクルてきたものをまたリサイクル工工工工場場場場のののの原原原原料料料料としてとしてとしてとして活活活活用用用用するするするする。。。。例例例例ええええばばばばＯＯＯＯＡＡＡＡ機機機機器器器器ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工工工工場場場場ではではではではココココピピピピーのーのーのーの機機機機械械械械をををを使使使使うためうためうためうため、、、、ココココピピピピーーーー機機機機のののの中中中中のののの蛍蛍蛍蛍光光光光管管管管はははは蛍蛍蛍蛍光光光光管管管管のリサイクのリサイクのリサイクのリサイクルルルル工工工工場場場場にににに持持持持っていけばいいのではないかとのっていけばいいのではないかとのっていけばいいのではないかとのっていけばいいのではないかとの話話話話もあるもあるもあるもある。。。。家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工工工工場場場場のののの中中中中にフロンにフロンにフロンにフロンのののの分分分分解施解施解施解施設設設設があるがあるがあるがある。。。。フロンはフロンはフロンはフロンは家電家電家電家電だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、自動自動自動自動車車車車からもたくさんからもたくさんからもたくさんからもたくさん出出出出てくるのでてくるのでてくるのでてくるので、、、、自動自動自動自動車車車車からからからから出出出出てきたフロンてきたフロンてきたフロンてきたフロンガガガガスもスもスもスも一一一一緒緒緒緒にににに家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工工工工場場場場でででで分分分分解解解解処理処理処理処理すればいいのではないすればいいのではないすればいいのではないすればいいのではないかということもあるかということもあるかということもあるかということもある。。。。廃電廃電廃電廃電線線線線もたくさんもたくさんもたくさんもたくさん出出出出るがるがるがるが、、、、電電電電線線線線のののの外側外側外側外側はははは塩塩塩塩ビビビビ、、、、中中中中はははは銅銅銅銅でつくられてでつくられてでつくられてでつくられているいるいるいる。。。。銅銅銅銅はそれだけはそれだけはそれだけはそれだけ集集集集めるとめるとめるとめると非常非常非常非常にににに高高高高いいいい価値価値価値価値をををを生生生生みみみみ出出出出すのですのですのですので、、、、被被被被覆覆覆覆電電電電線線線線のののの被被被被覆覆覆覆部分部分部分部分とととと中中中中のののの銅銅銅銅をををを分離分離分離分離するするするするナゲナゲナゲナゲットットットット機機機機がががが自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工工工工場場場場にあるためにあるためにあるためにあるため、、、、そこにそこにそこにそこに家電家電家電家電ややややＯＯＯＯＡＡＡＡからからからから出出出出ててててきたきたきたきた電電電電線線線線をををを持持持持ってくればってくればってくればってくれば、、、、相相相相互互互互でやりとりをしてでやりとりをしてでやりとりをしてでやりとりをして非常非常非常非常にいいこともありにいいこともありにいいこともありにいいこともあり、、、、このようなこのようなこのようなこのようなココココンンンンセプトセプトセプトセプトをつくっているをつくっているをつくっているをつくっている。。。。        ただただただただ、、、、最最最最終終終終的的的的にリサイクルとにリサイクルとにリサイクルとにリサイクルと言言言言いながらいながらいながらいながら、、、、なかなかリサイクルできないものもなかなかリサイクルできないものもなかなかリサイクルできないものもなかなかリサイクルできないものも当然当然当然当然存存存存在在在在するするするする。。。。家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工工工工場場場場ではではではでは、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな家電品家電品家電品家電品のプラスのプラスのプラスのプラスチチチチックのックのックのックの材材材材質質質質はははは多多多多種種種種にわたりにわたりにわたりにわたり、、、、そのままリサイクルするのはそのままリサイクルするのはそのままリサイクルするのはそのままリサイクルするのは非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい。。。。ペペペペットットットットボボボボトルのラトルのラトルのラトルのラベベベベルルルル等等等等リサイクルできないリサイクルできないリサイクルできないリサイクルできないものがものがものがものが結結結結構構構構発発発発生生生生するのでするのでするのでするので、、、、リサイクルできないものはリサイクルできないものはリサイクルできないものはリサイクルできないものは複複複複合中合中合中合中核核核核施施施施設設設設でサーマルリサイクルでサーマルリサイクルでサーマルリサイクルでサーマルリサイクルをををを行行行行いいいい、、、、最最最最終終終終的的的的にリサイクルをにリサイクルをにリサイクルをにリサイクルを完完完完成成成成させるさせるさせるさせる。。。。溶溶溶溶融融融融施施施施設設設設であればであればであればであれば、、、、溶溶溶溶融融融融物物物物もリサイクルできもリサイクルできもリサイクルできもリサイクルできるしるしるしるし、、、、飛飛飛飛灰灰灰灰だけがだけがだけがだけが残残残残渣渣渣渣としてとしてとしてとして出出出出てくるためてくるためてくるためてくるため、、、、ゼロにゼロにゼロにゼロに近近近近いいいい工工工工業団業団業団業団地地地地をつくっていこうとをつくっていこうとをつくっていこうとをつくっていこうとココココンンンンビナビナビナビナートといートといートといートというううう名名名名前前前前をつけたをつけたをつけたをつけた。。。。        ここはここはここはここはペペペペットットットットボボボボトルのリサイクルトルのリサイクルトルのリサイクルトルのリサイクル工工工工場場場場でででで、、、、年間年間年間年間３３３３億億億億本本本本、、、、約約約約１１１１万万万万 8888000000000000トンのトンのトンのトンのペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルをををを処理処理処理処理するするするする能能能能力力力力があるがあるがあるがある。。。。        これがこれがこれがこれがＯＯＯＯＡＡＡＡ機機機機器器器器のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル工工工工場場場場でででで、、、、ココココピピピピーーーー機機機機、、、、フフフファァァァクスクスクスクス、、、、プリンタープリンタープリンタープリンター、、、、パパパパソソソソココココンがンがンがンが入入入入ってくるがってくるがってくるがってくるが、、、、全部手全部手全部手全部手作作作作業業業業であるであるであるである。。。。女女女女性性性性がががが手手手手作作作作業業業業でででで部品部品部品部品をばらばらにしをばらばらにしをばらばらにしをばらばらにし、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック等等等等をををを素材別素材別素材別素材別にににに分分分分けているけているけているけている。。。。今今今今ののののＯＯＯＯＡＡＡＡ機機機機器器器器はプラスはプラスはプラスはプラスチチチチックのックのックのックの材材材材質質質質のののの裏裏裏裏にににに刻刻刻刻印印印印がありがありがありがあり、、、、それをそれをそれをそれを見見見見てててて分分分分けてマテリアルリサイクルをしているけてマテリアルリサイクルをしているけてマテリアルリサイクルをしているけてマテリアルリサイクルをしている会社会社会社会社であるであるであるである。。。。        これがこれがこれがこれが自動自動自動自動車車車車のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル工工工工場場場場であるであるであるである。。。。今今今今までのまでのまでのまでの車車車車のののの処理処理処理処理はははは、、、、細細細細かくかくかくかく砕砕砕砕くシュレッダーくシュレッダーくシュレッダーくシュレッダー
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にかけにかけにかけにかけ、、、、ばらばらばらばらばらばらばらばらになったものからになったものからになったものからになったものから磁磁磁磁石石石石でででで鉄鉄鉄鉄をををを回回回回収収収収しししし、、、、シュレッダーダストとなったものシュレッダーダストとなったものシュレッダーダストとなったものシュレッダーダストとなったものをををを燃燃燃燃やしたりやしたりやしたりやしたり埋埋埋埋めめめめ立立立立てたりしていたがてたりしていたがてたりしていたがてたりしていたが、、、、シュレッダーダストのシュレッダーダストのシュレッダーダストのシュレッダーダストの中中中中にはにはにはには有有有有害害害害物物物物がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん含含含含まれているまれているまれているまれている。。。。シュレッダーダストをシュレッダーダストをシュレッダーダストをシュレッダーダストを出出出出さないプロセスとしてさないプロセスとしてさないプロセスとしてさないプロセスとして、、、、このこのこのこの工工工工場場場場ではラインのではラインのではラインのではラインの中中中中でででで液液液液体体体体やややや非非非非金金金金属属属属、、、、非非非非鉄金鉄金鉄金鉄金属属属属をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん取取取取りりりり払払払払いいいい、、、、最後最後最後最後はははは鉄鉄鉄鉄だけのだけのだけのだけのボディボディボディボディーにするーにするーにするーにする。。。。通通通通常常常常のスのスのスのスクラップクラップクラップクラップ鉄鉄鉄鉄はははは電電電電気炉気炉気炉気炉にににに戻戻戻戻るがるがるがるが、、、、ここはここはここはここは鉄鉄鉄鉄のののの品品品品質質質質がががが非常非常非常非常にいいのでにいいのでにいいのでにいいので新新新新日日日日鐵鐵鐵鐵のののの転転転転炉炉炉炉のののの中中中中にににに戻戻戻戻ししししているているているている。。。。新新新新日日日日鐵鐵鐵鐵のののの転転転転炉炉炉炉にににに戻戻戻戻せばせばせばせば、、、、自動自動自動自動車車車車のののの鋼鋼鋼鋼板板板板にににに生生生生まれまれまれまれ変変変変わることもできわることもできわることもできわることもでき、、、、高度高度高度高度なリサイなリサイなリサイなリサイクルができるクルができるクルができるクルができる。。。。        これがこれがこれがこれが家電家電家電家電のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル工工工工場場場場であであであであるるるる。。。。昨年昨年昨年昨年４４４４月月月月からのからのからのからの家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法にににに対対対対応応応応するするするする工工工工場場場場でありでありでありであり、、、、すすすすべべべべてのメーてのメーてのメーてのメーカカカカーのーのーのーの家電品家電品家電品家電品がががが処理処理処理処理できるできるできるできる日本日本日本日本でででで唯唯唯唯一一一一のののの工工工工場場場場であるであるであるである。。。。家電家電家電家電ははははＡＡＡＡ、、、、ＢＢＢＢのののの２２２２つのつのつのつのググググループにループにループにループに分分分分かれかれかれかれ、、、、ＡＡＡＡググググループがループがループがループが松松松松下下下下、、、、東東東東芝芝芝芝系系系系、、、、ＢＢＢＢググググループがループがループがループが日立日立日立日立、、、、三三三三菱菱菱菱、、、、ソニソニソニソニーーーー、、、、サンサンサンサンヨヨヨヨーーーー、、、、シャープシャープシャープシャープ系系系系であるであるであるである。。。。ＡＡＡＡ、、、、ＢＢＢＢのののの両両両両ググググループがループがループがループが出資出資出資出資してできたしてできたしてできたしてできた会社会社会社会社でありでありでありであり、、、、どどどどこのメーこのメーこのメーこのメーカカカカーのものでもここのーのものでもここのーのものでもここのーのものでもここの工工工工場場場場にににに持持持持っていったらっていったらっていったらっていったら受受受受けけけけ取取取取ってくれるってくれるってくれるってくれる。。。。処理処理処理処理能能能能力力力力はははは年間年間年間年間55550000 万万万万台台台台であるがであるがであるがであるが、、、、最最最最初初初初のののの年年年年からからからから 55550000 万万万万台台台台をををを若干若干若干若干オオオオーバーするをーバーするをーバーするをーバーするを処理処理処理処理しているしているしているしている。。。。去去去去年年年年のののの夏夏夏夏はははは非非非非常常常常にににに暑暑暑暑くくくく、、、、エアエアエアエアココココンンンン、、、、冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫がががが予想予想予想予想以上以上以上以上にににに売売売売れたためれたためれたためれたため、、、、一一一一時時時時期処理期処理期処理期処理がががが追追追追いつかないこともいつかないこともいつかないこともいつかないこともあったあったあったあった。。。。        これがこれがこれがこれが蛍蛍蛍蛍光光光光管管管管のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル工工工工場場場場であるであるであるである。。。。蛍蛍蛍蛍光光光光管管管管はははは口口口口金金金金、、、、蛍蛍蛍蛍光光光光体体体体がががが塗塗塗塗ってあるってあるってあるってあるガガガガラスのラスのラスのラスの部部部部分分分分などからなどからなどからなどから構構構構成成成成されておりされておりされておりされており、、、、素材別素材別素材別素材別にはにはにはには口口口口金金金金ととととガガガガラスとラスとラスとラスと蛍蛍蛍蛍光光光光体体体体とととと中中中中にににに入入入入っているっているっているっている水水水水銀銀銀銀とととと４４４４種類種類種類種類であるであるであるである。。。。そのそのそのその４４４４種類種類種類種類をををを回回回回収収収収しししし、、、、口口口口金金金金だけはだけはだけはだけは中中中中にフェラメントがにフェラメントがにフェラメントがにフェラメントが入入入入っていてっていてっていてっていて完完完完全全全全にににに純純純純粋粋粋粋なものとしてとれないためなものとしてとれないためなものとしてとれないためなものとしてとれないため、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外ののののガガガガラスラスラスラス、、、、蛍蛍蛍蛍光光光光体体体体、、、、水水水水銀銀銀銀はははは再再再再びびびび蛍蛍蛍蛍光光光光管管管管をつくるをつくるをつくるをつくる材材材材料料料料としてリサイクルするというとしてリサイクルするというとしてリサイクルするというとしてリサイクルするというココココンセプトでンセプトでンセプトでンセプトで始始始始まったまったまったまった工工工工場場場場であるであるであるである。。。。現現現現在在在在、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル蛍蛍蛍蛍光光光光管管管管はははは技術技術技術技術的的的的にににに完完完完成成成成しているがしているがしているがしているが、、、、まだまだまだまだ製造製造製造製造まではまではまではまでは至至至至っていないっていないっていないっていない。。。。今今今今、、、、日本日本日本日本でででで売売売売られているられているられているられている蛍蛍蛍蛍光光光光管管管管はマレーシアなどはマレーシアなどはマレーシアなどはマレーシアなど東東東東南南南南アジアのアジアのアジアのアジアの蛍蛍蛍蛍光光光光管管管管がががが多多多多くくくく、、、、日本日本日本日本でつくってもでつくってもでつくってもでつくっても価格競争価格競争価格競争価格競争力力力力がががが全全全全くないくないくないくない。。。。日本日本日本日本でででで売売売売られているられているられているられている価格価格価格価格のののの２２２２倍倍倍倍もするもするもするもする蛍蛍蛍蛍光光光光管管管管でででで、、、、明明明明るさがるさがるさがるさが 99990000何何何何％％％％とととと暗暗暗暗いいいい蛍蛍蛍蛍光光光光管管管管はだれもはだれもはだれもはだれも買買買買わないわないわないわない。。。。ココココストストストスト削削削削減減減減のためにどうしてものためにどうしてものためにどうしてものためにどうしても途途途途上国上国上国上国でのでのでのでの生生生生産産産産をやらなければならないためをやらなければならないためをやらなければならないためをやらなければならないため、、、、そそそそのののの仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを考考考考ええええているているているている最中最中最中最中であるであるであるである。。。。        これがこれがこれがこれが医療医療医療医療用具用具用具用具のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル工工工工場場場場であるであるであるである。。。。まだまだまだまだ試試試試験験験験運運運運転転転転中中中中でででで本本本本格格格格操操操操業業業業まではまではまではまでは至至至至っていなっていなっていなっていないいいい。。。。医療医療医療医療系系系系のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが入入入入ってくるとってくるとってくるとってくると、、、、細細細細かくかくかくかく砕砕砕砕いたいたいたいた後後後後、、、、電電電電磁磁磁磁波波波波をををを当当当当てててててててて無害無害無害無害化化化化しししし、、、、無害無害無害無害化化化化したしたしたした後後後後のものはそれのものはそれのものはそれのものはそれぞぞぞぞれのれのれのれの素材素材素材素材ごとにリサイクルをごとにリサイクルをごとにリサイクルをごとにリサイクルを考考考考ええええているているているている。。。。特特特特にににに医療医療医療医療系系系系のののの収集容収集容収集容収集容器器器器ははははプラスプラスプラスプラスチチチチックでできておりックでできておりックでできておりックでできており、、、、回回回回収収収収されたプラスされたプラスされたプラスされたプラスチチチチックでもうックでもうックでもうックでもう１１１１度度度度医療医療医療医療系廃棄物系廃棄物系廃棄物系廃棄物をををを収集収集収集収集するするするする容器容器容器容器をこのをこのをこのをこの工工工工場場場場のののの中中中中でつくろうとでつくろうとでつくろうとでつくろうと考考考考ええええられているられているられているられている。。。。        もうもうもうもう１１１１つつつつ、、、、総総総総合環境合環境合環境合環境ココココンンンンビナビナビナビナートのすートのすートのすートのすぐぐぐぐこちらこちらこちらこちら側側側側にあるのがにあるのがにあるのがにあるのが響響響響リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル団団団団地地地地でありでありでありであり、、、、市市市市のののの中中中中小小小小企業企業企業企業支援支援支援支援としてとしてとしてとして行行行行っているっているっているっている。。。。ここのここのここのここの底底底底地地地地はははは市市市市がががが持持持持ちちちち、、、、市市市市がががが民間企業民間企業民間企業民間企業にににに貸貸貸貸すことですことですことですことで初期初期初期初期投投投投資資資資額額額額をををを抑抑抑抑ええええ、、、、事業事業事業事業予予予予定定定定借借借借地地地地がががが 10101010 年年年年～～～～20202020 年年年年のののの間間間間でででで設定設定設定設定可能可能可能可能でありでありでありであり、、、、フロンテフロンテフロンテフロンティィィィアはアはアはアは11115555年年年年、、、、自動自動自動自動車車車車はははは 20202020年年年年のののの定期定期定期定期借借借借地地地地権権権権つきのつきのつきのつきの契契契契約約約約をををを行行行行いいいい、、、、立立立立地地地地をさせているをさせているをさせているをさせている。。。。        自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルゾゾゾゾーンはーンはーンはーンは、、、、市市市市内内内内のののの中中中中古古古古部品部品部品部品のののの販販販販売売売売業業業業、、、、解解解解体体体体スクラップスクラップスクラップスクラップ屋屋屋屋、、、、いわいわいわいわゆゆゆゆるパるパるパるパーーーーツツツツ屋屋屋屋やスクラップやスクラップやスクラップやスクラップ屋屋屋屋がががが集集集集団団団団でででで移移移移転転転転してきてしてきてしてきてしてきて組合組合組合組合をつくっておりをつくっておりをつくっておりをつくっており、、、、全全全全国国国国にににに例例例例がないがないがないがない。。。。７７７７社社社社がががが組合組合組合組合をつくってをつくってをつくってをつくって連連連連携携携携しながらしながらしながらしながら事業事業事業事業をををを行行行行っていこうとしているっていこうとしているっていこうとしているっていこうとしている。。。。フロンテフロンテフロンテフロンティィィィアアアアゾゾゾゾーンはーンはーンはーンは、、、、中中中中小小小小企業企業企業企業、、、、ベベベベンンンンチチチチャーャーャーャー企業企業企業企業がががが行行行行うリサイクルうリサイクルうリサイクルうリサイクル事業事業事業事業でありでありでありであり、、、、現現現現在在在在はははは食用食用食用食用油油油油のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル事業事業事業事業、、、、有有有有機機機機溶剤溶剤溶剤溶剤をををを含含含含むむむむ廃廃廃廃液液液液のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル事業事業事業事業のののの２２２２つのつのつのつの工工工工場場場場のののの建設建設建設建設ががががほぼほぼほぼほぼ終終終終わりわりわりわり、、、、間間間間もなくもなくもなくもなく竣竣竣竣工工工工すすすするるるる予予予予定定定定であるであるであるである。。。。特特特特にににに食用食用食用食用油油油油のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル事業事業事業事業はははは、、、、来来来来週週週週竣竣竣竣工工工工式式式式をををを行行行行うううう予予予予定定定定になっているになっているになっているになっている。。。。古古古古
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紙紙紙紙のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル工工工工場場場場がががが先先先先月月月月工工工工場場場場のののの建設建設建設建設にににに着工着工着工着工しししし、、、、順順順順次次次次工工工工場場場場がががが少少少少ししししずずずずつつつつ建建建建ちちちち上上上上がってきていがってきていがってきていがってきているるるる。。。。        これはこれはこれはこれは１１１１年前年前年前年前のののの写写写写真真真真でででで、、、、医療医療医療医療用具用具用具用具のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル工工工工場場場場がまだがまだがまだがまだ形形形形もないしもないしもないしもないし、、、、幾幾幾幾つかあるつかあるつかあるつかある自動自動自動自動車車車車のののの工工工工場場場場もないもないもないもない。。。。このこのこのこの辺辺辺辺ににににＰＰＰＰＣＢＣＢＣＢＣＢのののの処理処理処理処理施施施施設設設設ができるができるができるができる予予予予定定定定というというというという位位位位置置置置関係関係関係関係とごとごとごとご理理理理解解解解いただいただいただいただきたいきたいきたいきたい。。。。        もうもうもうもう１１１１つのつのつのつのＰＰＰＰＣＢＣＢＣＢＣＢのののの処理処理処理処理施施施施設設設設はははは、、、、住住住住民合意民合意民合意民合意ともともともとも関係関係関係関係があるのでがあるのでがあるのでがあるので簡簡簡簡単単単単におさらいするにおさらいするにおさらいするにおさらいする。Ｐ。Ｐ。Ｐ。ＰＣＢＣＢＣＢＣＢははははポポポポリ・クロリリ・クロリリ・クロリリ・クロリネネネネーテッーテッーテッーテッドドドド・・・・ビビビビフェフェフェフェニニニニールのールのールのールの略略略略でありでありでありであり、、、、燃燃燃燃ええええないないないない、、、、電電電電気気気気をををを通通通通しにくいしにくいしにくいしにくい、、、、非常非常非常非常にににに安安安安定定定定していてしていてしていてしていて分分分分解解解解されにくいされにくいされにくいされにくい。。。。水水水水にににに溶溶溶溶けにくくけにくくけにくくけにくく脂肪脂肪脂肪脂肪にににに溶溶溶溶けやすいけやすいけやすいけやすい特特特特徴徴徴徴がありがありがありがあり、、、、トラトラトラトランスやンスやンスやンスや電電電電気気気気のののの絶絶絶絶縁縁縁縁としてもとしてもとしてもとしても使使使使ええええるしるしるしるし、、、、ノノノノーーーーカカカカーーーーボボボボンンンン紙紙紙紙にもにもにもにも昔昔昔昔はははは使使使使われわれわれわれ、、、、またまたまたまた熱熱熱熱媒媒媒媒体体体体としてとしてとしてとして使用使用使用使用されていたされていたされていたされていた。。。。北九州北九州北九州北九州でででで起起起起きたきたきたきたカネカネカネカネミミミミ油油油油症症症症はははは熱熱熱熱媒媒媒媒体体体体からからからから漏漏漏漏水水水水れれれれ出出出出たたたたＰＰＰＰＣＢＣＢＣＢＣＢがががが中中中中毒毒毒毒事事事事件件件件をををを起起起起こしたこしたこしたこした。。。。        ＰＰＰＰＣＢＣＢＣＢＣＢ処理処理処理処理にににに関関関関してはしてはしてはしては、Ｐ、Ｐ、Ｐ、ＰＣＢＣＢＣＢＣＢのののの特特特特性性性性がががが社会問社会問社会問社会問題題題題化化化化してしてしてして製造製造製造製造がががが禁禁禁禁止止止止されたされたされたされた以以以以降降降降、、、、日本国日本国日本国日本国内内内内にににに保保保保管管管管されているされているされているされているＰＰＰＰＣＢＣＢＣＢＣＢをををを処理処理処理処理しようということでしようということでしようということでしようということで施施施施設建設設建設設建設設建設のののの動動動動きがありきがありきがありきがあり、、、、39393939 カカカカ所所所所やっやっやっやったがたがたがたが、、、、すすすすべべべべてててて地地地地元元元元のののの理理理理解解解解がががが得得得得られられられられずずずずにににに 39393939 戦戦戦戦 39393939 敗敗敗敗でででで全部全部全部全部とんざしてしまったとんざしてしまったとんざしてしまったとんざしてしまった。。。。ところがところがところがところが、、、、33330000 年年年年にもにもにもにも及及及及ぶぶぶぶ保保保保管管管管によりによりによりにより、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん紛紛紛紛失失失失事事事事例例例例がががが多多多多くなりくなりくなりくなり、、、、紛紛紛紛失失失失するとするとするとするとほほほほとんどとんどとんどとんど川川川川をををを通通通通してしてしてして海海海海にににに行行行行ってしまうってしまうってしまうってしまう。。。。海海海海にににに行行行行ったらどこにったらどこにったらどこにったらどこに行行行行くかというとくかというとくかというとくかというと、、、、海海海海のののの中中中中のののの微微微微生物生物生物生物ががががＰＰＰＰＣＢＣＢＣＢＣＢをををを摂摂摂摂取取取取しししし、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん生物生物生物生物濃濃濃濃縮縮縮縮をしてをしてをしてをして我我我我々々々々がががが食食食食べべべべるるるる魚魚魚魚をををを通通通通してしてしてして結局結局結局結局はははは人体人体人体人体にににに戻戻戻戻ってくるためってくるためってくるためってくるため、、、、非常非常非常非常にににに環境環境環境環境汚染汚染汚染汚染のののの懸懸懸懸念念念念があるがあるがあるがある。。。。北北北北極極極極のイのイのイのイヌヌヌヌイットのイットのイットのイットの方方方方たちからもたちからもたちからもたちからもＰＰＰＰＣＢＣＢＣＢＣＢがががが相当相当相当相当検検検検出出出出されているされているされているされている。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは全然全然全然全然ＰＰＰＰＣＢＣＢＣＢＣＢのののの恩恩恩恩恵恵恵恵もももも受受受受けけけけずずずず、、、、自自自自然然然然のののの中中中中でででで生生生生活活活活しているはしているはしているはしているはずずずずなのになのになのになのに、Ｐ、Ｐ、Ｐ、ＰＣＢＣＢＣＢＣＢ汚染汚染汚染汚染がそがそがそがそこまでこまでこまでこまで進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。        そこでそこでそこでそこで国国国国としてはとしてはとしてはとしては昨年昨年昨年昨年、Ｐ、Ｐ、Ｐ、ＰＣＢＣＢＣＢＣＢ特特特特別別別別措措措措置置置置法法法法、、、、環境事業団法環境事業団法環境事業団法環境事業団法をををを改改改改正正正正しししし、、、、国国国国がががが直直直直接接接接ＰＰＰＰＣＢＣＢＣＢＣＢのののの処理処理処理処理をををを行行行行うためにうためにうためにうために動動動動きききき出出出出したしたしたした。。。。それをそれをそれをそれを受受受受けてけてけてけて平平平平成成成成 12121212 年年年年 12121212 月月月月にににに国国国国からからからからＰＰＰＰＣＢＣＢＣＢＣＢ処理処理処理処理事業事業事業事業をををを北北北北九州九州九州九州でやりたいのででやりたいのででやりたいのででやりたいので協協協協力力力力してくれないかとしてくれないかとしてくれないかとしてくれないかと申申申申しししし入入入入れがありれがありれがありれがあり、、、、安安安安全性全性全性全性やややや公公公公開開開開性性性性のののの確確確確保保保保をををを大前大前大前大前提提提提としてとしてとしてとして準準準準備備備備作作作作業業業業にににに取取取取りかかることはりかかることはりかかることはりかかることは了了了了承承承承しししし、、、、そのそのそのその間間間間、、、、北北北北九州九州九州九州市市市市ははははＰＰＰＰＣＢＣＢＣＢＣＢのののの処理処理処理処理施施施施設設設設のののの設設設設置置置置にににに関関関関してしてしてして安安安安全性全性全性全性検討委員検討委員検討委員検討委員会会会会をををを設設設設置置置置していろいろとしていろいろとしていろいろとしていろいろと検討検討検討検討してきたしてきたしてきたしてきた。。。。最最最最終終終終的的的的にににに平平平平成成成成 11113333 年年年年 10101010月月月月 11111111日日日日にににに国国国国にににに条条条条件件件件をををを提示提示提示提示しししし、、、、国国国国もそのもそのもそのもその条条条条件件件件をををを了了了了承承承承してしてしてして立立立立地地地地がががが決決決決まったまったまったまった。。。。        北九州北九州北九州北九州市市市市がががが出出出出したしたしたした一番一番一番一番大大大大きなきなきなきな条条条条件件件件はははは安安安安全性全性全性全性のののの確確確確保保保保であるであるであるである。。。。安安安安全性全性全性全性確確確確保保保保のためにはのためにはのためにはのためには収集運収集運収集運収集運搬搬搬搬時時時時、、、、処理処理処理処理時時時時、、、、責責責責任任任任のののの明確明確明確明確化化化化、、、、情報公情報公情報公情報公開開開開とリスクとリスクとリスクとリスクココココミュミュミュミュニニニニケーションのケーションのケーションのケーションの４４４４つのつのつのつの柱柱柱柱をきちんをきちんをきちんをきちんとととと守守守守っていただければいいとっていただければいいとっていただければいいとっていただければいいと北九州北九州北九州北九州市市市市ははははオオオオーケーしたーケーしたーケーしたーケーした。。。。        またまたまたまた、、、、リスクリスクリスクリスクココココミュミュミュミュニニニニケーションについてケーションについてケーションについてケーションについて説明説明説明説明するとするとするとすると、、、、従来従来従来従来型型型型はははは関係関係関係関係者者者者をををを説説説説得得得得するだけするだけするだけするだけでででで一一一一方的方的方的方的にうんとにうんとにうんとにうんと言言言言わせるわせるわせるわせる形形形形がががが多多多多かったがかったがかったがかったが、、、、そそそそうではなくてうではなくてうではなくてうではなくて互互互互いのいのいのいの理理理理解解解解をををを深深深深めめめめ、Ｐ、Ｐ、Ｐ、ＰＣＢＣＢＣＢＣＢ処処処処理理理理施施施施設設設設のののの建設建設建設建設、、、、稼稼稼稼働働働働にににに当当当当たりたりたりたり、、、、互互互互いにいにいにいに知知知知恵恵恵恵をををを出出出出しししし合合合合いいいい、、、、リスクのリスクのリスクのリスクの低低低低減減減減をををを図図図図るためるためるためるため、、、、関係関係関係関係者者者者がががが情報情報情報情報をををを共共共共有有有有しししし、、、、リスクリスクリスクリスク管管管管理理理理とリスクとリスクとリスクとリスク評価評価評価評価のありのありのありのあり方方方方をををを決決決決定定定定することをすることをすることをすることを前前前前提提提提としてとしてとしてとして今動今動今動今動いていていていているいるいるいる。。。。        次次次次はははは北九州北九州北九州北九州市市市市のののの環境産業環境産業環境産業環境産業にににに対対対対するするするする基基基基本的本的本的本的なななな理念理念理念理念であるであるであるである。。。。北九州北九州北九州北九州市市市市のののの環境産業環境産業環境産業環境産業のののの特特特特色色色色はははは、、、、環境環境環境環境をををを「「「「産業産業産業産業」」」」としてとしてとしてとして興興興興すことがすことがすことがすことが３３３３点点点点セットのセットのセットのセットの第第第第１１１１のののの前前前前提提提提であるであるであるである。。。。教育教育教育教育・・・・基基基基礎礎礎礎研究研究研究研究、、、、技術技術技術技術・・・・実実実実証証証証研究研究研究研究、、、、事業化事業化事業化事業化のののの３３３３つのステップをきちんとつのステップをきちんとつのステップをきちんとつのステップをきちんと押押押押ささささええええながらながらながらながら環境産業環境産業環境産業環境産業をををを振興振興振興振興させるものでさせるものでさせるものでさせるものであるあるあるある。。。。現現現現在在在在、、、、日本日本日本日本ではではではでは 14141414 地域地域地域地域のエのエのエのエココココタタタタウウウウンがンがンがンが地域地域地域地域承承承承認認認認されているがされているがされているがされているが、、、、そのそのそのその中中中中にはにはにはには事業化事業化事業化事業化だだだだけのけのけのけの地域地域地域地域もあるもあるもあるもある。。。。事業化事業化事業化事業化だけではだけではだけではだけでは企業企業企業企業にもういいとにもういいとにもういいとにもういいと言言言言われればわれればわれればわれれば終終終終わってしまうことになりわってしまうことになりわってしまうことになりわってしまうことになりかかかかねねねねないないないない。。。。環境産業環境産業環境産業環境産業をををを振興振興振興振興させるためにはさせるためにはさせるためにはさせるためには、、、、ままままずずずず基基基基礎礎礎礎研究研究研究研究でででで技術技術技術技術開開開開発発発発をををを行行行行いいいい、、、、それをそれをそれをそれを担担担担うううう
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人人人人材材材材をををを養養養養成成成成するするするする教育教育教育教育・・・・基基基基礎礎礎礎研究研究研究研究エリアエリアエリアエリア、、、、基基基基礎礎礎礎研究研究研究研究をををを実実実実証証証証研究研究研究研究できるエリアできるエリアできるエリアできるエリア、、、、事業化事業化事業化事業化というというというという３３３３つのステップをきちんとつのステップをきちんとつのステップをきちんとつのステップをきちんと位位位位置置置置づづづづけたけたけたけた。。。。        教育教育教育教育・・・・基基基基礎礎礎礎研究研究研究研究はははは、、、、４４４４大大大大プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの１１１１つのつのつのつの学学学学術術術術研究都市研究都市研究都市研究都市としてとしてとしてとして昨年昨年昨年昨年４４４４月月月月にににに北九州北九州北九州北九州市市市市立大学立大学立大学立大学にににに初初初初めてめてめてめて国国国国際際際際環境環境環境環境工工工工学学学学部部部部というというというという理系理系理系理系のののの学学学学部部部部をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、総総総総合大学合大学合大学合大学にににに生生生生まれまれまれまれ変変変変わったわったわったわった。。。。早早早早稲稲稲稲田大学田大学田大学田大学理工理工理工理工学学学学総総総総合研究合研究合研究合研究センターセンターセンターセンター九州九州九州九州研究研究研究研究所所所所、、、、九州九州九州九州工工工工業大学業大学業大学業大学のののの生生生生命命命命体体体体工工工工学研究学研究学研究学研究科科科科があるがあるがあるがある。。。。学学学学術術術術研究都市研究都市研究都市研究都市はははは情報情報情報情報とととと環境環境環境環境のののの２２２２つのつのつのつのキキキキーワーーワーーワーーワードドドドでいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろな研究研究研究研究部部部部門門門門がががが集集集集積積積積されておりされておりされておりされており、、、、環境環境環境環境のののの切切切切りりりり口口口口のののの研究研究研究研究機機機機関関関関のののの協協協協力力力力をををを得得得得てうまくてうまくてうまくてうまく連連連連携携携携しながらやっていこうというのがしながらやっていこうというのがしながらやっていこうというのがしながらやっていこうというのが考考考考ええええ方方方方であるであるであるである。。。。実実実実証証証証研究研究研究研究とととと事業化事業化事業化事業化はははは大体大体大体大体ごごごご理理理理解解解解いただけるといただけるといただけるといただけると思思思思うううう。。。。        ３３３３点点点点セットのセットのセットのセットの話話話話にににに戻戻戻戻りりりり、、、、ごみはごみはごみはごみは資資資資源源源源とのとのとのとの理念理念理念理念をををを事事事事あるたびにあるたびにあるたびにあるたびに市民市民市民市民のののの方方方方にもいろいろごにもいろいろごにもいろいろごにもいろいろご説説説説明明明明をををを行行行行ったったったった。。。。最最最最初初初初はリサイクルははリサイクルははリサイクルははリサイクルは大企業大企業大企業大企業だけしかできないのではないかとのだけしかできないのではないかとのだけしかできないのではないかとのだけしかできないのではないかとの批批批批判判判判もありもありもありもあり、、、、響響響響リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル団団団団地地地地をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、地地地地元元元元のののの中中中中小小小小企業企業企業企業、、、、ベベベベンンンンチチチチャーャーャーャー企業企業企業企業までだれでもまでだれでもまでだれでもまでだれでも立立立立地地地地できるできるできるできる雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気をつくったをつくったをつくったをつくった。。。。地域地域地域地域にににに新新新新たなたなたなたな雇雇雇雇用用用用をををを創創創創出出出出するためするためするためするため、、、、666600000000億億億億円円円円のののの投投投投資資資資、、、、888800000000人人人人のののの雇雇雇雇用用用用をきちをきちをきちをきちんとんとんとんと位位位位置置置置づづづづけたけたけたけた。。。。施施施施設設設設公公公公開開開開のののの原原原原則則則則はははは住住住住民合意民合意民合意民合意のののの形成形成形成形成でもうでもうでもうでもう１１１１度度度度おさらいするおさらいするおさらいするおさらいする。。。。        体体体体制制制制づづづづくりはくりはくりはくりは、、、、産産産産・・・・学学学学・・・・官官官官ののののネネネネットワークットワークットワークットワーク、、、、役割分担役割分担役割分担役割分担をををを持持持持つことであるつことであるつことであるつことである。。。。北九州北九州北九州北九州がががが公害公害公害公害でででで非常非常非常非常にににに悩悩悩悩んでいたときにんでいたときにんでいたときにんでいたときに、、、、北九州北九州北九州北九州のののの環境環境環境環境をどうよくしていくかをどうよくしていくかをどうよくしていくかをどうよくしていくか、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな企業企業企業企業のののの方方方方とととと北九州北九州北九州北九州市市市市のののの人間人間人間人間ののののネネネネットワークットワークットワークットワーク、、、、当当当当時時時時のののの九州九州九州九州工工工工業大学業大学業大学業大学のののの先生先生先生先生にもいろいろごにもいろいろごにもいろいろごにもいろいろご協協協協力力力力いただきいただきいただきいただき、、、、工工工工場場場場のののの立立立立入入入入検査検査検査検査をしてをしてをしてをして工工工工場場場場診診診診断断断断をををを行行行行っていただくっていただくっていただくっていただく等等等等ののののネネネネットワークがありットワークがありットワークがありットワークがあり、、、、そのそのそのそのネネネネットワットワットワットワークをークをークをークを活活活活用用用用したしたしたした。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれがれがれがれが自自自自分分分分はははは何何何何をすればいいかをすればいいかをすればいいかをすればいいか、、、、明確明確明確明確なななな役割分役割分役割分役割分担担担担をすることによりをすることによりをすることによりをすることにより体体体体制制制制づづづづくりをくりをくりをくりを行行行行ったったったった。。。。        またまたまたまた、、、、私私私私がががが今今今今所所所所属属属属しているしているしているしている環境環境環境環境局局局局のののの中中中中にににに環境産業政策環境産業政策環境産業政策環境産業政策室室室室をつくったをつくったをつくったをつくった。。。。エエエエココココタタタタウウウウンンンン事業事業事業事業はははは、、、、資資資資源源源源循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを形成形成形成形成するするするする環境環境環境環境保全保全保全保全政策政策政策政策とととと地域地域地域地域産業産業産業産業のののの振興振興振興振興というというというという産業産業産業産業振興振興振興振興政策政策政策政策のののの両面両面両面両面があがあがあがあるるるる。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、エエエエココココタタタタウウウウンにンにンにンに指指指指定定定定されているされているされているされている地域地域地域地域でもでもでもでも経済経済経済経済局局局局がががが持持持持っているっているっているっている自治体自治体自治体自治体やややや環境環境環境環境局局局局がががが持持持持っているっているっているっている自治体自治体自治体自治体もあるもあるもあるもある。。。。どちらもメリットどちらもメリットどちらもメリットどちらもメリット、、、、デデデデメリットはありメリットはありメリットはありメリットはあり、、、、環境環境環境環境局局局局にににに環境産業政環境産業政環境産業政環境産業政策策策策室室室室をををを置置置置きききき、、、、室室室室長長長長はははは経済経済経済経済局局局局のののの部部部部長長長長をををを併併併併任任任任したしたしたした。。。。環境産業政策環境産業政策環境産業政策環境産業政策室室室室のスタッフののスタッフののスタッフののスタッフの何人何人何人何人かはかはかはかは経済経済経済経済局局局局からのからのからのからの人事人事人事人事異異異異動動動動でででで経済経済経済経済のわかるのわかるのわかるのわかる人間人間人間人間をををを加加加加ええええることによりることによりることによりることにより、、、、環境環境環境環境保全保全保全保全政策政策政策政策とととと産産産産業業業業振興振興振興振興政策政策政策政策がががが連連連連携携携携できるようにしているのができるようにしているのができるようにしているのができるようにしているのが特特特特徴徴徴徴であるであるであるである。。。。        地域地域地域地域固固固固有有有有のののの条条条条件件件件としてとしてとしてとして、、、、４４４４大大大大工工工工業業業業地地地地帯帯帯帯のののの中中中中でのでのでのでの技術技術技術技術、、、、人人人人材材材材のののの蓄蓄蓄蓄積積積積があるがあるがあるがある。。。。響響響響灘灘灘灘地地地地区区区区はははは約約約約2000200020002000 ヘヘヘヘクタールのクタールのクタールのクタールの非常非常非常非常にににに広広広広いいいい土土土土地地地地がありがありがありがあり、、、、まだまだまだまだ使使使使われていないわれていないわれていないわれていない土土土土地地地地のののの有有有有効効効効活活活活用用用用があるがあるがあるがある。。。。どどどどうしてもうしてもうしてもうしても残残残残渣渣渣渣物物物物はははは出出出出るためるためるためるため、、、、最最最最終処分終処分終処分終処分場場場場がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。今後今後今後今後ははははモモモモーダルシフトーダルシフトーダルシフトーダルシフト、、、、広広広広域処理域処理域処理域処理のののの観点観点観点観点からからからから港港港港湾湾湾湾機能機能機能機能もももも必要必要必要必要になってくるになってくるになってくるになってくる。。。。        事業実事業実事業実事業実施施施施段段段段階階階階でのでのでのでの特特特特徴徴徴徴としてとしてとしてとして、、、、北九州北九州北九州北九州エエエエココココタタタタウウウウンをンをンをンを推進推進推進推進するためするためするためするため、、、、環境産業推進会議環境産業推進会議環境産業推進会議環境産業推進会議ををををつくっていろいろなつくっていろいろなつくっていろいろなつくっていろいろな方向方向方向方向性性性性をををを決決決決めているがめているがめているがめているが、、、、議長議長議長議長はははは当当当当市市市市のののの市長市長市長市長でででで、、、、メンバーはメンバーはメンバーはメンバーは官官官官からからからから福福福福岡岡岡岡県県県県副副副副知知知知事事事事、、、、九州九州九州九州経済産業経済産業経済産業経済産業局局局局局局局局長長長長、、、、産産産産からからからから新新新新日日日日鐵鐵鐵鐵のののの八八八八幡幡幡幡製製製製鉄鉄鉄鉄所所所所長長長長、、、、東東東東芝芝芝芝のののの常常常常務務務務、、、、九州九州九州九州電力電力電力電力のののの副副副副社長社長社長社長、、、、三井三井三井三井物物物物産産産産のののの九州九州九州九州支支支支社長社長社長社長等等等等のメンバーのメンバーのメンバーのメンバー、、、、顧顧顧顧問問問問としてとしてとしてとして花花花花嶋嶋嶋嶋正正正正孝孝孝孝先生等先生等先生等先生等大学大学大学大学のののの先生先生先生先生をををを招招招招きききき、、、、いろいろとアいろいろとアいろいろとアいろいろとアドドドドバイスをいただいているバイスをいただいているバイスをいただいているバイスをいただいている。。。。        もうもうもうもう１１１１つのつのつのつの特特特特徴徴徴徴としてとしてとしてとして、、、、行政行政行政行政はははは支援役支援役支援役支援役にににに徹徹徹徹しているしているしているしている。。。。できるだけできるだけできるだけできるだけ縁縁縁縁のののの下下下下のののの力持力持力持力持ちにちにちにちに徹徹徹徹ししししようとようとようとようと、、、、ままままずずずず道道道道路路路路やややや下下下下水水水水道等道等道等道等のインフラのインフラのインフラのインフラ整備整備整備整備、、、、響響響響リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル団団団団地等地等地等地等のののの賃貸賃貸賃貸賃貸用地用地用地用地をををを確確確確保保保保するするするすることがことがことがことが１１１１つつつつ。。。。ソソソソフトフトフトフト支援支援支援支援としてはとしてはとしてはとしては、、、、当然当然当然当然エエエエココココタタタタウウウウンンンン地域地域地域地域はエはエはエはエココココタタタタウウウウンンンン補助補助補助補助金金金金がありがありがありがあり、、、、できできできできるだけるだけるだけるだけ東東東東京出京出京出京出張張張張のののの際際際際にはにはにはには経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省にににに顔顔顔顔をををを出出出出してしてしてして補助補助補助補助金金金金のののの獲獲獲獲得得得得にににに努力努力努力努力しているしているしているしている。。。。融融融融資資資資機機機機関関関関ととととのののの調整調整調整調整もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな企業企業企業企業やややや研究研究研究研究施施施施設設設設のののの情報情報情報情報をををを出出出出したりしているしたりしているしたりしているしたりしている。。。。    
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    調整調整調整調整・・・・支援役支援役支援役支援役としてとしてとしてとして周周周周辺市辺市辺市辺市町村町村町村町村へへへへ分別収集分別収集分別収集分別収集のののの働働働働きかけもきかけもきかけもきかけも行行行行っているっているっているっている。。。。ペペペペットットットットボボボボトルのリトルのリトルのリトルのリサイクルサイクルサイクルサイクル工工工工場場場場をををを建建建建てるてるてるてる際際際際にはにはにはには分別分別分別分別がががが始始始始まっていなかったのでまっていなかったのでまっていなかったのでまっていなかったので、、、、周周周周辺市辺市辺市辺市町村町村町村町村にににに市市市市職職職職員員員員がががが出向出向出向出向いていていていて分別分別分別分別回回回回収収収収にににに対対対対するするするする働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを行行行行ったったったった。。。。各各各各企業企業企業企業がががが事業化事業化事業化事業化をにらんだをにらんだをにらんだをにらんだ研究会研究会研究会研究会をををを幾幾幾幾つもつもつもつも立立立立ちちちち上上上上げているがげているがげているがげているが、、、、そのそのそのその中中中中ににににオオオオブブブブザザザザーバーとしてーバーとしてーバーとしてーバーとして入入入入ってってってって参参参参考考考考意見意見意見意見をををを述述述述べべべべるるるる調整役調整役調整役調整役をしているをしているをしているをしている。。。。研究研究研究研究施施施施設設設設にににに関関関関してはしてはしてはしては研究研究研究研究材材材材料料料料、、、、特特特特にににに廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物やややや焼却灰焼却灰焼却灰焼却灰等等等等がががが提供提供提供提供されるされるされるされる。。。。今今今今までのまでのまでのまでの自治体自治体自治体自治体はははは、、、、自自自自分分分分のところからのところからのところからのところから出出出出てくるてくるてくるてくる焼却灰焼却灰焼却灰焼却灰のののの実実実実験験験験のののの提供提供提供提供ははははしないしないしないしない。。。。ごみごみごみごみ焼却灰焼却灰焼却灰焼却灰のののの中中中中にににに有有有有害害害害なものなものなものなもの、、、、重重重重金金金金属属属属やダイやダイやダイやダイオキオキオキオキシンシンシンシン等等等等いろいろなものがいろいろなものがいろいろなものがいろいろなものが入入入入っているのでっているのでっているのでっているので、、、、研究研究研究研究機機機機関関関関にににに提供提供提供提供しししし、、、、そこでそこでそこでそこでデデデデータがータがータがータが出出出出たらたらたらたら大変大変大変大変だとのだとのだとのだとの思思思思惑惑惑惑がありがありがありがあり、、、、今今今今までのまでのまでのまでの自治体自治体自治体自治体はははは出出出出さなかったところがさなかったところがさなかったところがさなかったところが多多多多いらしいいらしいいらしいいらしいがががが、、、、当当当当市市市市はどんどんはどんどんはどんどんはどんどん出出出出すすすす。。。。        諸諸諸諸手手手手続続続続のののの支援支援支援支援、、、、迅迅迅迅速化速化速化速化ではではではでは、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工工工工場場場場のののの建設建設建設建設にはいろいろなにはいろいろなにはいろいろなにはいろいろな手手手手続続続続があるがあるがあるがある。。。。公害公害公害公害防防防防止止止止関係法関係法関係法関係法でででで大大大大気気気気汚染汚染汚染汚染やややや水水水水質質質質汚汚汚汚濁濁濁濁、、、、下下下下水水水水道道道道法法法法等等等等がありがありがありがあり、、、、都市都市都市都市計計計計画法画法画法画法やややや建築基建築基建築基建築基準準準準法第法第法第法第 55551111条条条条のたのたのたのただしだしだしだし書書書書きできできできで都市都市都市都市計計計計画画画画審審審審議会議会議会議会にかけなければいけないとかにかけなければいけないとかにかけなければいけないとかにかけなければいけないとか、、、、当当当当市市市市はははは臨港臨港臨港臨港地地地地区区区区にあるためにあるためにあるためにあるため港港港港湾湾湾湾法法法法にもかかるにもかかるにもかかるにもかかる。。。。いろいろないろいろないろいろないろいろな手手手手続続続続がありがありがありがあり、、、、それをそれをそれをそれを迅迅迅迅速化速化速化速化するためするためするためするため、、、、届届届届けけけけ出対出対出対出対象象象象のののの担当者担当者担当者担当者をををを全全全全部部部部１１１１回回回回集集集集めてめてめてめて事業事業事業事業説明説明説明説明会会会会をををを行行行行うううう。。。。今回今回今回今回、、、、エエエエココココタタタタウウウウンでこういうンでこういうンでこういうンでこういう工工工工場場場場のののの建設計建設計建設計建設計画画画画があるとがあるとがあるとがあると会会会会社社社社からからからから１１１１回回回回説明説明説明説明させるとさせるとさせるとさせると、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな担当者担当者担当者担当者からアからアからアからアドドドドバイスやバイスやバイスやバイスや意見意見意見意見がががが出出出出るるるる。。。。そのそのそのその意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いてもういてもういてもういてもう１１１１度度度度計計計計画画画画をををを練練練練りりりり直直直直してしてしてして出出出出せばせばせばせば、、、、このこのこのこの調整調整調整調整がががが一一一一度度度度ですですですですむむむむのでのでのでので、、、、非常非常非常非常にににに迅迅迅迅速化速化速化速化するするするする。。。。        市民市民市民市民のののの合意形成合意形成合意形成合意形成へへへへのののの試試試試みにみにみにみに入入入入るるるる。。。。住住住住民民民民のののの理理理理解解解解＝＝＝＝住住住住民民民民のののの意識意識意識意識をををを変変変変ええええていくにはていくにはていくにはていくには、、、、ごみはごみはごみはごみは資資資資源源源源とのとのとのとの理念理念理念理念がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。我我我我々々々々もももも出前出前出前出前トークでトークでトークでトークで住住住住民民民民説明説明説明説明会会会会にににに出向出向出向出向くがくがくがくが、、、、ごみはごみはごみはごみは資資資資源源源源であるであるであるであるとととと繰繰繰繰りりりり返返返返しししし言言言言ってってってって意識意識意識意識をををを植植植植ええええつけているつけているつけているつけている。。。。住住住住民民民民がリサイクルがリサイクルがリサイクルがリサイクル工工工工場場場場ができることをができることをができることをができることを不不不不快快快快にににに思思思思ったりったりったりったり、、、、行政行政行政行政やややや企業企業企業企業にににに対対対対してもしてもしてもしても不不不不信感信感信感信感やややや不安不安不安不安感感感感があるがあるがあるがある。。。。それをそれをそれをそれを行政行政行政行政がががが払払払払拭拭拭拭することによりすることによりすることによりすることにより理理理理解解解解をををを得得得得ていくていくていくていく。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル産業産業産業産業はははは廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理ではなくではなくではなくではなく、、、、地域地域地域地域振興施振興施振興施振興施策策策策としてとしてとしてとして位位位位置置置置づづづづけてけてけてけておりおりおりおり、、、、666600000000億億億億円円円円のののの投投投投資資資資、、、、888800000000人人人人のののの雇雇雇雇用用用用があるがあるがあるがある。。。。最最最最初初初初にににに会社立会社立会社立会社立ちちちち上上上上げのスタッフとしてげのスタッフとしてげのスタッフとしてげのスタッフとして出資会出資会出資会出資会社社社社からのからのからのからの出向出向出向出向があるががあるががあるががあるが、、、、そのそのそのその後後後後のののの求求求求人人人人のののの際際際際はははは地地地地元元元元のののの人人人人をををを雇雇雇雇用用用用してしてしてしてほほほほしいとしいとしいとしいと企業企業企業企業におにおにおにお願願願願いしいしいしいし、、、、企業企業企業企業にににに賛賛賛賛成成成成していただきしていただきしていただきしていただき、、、、地地地地元元元元のののの人人人人のののの雇雇雇雇用用用用をををを最最最最優優優優先先先先しているのでしているのでしているのでしているので、、、、一応一応一応一応のののの理理理理解解解解がががが得得得得られてられてられてられているといるといるといると考考考考ええええているているているている。。。。        市市市市がががが責責責責任任任任をををを持持持持ってってってって安安安安全性全性全性全性をををを確確確確認認認認するするするする。。。。特特特特にににに蛍蛍蛍蛍光光光光管管管管のののの水水水水銀銀銀銀、、、、医療医療医療医療用具用具用具用具のののの中中中中にあるにあるにあるにある病病病病原原原原菌菌菌菌、、、、ＰＰＰＰＣＢＣＢＣＢＣＢ処理処理処理処理のののの問問問問題等題等題等題等、、、、住住住住民民民民からからからから若干若干若干若干のののの不安不安不安不安のののの声声声声についてはについてはについてはについては、、、、事業事業事業事業計計計計画画画画段段段段階階階階からからからから安安安安全性全性全性全性確確確確保保保保のためにのためにのためにのために市市市市職職職職員員員員がががが出向出向出向出向いていていていてチチチチェックしているェックしているェックしているェックしている。。。。新新新新橋橋橋橋にあるにあるにあるにある慈慈慈慈恵恵恵恵医医医医大大大大ではではではでは、、、、当当当当市市市市のののの方方方方式式式式とととと同同同同様様様様のものがのものがのものがのものが地下地下地下地下室室室室にににに置置置置いてあるいてあるいてあるいてある。。。。東東東東京京京京のどのどのどのど真真真真んんんん中中中中にあってにあってにあってにあって全然全然全然全然問問問問題題題題がないのにがないのにがないのにがないのに問問問問題題題題があるがあるがあるがあるわけがないとわけがないとわけがないとわけがないと、、、、我我我我々々々々がががが調調調調べべべべてててて情報情報情報情報をををを提供提供提供提供してしてしてして理理理理解解解解をををを得得得得ているているているている。。。。        操操操操業開業開業開業開始始始始後後後後もももも環境環境環境環境管管管管理理理理のののの徹底徹底徹底徹底についてはについてはについてはについては、、、、各各各各企業企業企業企業がががが自主的自主的自主的自主的にににに環境環境環境環境測測測測定定定定をををを行行行行っているがっているがっているがっているが、、、、エエエエココココタタタタウウウウンセンターではンセンターではンセンターではンセンターでは自自自自由由由由にににに見見見見られるようにしているられるようにしているられるようにしているられるようにしている。。。。エエエエココココタタタタウウウウンンンン地地地地区区区区のののの環境環境環境環境モモモモニニニニタリタリタリタリンンンンググググをををを年年年年２２２２回回回回、、、、平平平平成成成成 11113333年度年度年度年度からからからから始始始始めているめているめているめている。。。。        施施施施設設設設公公公公開開開開のののの原原原原則則則則としてとしてとしてとして、、、、すすすすべべべべてのリサイクルてのリサイクルてのリサイクルてのリサイクル工工工工場場場場はははは自自自自由由由由にににに見学見学見学見学ができるができるができるができる。。。。事前事前事前事前予予予予約約約約制制制制ででででありありありあり、、、、今今今今のところのところのところのところ３３３３カカカカ月月月月待待待待ちのちのちのちの状状状状況況況況になっているになっているになっているになっている。。。。平平平平成成成成 11111111年年年年がががが２２２２万万万万 8888000000000000人人人人、、、、平平平平成成成成 12121212年年年年がががが４４４４万万万万 3333000000000000人人人人、、、、平平平平成成成成 11113333年度年度年度年度はははは 12121212月月月月末末末末でででで６６６６万万万万 1000100010001000人人人人であるであるであるである。。。。平平平平成成成成 10101010年年年年がががが１１１１万万万万人人人人でででで、、、、倍倍倍倍々々々々ゲゲゲゲームのようにームのようにームのようにームのように視察視察視察視察者者者者がどんどんがどんどんがどんどんがどんどんふえふえふえふえているているているている。。。。平平平平成成成成 12121212 年年年年のののの４４４４万万万万 3333000000000000 人人人人のののの内内内内訳訳訳訳はははは、、、、21212121....1111％％％％がががが市民市民市民市民、、、、11117777....6666％％％％がががが学学学学校校校校のののの生生生生徒徒徒徒でありでありでありであり、、、、社会社会社会社会教育教育教育教育やややや学学学学校校校校教育教育教育教育のののの場場場場としてもとしてもとしてもとしても活活活活用用用用されているされているされているされている。。。。昨昨昨昨年年年年６６６６月月月月にエにエにエにエココココタタタタウウウウンセンターンセンターンセンターンセンター設設設設置置置置後後後後、、、、なおさらなおさらなおさらなおさら効率効率効率効率的的的的なななな視察視察視察視察がががが可能可能可能可能になったになったになったになった。。。。エエエエココココタタタタウウウウンンンンセンターにセンターにセンターにセンターに事前事前事前事前のののの見学見学見学見学のののの申申申申しししし込込込込みをみをみをみを行行行行うがうがうがうが、、、、平平平平成成成成 14141414年度年度年度年度からはからはからはからは学学学学校校校校優優優優先先先先枠枠枠枠をつくっているをつくっているをつくっているをつくっている。。。。
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２２２２週週週週間前間前間前間前まではまではまではまでは学学学学校校校校をををを優優優優先先先先してしてしてして受受受受けけけけ付付付付けるものであるけるものであるけるものであるけるものである。。。。        一一一一方方方方、、、、学学学学校校校校にににに出向出向出向出向きききき、、、、出前出前出前出前授授授授業業業業をををを行行行行ったりしているったりしているったりしているったりしている。。。。私私私私もももも昨年昨年昨年昨年８８８８月月月月にににに高高高高校校校校のののの授授授授業業業業でででで１１１１回回回回説明説明説明説明をしたをしたをしたをした。。。。        ＰＰＰＰＣＢＣＢＣＢＣＢ処理処理処理処理施施施施設設設設のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ決決決決定定定定までのまでのまでのまでの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて簡簡簡簡単単単単にににに説明説明説明説明するするするする。。。。市民市民市民市民説明説明説明説明会会会会はははは101010108888 件件件件行行行行いいいい、、、、参参参参加者加者加者加者はははは約約約約 4000400040004000 人人人人であるであるであるである。。。。専門専門専門専門のののの先生先生先生先生にににに委員委員委員委員をおをおをおをお願願願願いしいしいしいし、、、、安安安安全性全性全性全性検討委員検討委員検討委員検討委員会会会会でいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろな検討検討検討検討をををを行行行行ったがったがったがったが、、、、そのそのそのその際際際際にもにもにもにも市民市民市民市民にににに傍傍傍傍聴聴聴聴をしてもらってをしてもらってをしてもらってをしてもらって公公公公開開開開としたとしたとしたとした。。。。そのそのそのその際際際際のののの資料資料資料資料、、、、議事録議事録議事録議事録、、、、市民市民市民市民からのからのからのからの意見意見意見意見、、、、市市市市のののの考考考考ええええ方方方方ををををホホホホームームームームペペペページにージにージにージに公公公公開開開開しししし、、、、アクセスがアクセスがアクセスがアクセスが約約約約１１１１万万万万 5555000000000000件件件件あったあったあったあった。。。。        ただただただただ、、、、傍傍傍傍聴聴聴聴はははは数数数数がががが限限限限られているられているられているられている。。。。市民市民市民市民のさまざまをのさまざまをのさまざまをのさまざまを意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くためくためくためくため、、、、平平平平成成成成 11113333 年年年年５５５５月月月月 22226666日日日日にににに 444455550000名名名名のののの市民市民市民市民のののの参参参参加加加加をををを得得得得てててて委員委員委員委員会会会会委員委員委員委員とととと市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会をををを開開開開催催催催したしたしたした。。。。        今後今後今後今後、、、、稼稼稼稼働働働働にににに向向向向けけけけ、、、、北九州北九州北九州北九州市市市市ＰＰＰＰＣＢＣＢＣＢＣＢ検討検討検討検討処理処理処理処理委員委員委員委員会会会会のののの設設設設置置置置にににに向向向向けメンバーをけメンバーをけメンバーをけメンバーを決決決決定定定定したしたしたした。。。。        処理処理処理処理事業事業事業事業がががが安安安安全全全全かつかつかつかつ適適適適正正正正にににに行行行行われるようわれるようわれるようわれるよう、、、、計計計計画画画画段段段段階階階階からからからから監視監視監視監視をををを行行行行うためうためうためうため、、、、書書書書類類類類のののの閲閲閲閲覧覧覧覧、、、、施施施施設設設設のののの立立立立ちちちち入入入入りりりり、、、、意見意見意見意見のののの提提提提出出出出等等等等をををを行行行行うううう目的目的目的目的でででで設設設設置置置置したしたしたした。。。。委員委員委員委員構構構構成成成成はははは、、、、学識経学識経学識経学識経験験験験者者者者がががが５５５５名名名名、、、、市民市民市民市民委員委員委員委員７７７７名名名名（（（（市民団体推市民団体推市民団体推市民団体推薦薦薦薦２２２２名名名名、、、、公募公募公募公募によるによるによるによる選選選選考考考考５５５５名名名名））））でででで自自自自由由由由なななな意見意見意見意見交換交換交換交換ができるができるができるができる形形形形ににににしししし、、、、公募公募公募公募はははは 55554444名名名名のののの応応応応募募募募があったがあったがあったがあった。。。。今後今後今後今後、、、、委員委員委員委員会開会開会開会開催催催催にににに当当当当たりたりたりたり公公公公開開開開制制制制のののの確確確確保保保保をををを考考考考ええええていきたていきたていきたていきたいいいい。。。。        最後最後最後最後にににに、、、、市民市民市民市民のののの評価評価評価評価としてとしてとしてとして市市市市がががが行行行行っているっているっているっている北九州北九州北九州北九州市民市民市民市民のののの意識意識意識意識調調調調査査査査ではではではでは、、、、環境環境環境環境リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが平平平平成成成成５５５５年年年年からからからから９９９９年間連年間連年間連年間連続続続続１１１１位位位位のののの評価評価評価評価をををを得得得得ているているているている。。。。特特特特にににに地地地地元元元元若若若若松松松松区区区区ではではではでは、、、、他区他区他区他区にににに比比比比べべべべててててポポポポイントがイントがイントがイントが高高高高いといういといういといういという結結結結果果果果がががが出出出出ておりておりておりており、、、、我我我我々々々々としてはエとしてはエとしてはエとしてはエココココタタタタウウウウンンンン事業事業事業事業はははは地地地地元元元元のののの方方方方々々々々にににに評価評価評価評価をををを受受受受けているけているけているけている１１１１つのつのつのつの証証証証拠拠拠拠になるのではないかとになるのではないかとになるのではないかとになるのではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。        これはこれはこれはこれは小小小小学学学学校校校校のののの研究研究研究研究テーマとしてテーマとしてテーマとしてテーマとして小小小小学学学学生生生生がつくってがつくってがつくってがつくって夢夢夢夢のエのエのエのエココココタタタタウウウウンのンのンのンの模模模模型型型型であるであるであるである。。。。        若若若若松松松松のののの地地地地元元元元のののの商商商商店店店店街街街街のおかのおかのおかのおかみさんたちがみさんたちがみさんたちがみさんたちが「「「「かかかかええええましましましましょょょょううううハハハハウウウウスススス」」」」をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、環境環境環境環境ビデビデビデビデオオオオをををを流流流流したりしたりしたりしたり、、、、環境環境環境環境のパのパのパのパネネネネルをルをルをルを張張張張ったりしてったりしてったりしてったりして活動活動活動活動しているしているしているしている。。。。        最後最後最後最後にににに、、、、平平平平成成成成 14141414年度年度年度年度、、、、来来来来年度年度年度年度にエにエにエにエココココタタタタウウウウンンンン事業事業事業事業がががが教教教教科科科科書書書書にににに取取取取りりりり上上上上げられるげられるげられるげられる。。。。地図地図地図地図帳帳帳帳やややや地地地地理理理理のののの副副副副読読読読本本本本にににに取取取取りりりり上上上上げられげられげられげられ、、、、今今今今のところのところのところのところ順順順順調調調調にににに推推推推移移移移しているしているしているしている。。。。        どうもごどうもごどうもごどうもご静静静静聴聴聴聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））        どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。        それではそれではそれではそれでは、、、、先生先生先生先生方方方方のののの講講講講演演演演をををを終終終終わりわりわりわり、、、、これからこれからこれからこれから討討討討議議議議にににに入入入入らせていただきますらせていただきますらせていただきますらせていただきます。。。。司会司会司会司会はははは鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦がさせていただきますがさせていただきますがさせていただきますがさせていただきます。。。。        昨年昨年昨年昨年９９９９月月月月からからからから始始始始めましためましためましためました研究会研究会研究会研究会ワークショップはワークショップはワークショップはワークショップは、、、、本日本日本日本日でででで通通通通算算算算してしてしてして６６６６回回回回になりますになりますになりますになります。。。。最最最最後後後後のののの４４４４回目回目回目回目はははは、、、、研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠ及及及及びびびびⅡⅡⅡⅡをををを一一一一緒緒緒緒にしてにしてにしてにして３３３３月月月月下下下下旬旬旬旬にににに開開開開催催催催をををを計計計計画画画画していますしていますしていますしています。。。。このこのこのこの研究研究研究研究会会会会のののの目目目目標標標標はははは、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成がががが最大最大最大最大のののの上上上上位概念位概念位概念位概念ですですですです。。。。来来来来月月月月のののの研究会研究会研究会研究会ではではではでは、、、、自治体自治体自治体自治体からのからのからのからの提提提提言言言言をテーマにパをテーマにパをテーマにパをテーマにパネネネネルルルル方方方方式式式式のののの検討検討検討検討会会会会としてとしてとしてとして３３３３月月月月下下下下旬旬旬旬にににに開開開開催催催催したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っておりっておりっておりっており、、、、近近近近日中日中日中日中にににに皆様皆様皆様皆様にごにごにごにご案内案内案内案内をををを差差差差しししし上上上上げるげるげるげる予予予予定定定定ですですですです。。。。もうもうもうもう既既既既にににに自治体自治体自治体自治体のののの皆様皆様皆様皆様におにおにおにお願願願願いをしていますがいをしていますがいをしていますがいをしていますが、、、、パパパパネネネネリストとしてごリストとしてごリストとしてごリストとしてご参参参参加加加加になっていただけるになっていただけるになっていただけるになっていただける自治体自治体自治体自治体のごのごのごのご連連連連絡絡絡絡をおをおをおをお待待待待ちしていますちしていますちしていますちしています。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろしくおろしくおろしくおろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        開開開開催催催催予予予予定定定定日日日日はははは、、、、３３３３月月月月 11119999 日日日日またはまたはまたはまたは３３３３月月月月 22227777 日日日日ですがですがですがですが、、、、皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご都合都合都合都合のよいのよいのよいのよい日日日日をををを選選選選んでんでんでんで行行行行うううう予予予予定定定定ですですですです。。。。現時現時現時現時点点点点ではではではでは３３３３月月月月 22227777日日日日のののの方方方方がごがごがごがご都合都合都合都合がよいようですがよいようですがよいようですがよいようです。。。。最最最最終終終終的的的的にににに決決決決めためためためた後後後後でででで改改改改めてめてめてめて
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ごごごご案内案内案内案内をををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        今日今日今日今日はははは環境環境環境環境教育教育教育教育とととと合意形成合意形成合意形成合意形成とターとターとターとターゲゲゲゲットをットをットをットを絞絞絞絞ったテーマでありながらったテーマでありながらったテーマでありながらったテーマでありながら、、、、エエエエココココタタタタウウウウンのンのンのンの話話話話もももも含含含含めてめてめてめて多多多多岐岐岐岐にわたるいろいろなおにわたるいろいろなおにわたるいろいろなおにわたるいろいろなお話話話話をををを３３３３人人人人のののの先生先生先生先生方方方方、、、、本本本本当当当当にありがとうございましたにありがとうございましたにありがとうございましたにありがとうございました。。。。        沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県那那那那覇覇覇覇市市市市がががが環境産業環境産業環境産業環境産業をををを中中中中心心心心としたゼロエミッションをとしたゼロエミッションをとしたゼロエミッションをとしたゼロエミッションを展展展展開開開開するためするためするためするため４４４４卓卓卓卓会議会議会議会議をををを行行行行いいいい、、、、山路山路山路山路会長会長会長会長をををを初初初初めめめめ私私私私はははは１１１１月月月月 24242424日日日日のこちらのセミのこちらのセミのこちらのセミのこちらのセミナナナナーがーがーがーが終終終終わったわったわったわった足足足足でででで沖縄沖縄沖縄沖縄入入入入りをしりをしりをしりをし、、、、22225555日日日日、、、、22226666日日日日のののの２２２２日間日間日間日間にわたりにわたりにわたりにわたり無無無無事事事事にににに会議会議会議会議をををを終終終終ええええてててて帰帰帰帰ってきまってきまってきまってきましたしたしたした。。。。今日今日今日今日はははは沖縄沖縄沖縄沖縄のゼロエミのゼロエミのゼロエミのゼロエミ    ッションッションッションッション推進推進推進推進室室室室のののの室室室室長長長長並並並並びにびにびにびに企画企画企画企画をををを担当担当担当担当されたされたされたされた長長長長嶺嶺嶺嶺様様様様がたまたまおがたまたまおがたまたまおがたまたまお見見見見ええええになっていますになっていますになっていますになっています。。。。せっかくのせっかくのせっかくのせっかくの機機機機会会会会なのでなのでなのでなので、、、、紹介紹介紹介紹介しながらしながらしながらしながら経経経経過過過過やややや成成成成果等果等果等果等をおをおをおをお話話話話しいただきたいしいただきたいしいただきたいしいただきたい。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        那那那那覇覇覇覇市市市市    太太太太田田田田ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション推進推進推進推進室室室室長長長長        先先先先日日日日、、、、山路山路山路山路会長会長会長会長、、、、鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦様様様様をおをおをおをお招招招招きしきしきしきし、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学とととと共催共催共催共催でゼロエミッションフォーラムをでゼロエミッションフォーラムをでゼロエミッションフォーラムをでゼロエミッションフォーラムを開開開開催催催催させていただいたさせていただいたさせていただいたさせていただいた。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄はははは観観観観光光光光でないとでないとでないとでないと生生生生きていけないきていけないきていけないきていけない。。。。おおおお客客客客さんがたくさんさんがたくさんさんがたくさんさんがたくさん来来来来るとるとるとると、、、、水水水水のののの問問問問題題題題、、、、食食食食べべべべ残残残残しのしのしのしの問問問問題題題題がががが出出出出るるるる。。。。小小小小さいさいさいさい島島島島におにおにおにお客客客客さんがたくさんいらっしさんがたくさんいらっしさんがたくさんいらっしさんがたくさんいらっしゃゃゃゃったとしてったとしてったとしてったとしてもももも、、、、観観観観光光光光のののの問問問問題題題題ででででオオオオーバーフローしてしまうーバーフローしてしまうーバーフローしてしまうーバーフローしてしまう。。。。そそそそのののの解決解決解決解決策策策策としてとしてとしてとして、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション的的的的なななな考考考考ええええをををを取取取取りりりり入入入入れることによりれることによりれることによりれることにより、、、、よりよりよりより多多多多くのおくのおくのおくのお客客客客さんをおさんをおさんをおさんをお迎迎迎迎ええええすることができるのではないすることができるのではないすることができるのではないすることができるのではないかとかとかとかと「「「「観観観観光光光光とゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッション」」」」というテーマでフォーラムをというテーマでフォーラムをというテーマでフォーラムをというテーマでフォーラムを開開開開催催催催させていただいたさせていただいたさせていただいたさせていただいた。。。。山山山山路路路路会長会長会長会長、、、、鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦様様様様にはいろいろおにはいろいろおにはいろいろおにはいろいろお世世世世話話話話になりましたになりましたになりましたになりました。。。。ホホホホテルテルテルテルニニニニューューューューオオオオータータータータニニニニのののの和和和和田様田様田様田様にもにもにもにも話話話話をしていただきをしていただきをしていただきをしていただき、、、、我我我我々々々々はははは昨日昨日昨日昨日４４４４時間時間時間時間にわたってにわたってにわたってにわたってホホホホテルテルテルテルニニニニューューューューオオオオータータータータニニニニのののの地下地下地下地下のいろいろなのいろいろなのいろいろなのいろいろな施施施施設設設設をををを見見見見せていただきせていただきせていただきせていただき大変参大変参大変参大変参考考考考になったになったになったになった。。。。それらをそれらをそれらをそれらを今後今後今後今後いかにいかにいかにいかに沖縄沖縄沖縄沖縄のののの小小小小さいさいさいさい島島島島でででで生生生生かしてかしてかしてかしていくかいくかいくかいくか、、、、我我我我々々々々のののの１１１１つのテーマとしてゼロエミッションをつのテーマとしてゼロエミッションをつのテーマとしてゼロエミッションをつのテーマとしてゼロエミッションを進進進進めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい。。。。ごごごご協協協協力力力力、、、、よよよよろしろしろしろしくおくおくおくお願願願願いしますいしますいしますいします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        全全全全国国国国にににに先駆先駆先駆先駆けてけてけてけて市市市市のレのレのレのレベベベベルでゼロエミッションルでゼロエミッションルでゼロエミッションルでゼロエミッション推進推進推進推進室室室室というというというという正正正正式式式式のセクションがのセクションがのセクションがのセクションが昨年昨年昨年昨年４４４４月月月月にににに立立立立ちちちち上上上上がったがったがったがった。。。。市市市市町村町村町村町村レレレレベベベベルにまでゼロエミッションがルにまでゼロエミッションがルにまでゼロエミッションがルにまでゼロエミッションが広広広広がりつつあるがりつつあるがりつつあるがりつつある。。。。青青青青柳柳柳柳様様様様のののの話話話話にもにもにもにも、、、、いよいよいよいよいよいよいよいよ小小小小学学学学校校校校のののの教教教教科科科科書書書書にもゼロエミッションというにもゼロエミッションというにもゼロエミッションというにもゼロエミッションというキキキキーワーーワーーワーーワードドドドがががが出出出出てくることもてくることもてくることもてくることも新新新新しいしいしいしい展展展展開開開開であるであるであるである。。。。那那那那覇覇覇覇市市市市のゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッション基基基基本本本本構構構構想想想想策策策策定定定定協協協協議会議会議会議会にににに山路山路山路山路会長会長会長会長もももも委員委員委員委員としとしとしとしてててて入入入入っておりっておりっておりっており、、、、このこのこのこの３３３３月月月月までにはゼロエミッションのまでにはゼロエミッションのまでにはゼロエミッションのまでにはゼロエミッションの基基基基本本本本構構構構想想想想がががが那那那那覇覇覇覇市市市市からからからから発発発発信信信信されるされるされるされる。。。。那那那那覇覇覇覇市市市市とととと沖縄沖縄沖縄沖縄はまさにはまさにはまさにはまさに一一一一体体体体でありでありでありであり、、、、いいいいずずずずれれれれ室室室室長長長長からからからから策策策策定定定定にににに関関関関するごするごするごするご苦労苦労苦労苦労等等等等もももも将来将来将来将来のののの研究会研究会研究会研究会でででで発表発表発表発表いただければといただければといただければといただければと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、引引引引きききき続続続続きききき頑頑頑頑張張張張っていただきたいっていただきたいっていただきたいっていただきたい。。。。        今日今日今日今日のののの第第第第３３３３回目回目回目回目のワークショップものワークショップものワークショップものワークショップも順順順順調調調調にににに進進進進んでいるのでんでいるのでんでいるのでんでいるので、、、、４４４４時時時時半半半半のののの閉閉閉閉会時間会時間会時間会時間までたっまでたっまでたっまでたっぷぷぷぷりとりとりとりと皆皆皆皆さんでさんでさんでさんで意見交換意見交換意見交換意見交換していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい。。。。        青青青青柳柳柳柳様様様様からからからから、、、、ゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションと環境環境環境環境教育教育教育教育（（（（共共共共生生生生）、）、）、）、合意形成合意形成合意形成合意形成をうまくをうまくをうまくをうまく盛盛盛盛りりりり込込込込んでんでんでんで話話話話をいをいをいをいただいたただいたただいたただいた。。。。皆皆皆皆さんからいろいろなごさんからいろいろなごさんからいろいろなごさんからいろいろなご質問質問質問質問があるとがあるとがあるとがあると思思思思うがうがうがうが、、、、会場会場会場会場からからからから何何何何かごかごかごかご質問質問質問質問はありますはありますはありますはありますかかかか。。。。        久久久久保保保保推進推進推進推進監監監監        ちちちちょょょょっとっとっとっと前前前前まではまではまではまでは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物であったがであったがであったがであったが、、、、それをそれをそれをそれを静静静静脈脈脈脈産業産業産業産業にしようとにしようとにしようとにしようと踏踏踏踏みみみみ込込込込んだきんだきんだきんだき
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っかけはっかけはっかけはっかけは八八八八幡幡幡幡製製製製鉄鉄鉄鉄なのでしなのでしなのでしなのでしょょょょうかうかうかうか。。。。それともそれともそれともそれとも市長市長市長市長さんのさんのさんのさんの持持持持論論論論がががが何何何何かあったのでしかあったのでしかあったのでしかあったのでしょょょょうかうかうかうか。。。。トップのトップのトップのトップの相当強相当強相当強相当強いいいい意思意思意思意思がないとがないとがないとがないと、、、、全全全全国国国国にににに先駆先駆先駆先駆けてけてけてけて行行行行うのはうのはうのはうのは非常非常非常非常にににに難難難難しかったのではないかしかったのではないかしかったのではないかしかったのではないかとととと思思思思うがうがうがうが、、、、本本本本音音音音のところでのところでのところでのところで何何何何かあればおかあればおかあればおかあればお伺伺伺伺いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。        青青青青柳柳柳柳主主主主査査査査        エエエエココココタタタタウウウウンンンン事業事業事業事業のののの経経経経緯緯緯緯はははは時間時間時間時間のののの関係関係関係関係でででで省省省省いたのがいたのがいたのがいたのが正直正直正直正直なところであるなところであるなところであるなところである。。。。もともともともともともともともと平平平平成元成元成元成元年年年年にににに響響響響灘灘灘灘のののの 2000200020002000ヘヘヘヘクタールのクタールのクタールのクタールの埋埋埋埋立立立立地地地地のののの有有有有効効効効活活活活用用用用をををを図図図図るためるためるためるため、、、、響響響響灘灘灘灘開開開開発発発発基基基基本本本本構構構構想想想想をつくろうをつくろうをつくろうをつくろうとととと動動動動きききき出出出出したしたしたした。。。。平平平平成元年成元年成元年成元年にできたにできたにできたにできた構構構構想想想想のののの中中中中でででで、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処理処理処理処理やややや資資資資源源源源リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの産業産業産業産業がががが今今今今からからからから伸伸伸伸びるのではないかということになったびるのではないかということになったびるのではないかということになったびるのではないかということになった。。。。ここはここはここはここは民民民民家家家家からからからから直直直直線線線線でででで３３３３キキキキロロロロ以上以上以上以上離離離離れておれておれておれておりりりり、、、、問問問問題題題題もももも余余余余りりりり起起起起ききききないだろうないだろうないだろうないだろう、、、、静静静静脈脈脈脈産業産業産業産業をををを響響響響灘灘灘灘にににに展展展展開開開開してはどうかとしてはどうかとしてはどうかとしてはどうかと意見意見意見意見がががが出出出出てててて動動動動きききき始始始始めたのがめたのがめたのがめたのが発端発端発端発端であるであるであるである。。。。そのそのそのその後後後後、、、、平平平平成成成成４４４４年年年年にににに構構構構想想想想ができができができができ、、、、構構構構想想想想をををを少少少少ししししブブブブレークダレークダレークダレークダウウウウンしたンしたンしたンした響響響響灘灘灘灘開開開開発発発発基基基基本本本本計計計計画画画画のののの策策策策定定定定をををを行行行行いいいい、、、、今今今今のののの実実実実証証証証研究研究研究研究エリアはエリアはエリアはエリアは研究研究研究研究棟棟棟棟用地用地用地用地、、、、総総総総合環境合環境合環境合環境ココココンンンンビナビナビナビナートートートートはエはエはエはエココココエエエエネネネネルルルルギギギギーーーーゾゾゾゾーンとしてーンとしてーンとしてーンとして位位位位置置置置づづづづけられたけられたけられたけられた。。。。        基基基基本本本本計計計計画策画策画策画策定定定定後後後後、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でででで実実実実際際際際のプロジェクトをのプロジェクトをのプロジェクトをのプロジェクトを動動動動かそうではないかとかそうではないかとかそうではないかとかそうではないかと話話話話がががが出出出出たのたのたのたのがががが平平平平成成成成６６６６年年年年だったとだったとだったとだったと思思思思うううう。。。。ちちちちょょょょうどそのときにうどそのときにうどそのときにうどそのときに容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ができができができができ、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルをやらなければいけないをやらなければいけないをやらなければいけないをやらなければいけない義義義義務務務務がががが社会社会社会社会システムとしてできシステムとしてできシステムとしてできシステムとしてでき上上上上がったがったがったがった。。。。そのそのそのその最最最最初初初初のターのターのターのターゲゲゲゲットットットットががががペペペペットットットットボボボボトルだったためトルだったためトルだったためトルだったため、、、、ペペペペットットットットボボボボトルはトルはトルはトルは強制強制強制強制的的的的にリサイクルをしなければならないにリサイクルをしなければならないにリサイクルをしなければならないにリサイクルをしなければならない社社社社会会会会がががが来来来来るるるる。。。。ペペペペットットットットボボボボトルのリサイクルをトルのリサイクルをトルのリサイクルをトルのリサイクルを事業事業事業事業としてとしてとしてとして扱扱扱扱ええええばばばば、、、、もしかしたらうまくいくかももしかしたらうまくいくかももしかしたらうまくいくかももしかしたらうまくいくかもしれないとしれないとしれないとしれないと手始手始手始手始めとしてめとしてめとしてめとしてペペペペットットットットボボボボトルのリサイクルトルのリサイクルトルのリサイクルトルのリサイクル工工工工場場場場のプロジェクトをのプロジェクトをのプロジェクトをのプロジェクトを立立立立ちちちち上上上上げたげたげたげた。。。。ここここのときはまだエのときはまだエのときはまだエのときはまだエココココタタタタウウウウンンンン事業事業事業事業としてではなくとしてではなくとしてではなくとしてではなく、、、、北九州北九州北九州北九州市市市市とととと民間企業間民間企業間民間企業間民間企業間のいろいろなのいろいろなのいろいろなのいろいろな研究会研究会研究会研究会のののの中中中中でででで進進進進められていためられていためられていためられていた。。。。そのそのそのその後後後後平平平平成成成成 9999 年年年年にににに当当当当時時時時のののの通通通通産省産省産省産省がエがエがエがエココココタタタタウウウウンンンン事業事業事業事業をををを創創創創設設設設しししし、、、、北九北九北九北九州州州州市市市市はそのはそのはそのはその第第第第 1111号号号号のののの地域地域地域地域指指指指定定定定をををを受受受受けたものでるけたものでるけたものでるけたものでる。。。。            司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        北九州北九州北九州北九州市市市市のののの場合場合場合場合、、、、環境産業環境産業環境産業環境産業のののの振興振興振興振興のののの中中中中でででで教育教育教育教育のののの部分部分部分部分をををを最最最最初初初初からきちっとからきちっとからきちっとからきちっと取取取取りりりり上上上上げられたげられたげられたげられたのはのはのはのは非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな要素要素要素要素でででで、、、、特特特特にアジアのにアジアのにアジアのにアジアの今後今後今後今後のののの交交交交流流流流、、、、学学学学術術術術、、、、技術面技術面技術面技術面においてもアジアとのにおいてもアジアとのにおいてもアジアとのにおいてもアジアとの玄玄玄玄関関関関口口口口とのとのとのとの意識意識意識意識がががが非常非常非常非常にありにありにありにあり、、、、市長市長市長市長さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話のののの中中中中にもにもにもにも、、、、アジアをにらんだかなりアジアをにらんだかなりアジアをにらんだかなりアジアをにらんだかなり大大大大きなきなきなきな振興振興振興振興策策策策をおをおをおをお考考考考ええええになっているとになっているとになっているとになっていると伺伺伺伺っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、そのあたりはそのあたりはそのあたりはそのあたりは今後今後今後今後もももも続続続続けられるというけられるというけられるというけられるという位位位位置置置置づづづづけでよろしいのでしけでよろしいのでしけでよろしいのでしけでよろしいのでしょょょょうかうかうかうか。。。。        青青青青柳柳柳柳主主主主査査査査        そのとおりですそのとおりですそのとおりですそのとおりです。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        最後最後最後最後にににに、、、、教教教教科科科科書書書書にまできちっとにまできちっとにまできちっとにまできちっと反映反映反映反映されているところがされているところがされているところがされているところが今日今日今日今日のののの環境環境環境環境教育教育教育教育並並並並びにびにびにびに市民市民市民市民とのとのとのとの合意形成合意形成合意形成合意形成のののの中中中中ではではではでは非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな成成成成果果果果だとだとだとだと思思思思うううう。。。。我我我我々々々々はゼロエミッションみたいなはゼロエミッションみたいなはゼロエミッションみたいなはゼロエミッションみたいな産業産業産業産業寄寄寄寄りりりりのののの話話話話ををををふふふふだんしているのでだんしているのでだんしているのでだんしているので、、、、教育委員教育委員教育委員教育委員会会会会とのとのとのとの温温温温度度度度差差差差はははは非常非常非常非常にににに大大大大きいときいときいときいと思思思思うがうがうがうが、、、、そのあたりそのあたりそのあたりそのあたりはははは後後後後でまたでまたでまたでまた教教教教ええええていただきたいていただきたいていただきたいていただきたい。。。。        木俣木俣木俣木俣先生先生先生先生にににに、、、、２２２２つのつのつのつの事事事事例例例例紹介紹介紹介紹介をををを聞聞聞聞いていていていて環境環境環境環境教育教育教育教育のののの事事事事例例例例になりそうなになりそうなになりそうなになりそうな気気気気配配配配、、、、ヒヒヒヒントやごントやごントやごントやご感感感感想想想想があればおがあればおがあればおがあればお伺伺伺伺いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。    
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    木俣木俣木俣木俣教教教教授授授授        私私私私がががが今今今今とてもとてもとてもとても印印印印象象象象深深深深くくくく思思思思っていることをおっていることをおっていることをおっていることをお話話話話ししたいししたいししたいししたい。。。。私私私私のののの専門専門専門専門はははは植植植植物物物物学学学学ですがですがですがですが、、、、畜畜畜畜産産産産関係関係関係関係のののの理理理理解教育解教育解教育解教育をををを進進進進めるためめるためめるためめるため、、、、プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの座座座座長長長長をしているをしているをしているをしている。。。。狂牛狂牛狂牛狂牛病病病病のののの問問問問題題題題でででで情報公情報公情報公情報公開開開開がががが充充充充分分分分でなかったでなかったでなかったでなかった事事事事例例例例があったとがあったとがあったとがあったと思思思思いいいい、、、、とてもとてもとてもとても気気気気になっているになっているになっているになっている。。。。北九州北九州北九州北九州市市市市のおのおのおのお話話話話をををを伺伺伺伺ってってってっているといるといるといると、、、、情報公情報公情報公情報公開開開開がとてもがとてもがとてもがとても大事大事大事大事なことだとなことだとなことだとなことだと思思思思うううう。。。。ううううそのそのそのその上上上上塗塗塗塗りをするとりをするとりをするとりをすると一切一切一切一切のののの信信信信用用用用をををを失失失失っっっってしまうてしまうてしまうてしまう。。。。市市市市がががが安安安安全全全全確確確確認認認認をするとかをするとかをするとかをするとか、、、、学学学学校校校校優優優優先先先先枠枠枠枠でででで出前出前出前出前授授授授業業業業をされるとかをされるとかをされるとかをされるとか、、、、市民市民市民市民説明説明説明説明会会会会をををを何度何度何度何度もももも開開開開いてたくさんのいてたくさんのいてたくさんのいてたくさんの方方方方たちにおたちにおたちにおたちにお話話話話をされていたりをされていたりをされていたりをされていたり、、、、意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会ややややＰＰＰＰＣＢＣＢＣＢＣＢのののの話話話話でででで公募公募公募公募、、、、公公公公開開開開のののの話話話話があったがあったがあったがあった。。。。最最最最初初初初からこれをきちっとすることがおからこれをきちっとすることがおからこれをきちっとすることがおからこれをきちっとすることがお互互互互いのいのいのいの信信信信頼頼頼頼関係関係関係関係をつくることだをつくることだをつくることだをつくることだとととと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、教育教育教育教育のののの一番一番一番一番根根根根本本本本にあることだととてもにあることだととてもにあることだととてもにあることだととても強強強強いいいい印印印印象象象象をををを受受受受けたけたけたけた。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        環境環境環境環境教育教育教育教育のののの関連関連関連関連でででで岩岩岩岩手手手手県県県県のののの場合場合場合場合、、、、高高高高等等等等研究研究研究研究所所所所ととととＮＮＮＮＴＴＴＴＴＴＴＴのののの共共共共同同同同事業事業事業事業をををを３３３３年間年間年間年間展展展展開開開開してきてしてきてしてきてしてきているいるいるいる中中中中ではではではでは、、、、むむむむしろしろしろしろＩＩＩＩＴＴＴＴをうまくをうまくをうまくをうまく使使使使ってってってって県民県民県民県民にににに環境環境環境環境情報情報情報情報をををを公公公公開開開開していくしていくしていくしていく取取取取りりりり組組組組みをしみをしみをしみをしていていていているるるる。。。。さわりのさわりのさわりのさわりの部分部分部分部分でもでもでもでも皆様皆様皆様皆様にごにごにごにご紹介紹介紹介紹介いただけますかいただけますかいただけますかいただけますか。。。。        久久久久保保保保推進推進推進推進監監監監        ＮＮＮＮＴＴＴＴＴＴＴＴのののの盛盛盛盛岡岡岡岡支支支支店店店店ではではではでは、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育にににに関関関関してリアルタイムでしてリアルタイムでしてリアルタイムでしてリアルタイムで見見見見られるられるられるられる画画画画面面面面をををを勉勉勉勉強強強強できるシできるシできるシできるシステムがあるステムがあるステムがあるステムがある。。。。岩岩岩岩手手手手県県県県ではエではエではエではエココココミュージアムをミュージアムをミュージアムをミュージアムを具具具具体的体的体的体的につくるにつくるにつくるにつくる前前前前にににに、、、、デデデデジタルエジタルエジタルエジタルエココココミューミューミューミュージアムをつくろうとジアムをつくろうとジアムをつくろうとジアムをつくろうと県県県県内内内内のいいスのいいスのいいスのいいスポポポポットットットット、、、、地域地域地域地域づづづづくりのくりのくりのくりの核核核核になっているになっているになっているになっている施施施施設設設設をををを 1000100010001000 ぐぐぐぐらいらいらいらい集集集集めてパめてパめてパめてパソソソソココココンにンにンにンに入入入入れれれれ、、、、だれでもだれでもだれでもだれでも見見見見られられられられ、、、、自自自自分分分分でそこにでそこにでそこにでそこに入入入入っていけるものをつくっていきっていけるものをつくっていきっていけるものをつくっていきっていけるものをつくっていきたいとたいとたいとたいと取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学からいろいろなからいろいろなからいろいろなからいろいろな情報情報情報情報をもらいをもらいをもらいをもらい、、、、そのそのそのその中中中中ののののヒヒヒヒントでントでントでントでデデデデジタジタジタジタルミュージアムをルミュージアムをルミュージアムをルミュージアムを岩岩岩岩手手手手県県県県でつくろうというでつくろうというでつくろうというでつくろうという発発発発想想想想になっていったになっていったになっていったになっていった。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        生態系生態系生態系生態系のののの観点観点観点観点からいくとからいくとからいくとからいくと、、、、岩岩岩岩手手手手のののの場合場合場合場合はははは大大大大気気気気、、、、森森森森林林林林、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２    のののの量等量等量等量等のののの測測測測定定定定値値値値をををを全部全部全部全部数数数数値値値値化化化化しているしているしているしている。。。。最最最最初初初初ははははＮＮＮＮＴＴＴＴＴＴＴＴがががが持持持持っているっているっているっている５５５５カカカカ所所所所でスタートしでスタートしでスタートしでスタートし、、、、そのそのそのその後後後後、、、、中学中学中学中学校校校校、、、、高高高高校校校校のののの理理理理科科科科のののの先生先生先生先生たちがたちがたちがたちが中中中中心心心心ににににふえふえふえふえているているているている。。。。        久久久久保保保保推進推進推進推進監監監監        全部全部全部全部でででで数数数数十十十十カカカカ所所所所になっているになっているになっているになっている。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        学学学学校校校校教育教育教育教育のののの一一一一環環環環としてとしてとしてとして既既既既にににに情報情報情報情報をみんなでをみんなでをみんなでをみんなで集集集集めているめているめているめている。。。。木俣木俣木俣木俣先生先生先生先生からからからから特特特特定定定定のののの科科科科目目目目のののの中中中中にににに環境環境環境環境教育教育教育教育がががが振振振振りりりり分分分分けられてきたけられてきたけられてきたけられてきた経経経経緯緯緯緯のののの説明説明説明説明があったががあったががあったががあったが、、、、学学学学校校校校教育教育教育教育全全全全体体体体のののの中中中中でででで組組組組みみみみ込込込込んでいんでいんでいんでいくのはくのはくのはくのは当然当然当然当然のののの姿姿姿姿だとだとだとだと思思思思うううう。。。。岩岩岩岩手手手手県県県県でエでエでエでエココココミュージアムのミュージアムのミュージアムのミュージアムの希希希希望望望望はあはあはあはあるようですがるようですがるようですがるようですが、、、、農農農農山山山山村村村村ににににおけるエおけるエおけるエおけるエココココミュージアムのミュージアムのミュージアムのミュージアムの経経経経験験験験やややや事事事事例例例例からいくとからいくとからいくとからいくと、、、、どういったあたりをアどういったあたりをアどういったあたりをアどういったあたりをアドドドドバイスしていバイスしていバイスしていバイスしていただけますかただけますかただけますかただけますか。。。。        木俣木俣木俣木俣教教教教授授授授    
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    私私私私はははは全全全全国国国国のいろいろなところをのいろいろなところをのいろいろなところをのいろいろなところを回回回回っておりっておりっておりっており、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県もももも何度何度何度何度もおもおもおもお邪魔邪魔邪魔邪魔しているしているしているしている。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学ののののブブブブレンダン・バレットレンダン・バレットレンダン・バレットレンダン・バレット氏氏氏氏からからからから、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育にににに熱心熱心熱心熱心ななななオオオオーストラリアのーストラリアのーストラリアのーストラリアのググググリフリフリフリフィィィィスススス大学大学大学大学とととと学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学とととと岩岩岩岩手手手手県県県県のののの４４４４者者者者でででで一一一一緒緒緒緒ににににココココンンンンピピピピューターューターューターューターネネネネットワークをットワークをットワークをットワークを使使使使ったったったった活動活動活動活動のののの提案提案提案提案をいただをいただをいただをいただいているがいているがいているがいているが、、、、我我我我々々々々にににに能能能能力力力力がなくてがなくてがなくてがなくて返返返返事事事事をしていないのでをしていないのでをしていないのでをしていないので、、、、おわびしなければいけないとおわびしなければいけないとおわびしなければいけないとおわびしなければいけないと思思思思っているっているっているっている。。。。        アメリアメリアメリアメリカカカカのののの前前前前副副副副大大大大統領統領統領統領がががが提案提案提案提案されたされたされたされたググググローローローローブブブブ計計計計画画画画がががが動動動動いておりいておりいておりいており、、、、世世世世界界界界でででで約約約約１１１１万万万万校校校校参参参参加加加加ししししているているているている。。。。文文文文部部部部科科科科学省学省学省学省とととと外務外務外務外務省省省省とととと環境省環境省環境省環境省とアメリとアメリとアメリとアメリカカカカ政府政府政府政府がががが結結結結んだんだんだんだ２２２２国間国間国間国間協協協協定定定定によりによりによりにより、、、、我我我我々々々々はははは文文文文部部部部科科科科学省学省学省学省サイサイサイサイドドドドのののの日本日本日本日本ののののググググローローローローブブブブセンターをセンターをセンターをセンターを引引引引きききき受受受受けているけているけているけている。。。。先先先先々々々々週週週週、、、、子子子子供集供集供集供集会会会会をををを開開開開きききき、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄やややや北海北海北海北海道道道道からからからから子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが来来来来ててててオオオオリンリンリンリンピピピピックセンターでックセンターでックセンターでックセンターで会合会合会合会合をしたをしたをしたをした。。。。ココココンンンンピピピピューターだューターだューターだューターだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが直直直直接接接接顔顔顔顔をををを見合見合見合見合わせわせわせわせ、、、、そのそのそのその後後後後ににににｅｅｅｅメールやメールやメールやメールやホホホホームームームームペペペページージージージ等等等等でつきでつきでつきでつき合合合合ううううのがとてものがとてものがとてものがとても大事大事大事大事だとだとだとだと思思思思ったったったった。。。。        もうもうもうもう１１１１つつつつ、、、、明明明明日日日日、、、、オオオオリンリンリンリンピピピピックセンターでシンックセンターでシンックセンターでシンックセンターでシンポポポポジジジジウウウウムをムをムをムを行行行行うがうがうがうが、、、、ワールワールワールワールドドドドスクールのスクールのスクールのスクールのネネネネットワークがあるットワークがあるットワークがあるットワークがある。。。。本本本本来来来来はアメリはアメリはアメリはアメリカカカカでででで出出出出発発発発したがしたがしたがしたが、、、、ググググロロロローーーーブブブブ計計計計画画画画がががが拡拡拡拡大大大大しししし、、、、アメリアメリアメリアメリカカカカはははは衰衰衰衰ええええてしまったてしまったてしまったてしまった。。。。ただただただただ、、、、ワールワールワールワールドドドド・スクール・・スクール・・スクール・・スクール・ネネネネットワークのットワークのットワークのットワークの名名名名前前前前でででで本本本本部部部部をををを日本日本日本日本にににに置置置置きききき、、、、たまたまたまたまたまたまたまたま当当当当大学大学大学大学のののの留留留留学学学学生生生生のアメリのアメリのアメリのアメリカカカカ人人人人がががが北海北海北海北海道道道道からからからから沖縄沖縄沖縄沖縄までまでまでまで３３３３年間年間年間年間かけてかけてかけてかけて歩歩歩歩いたいたいたいた。。。。日本日本日本日本のののの知知知知恵恵恵恵をををを学学学学ぶぶぶぶためためためため、、、、年配年配年配年配のののの方方方方々々々々やややや子子子子供供供供たちとたちとたちとたちと一一一一緒緒緒緒にににに活動活動活動活動してしてしてして知知知知恵恵恵恵をををを探探探探りりりり、、、、毎毎毎毎日日日日レレレレポポポポートしてートしてートしてートして英語英語英語英語とととと日本日本日本日本語語語語ででででホホホホームームームームペペペページでージでージでージで読読読読めるようにしたのでめるようにしたのでめるようにしたのでめるようにしたので海海海海外外外外のののの学学学学校校校校もももも参参参参加加加加したしたしたした。。。。        結結結結論論論論としてとしてとしてとして言言言言いたいのはいたいのはいたいのはいたいのは、、、、おおおお互互互互いにいにいにいに顔顔顔顔をををを見合見合見合見合わせてごわせてごわせてごわせてご一一一一緒緒緒緒できるできるできるできる活動活動活動活動とととと情報機情報機情報機情報機器器器器をををを使使使使っっっったたたた活動活動活動活動のののの両両両両方方方方をををを大事大事大事大事にするととてもにするととてもにするととてもにするととても大大大大きなことができるきなことができるきなことができるきなことができる。。。。問問問問題題題題点点点点ははははネネネネットワークであるットワークであるットワークであるットワークである。。。。人人人人もつなもつなもつなもつなぐぐぐぐ、、、、ＩＩＩＩＴＴＴＴもももも使使使使うううう、、、、両両両両方大事方大事方大事方大事だとだとだとだと思思思思うううう。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        木俣木俣木俣木俣先生先生先生先生にもうにもうにもうにもう１１１１つつつつ感感感感謝謝謝謝しているのはしているのはしているのはしているのは、、、、私私私私はまだはまだはまだはまだ環境環境環境環境教育教育教育教育のののの勉勉勉勉強強強強中中中中でででで、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育史史史史とととと農農農農山山山山村村村村のののの都市都市都市都市とのとのとのとの交交交交流流流流のののの資料資料資料資料でででで日本日本日本日本のののの環境環境環境環境教育教育教育教育のののの推推推推移移移移をををを勉勉勉勉強強強強させていただいたさせていただいたさせていただいたさせていただいた。。。。リリリリオオオオ＋＋＋＋10101010 にににに向向向向けけけけ、、、、日本日本日本日本のののの環境環境環境環境教育教育教育教育のののの観点観点観点観点からからからからヨハヨハヨハヨハネネネネススススブブブブルクのルクのルクのルクの準準準準備備備備はははは何何何何かありますかかありますかかありますかかありますか。。。。        木俣木俣木俣木俣教教教教授授授授        こちらのこちらのこちらのこちらの坂本坂本坂本坂本先生先生先生先生もいつもごもいつもごもいつもごもいつもご参参参参加加加加くださっているがくださっているがくださっているがくださっているが、、、、文文文文部部部部科科科科学省学省学省学省からからからから私私私私どもがどもがどもがどもが委委委委託託託託をををを受受受受けてアジアけてアジアけてアジアけてアジア太太太太平平平平洋洋洋洋地域地域地域地域環境環境環境環境教育教育教育教育セミセミセミセミナナナナーをーをーをーを行行行行っているっているっているっている。。。。今年度今年度今年度今年度でででで５５５５年間行年間行年間行年間行いいいい、、、、アジアアジアアジアアジア地域地域地域地域のののの 12121212～～～～11115555カカカカ国国国国のののの行政行政行政行政官官官官やややや研究研究研究研究者者者者、、、、リリリリソソソソースパーースパーースパーースパーソソソソンとしてンとしてンとしてンとしてカナカナカナカナダダダダ、、、、アメリアメリアメリアメリカカカカ、、、、ドドドドイイイイツツツツ等等等等かかかからおらおらおらお招招招招きしてきしてきしてきして議議議議論論論論をするをするをするをする中中中中でアジアでアジアでアジアでアジア太太太太平平平平洋洋洋洋地域地域地域地域のののの環境環境環境環境教育教育教育教育ネネネネットワークをつくろうとしてットワークをつくろうとしてットワークをつくろうとしてットワークをつくろうとしているいるいるいる。。。。現現現現在在在在ははははホホホホームームームームペペペページにージにージにージに今今今今までのまでのまでのまでの議議議議論論論論をををを載載載載せているだけであるがせているだけであるがせているだけであるがせているだけであるが、、、、今後今後今後今後はさらにはさらにはさらにはさらに積積積積極極極極的的的的にこのにこのにこのにこのネネネネットワークをットワークをットワークをットワークを続続続続けていこうというけていこうというけていこうというけていこうという結結結結論論論論になったになったになったになった。。。。そのそのそのその議議議議論論論論のののの中中中中でででで、、、、できるかどできるかどできるかどできるかどうかうかうかうか難難難難しいがしいがしいがしいが、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育をもっとをもっとをもっとをもっと国国国国際際際際的的的的にににに進進進進めようとめようとめようとめようと今回今回今回今回のリのリのリのリオオオオ＋＋＋＋10101010、、、、ヨハヨハヨハヨハネネネネススススブブブブルクにルクにルクにルクに行行行行ってってってって意見意見意見意見をををを述述述述べべべべようというようというようというようという提案提案提案提案ははははオオオオーストラリアのーストラリアのーストラリアのーストラリアの代代代代表表表表者者者者からされているからされているからされているからされている。。。。現現現現在在在在、、、、オオオオーーーーストラリアストラリアストラリアストラリア、、、、インインインインドドドド、、、、フフフフィィィィリリリリピピピピンおよびンおよびンおよびンおよび日本日本日本日本のののの４４４４カカカカ国国国国がががが実行実行実行実行委員委員委員委員になりになりになりになり、、、、ネネネネットワークットワークットワークットワーク構構構構築築築築のたのたのたのためのめのめのめの議議議議論論論論をををを進進進進めていこうというめていこうというめていこうというめていこうという努力努力努力努力をしているをしているをしているをしている。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        木俣木俣木俣木俣先生先生先生先生ののののネネネネットワークをットワークをットワークをットワークを通通通通じじじじてててて環境環境環境環境教育教育教育教育におけるにおけるにおけるにおける各各各各自治体自治体自治体自治体のののの今日今日今日今日のようなごのようなごのようなごのようなご発表発表発表発表、、、、学学学学
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校校校校教育教育教育教育現場現場現場現場におけるにおけるにおけるにおける事事事事例等例等例等例等もおもおもおもお寄寄寄寄せいただくとせいただくとせいただくとせいただくと、、、、ヨハヨハヨハヨハネネネネススススブブブブルクのルクのルクのルクの１１１１つのきっかけのつのきっかけのつのきっかけのつのきっかけの発表発表発表発表のののの場場場場がががが生生生生まれるとまれるとまれるとまれると理理理理解解解解してもよろしいでししてもよろしいでししてもよろしいでししてもよろしいでしょょょょうかうかうかうか。。。。        木俣木俣木俣木俣教教教教授授授授        情報情報情報情報はははは伝伝伝伝ええええたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。先生先生先生先生のののの資料資料資料資料もももも大大大大分分分分まとまっていてまとまっていてまとまっていてまとまっていて、、、、もうもうもうもう少少少少ししししゆゆゆゆっくりおっくりおっくりおっくりお話話話話ししししししししたかったとたかったとたかったとたかったと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、おおおお時間時間時間時間のののの関係関係関係関係でででで恐恐恐恐縮縮縮縮でしたでしたでしたでした。。。。        皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの方方方方からからからから木俣木俣木俣木俣先生先生先生先生にににに何何何何かごかごかごかご質問質問質問質問があればおがあればおがあればおがあればお願願願願いしまいしまいしまいしますすすす。。。。        ググググローバル・スローバル・スローバル・スローバル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンス・アライアンス・アライアンス・アライアンス    岡田常任岡田常任岡田常任岡田常任理理理理事事事事        今日今日今日今日はすばらしいおはすばらしいおはすばらしいおはすばらしいお話話話話、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。環境問環境問環境問環境問題題題題のののの視視視視点点点点はははは、、、、リリリリデデデデュースュースュースュース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルであるリサイクルであるリサイクルであるリサイクルである。。。。リサイクルもリサイクルもリサイクルもリサイクルも大変大事大変大事大変大事大変大事であるがであるがであるがであるが、、、、基基基基本的本的本的本的にはにはにはには我我我我がががが国国国国がががが達達達達成成成成ししししなくてはいけないなくてはいけないなくてはいけないなくてはいけない６６６６％％％％削削削削減減減減等等等等をををを考考考考ええええてもてもてもても、、、、リリリリデデデデュースのュースのュースのュースの部分部分部分部分がががが非常非常非常非常にににに重要重要重要重要でありでありでありであり、、、、環境環境環境環境教教教教育育育育がそれにがそれにがそれにがそれに果果果果たすたすたすたす役割役割役割役割はははは非常非常非常非常にににに大大大大きいきいきいきい。。。。一一一一方方方方、、、、例例例例ええええばばばば地地地地方方方方のののの環境環境環境環境条条条条例等例等例等例等のののの取取取取りりりり組組組組みがリみがリみがリみがリデデデデュースのュースのュースのュースの部分部分部分部分できいてきているのかどうかできいてきているのかどうかできいてきているのかどうかできいてきているのかどうか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。というのもというのもというのもというのも、、、、たまたまたまたまたまたまたまたま環境省環境省環境省環境省がががが今年今年今年今年になってからになってからになってからになってから暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの中中中中ででででＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２    のののの削削削削減減減減ということをということをということをということを大大大大分分分分言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、国国国国全部全部全部全部でとなでとなでとなでとなるととらるととらるととらるととらええええどころがないとどころがないとどころがないとどころがないと感感感感じじじじているているているている。。。。地域地域地域地域のののの中中中中でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みがなされていればみがなされていればみがなされていればみがなされていれば伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。        久久久久保保保保推進推進推進推進監監監監        今今今今、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県ではではではでは今今今今までのまでのまでのまでの公害公害公害公害条条条条例例例例をををを全面全面全面全面的的的的にににに見見見見直直直直しししし、、、、監視監視監視監視ではなくではなくではなくではなく、、、、農農農農薬薬薬薬をやめるとかをやめるとかをやめるとかをやめるとか、、、、アイアイアイアイドドドドリンリンリンリンググググストップストップストップストップ等等等等のののの日常日常日常日常生生生生活活活活までまでまでまで入入入入るるるる全面全面全面全面的的的的ななななＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２    削削削削減減減減にににに向向向向けたけたけたけた条条条条例例例例改改改改正正正正をしをしをしをしているのでているのでているのでているので、、、、各各各各県県県県ともともともともふえふえふえふえていくのではないかとていくのではないかとていくのではないかとていくのではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。        青青青青柳柳柳柳主主主主査査査査        正直正直正直正直言言言言ってってってって非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい話話話話であるであるであるである。。。。回回回回答答答答になるかどうかわからないがになるかどうかわからないがになるかどうかわからないがになるかどうかわからないが、、、、北九州北九州北九州北九州市市市市ではではではでは一一一一般廃棄物処理基般廃棄物処理基般廃棄物処理基般廃棄物処理基本本本本計計計計画画画画をををを去去去去年策年策年策年策定定定定しししし、、、、今後今後今後今後はごみのはごみのはごみのはごみの排排排排出出出出量量量量をををを減減減減らしていくためらしていくためらしていくためらしていくため、、、、市市市市のののの清掃清掃清掃清掃工工工工場場場場にににに入入入入ってくるってくるってくるってくる量量量量をををを抑抑抑抑ええええ、、、、一一一一方方方方ではリサイクルのではリサイクルのではリサイクルのではリサイクルの推進推進推進推進もももも従来従来従来従来どおりどおりどおりどおり行行行行いながらいながらいながらいながら、、、、ごみのごみのごみのごみの量量量量をををを減減減減らしていくらしていくらしていくらしていく計計計計画画画画はあるはあるはあるはある。。。。それをどうやってそれをどうやってそれをどうやってそれをどうやって担保担保担保担保していくかがしていくかがしていくかがしていくかが難難難難しいしいしいしい。。。。ごみのごみのごみのごみの発発発発生量生量生量生量削削削削減減減減、、、、最最最最終処分量終処分量終処分量終処分量のののの削削削削減減減減のののの観点観点観点観点からするとからするとからするとからすると、、、、今今今今はまだリサイクルがはまだリサイクルがはまだリサイクルがはまだリサイクルが中中中中心心心心であろうがであろうがであろうがであろうが、、、、今今今今かかかからリらリらリらリデデデデュースュースュースュース、、、、リリリリユユユユースースースースへへへへのシフトがのシフトがのシフトがのシフトが起起起起こってくるとこってくるとこってくるとこってくると思思思思っているっているっているっている。。。。そのそのそのその流流流流れをつくるためれをつくるためれをつくるためれをつくるためにはにはにはには、、、、そのようなそのようなそのようなそのような産業産業産業産業がががが起起起起こってこないとこってこないとこってこないとこってこないと、、、、１１１１人人人人１１１１人人人人のののの住住住住民民民民のののの環境環境環境環境教育教育教育教育だけではなかなかだけではなかなかだけではなかなかだけではなかなか厳厳厳厳しいところがあるのではないかしいところがあるのではないかしいところがあるのではないかしいところがあるのではないか。。。。ごみをできるだけごみをできるだけごみをできるだけごみをできるだけ少少少少なくなくなくなく出出出出したしたしたした方方方方がいいのはがいいのはがいいのはがいいのは国民国民国民国民のののの皆皆皆皆さんもわかっているがさんもわかっているがさんもわかっているがさんもわかっているが、、、、これだこれだこれだこれだけのけのけのけの量量量量がががが出出出出ているのはているのはているのはているのは確確確確かであるかであるかであるかである。。。。１１１１日日日日のののの上限上限上限上限をををを 999900000000 ググググララララムにするムにするムにするムにする等等等等のののの権権権権力力力力的的的的なななな仕仕仕仕組組組組みでもできないみでもできないみでもできないみでもできない限限限限りりりり、、、、国民国民国民国民１１１１人人人人１１１１人人人人のののの良良良良心心心心にににに訴訴訴訴ええええながらではながらではながらではながらでは限限限限界界界界があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。そうなるとそうなるとそうなるとそうなると法法法法律律律律をつくってシステムををつくってシステムををつくってシステムををつくってシステムを変変変変ええええていくていくていくていく中中中中からからからから、、、、リリリリデデデデュュュュースやリースやリースやリースやリユユユユースースースース等等等等がががが少少少少ししししずずずずつつつつ生生生生まれてくるまれてくるまれてくるまれてくる素地素地素地素地をををを国国国国をををを初初初初めとしてつくっていかなければなめとしてつくっていかなければなめとしてつくっていかなければなめとしてつくっていかなければならないのではないからないのではないからないのではないからないのではないか。。。。エエエエココココタタタタウウウウンのンのンのンの担当者担当者担当者担当者としてはとしてはとしてはとしては、、、、そのようにそのようにそのようにそのように感感感感じじじじているているているている。。。。        
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司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））        事事事事例例例例でででで今今今今のののの岡田岡田岡田岡田さんのごさんのごさんのごさんのご質問質問質問質問にににに答答答答ええええたいたいたいたい。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、新新新新聞紙聞紙聞紙聞紙上上上上でもでもでもでも非常非常非常非常にににに重要重要重要重要ななななニニニニュースュースュースュースとしてとしてとしてとして出出出出ているがているがているがているが、、、、名古屋名古屋名古屋名古屋市市市市のごみのごみのごみのごみ発発発発生量生量生量生量がががが数数数数 10101010％％％％減減減減っているっているっているっている。。。。藤藤藤藤前前前前干潟干潟干潟干潟のののの建設建設建設建設ができなができなができなができなくなりくなりくなりくなり、、、、名古屋名古屋名古屋名古屋市市市市はごみをはごみをはごみをはごみを持持持持っていくところがないっていくところがないっていくところがないっていくところがない。。。。２２２２年前年前年前年前からからからから行政行政行政行政とととと市民市民市民市民がががが一一一一体体体体になりになりになりになり、、、、市民市民市民市民がががが出出出出すごみのすごみのすごみのすごみの量量量量をををを減減減減らしているらしているらしているらしている。。。。１１１１月月月月 24242424日日日日のののの研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠのののの３３３３回目回目回目回目にににに経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省のののの田辺課田辺課田辺課田辺課長長長長もももも紹介紹介紹介紹介されていたがされていたがされていたがされていたが、、、、20202020％％％％かかかか 33330000％％％％減減減減ってしまったってしまったってしまったってしまった。。。。私私私私はははは、、、、まさにこれがまさにこれがまさにこれがまさにこれが市民合意市民合意市民合意市民合意だとだとだとだと思思思思っているっているっているっている。。。。そういうそういうそういうそういう事事事事例例例例がががが日本日本日本日本でもでもでもでも出出出出つつあるつつあるつつあるつつある。。。。        もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは、、、、９９９９月月月月のこののこののこののこの研究会研究会研究会研究会のののの１１１１回目回目回目回目にににに山山山山形県立形県立形県立形県立川川川川町町町町ががががＣＣＣＣＯＰＯＰＯＰＯＰ６６６６にににに合合合合わせわせわせわせ、、、、国国国国全全全全体体体体はははは６６６６％％％％下下下下げることになっているがげることになっているがげることになっているがげることになっているが、、、、10101010％％％％下下下下げるげるげるげる町町町町のののの目目目目標標標標をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、ハハハハウツウウツウウツウウツウまでまでまでまで町町町町民民民民にににに示示示示ししししすでにすでにすでにすでに実実実実施施施施しているしているしているしている。。。。これこれこれこれはははは行政行政行政行政とととと市民市民市民市民がががが一一一一体体体体になってになってになってになって理理理理解解解解できればできればできればできれば必必必必ずずずず実現実現実現実現できるできるできるできる。。。。ゼゼゼゼロエミッションフォーラムはロエミッションフォーラムはロエミッションフォーラムはロエミッションフォーラムは産業界産業界産業界産業界、、、、学会学会学会学会、、、、自治体自治体自治体自治体のののの３３３３ググググループからループからループからループから構構構構成成成成されるがされるがされるがされるが、、、、これこれこれこれからはからはからはからは特特特特にににに自治体自治体自治体自治体とととと市民市民市民市民がががが中中中中心心心心になっていかなければいけないとになっていかなければいけないとになっていかなければいけないとになっていかなければいけないと私私私私はははは思思思思っているっているっているっている。。。。        問問問問題題題題をををを離離離離れるがれるがれるがれるが、、、、北九州北九州北九州北九州市市市市ははははＰＰＰＰＣＢＣＢＣＢＣＢ処理設備処理設備処理設備処理設備のののの設設設設置置置置でででで市民合意市民合意市民合意市民合意ができたができたができたができた日本日本日本日本でででで唯唯唯唯一一一一のののの自自自自治体治体治体治体であるであるであるである。。。。ここにいたるまでここにいたるまでここにいたるまでここにいたるまで市市市市当当当当局局局局のののの情報公情報公情報公情報公開開開開とととと市民市民市民市民とのとのとのとの合意形成合意形成合意形成合意形成のためののためののためののための長年長年長年長年にわたにわたにわたにわたるるるる努力努力努力努力がこれをがこれをがこれをがこれを可能可能可能可能にしたとにしたとにしたとにしたと評価評価評価評価しているしているしているしている。。。。このこのこのこの活動活動活動活動のののの一一一一環環環環としてとしてとしてとして、、、、昨年昨年昨年昨年 10101010月月月月にににに北九州北九州北九州北九州市市市市がががが行行行行ったったったったネネネネットシンットシンットシンットシンポポポポジジジジウウウウムをムをムをムを紹介紹介紹介紹介したいしたいしたいしたい。。。。２２２２つのシンつのシンつのシンつのシンポポポポジジジジウウウウムムムムがががが開開開開催催催催されされされされ、、、、そのそのそのその１１１１つにつにつにつにはははは私私私私もももも参参参参加加加加させていただきさせていただきさせていただきさせていただき、、、、比較比較比較比較的的的的理論理論理論理論的的的的なことをなことをなことをなことを討討討討議議議議したしたしたした。。。。もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは、、、、市民市民市民市民もパもパもパもパネネネネリリリリストにストにストにストに参参参参加加加加したしたしたしたディディディディススススカカカカッションミーテッションミーテッションミーテッションミーティィィィンンンンググググでしたでしたでしたでした。。。。このこのこのこの会議会議会議会議はははは、、、、インターインターインターインターネネネネットでットでットでットで 10101010日間行日間行日間行日間行いいいい、、、、一般一般一般一般市民市民市民市民からのからのからのからの意見意見意見意見もももも送送送送られてきてられてきてられてきてられてきて、、、、ネネネネットでットでットでットで読読読読むむむむことができましたことができましたことができましたことができました（（（（成成成成果果果果はははは刊刊刊刊行行行行物物物物としてとしてとしてとして発表発表発表発表されているされているされているされている）。）。）。）。そうしたそうしたそうしたそうした意意意意味味味味でででで北九州北九州北九州北九州市市市市はははは情報公情報公情報公情報公開開開開にににに大変大変大変大変にににに熱心熱心熱心熱心であるであるであるである。。。。これはこれはこれはこれは考考考考ええええてみればどこのてみればどこのてみればどこのてみればどこの自治体自治体自治体自治体でもできることだとでもできることだとでもできることだとでもできることだと思思思思うううう。。。。こうしたこうしたこうしたこうした格格格格好好好好でででで一一一一歩歩歩歩一一一一歩歩歩歩循環循環循環循環型社会型社会型社会型社会、、、、ゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッションに進進進進みつつあるとみつつあるとみつつあるとみつつあると思思思思っているっているっているっている。。。。        青青青青柳柳柳柳主主主主査査査査        正直正直正直正直言言言言うとうとうとうと、、、、賛賛賛賛成成成成、、、、反反反反対対対対、、、、中立中立中立中立といろいろなといろいろなといろいろなといろいろな意見意見意見意見をおをおをおをお持持持持ちのちのちのちの方方方方がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃるるるる。。。。私私私私もももも何何何何回回回回かかかか説明説明説明説明会会会会にににに参参参参加加加加したがしたがしたがしたが、Ｐ、Ｐ、Ｐ、ＰＣＢＣＢＣＢＣＢ処理処理処理処理のののの必要性必要性必要性必要性はははは理理理理解解解解していただけるがしていただけるがしていただけるがしていただけるが、、、、何何何何でででで自自自自分分分分のとこのとこのとこのところでやらなければいけないのかがろでやらなければいけないのかがろでやらなければいけないのかがろでやらなければいけないのかが一番一番一番一番大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題であるであるであるである。。。。総総総総論論論論はははは賛賛賛賛成成成成だがだがだがだが、、、、北九州北九州北九州北九州市市市市でとでとでとでといういういういう各各各各論論論論になるとになるとになるとになると抵抵抵抵抗抗抗抗があるのががあるのががあるのががあるのが１１１１つつつつ大大大大きなところであるきなところであるきなところであるきなところである。。。。        ただただただただ、、、、北九州北九州北九州北九州市市市市でででで受受受受けけけけ入入入入れなかったらどこがやるのかれなかったらどこがやるのかれなかったらどこがやるのかれなかったらどこがやるのか。。。。どこもやらないでこのままどこもやらないでこのままどこもやらないでこのままどこもやらないでこのままずずずずっっっっとととと放放放放置置置置するとするとするとすると、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん紛紛紛紛失失失失事事事事例例例例ががががふえふえふえふえててててＰＰＰＰＣＢＣＢＣＢＣＢがががが流流流流れれれれ出出出出しししし、、、、それがそれがそれがそれが生物生物生物生物濃濃濃濃縮縮縮縮されてされてされてされて我我我我々々々々のののの人体人体人体人体にににに入入入入ってくるってくるってくるってくる。。。。我我我我々々々々のののの時時時時代代代代でででで終終終終わらわらわらわらずずずずにににに子子子子供供供供のののの時時時時代代代代、、、、孫孫孫孫のののの時時時時代代代代までまでまでまでずずずずっとっとっとっと残残残残るるるることことことことをどうをどうをどうをどう思思思思うのかうのかうのかうのか等等等等いろいろおいろいろおいろいろおいろいろお話話話話をしをしをしをし、、、、最最最最終終終終的的的的にはにはにはには住住住住民民民民のののの方方方方もももも納納納納得得得得していただきしていただきしていただきしていただき、、、、本市本市本市本市もももも踏踏踏踏みみみみ切切切切ったわけであるったわけであるったわけであるったわけである。。。。まだまだまだまだ若干若干若干若干反反反反対意見対意見対意見対意見をををを言言言言われるわれるわれるわれる方方方方がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃるのでるのでるのでるので、Ｐ、Ｐ、Ｐ、ＰＣＢＣＢＣＢＣＢ処理処理処理処理安安安安全全全全委員委員委員委員会会会会のメンバーになっていただいているのメンバーになっていただいているのメンバーになっていただいているのメンバーになっていただいている。。。。我我我我々々々々がががが前前前前々々々々からからからから説明説明説明説明していることをそのましていることをそのましていることをそのましていることをそのままきちんとやるからまきちんとやるからまきちんとやるからまきちんとやるから、、、、それをそれをそれをそれを見見見見てててて言言言言ってくれというってくれというってくれというってくれというぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの気気気気構構構構ええええででででＰＰＰＰＣＢＣＢＣＢＣＢ処理処理処理処理事業事業事業事業をやをやをやをやらないとらないとらないとらないと、、、、口先口先口先口先だけでかわそうとしてもなかなかかわせるものではないだけでかわそうとしてもなかなかかわせるものではないだけでかわそうとしてもなかなかかわせるものではないだけでかわそうとしてもなかなかかわせるものではない。。。。基基基基本的本的本的本的なななな考考考考ええええ方方方方はそこにあるはそこにあるはそこにあるはそこにある。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        会場会場会場会場のののの皆皆皆皆さんからごさんからごさんからごさんからご質問質問質問質問やややや講講講講演演演演者者者者のののの方方方方からからからから追追追追加加加加したいことがあればおしたいことがあればおしたいことがあればおしたいことがあればお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    
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    久久久久保保保保推進推進推進推進監監監監        もともともともともともともともと人間人間人間人間はははは自自自自然然然然のののの一部一部一部一部であるということにたどりであるということにたどりであるということにたどりであるということにたどり着着着着くとくとくとくと、、、、大大大大概概概概のものがのものがのものがのものが解決解決解決解決できるできるできるできるのではないかというのではないかというのではないかというのではないかという感感感感じじじじをををを持持持持っているっているっているっている。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        今日今日今日今日はははは環境環境環境環境教育教育教育教育のののの切切切切りりりり口口口口でありでありでありであり、、、、産業界産業界産業界産業界のののの皆皆皆皆さんからさんからさんからさんから特特特特にごにごにごにご発発発発言言言言はいただいていないがはいただいていないがはいただいていないがはいただいていないが、、、、産業界産業界産業界産業界としてとしてとしてとして何何何何かごかごかごかご発発発発言言言言がありますかがありますかがありますかがありますか。。。。        日本日本日本日本テトラパックテトラパックテトラパックテトラパック    福福福福田田田田ママママネネネネージャーージャーージャーージャー        大変大変大変大変興興興興味味味味深深深深いいいい話話話話をををを聞聞聞聞かせていただきかせていただきかせていただきかせていただき、、、、ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。        先先先先ほほほほどどどど３３３３ＲＲＲＲとととと名古屋名古屋名古屋名古屋のののの話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、私私私私もすごくもすごくもすごくもすごく興興興興味味味味をををを持持持持っているっているっているっている。。。。例例例例ええええばばばば組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせというというというという考考考考ええええ方方方方だとだとだとだと思思思思うううう。。。。名古屋名古屋名古屋名古屋市市市市のののの話話話話はインターはインターはインターはインターネネネネットレットレットレットレベベベベルでしかルでしかルでしかルでしか確確確確認認認認していないがしていないがしていないがしていないが、、、、市民市民市民市民がががが分別分別分別分別してしてしてして出出出出すことがスターテすことがスターテすことがスターテすことがスターティィィィンンンングポグポグポグポイントであるイントであるイントであるイントである。。。。当初当初当初当初はははは混乱混乱混乱混乱がががが見見見見られたがられたがられたがられたが、、、、結結結結果果果果的的的的にはかなりにはかなりにはかなりにはかなり量量量量のののの削削削削減減減減ができたというストーリーだとができたというストーリーだとができたというストーリーだとができたというストーリーだと確確確確認認認認しているしているしているしている。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、私私私私どもどもどもども企企企企業業業業側側側側でででで何何何何ができるかができるかができるかができるか、、、、行政行政行政行政でででで何何何何ができるかができるかができるかができるか、、、、市民市民市民市民がががが何何何何ができるかのができるかのができるかのができるかの目目目目線線線線合合合合わせがきちんとわせがきちんとわせがきちんとわせがきちんとできできできでき、、、、そのプロセスがそのプロセスがそのプロセスがそのプロセスがオオオオープンであればープンであればープンであればープンであれば、、、、まさしくプロセスとしてまさしくプロセスとしてまさしくプロセスとしてまさしくプロセスとして合意形成合意形成合意形成合意形成ができるとができるとができるとができると理理理理解解解解してよろしいのではないかしてよろしいのではないかしてよろしいのではないかしてよろしいのではないか。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには教育教育教育教育のののの観点観点観点観点がががが必要必要必要必要になるのだろうとになるのだろうとになるのだろうとになるのだろうと１１１１人人人人でででで納納納納得得得得しているしているしているしている。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        いいいいいいいい感感感感想想想想をををを聞聞聞聞かせていただきかせていただきかせていただきかせていただき、、、、主主主主催催催催者者者者としてもとしてもとしてもとしても非常非常非常非常にににに感感感感謝謝謝謝するするするする。。。。        来来来来月月月月はははは研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠととととⅡⅡⅡⅡのののの合体合体合体合体版版版版でありでありでありであり、、、、いいいいずずずずれれれれ最最最最終終終終的的的的なななな日日日日にちはにちはにちはにちは連連連連絡絡絡絡させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。２２２２月月月月 22223333 日日日日、、、、２２２２月月月月 22225555 日日日日にゼロエミッションににゼロエミッションににゼロエミッションににゼロエミッションに関連関連関連関連するするするする行事行事行事行事があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、各各各各担当者担当者担当者担当者からからからから報告報告報告報告いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムではゼロエミッションフォーラムではゼロエミッションフォーラムではゼロエミッションフォーラムでは、、、、今後今後今後今後いろいろないろいろないろいろないろいろな情報情報情報情報開開開開示示示示ををををＩＩＩＩＴＴＴＴでででで行行行行うことにしたいうことにしたいうことにしたいうことにしたい。。。。ごごごご迷惑迷惑迷惑迷惑でなければでなければでなければでなければ、、、、皆皆皆皆さんのメールをちさんのメールをちさんのメールをちさんのメールをちょょょょうだいしうだいしうだいしうだいし、、、、フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム並並並並びにびにびにびに国連大学国連大学国連大学国連大学のののの中中中中でででで行行行行われているありとあらわれているありとあらわれているありとあらわれているありとあらゆゆゆゆるるるる情報情報情報情報にににに関関関関してしてしてして皆皆皆皆さんにもおさんにもおさんにもおさんにもお伝伝伝伝ええええできるできるできるできるようなようなようなようなツツツツールをールをールをールを作作作作成中成中成中成中でありでありでありであり、、、、ごごごご関関関関心心心心のあるのあるのあるのある方方方方はごはごはごはご連連連連絡絡絡絡いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。        ではではではでは、、、、徳徳徳徳島島島島県県県県とととと佐佐佐佐賀賀賀賀県県県県江北江北江北江北町町町町でででで行行行行われるわれるわれるわれる今月今月今月今月のののの行行行行事事事事をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。        徳徳徳徳島島島島県循環型社会推進課県循環型社会推進課県循環型社会推進課県循環型社会推進課    西西西西條條條條係長係長係長係長        ２２２２月月月月 22225555日日日日にににに県県県県とととと国連大学国連大学国連大学国連大学、、、、徳徳徳徳島島島島環境県民会議環境県民会議環境県民会議環境県民会議のののの共催共催共催共催でででで「「「「ゼロエミッション・イン・ゼロエミッション・イン・ゼロエミッション・イン・ゼロエミッション・イン・徳徳徳徳島島島島」」」」をををを開開開開催催催催させていただきたいさせていただきたいさせていただきたいさせていただきたい。。。。このこのこのこの中中中中でででで山路山路山路山路会長様会長様会長様会長様からゼロエミッションのからゼロエミッションのからゼロエミッションのからゼロエミッションの大大大大きなおきなおきなおきなお話話話話をいをいをいをいただけるということでただけるということでただけるということでただけるということで非常非常非常非常にうれしくにうれしくにうれしくにうれしく思思思思っているっているっているっている。。。。またまたまたまた、、、、北九州北九州北九州北九州市市市市からもからもからもからも小小小小林林林林次次次次長様長様長様長様がおがおがおがお越越越越しいただきしいただきしいただきしいただき、、、、今今今今のののの取取取取りりりり組組組組みについてごみについてごみについてごみについてご紹介紹介紹介紹介いただけるということでいただけるということでいただけるということでいただけるということで非常非常非常非常にうれしくにうれしくにうれしくにうれしく思思思思っっっっていますていますていますています。。。。またまたまたまた、、、、私私私私どもどもどもども県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みとしてみとしてみとしてみとして、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のののの協協協協力力力力をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、ゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッションのョンのョンのョンの推進推進推進推進のののの方策方策方策方策についていろいろについていろいろについていろいろについていろいろ検討検討検討検討しているしているしているしている。。。。これらもこれらもこれらもこれらも含含含含めてパめてパめてパめてパネネネネルルルルディディディディススススカカカカッショッショッショッションをンをンをンを行行行行っていきたいっていきたいっていきたいっていきたい。。。。企業企業企業企業ややややＮＮＮＮＰＯ、ＰＯ、ＰＯ、ＰＯ、県県県県のののの目目目目線線線線合合合合わせができるようなパわせができるようなパわせができるようなパわせができるようなパネネネネルルルルディディディディススススカカカカッシッシッシッションにできたらとョンにできたらとョンにできたらとョンにできたらと思思思思っているのでっているのでっているのでっているので、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        もうもうもうもう１１１１点点点点、、、、私私私私どもどもどもども県県県県でゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションを推進推進推進推進するためするためするためするため、、、、今今今今までのまでのまでのまでの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会
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のののの中中中中でででで循環資循環資循環資循環資源源源源とととと位位位位置置置置づづづづけけけけ、、、、資資資資源源源源のののの情報情報情報情報交換交換交換交換システムをつくりシステムをつくりシステムをつくりシステムをつくり、、、、愛愛愛愛称称称称をををを「「「「リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルネネネネッッッットトトト徳徳徳徳島島島島」」」」としたとしたとしたとした。。。。徳徳徳徳島島島島県県県県内内内内だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、県県県県外外外外からもアクセスできからもアクセスできからもアクセスできからもアクセスでき、、、、オオオオープンにしているのープンにしているのープンにしているのープンにしているのでででで参参参参考考考考にしていただければありがたいとにしていただければありがたいとにしていただければありがたいとにしていただければありがたいと思思思思っているっているっているっている。。。。徳徳徳徳島島島島におにおにおにお越越越越しくださればしくださればしくださればしくだされば非常非常非常非常にににに幸幸幸幸いいいいですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。細細細細かいかいかいかい点点点点はははは高高高高等等等等研究研究研究研究所所所所のののの中中中中ではではではでは坂本坂本坂本坂本がががが担当担当担当担当しているのしているのしているのしているのでででで、、、、おおおお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。        引引引引きききき続続続続きききき、、、、佐佐佐佐賀賀賀賀県県県県江北江北江北江北町町町町商商商商工工工工会会会会からおからおからおからお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラムのムのムのムの新新新新会会会会員員員員としてとしてとしてとして近近近近々々々々登登登登録録録録されるとされるとされるとされると今日今日今日今日報告報告報告報告がありましたがありましたがありましたがありました。。。。        佐佐佐佐賀賀賀賀県県県県江北江北江北江北町町町町商商商商工工工工会会会会    塚塚塚塚原原原原経経経経営営営営指指指指導員導員導員導員        私私私私たちのたちのたちのたちの商商商商工工工工会会会会ではではではでは、、、、平平平平成成成成 12121212年年年年からまちからまちからまちからまちづづづづくりのくりのくりのくりの一一一一環環環環としてとしてとしてとして生生生生ごみのごみのごみのごみの堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化をををを通通通通したましたましたましたまちちちちづづづづくりができないかということでくりができないかということでくりができないかということでくりができないかということで、、、、町内町内町内町内にににに生生生生ごみごみごみごみ堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化のプラントをのプラントをのプラントをのプラントを設設設設置置置置してしてしてして平平平平成成成成 12121212年年年年、、、、平平平平成成成成 11113333年年年年、、、、九州九州九州九州経済産業経済産業経済産業経済産業局局局局とととと江北江北江北江北町町町町のののの助助助助成成成成をををを受受受受けてけてけてけて実実実実験験験験にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。このまちこのまちこのまちこのまちづづづづくくくくりのりのりのりの一一一一環環環環としてとしてとしてとして地域内地域内地域内地域内資資資資源源源源循環循環循環循環をををを目指目指目指目指したしたしたした私私私私たちのたちのたちのたちの事業事業事業事業、、、、江北江北江北江北町町町町のイメージのイメージのイメージのイメージキキキキャラクターャラクターャラクターャラクターののののビビビビッッッッキキキキーーーー（（（（カカカカエルエルエルエル））））からとってからとってからとってからとってビビビビッッッッキキキキープランとープランとープランとープランと名名名名づづづづけてけてけてけて行行行行っているっているっているっている。。。。これをこれをこれをこれを江北江北江北江北町町町町のののの全町全町全町全町民民民民やややや県県県県内内内内のののの方方方方々々々々にににに広広広広くくくく認知認知認知認知していただくためしていただくためしていただくためしていただくため、、、、今後今後今後今後のゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッション事業事業事業事業へへへへのののの理理理理解解解解とととと協協協協力力力力をををを深深深深めていただくことをめていただくことをめていただくことをめていただくことを目的目的目的目的としてとしてとしてとして２２２２月月月月 22223333日日日日（（（（土土土土））））にににに開開開開催催催催するするするする。。。。        内容内容内容内容はははは、、、、ままままずずずずプロジェクトマプロジェクトマプロジェクトマプロジェクトマネネネネジャーのジャーのジャーのジャーの鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦さんからさんからさんからさんから「「「「ゼロエミッションとまちゼロエミッションとまちゼロエミッションとまちゼロエミッションとまちづづづづくりくりくりくり」」」」とととと題題題題してしてしてして１１１１時間時間時間時間ほほほほどどどど基調基調基調基調講講講講演演演演をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた後後後後、、、、会場会場会場会場内内内内でででで実実実実際際際際のののの取取取取りりりり組組組組みとしてみとしてみとしてみとして、、、、町町町町内内内内のごのごのごのごみをみをみをみを堆肥堆肥堆肥堆肥としてとしてとしてとして土土土土にににに返返返返しししし、、、、それがそれがそれがそれが体体体体にいいにいいにいいにいい作作作作物物物物としてとしてとしてとして生生生生まれまれまれまれ変変変変わりわりわりわり、、、、それをそれをそれをそれを地域地域地域地域でででで食食食食べべべべるるるるというというというという循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの発表発表発表発表をををを行行行行うううう。。。。そのそのそのその後後後後、、、、パパパパネネネネルルルルディディディディススススカカカカッションとしてッションとしてッションとしてッションとして「「「「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づづづづくりをくりをくりをくりを目指目指目指目指してしてしてして」」」」とととと題題題題しししし、、、、同同同同時時時時期期期期にににに始始始始まっているまっているまっているまっている伊伊伊伊万万万万里里里里のはちがめプランののはちがめプランののはちがめプランののはちがめプランの福福福福田田田田さんさんさんさん、、、、先先先先駆者駆者駆者駆者としてとしてとしてとして栃栃栃栃木木木木県県県県ののののドドドドンンンンカカカカメのメのメのメの小小小小久久久久保保保保さんさんさんさん、、、、地地地地元元元元でででで農農農農産産産産物物物物をををを実実実実際際際際につくっているにつくっているにつくっているにつくっている方方方方々々々々やややや実実実実際際際際にににに生生生生ごみをごみをごみをごみを出出出出しているしているしているしている町町町町民民民民をををを招招招招いていていていて行行行行うううう。。。。今日今日今日今日のののの北九州北九州北九州北九州市市市市のエのエのエのエココココタタタタウウウウンのンのンのンの話話話話をおをおをおをお聞聞聞聞きしきしきしきし、、、、未未未未来来来来をををを担担担担っているっているっているっている子子子子供供供供たちたちたちたちへへへへのののの啓啓啓啓発発発発面面面面もももも含含含含めめめめ、、、、余余余余りりりり堅堅堅堅苦苦苦苦しいことからしいことからしいことからしいことから入入入入っていくとっていくとっていくとっていくと子子子子供供供供たたたたちもちもちもちも理理理理解解解解がががが難難難難しいのでしいのでしいのでしいので、、、、ままままずずずず空空空空きききき缶缶缶缶回回回回収器収器収器収器をををを使使使使ったったったったゲゲゲゲームやームやームやームや空空空空きききき缶缶缶缶がががが実実実実際際際際にににに回回回回収収収収されされされされ、、、、どどどどのようなリサイクルがされているかのようなリサイクルがされているかのようなリサイクルがされているかのようなリサイクルがされているか、、、、ビデビデビデビデオオオオをををを通通通通してしてしてして理理理理解解解解していただきしていただきしていただきしていただき、、、、今後今後今後今後のののの子子子子供供供供たちたちたちたちのののの環境問環境問環境問環境問題題題題へへへへのののの取取取取りかかりになればとりかかりになればとりかかりになればとりかかりになればと考考考考ええええているているているている。。。。        司会司会司会司会（（（（鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦））））        近近近近くにおくにおくにおくにお仲仲仲仲間間間間がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃるるるる方方方方、、、、東東東東京京京京からそちらにおからそちらにおからそちらにおからそちらにお出向出向出向出向きのきのきのきの用用用用があるがあるがあるがある方方方方はははは、、、、私私私私がががが担当担当担当担当しているのでごしているのでごしているのでごしているのでご連連連連絡絡絡絡いただければといただければといただければといただければと思思思思いますいますいますいます。。。。ビビビビッッッッキキキキープランもープランもープランもープランも伊伊伊伊万万万万里里里里のはちがめプランのはちがめプランのはちがめプランのはちがめプランもももも細細細細々々々々だがだがだがだが、、、、力強力強力強力強くやってきたくやってきたくやってきたくやってきた成成成成果果果果をををを発表発表発表発表するということですのでするということですのでするということですのでするということですので、、、、継継継継続続続続はははは力力力力なりかなとなりかなとなりかなとなりかなと。。。。またまたまたまた、、、、九州九州九州九州のののの皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも連係連係連係連係プレーをしていただきプレーをしていただきプレーをしていただきプレーをしていただき、、、、おおおお近近近近いところなのでいろいいところなのでいろいいところなのでいろいいところなのでいろいろごろごろごろご指指指指導導導導等等等等をしていただければとをしていただければとをしていただければとをしていただければと思思思思うううう。。。。        最後最後最後最後はははは坂本坂本坂本坂本さんにさんにさんにさんに閉閉閉閉めていただくめていただくめていただくめていただく。。。。        司会司会司会司会（（（（坂本坂本坂本坂本））））    
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    皆様皆様皆様皆様、、、、長長長長いいいい間間間間、、、、ごごごご参参参参加加加加いただきいただきいただきいただき、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。ぜひぜひぜひぜひともともともとも皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご協協協協力力力力をいをいをいをいただきただきただきただき、、、、循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション型社会形成型社会形成型社会形成型社会形成のためにのためにのためにのために努力努力努力努力をををを続続続続けたいとけたいとけたいとけたいと思思思思ってってってっていますいますいますいます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくごよろしくごよろしくごよろしくご支援支援支援支援くださいますようにおくださいますようにおくださいますようにおくださいますようにお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        本日本日本日本日はどうもありがとうございましたはどうもありがとうございましたはどうもありがとうございましたはどうもありがとうございました。。。。                文文文文責責責責        国連大学高国連大学高国連大学高国連大学高等等等等研究研究研究研究所所所所        坂本坂本坂本坂本憲憲憲憲一一一一        萬木慶萬木慶萬木慶萬木慶子子子子        


