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はじめにはじめにはじめにはじめに    

        国連国連国連国連はははは１９９２１９９２１９９２１９９２年年年年６６６６月月月月ブラジルのリオデジャネーロでブラジルのリオデジャネーロでブラジルのリオデジャネーロでブラジルのリオデジャネーロで地球地球地球地球サミットをサミットをサミットをサミットを開催開催開催開催しししし、、、、地球的規地球的規地球的規地球的規模模模模でででで進行進行進行進行するするするする環境悪化環境悪化環境悪化環境悪化・・・・地球資源地球資源地球資源地球資源のののの枯渇等枯渇等枯渇等枯渇等へのへのへのへの対策対策対策対策をををを検討検討検討検討したしたしたした。。。。このこのこのこの会議会議会議会議でででで採択採択採択採択されたされたされたされた宣宣宣宣言言言言はははは、、、、アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ２１２１２１２１「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな開発開発開発開発のためののためののためののための人類人類人類人類のののの行動計画行動計画行動計画行動計画」」」」としてとしてとしてとして発表発表発表発表されされされされ、、、、世界世界世界世界各国各国各国各国およびおよびおよびおよび社会各社会各社会各社会各セクターがセクターがセクターがセクターが取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき持続可能持続可能持続可能持続可能なななな開発開発開発開発とととと社会社会社会社会のののの実現実現実現実現のためののためののためののための課題課題課題課題がががが総総総総合的合的合的合的にににに明示明示明示明示されているされているされているされている。。。。        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学はははは、、、、地球地球地球地球サミットサミットサミットサミット宣言宣言宣言宣言アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ２１２１２１２１をうけてをうけてをうけてをうけて１９９４１９９４１９９４１９９４年年年年にににに持続可能持続可能持続可能持続可能なななな開開開開発発発発・・・・社会構築社会構築社会構築社会構築のためののためののためののための１１１１サブシステムとしてサブシステムとしてサブシステムとしてサブシステムとして、、、、環境環境環境環境とととと調和調和調和調和するするするする資源資源資源資源のののの効率的利用効率的利用効率的利用効率的利用およびおよびおよびおよび循循循循環環環環システムシステムシステムシステム（（（（資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会））））をををを実現実現実現実現するためするためするためするため、、、、いわゆるゼロエミッションいわゆるゼロエミッションいわゆるゼロエミッションいわゆるゼロエミッション研究構想研究構想研究構想研究構想をををを提提提提唱唱唱唱しししし、、、、社会経済的社会経済的社会経済的社会経済的およびおよびおよびおよび科学技術的研究科学技術的研究科学技術的研究科学技術的研究をををを実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション構想構想構想構想のののの普普普普及活動及活動及活動及活動をををを社会各社会各社会各社会各パートナーとパートナーとパートナーとパートナーと密接密接密接密接なななな協力関係協力関係協力関係協力関係のもとにのもとにのもとにのもとに積極的積極的積極的積極的にににに推進推進推進推進してきたしてきたしてきたしてきた。。。。国際連合大国際連合大国際連合大国際連合大学学学学はははは、、、、各各各各パートナーとのパートナーとのパートナーとのパートナーとの関係強化関係強化関係強化関係強化をさらにをさらにをさらにをさらに促進促進促進促進しししし普普普普及活動及活動及活動及活動をををを積極化積極化積極化積極化するためするためするためするため、、、、国際連合大国際連合大国際連合大国際連合大学支援組織学支援組織学支援組織学支援組織としてとしてとしてとして国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム((((ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦ))))をををを２０００２０００２０００２０００年年年年４４４４月月月月にににに設立設立設立設立したしたしたした。。。。本本本本フォーラムはフォーラムはフォーラムはフォーラムは、、、、自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク、、、、学会学会学会学会ネットワークネットワークネットワークネットワーク、、、、産業界産業界産業界産業界ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの３３３３分野分野分野分野からからからから構成構成構成構成されされされされ、、、、３３３３グループがグループがグループがグループが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって活動活動活動活動をををを進進進進めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、各各各各ネットワークネットワークネットワークネットワークはははは各各各各グループのグループのグループのグループの固有固有固有固有のニーズにもとづいたのニーズにもとづいたのニーズにもとづいたのニーズにもとづいた活動活動活動活動もももも実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学およびおよびおよびおよび ZEFZEFZEFZEFはははは、、、、活動活動活動活動のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして持続可能持続可能持続可能持続可能なななな資源循環型社会形成資源循環型社会形成資源循環型社会形成資源循環型社会形成のためののためののためののための研究会研究会研究会研究会をををを２００１２００１２００１２００１年度年度年度年度にスタートさせたにスタートさせたにスタートさせたにスタートさせた。。。。研究会課題研究会課題研究会課題研究会課題はははは、ＺＥＦ、ＺＥＦ、ＺＥＦ、ＺＥＦ自治体自治体自治体自治体グループのニーズグループのニーズグループのニーズグループのニーズにもとづきにもとづきにもとづきにもとづき循環循環循環循環型社会形成型社会形成型社会形成型社会形成のののの基本課題基本課題基本課題基本課題であるであるであるである「「「「リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進」」」」およびおよびおよびおよび「「「「環境学習環境学習環境学習環境学習とととと市民市民市民市民意識意識意識意識のののの改革改革改革改革」」」」をとりあげをとりあげをとりあげをとりあげ合計合計合計合計７７７７回回回回のワークショプをのワークショプをのワークショプをのワークショプを実施実施実施実施したしたしたした。。。。２００２２００２２００２２００２年度年度年度年度はこのはこのはこのはこの研究研究研究研究をををを引引引引きききき継継継継ぎぎぎぎ、ＺＥＦ、ＺＥＦ、ＺＥＦ、ＺＥＦ各各各各グループとのグループとのグループとのグループとの対話対話対話対話をすすめをすすめをすすめをすすめ「「「「地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの促進手法促進手法促進手法促進手法」」」」をををを研究課題研究課題研究課題研究課題としてとしてとしてとして設定設定設定設定しししし、、、、５５５５回回回回のワークショップをのワークショップをのワークショップをのワークショップを開催開催開催開催したしたしたした（（（（うちうちうちうち２２２２回回回回はサはサはサはサイトイトイトイト見学見学見学見学をかねてをかねてをかねてをかねて、、、、山形県立川町山形県立川町山形県立川町山形県立川町およびおよびおよびおよび北九州市北九州市北九州市北九州市でででで実施実施実施実施）。）。）。）。        先導自治体先導自治体先導自治体先導自治体からからからから始始始始まったまったまったまった持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会形成社会形成社会形成社会形成のののの活動活動活動活動・・・・流流流流れがれがれがれが、、、、地域地域地域地域・・・・自治体自治体自治体自治体のみにとどのみにとどのみにとどのみにとどまらずまらずまらずまらず、、、、産業界産業界産業界産業界・・・・企業企業企業企業、、、、市民団体市民団体市民団体市民団体・・・・ＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯ等等等等にににに拡大拡大拡大拡大しししし、、、、さらにさらにさらにさらに多多多多くのくのくのくの機機機機関関関関がこがこがこがこのののの目標目標目標目標にににに向向向向かってかってかってかって構想構想構想構想をまとめをまとめをまとめをまとめ方針方針方針方針をををを策定策定策定策定しししし行動行動行動行動をををを開始開始開始開始することがすることがすることがすることが期待期待期待期待されるされるされるされる今日今日今日今日、、、、このこのこのこのややややうなうなうなうな共通共通共通共通のののの手法手法手法手法のののの必要性必要性必要性必要性のののの高高高高いことをいことをいことをいことを確信確信確信確信しているしているしているしている。。。。特特特特にににに、、、、地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体にとってにとってにとってにとって、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進のようなのようなのようなのような循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のためののためののためののための具具具具体的施策体的施策体的施策体的施策はははは、、、、従来従来従来従来のようなのようなのようなのような行行行行政主政主政主政主導型手法導型手法導型手法導型手法でででで進進進進めるこめるこめるこめることはとはとはとは困難困難困難困難でででで、、、、地域地域地域地域住住住住民民民民・・・・地域産業社会地域産業社会地域産業社会地域産業社会とのとのとのとの協協協協働働働働によりによりによりにより始始始始めてめてめてめて実行可能実行可能実行可能実行可能となるものでありとなるものでありとなるものでありとなるものであり、、、、このこのこのこの見地見地見地見地からこのからこのからこのからこの研究会研究会研究会研究会ででででええええられるられるられるられる知知知知見見見見はははは循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための有用有用有用有用なななな知知知知見見見見・・・・手法手法手法手法をををを提提提提供供供供するもとのするもとのするもとのするもとの考考考考ええええられるられるられるられる。。。。        なおなおなおなお、、、、本研究会本研究会本研究会本研究会でででで講演講演講演講演・・・・発表発表発表発表・パネリスト・パネリスト・パネリスト・パネリスト参加参加参加参加・サイト・サイト・サイト・サイト見学支援等見学支援等見学支援等見学支援等ででででごごごご協力協力協力協力ををををいたいたいたいただだだだいいいいたたたた機機機機関関関関はははは次次次次ペペペページにージにージにージに示示示示したとおりであるしたとおりであるしたとおりであるしたとおりである。。。。第第第第２２２２回山形県立川町回山形県立川町回山形県立川町回山形県立川町、、、、第第第第３３３３回北九州市回北九州市回北九州市回北九州市のサイトのサイトのサイトのサイト見学見学見学見学ではではではでは、、、、町町町町・・・・市市市市当局当局当局当局ののののごごごご配慮配慮配慮配慮でででで関連施設関連施設関連施設関連施設やややや循環型循環型循環型循環型サイトサイトサイトサイト形成形成形成形成のののの実実実実践状況践状況践状況践状況をををを詳細詳細詳細詳細にににに見学見学見学見学すすすすることができたることができたることができたることができた。。。。またまたまたまた、、、、各回研究会各回研究会各回研究会各回研究会ではではではでは、、、、発表発表発表発表者者者者各各各各位位位位からパワーからパワーからパワーからパワーポポポポイントをイントをイントをイントを含含含含めためためためた詳細詳細詳細詳細なななな資資資資料料料料をををを提提提提供供供供いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。このこのこのこの研究会研究会研究会研究会がががが計画計画計画計画どおりにどおりにどおりにどおりに完結完結完結完結したことはしたことはしたことはしたことは、、、、これらこれらこれらこれら機機機機関関関関ならならならならびにびにびにびに各各各各位位位位ののののごごごご支援支援支援支援のののの結果結果結果結果でありここにでありここにでありここにでありここに深甚深甚深甚深甚なななな謝謝謝謝意意意意をををを表表表表しますしますしますします。。。。併併併併せてせてせてせて、、、、研究会研究会研究会研究会にににに参加参加参加参加されされされされ貴重貴重貴重貴重ななななごごごご意見意見意見意見をををを発表発表発表発表していたしていたしていたしていただだだだきましたきましたきましたきました多多多多くのくのくのくの各各各各位位位位にもにもにもにも感謝感謝感謝感謝をををを申申申申しあげますしあげますしあげますしあげます。。。。    
    



  

ごごごご協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた機機機機関一関一関一関一覧覧覧覧（（（（発発発発表表表表順順順順））））        中央官庁中央官庁中央官庁中央官庁：：：：環境環境環境環境省省省省、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省        自治体自治体自治体自治体：：：：岩岩岩岩手県手県手県手県、、、、徳島徳島徳島徳島県県県県、、、、東京都板橋区東京都板橋区東京都板橋区東京都板橋区、、、、山形県立川町山形県立川町山形県立川町山形県立川町、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市、、、、愛知愛知愛知愛知県県県県、、、、三重三重三重三重県県県県、、、、                        静岡静岡静岡静岡県県県県三島三島三島三島市市市市            研究研究研究研究機機機機関関関関：：：：東京東京東京東京大学大学大学大学大学大学大学大学院農院農院農院農学学学学生命生命生命生命科学研究科科学研究科科学研究科科学研究科、、、、京都京都京都京都大学大学大学大学大学大学大学大学院院院院経済学研究科経済学研究科経済学研究科経済学研究科、、、、                                東京東京東京東京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学付属付属付属付属環境環境環境環境教育教育教育教育学実学実学実学実践践践践施設施設施設施設            産業界産業界産業界産業界：：：：富士電機富士電機富士電機富士電機、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＴＴＴＴＴＴＴＴ、、、、アミタアミタアミタアミタ、、、、大大大大林林林林組組組組                                                    ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ：：：：北九州活北九州活北九州活北九州活性性性性化協議会化協議会化協議会化協議会もったいないもったいないもったいないもったいない総研総研総研総研、、、、グローグローグローグローババババル・スル・スル・スル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンス・アライアンス・アライアンス・アライアンス            
    

    ２００３２００３２００３２００３年年年年５５５５月月月月    
    研究実施研究実施研究実施研究実施部門部門部門部門    国連大学国連大学国連大学国連大学ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト        坂坂坂坂本本本本    憲憲憲憲一一一一（（（（アアアアドバドバドバドバイサーイサーイサーイサー））））    佐佐佐佐々々々々木木木木    宏宏宏宏（（（（プログラムプログラムプログラムプログラムココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター））））    
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

目次目次目次目次                                                        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・        １１１１        
    １１１１    研究会計画研究会計画研究会計画研究会計画                        
        １１１１－－－－１１１１    研究研究研究研究テーテーテーテーママママのののの選選選選択択択択        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・                ３３３３            
        １１１１－－－－２２２２    研究会計画研究会計画研究会計画研究会計画                            ・・・・        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・        ４４４４        
        １１１１－－－－３３３３    研究会計画研究会計画研究会計画研究会計画とととと実施実施実施実施            ・・・・        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・            ４４４４    
    

２２２２    各機関各機関各機関各機関のののの発表発表発表発表（（（（講演講演講演講演・・・・事例発表事例発表事例発表事例発表・・・・意意意意見見見見））））のののの要旨要旨要旨要旨        ２２２２－－－－１１１１            学術学術学術学術機機機機関関関関    （（（（１１１１））））    東京東京東京東京大学大学大学大学大学大学大学大学院農院農院農院農学学学学生命生命生命生命科学研究科科学研究科科学研究科科学研究科                        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・        ６６６６    （（（（２２２２））））    京都京都京都京都大学大学大学大学大学大学大学大学院院院院経済学研究科経済学研究科経済学研究科経済学研究科                        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・        ８８８８    （（（（３３３３））））    東京東京東京東京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学付属付属付属付属環境環境環境環境教育教育教育教育学実学実学実学実験験験験施設施設施設施設        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    １１１１３３３３    （（（（４４４４））））    国連大学国連大学国連大学国連大学ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト                        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    １１１１４４４４    ２２２２－－－－２２２２            行行行行政機政機政機政機関関関関ⅠⅠⅠⅠ・・・・国国国国                    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    １５１５１５１５    ２２２２－－－－２２２２－－－－１１１１    法体法体法体法体系系系系のののの整備整備整備整備                        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    １６１６１６１６    ２２２２－－－－２２２２－－－－２２２２    循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成にむけたにむけたにむけたにむけた経済構経済構経済構経済構造造造造・・・・産業産業産業産業育育育育成成成成        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    １１１１７７７７    ２２２２－－－－２２２２－－－－３３３３    持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの支援支援支援支援    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    １７１７１７１７    ２２２２－－－－３３３３            行行行行政機政機政機政機関関関関ⅡⅡⅡⅡ・・・・自治体自治体自治体自治体        ・・・・        ・・・・        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    １１１１８８８８                                    ２２２２－－－－３３３３－－－－１１１１    県県県県のののの事例事例事例事例とととと課題課題課題課題                    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    １１１１８８８８                                （（（（１１１１））））岩岩岩岩手県手県手県手県                ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    １１１１８８８８                                （（（（２２２２））））徳島徳島徳島徳島県県県県                ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    １９１９１９１９                                （（（（３３３３））））愛知愛知愛知愛知県県県県                ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    １９１９１９１９                                （（（（４４４４））））三重三重三重三重県県県県                ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ２０２０２０２０            ２２２２－－－－３３３３－－－－2222    市町市町市町市町村村村村のののの事例事例事例事例とととと課題課題課題課題            ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ２０２０２０２０                                （（（（１１１１））））山形県立川町山形県立川町山形県立川町山形県立川町    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・        ・・・・    ２０２０２０２０                                （（（（２２２２））））北九州市北九州市北九州市北九州市            ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・        ・・・・    ２１２１２１２１                                （（（（３３３３））））静岡静岡静岡静岡県県県県三島三島三島三島市市市市    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・        ・・・・    ２３２３２３２３                                （（（（４４４４））））東京都板東京都板東京都板東京都板橋区橋区橋区橋区    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・        ・・・・    ２４２４２４２４        ２２２２－－－－４４４４            企業企業企業企業                                    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ２５２５２５２５                                （（（（１１１１））））富士電機富士電機富士電機富士電機            ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ２５２５２５２５                                （（（（２２２２）Ｎ）Ｎ）Ｎ）ＮＴＴＴＴＴＴＴＴ                ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ２５２５２５２５                                （（（（３３３３））））アミタアミタアミタアミタ                ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ２６２６２６２６                                （（（（４４４４））））大大大大林林林林組組組組                ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ２７２７２７２７        ２２２２－－－－５５５５            ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ                            ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ２９２９２９２９    
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（（（（１１１１））））    北九州市活北九州市活北九州市活北九州市活性性性性化協議会化協議会化協議会化協議会もったいないもったいないもったいないもったいない総研総研総研総研    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ２２２２９９９９    （（（（２２２２））））    グローグローグローグローババババル・スル・スル・スル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンス・アライアンス・アライアンス・アライアンス        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ３３３３００００    
３３３３    研究会活動研究会活動研究会活動研究会活動のまとめのまとめのまとめのまとめ        ３３３３－－－－１１１１        研究会活動研究会活動研究会活動研究会活動                    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・        ３１３１３１３１        ３３３３－－－－２２２２        自治体自治体自治体自治体のののの活動活動活動活動                ・・・・        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・        ３１３１３１３１        ３３３３－－－－２２２２－－－－１１１１        全般全般全般全般                        ・・・・        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・        ３１３１３１３１        ３３３３－－－－２２２２－－－－２２２２        ２２２２つつつつのののの自治体自治体自治体自治体のののの実実実実例例例例            ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・        ３１３１３１３１        ３３３３－－－－２２２２－－－－３３３３        地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの促進手法促進手法促進手法促進手法    ・・・・    ・・・・    ・・・・        ３２３２３２３２        ３３３３－－－－３３３３                持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成をさらにをさらにをさらにをさらに進進進進めるためにめるためにめるためにめるために        ・・・・    ・・・・    ・・・・        ３３３３３３３３        ３３３３－－－－４４４４                国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムの今後今後今後今後のののの活動活動活動活動    ・・・・    ・・・・    ・・・・        ３３３３３３３３    
    

４４４４    議事録議事録議事録議事録                                    ４４４４－－－－１１１１    第第第第１１１１回研究会回研究会回研究会回研究会        ・・・・        ・・・・        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・        ３５３５３５３５        ４４４４－－－－２２２２    第第第第２２２２回研究会回研究会回研究会回研究会        ・・・・        ・・・・        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・        ６９６９６９６９        ４４４４－－－－３３３３    第第第第３３３３回研究会回研究会回研究会回研究会        ・・・・        ・・・・        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・        ８８８８７７７７        ４４４４－－－－４４４４    第第第第４４４４回研究会回研究会回研究会回研究会        ・・・・        ・・・・        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    １２５１２５１２５１２５        ４４４４－－－－５５５５    第第第第５５５５回研究会回研究会回研究会回研究会        ・・・・        ・・・・        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    １５５１５５１５５１５５    
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１１１１    研究会計画研究会計画研究会計画研究会計画    １１１１－－－－１１１１：：：：研究研究研究研究テーテーテーテーママママのののの選選選選択択択択        国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム（ＺＥＦ）（ＺＥＦ）（ＺＥＦ）（ＺＥＦ）事務局事務局事務局事務局はははは、、、、循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成にともなっにともなっにともなっにともなってててて、ＺＥＦ、ＺＥＦ、ＺＥＦ、ＺＥＦメメメメンンンンババババーがーがーがーが取取取取りりりり組組組組んんんんでおりでおりでおりでおり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは取取取取りりりり組組組組まなけれまなけれまなけれまなければばばばならないとならないとならないとならないと想定想定想定想定されるされるされるされる１３１３１３１３課題課題課題課題をををを設定設定設定設定しししし、、、、２００２２００２２００２２００２年年年年４４４４月始月始月始月始めからめからめからめから数数数数ケケケケ月月月月をかけてをかけてをかけてをかけて、、、、メメメメンンンンババババーーーー担当者担当者担当者担当者にこれにこれにこれにこれらららら課課課課題題題題のののの優優優優先度調先度調先度調先度調査査査査をををを実施実施実施実施したしたしたした。。。。調調調調査査査査はははは、、、、複数複数複数複数回回回回答式答式答式答式のアンのアンのアンのアンケケケケートでートでートでートで行行行行ったったったった。。。。表表表表１１１１にににに示示示示したしたしたした調調調調査結果査結果査結果査結果でででで「「「「持続的持続的持続的持続的ゴゴゴゴミミミミ処理処理処理処理・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル事事事事業業業業」」」」がががが最最最最もももも高高高高いいいい優優優優先度先度先度先度をををを示示示示しししし、、、、つつつついでいでいでいで「「「「エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業策定業策定業策定業策定システムシステムシステムシステム」、「」、「」、「」、「ライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルの変変変変革革革革」、「」、「」、「」、「循環型社会形成法体循環型社会形成法体循環型社会形成法体循環型社会形成法体系系系系とととと自治体自治体自治体自治体のののの独独独独自自自自条例条例条例条例」、「」、「」、「」、「先発先発先発先発エエエエココココタタタタウウウウンのンのンのンの事事事事業業業業評価評価評価評価」」」」がこれにがこれにがこれにがこれに続続続続いたいたいたいた。。。。なおなおなおなお、、、、このこのこのこの調調調調査査査査のののの回回回回答答答答総総総総数数数数にににに自自自自治体治体治体治体のののの占占占占めるめるめるめる比比比比率率率率はははは７７７７７７７７％％％％でありでありでありであり、、、、地域地域地域地域のののの循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成にににに対対対対するするするする自治体自治体自治体自治体のののの大大大大きいきいきいきい関関関関心心心心がががが確認確認確認確認されたされたされたされた。。。。またまたまたまた、、、、事務局事務局事務局事務局がががが提提提提案案案案したしたしたした課題課題課題課題以外以外以外以外にににに数件数件数件数件のテーのテーのテーのテーママママもももも提提提提案案案案されたされたされたされた。。。。    
    表表表表１１１１    提提提提案案案案研究研究研究研究テーテーテーテーママママおよびおよびおよびおよび優優優優先度先度先度先度（（（（評価評価評価評価回回回回答数答数答数答数））））    
                                                            １１１１．．．．循環型社会形成法体循環型社会形成法体循環型社会形成法体循環型社会形成法体系系系系とととと自治体自治体自治体自治体のののの独独独独自自自自条例条例条例条例                                    １５１５１５１５    ２２２２．．．．持続的持続的持続的持続的ゴゴゴゴミミミミ処理処理処理処理・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル事事事事業業業業    －－－－    官官官官業業業業からからからから民業民業民業民業へのシフトへのシフトへのシフトへのシフト手法手法手法手法            ２０２０２０２０    ３３３３．．．．先発先発先発先発エエエエココココタタタタウウウウンのンのンのンの事事事事業業業業評価評価評価評価                            １５１５１５１５    ４４４４．．．．エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業策定業策定業策定業策定システムシステムシステムシステム                            １６１６１６１６    ５５５５．．．．環境環境環境環境教育教育教育教育とととと市民意識市民意識市民意識市民意識のののの改革改革改革改革                            １３１３１３１３    ６６６６．．．．産産産産官官官官学学学学のののの技術研究技術研究技術研究技術研究・・・・開発開発開発開発                            １０１０１０１０    ７７７７．．．．３３３３ＲＲＲＲ促進促進促進促進のためののためののためののための製品製品製品製品アセスアセスアセスアセスメメメメント・ント・ント・ント・国際的基国際的基国際的基国際的基準準準準化化化化とととと企業活動企業活動企業活動企業活動評価評価評価評価システムシステムシステムシステム                ９９９９    ８８８８．．．．自治体自治体自治体自治体におけるにおけるにおけるにおける環境会計環境会計環境会計環境会計のののの導導導導入入入入                                    ５５５５        ９９９９．ＩＴ．ＩＴ．ＩＴ．ＩＴ技術技術技術技術をををを環境環境環境環境問問問問題題題題へどうへどうへどうへどう活用活用活用活用するかするかするかするか                                ７７７７    １０１０１０１０．．．．ライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルの変変変変革革革革                            １６１６１６１６    １１１１１１１１．．．．グリーングリーングリーングリーンココココンシンシンシンシュマュマュマュマーーーー育育育育成成成成                                    ８８８８    １２１２１２１２．．．．海外海外海外海外とのとのとのとの交交交交流流流流――――先進国先進国先進国先進国でのでのでのでの環境技術環境技術環境技術環境技術・・・・市市市市場場場場形成手法形成手法形成手法形成手法                                                                                        ４４４４    １３１３１３１３．．．．海外海外海外海外とのとのとのとの交交交交流流流流――――    アジアアジアアジアアジア諸諸諸諸国国国国とのとのとのとの交交交交流流流流・・・・循環型社会形成支援循環型社会形成支援循環型社会形成支援循環型社会形成支援およびおよびおよびおよび市市市市場場場場形成形成形成形成            １１１１                                                （（（（自治体回自治体回自治体回自治体回答数答数答数答数：：：：７７７７７７７７％％％％））））    
    自治体自治体自治体自治体・・・・産業界産業界産業界産業界からのからのからのからの提提提提案案案案テーテーテーテーママママ    ２１２１２１２１．．．．循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成をををを推進推進推進推進するするするする施策施策施策施策・・・・取組取組取組取組みのみのみのみのＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡ評価評価評価評価                                                                                        １１１１    ２２２２２２２２．．．．産学産学産学産学官官官官のののの技術研究技術研究技術研究技術研究・・・・開発開発開発開発    ：：：：燃料電池燃料電池燃料電池燃料電池システムシステムシステムシステム社会形成社会形成社会形成社会形成                                                                        ２２２２    ２３２３２３２３．．．．産学産学産学産学官官官官のののの技術研究技術研究技術研究技術研究・・・・開発開発開発開発    ：：：：廃廃廃廃プラのプラのプラのプラの再生再生再生再生技術技術技術技術のののの創造創造創造創造                                                                                １１１１    
                                                                                                                            有有有有機廃棄物機廃棄物機廃棄物機廃棄物のののの再生再生再生再生技術技術技術技術のののの創造創造創造創造                                                                    １１１１    ２４２４２４２４．．．．環境環境環境環境管理管理管理管理システムのシステムのシステムのシステムの充充充充実実実実とととと地域地域地域地域へのへのへのへの波波波波及及及及                                                                                                                                        １１１１    ２５２５２５２５．．．．自治体自治体自治体自治体のののの他他他他環境関連組織環境関連組織環境関連組織環境関連組織とのとのとのとの共同共同共同共同協調協調協調協調                                １１１１                
    このこのこのこの調調調調査結果査結果査結果査結果ををををふふふふままままええええ、、、、優優優優先度先度先度先度のののの高高高高いいいい研究研究研究研究テーテーテーテーママママをををを総合的総合的総合的総合的にににに包括包括包括包括できるできるできるできる課題課題課題課題としてとしてとしてとして、「、「、「、「地地地地域域域域におけるにおけるにおけるにおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの促進手法促進手法促進手法促進手法」」」」をををを２００２２００２２００２２００２年度年度年度年度のののの研究課題研究課題研究課題研究課題とすることとすることとすることとすることをををを決決決決定定定定したしたしたした。。。。    
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１１１１－－－－２２２２：：：：研究会計画研究会計画研究会計画研究会計画        国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム（ＺＥＦ）（ＺＥＦ）（ＺＥＦ）（ＺＥＦ）はははは、、、、自治体自治体自治体自治体・・・・産業界産業界産業界産業界・・・・学界学界学界学界ネットワーネットワーネットワーネットワーククククメメメメンンンンババババーとーとーとーと共同共同共同共同でででで、、、、中央官庁中央官庁中央官庁中央官庁、、、、学術学術学術学術機機機機関関関関、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＰＰＰＯＯＯＯ等等等等のののの協力協力協力協力ををををええええてててて、「、「、「、「地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける持続可持続可持続可持続可能能能能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの促進手法促進手法促進手法促進手法」」」」のののの研究研究研究研究をををを２００２２００２２００２２００２年年年年９９９９月月月月からからからから２００３２００３２００３２００３年年年年３３３３月月月月までまでまでまで実施実施実施実施しししし、、、、このこのこのこの間間間間５５５５回回回回のワークショップをのワークショップをのワークショップをのワークショップを国連大学国連大学国連大学国連大学およびサイトでおよびサイトでおよびサイトでおよびサイトで開催開催開催開催するするするすることとしたこととしたこととしたこととした。。。。このこのこのこの研究会研究会研究会研究会のののの目標目標目標目標はははは、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの促進手法促進手法促進手法促進手法をををを見見見見出出出出すことであるすことであるすことであるすことである。。。。このこのこのこのためためためため、、、、環境環境環境環境省省省省・・・・経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省からからからから国国国国全全全全体体体体のののの枠枠枠枠組組組組みとみとみとみと基本構想基本構想基本構想基本構想ににににつつつついていていていて、、、、自治体自治体自治体自治体からはからはからはからは自自自自らがらがらがらが進進進進めているめているめているめている循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの進進進進展状況展状況展状況展状況をををを、、、、大学大学大学大学・・・・研究研究研究研究機機機機関関関関からはからはからはからは海外海外海外海外におけるにおけるにおけるにおける個性個性個性個性あるあるあるある地地地地域形成域形成域形成域形成状況状況状況状況やややや循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの可能可能可能可能性性性性にににに関関関関するするするする社会経済学的研究社会経済学的研究社会経済学的研究社会経済学的研究のののの現現現現状状状状ににににつつつついていていていて、、、、企業企業企業企業かかかからららら新新新新しいしいしいしい環境環境環境環境理念理念理念理念やややや事事事事業活動業活動業活動業活動をををを、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＰＰＰＯＯＯＯからはからはからはからは環境市民環境市民環境市民環境市民集集集集団団団団としてのとしてのとしてのとしての活動活動活動活動ににににつつつついていていていてそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ発表発表発表発表をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきききき、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のためののためののためののための総合的総合的総合的総合的なイなイなイなイメメメメージとージとージとージと具具具具体的推体的推体的推体的推進手法進手法進手法進手法をををを見見見見出出出出せるようにワークショップせるようにワークショップせるようにワークショップせるようにワークショップ内容内容内容内容をををを構成構成構成構成したしたしたした。。。。        先導的自治体先導的自治体先導的自治体先導的自治体からからからから始始始始まったまったまったまった持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会形成社会形成社会形成社会形成のののの活動活動活動活動・・・・流流流流れがれがれがれが、、、、他他他他のののの自治体自治体自治体自治体にににに波波波波及及及及しししし、、、、多多多多くのくのくのくの自治体自治体自治体自治体がこのがこのがこのがこの目標目標目標目標にににに向向向向かってかってかってかって構想構想構想構想をまとめをまとめをまとめをまとめ政政政政策策策策をををを策定策定策定策定しししし行動行動行動行動をををを開始開始開始開始することがすることがすることがすることが期待期待期待期待されるされるされるされる今日今日今日今日、、、、このこのこのこのややややうなうなうなうな共通共通共通共通手法手法手法手法のののの必要性必要性必要性必要性はははは高高高高くなってきているくなってきているくなってきているくなってきている。。。。特特特特にににに、、、、地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体にとにとにとにとってってってって、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進などのなどのなどのなどの循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のためののためののためののための具具具具体的施策体的施策体的施策体的施策はははは、、、、従来従来従来従来のようなのようなのようなのような行行行行政主政主政主政主導型手法導型手法導型手法導型手法でででで進進進進めることはめることはめることはめることは困難困難困難困難でででで、、、、地域地域地域地域住住住住民民民民・・・・地域産業社会地域産業社会地域産業社会地域産業社会とのとのとのとの協協協協働働働働によりによりによりにより始始始始めてめてめてめて実行可能実行可能実行可能実行可能となるものでありとなるものでありとなるものでありとなるものであり、、、、このこのこのこの見地見地見地見地からこのからこのからこのからこの研究会研究会研究会研究会ででででええええられるられるられるられる知知知知見見見見はははは循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを推進推進推進推進するためするためするためするためのののの知知知知見見見見・・・・手法手法手法手法をををを提提提提供供供供するもとのするもとのするもとのするもとの考考考考ええええられるられるられるられる。。。。    
    １１１１－－－－３３３３：：：：研究会実施研究会実施研究会実施研究会実施        本研究会本研究会本研究会本研究会ワークショップはワークショップはワークショップはワークショップは表表表表２２２２にににに示示示示したとおりしたとおりしたとおりしたとおり実施実施実施実施したしたしたした。。。。    
    表表表表２２２２    国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラム・ゼロエミッションフォーラム・ゼロエミッションフォーラム・ゼロエミッションフォーラム・研究会研究会研究会研究会////ワークショップワークショップワークショップワークショップ    第第第第１１１１回回回回：：：：２００２２００２２００２２００２年年年年９９９９月月月月２７２７２７２７日日日日    １１１１：：：：講演講演講演講演    ①①①①環境環境環境環境省省省省循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進室室長補佐室室長補佐室室長補佐室室長補佐                                                            染染染染野野野野憲憲憲憲治治治治    氏氏氏氏            循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて    ――――    ３３３３つつつつのシナリオのシナリオのシナリオのシナリオ    ②②②②経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進室長室長室長室長                                                            国国国国友宏俊友宏俊友宏俊友宏俊    氏氏氏氏            持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をめをめをめをめざざざざすすすす環境環境環境環境ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの振興振興振興振興    ２２２２：：：：パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションッションッションッション    
        環境環境環境環境省省省省循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進室室長補佐室室長補佐室室長補佐室室長補佐                                                                    染染染染野野野野憲憲憲憲治治治治    氏氏氏氏    経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省環境環境環境環境政政政政策課課策課課策課課策課課長補佐長補佐長補佐長補佐                                                                    小鑓隆史小鑓隆史小鑓隆史小鑓隆史    氏氏氏氏    岩岩岩岩手県資源循環推進課課手県資源循環推進課課手県資源循環推進課課手県資源循環推進課課長補佐長補佐長補佐長補佐                                                                    舟舟舟舟山山山山道夫道夫道夫道夫    氏氏氏氏    徳島徳島徳島徳島県循環型社会推進課課県循環型社会推進課課県循環型社会推進課課県循環型社会推進課課長補佐長補佐長補佐長補佐                                                                                            山山山山田田田田和和和和弘弘弘弘    氏氏氏氏        富士電機富士電機富士電機富士電機環境環境環境環境システムシステムシステムシステム本本本本部事部事部事部事業企画業企画業企画業企画室長室長室長室長                                                                    赤松赤松赤松赤松和和和和彦彦彦彦    氏氏氏氏            司司司司会会会会    国連大学国連大学国連大学国連大学ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト                                                                    坂坂坂坂本本本本憲憲憲憲一一一一    氏氏氏氏        
    第第第第２２２２回回回回：：：：２００２２００２２００２２００２年年年年１０１０１０１０月月月月１１１１８８８８日日日日（（（（山形県立川町山形県立川町山形県立川町山形県立川町でででで開催開催開催開催））））    １１１１：：：：サイトサイトサイトサイト見学見学見学見学（（（（午前午前午前午前））））    
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①①①① 堆肥生堆肥生堆肥生堆肥生産産産産センターセンターセンターセンター    ②②②② ウウウウインインインインドドドドフフフファァァァームームームーム            ２２２２：：：：立川町立川町立川町立川町とのとのとのとの対話対話対話対話                    ①①①①立川町町立川町町立川町町立川町町長長長長                                                                                            清清清清野野野野義勝義勝義勝義勝    氏氏氏氏                        環境環境環境環境まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり    －－－－    これからのこれからのこれからのこれからの田舎田舎田舎田舎がおもしがおもしがおもしがおもしろろろろいいいい                ②②②②立川町立川町立川町立川町助役助役助役助役                                                                                            今田幸雄今田幸雄今田幸雄今田幸雄    氏氏氏氏                        同同同同    環境環境環境環境衛生衛生衛生衛生係係係係長長長長                                                                            阿部金彦阿部金彦阿部金彦阿部金彦    氏氏氏氏                        環境環境環境環境まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの計画及計画及計画及計画及びびびび成成成成果果果果                                        ③③③③国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム会会会会長長長長                                    山山山山路敬路敬路敬路敬三三三三    氏氏氏氏                    ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション推進推進推進推進のためにのためにのためにのために－－－－環境産業環境産業環境産業環境産業とととと観光観光観光観光産業産業産業産業ののののドドドドッッッッキキキキングングングング        
    第第第第３３３３回回回回：：：：２００２２００２２００２２００２年年年年１１１１１１１１月月月月１４１４１４１４、、、、１５１５１５１５日日日日（（（（北九州市北九州市北九州市北九州市でででで開催開催開催開催））））    １１１１：：：：北九州北九州北九州北九州エエエエココココタタタタウウウウンンンン見学見学見学見学（（（（１１１１１１１１月月月月１４１４１４１４日日日日））））                サイトサイトサイトサイト説説説説明明明明：：：：北九州市環境北九州市環境北九州市環境北九州市環境局局局局環境産業環境産業環境産業環境産業政政政政策策策策室主査室主査室主査室主査                            作花哲朗作花哲朗作花哲朗作花哲朗    氏氏氏氏    ２２２２：：：：講演講演講演講演    ①①①① 北九州市環境北九州市環境北九州市環境北九州市環境局局局局産業産業産業産業政政政政策策策策室長室長室長室長                                                                                    垣迫裕垣迫裕垣迫裕垣迫裕俊俊俊俊    氏氏氏氏                北九州北九州北九州北九州エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業    ②②②②    国連大学国連大学国連大学国連大学ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦプロジェクトアプロジェクトアプロジェクトアプロジェクトアドバドバドバドバイサーイサーイサーイサー                                    坂坂坂坂本本本本憲憲憲憲一一一一    氏氏氏氏                国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミゼロエミゼロエミゼロエミッションッションッションッション－－－－提唱提唱提唱提唱からからからから現現現現在在在在までまでまでまで及及及及びびびび将将将将来来来来のののの展展展展望望望望    ３３３３：：：：各各各各機機機機関関関関のののの活動活動活動活動状況状況状況状況およびおよびおよびおよび意見意見意見意見交交交交換換換換                        ――――    持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会形成社会形成社会形成社会形成をををを目目目目指指指指してしてしてして    －－－－                    環境環境環境環境省省省省総合総合総合総合政政政政策策策策局局局局環境計画課計画環境計画課計画環境計画課計画環境計画課計画官官官官                                                佐佐佐佐野野野野郁郁郁郁夫夫夫夫    氏氏氏氏                    愛知愛知愛知愛知県環境県環境県環境県環境部廃棄物部廃棄物部廃棄物部廃棄物対策課対策課対策課対策課主主主主幹幹幹幹                                                        伊藤賢伊藤賢伊藤賢伊藤賢一一一一    氏氏氏氏                    三重三重三重三重県環境県環境県環境県環境部部部部循環循環循環循環システムシステムシステムシステム推進推進推進推進チチチチームームームーム主主主主幹幹幹幹                                    橋橋橋橋本本本本修修修修一一一一    氏氏氏氏                    ＮＮＮＮＴＴＴＴＴＴＴＴ環境環境環境環境エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー研究研究研究研究所所所所                        エエエエココココココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィプロジェクト・プロジェクト・プロジェクト・プロジェクト・ママママネージャーネージャーネージャーネージャー                        岸岸岸岸本本本本    亨亨亨亨    氏氏氏氏                    北九州活北九州活北九州活北九州活性性性性化協議会化協議会化協議会化協議会もったいないもったいないもったいないもったいない総研総研総研総研                        総合総合総合総合プロデプロデプロデプロデュュュューサーーサーーサーーサー                                                                        野野野野田田田田一明一明一明一明    氏氏氏氏                        司司司司会会会会    北九州市環境北九州市環境北九州市環境北九州市環境局局局局環境産業環境産業環境産業環境産業政政政政策策策策室主査室主査室主査室主査                                    作花哲朗作花哲朗作花哲朗作花哲朗    氏氏氏氏    

    第第第第４４４４回回回回：：：：２００２２００２２００２２００２年年年年１２１２１２１２月月月月２２２２日日日日        １１１１：：：：講演講演講演講演    ①①①①東京東京東京東京大学大学大学大学大学大学大学大学院農院農院農院農学学学学生命生命生命生命科学研究科科学研究科科学研究科科学研究科教教教教授授授授                                                        武武武武内内内内和和和和彦彦彦彦    氏氏氏氏                                地球環境地球環境地球環境地球環境時代時代時代時代のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり        ②②②②アミタアミタアミタアミタ（（（（株株株株））））代代代代表取表取表取表取締締締締役役役役社社社社長長長長                                                                    熊熊熊熊野野野野英介英介英介英介    氏氏氏氏                    地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの構想構想構想構想    ２２２２：：：：パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションッションッションッション            東京東京東京東京大学大学大学大学大学大学大学大学院農院農院農院農学学学学生命生命生命生命科学研究科科学研究科科学研究科科学研究科教教教教授授授授                                                武武武武内内内内和和和和彦彦彦彦    氏氏氏氏            環境環境環境環境省省省省総合総合総合総合政政政政策策策策局局局局環境計画課環境計画課環境計画課環境計画課長長長長                                                                鷺鷺鷺鷺坂長坂長坂長坂長美美美美    氏氏氏氏            静岡静岡静岡静岡県県県県三島三島三島三島市環境市環境市環境市環境政政政政策策策策室長室長室長室長                                                                        小池小池小池小池    満満満満    氏氏氏氏    
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        アミタアミタアミタアミタ（（（（株株株株））））代代代代表取表取表取表取締締締締役役役役社社社社長長長長                                                                    熊熊熊熊野野野野英介英介英介英介    氏氏氏氏            ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法人法人法人法人グローグローグローグローババババル・スル・スル・スル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンス・アライアンス・アライアンス・アライアンス常任常任常任常任理事理事理事理事                岡田岡田岡田岡田達達達達雄雄雄雄    氏氏氏氏                司司司司会会会会    国連大学国連大学国連大学国連大学ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦプロジェクト・アプロジェクト・アプロジェクト・アプロジェクト・アドバドバドバドバイサーイサーイサーイサー                            坂坂坂坂本本本本憲憲憲憲一一一一    氏氏氏氏    
    第第第第５５５５回回回回：：：：２００３２００３２００３２００３年年年年３３３３月月月月１０１０１０１０日日日日    １１１１：：：：講演講演講演講演            京都京都京都京都大学大学大学大学大学大学大学大学院院院院経済学研究科経済学研究科経済学研究科経済学研究科教教教教授授授授                                                            植植植植田田田田和和和和弘弘弘弘    氏氏氏氏                    持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性とととと循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会    ２２２２：：：：パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションッションッションッション    －－－－    持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会形成社会形成社会形成社会形成をををを目目目目指指指指してしてしてして            京都京都京都京都大学大学大学大学大学大学大学大学院院院院経済学研究科経済学研究科経済学研究科経済学研究科教教教教授授授授                                                            植植植植田田田田和和和和弘弘弘弘    氏氏氏氏            東京東京東京東京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学付属付属付属付属環境環境環境環境教育教育教育教育学実学実学実学実践践践践施設施設施設施設教教教教授授授授                                            木木木木俣美樹男俣美樹男俣美樹男俣美樹男    氏氏氏氏            環境環境環境環境省省省省総合総合総合総合政政政政策策策策局局局局環境計画課環境計画課環境計画課環境計画課長長長長                                                                鷺鷺鷺鷺坂長坂長坂長坂長美美美美    氏氏氏氏            東京都板橋区東京都板橋区東京都板橋区東京都板橋区資源環境資源環境資源環境資源環境部部部部エエエエコポコポコポコポリスセンターリスセンターリスセンターリスセンター所所所所長長長長                                山山山山崎智崎智崎智崎智通通通通    氏氏氏氏            大大大大林林林林組組組組東京東京東京東京本社地球環境本社地球環境本社地球環境本社地球環境室長室長室長室長                                                                    塩塩塩塩田田田田泰之泰之泰之泰之    氏氏氏氏            司司司司会会会会    国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム理事理事理事理事                        自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代代代代表表表表                                                                三橋三橋三橋三橋規規規規宏宏宏宏    氏氏氏氏    
    

２２２２    各機関各機関各機関各機関のののの発表発表発表発表（（（（講演講演講演講演・・・・事例発表事例発表事例発表事例発表・・・・意見意見意見意見））））のののの要旨要旨要旨要旨        本本本本文文文文第第第第４４４４章章章章議議議議事事事事録録録録およびおよびおよびおよび資資資資料料料料編編編編をををを要要要要約約約約してしてしてして、、、、全全全全５５５５回回回回のののの研究会活動研究会活動研究会活動研究会活動のののの要要要要旨旨旨旨をををを以以以以下下下下にににに述述述述べるべるべるべる。。。。各各各各機機機機関関関関のののの発表発表発表発表およびおよびおよびおよび活動活動活動活動のののの詳細詳細詳細詳細ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、本本本本文文文文第第第第４４４４章章章章およびおよびおよびおよび資資資資料料料料編編編編をををを参参参参照照照照されたいされたいされたいされたい。。。。    ２２２２－－－－１１１１：：：：学術学術学術学術機機機機関関関関    （（（（１１１１））））地球環境地球環境地球環境地球環境時代時代時代時代のののの地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり（（（（東京東京東京東京大学大学大学大学大学大学大学大学院院院院武武武武内教内教内教内教授授授授））））        環境環境環境環境省省省省はははは「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性をををを基本基本基本基本としたとしたとしたとした地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり支援支援支援支援のののの手法開発調手法開発調手法開発調手法開発調査査査査委員委員委員委員会会会会」（」（」（」（座座座座長長長長・・・・武武武武内教内教内教内教授授授授、、、、委員委員委員委員１０１０１０１０人人人人））））がががが実施実施実施実施したしたしたした調調調調査結果査結果査結果査結果をををを２００２２００２２００２２００２年年年年８８８８月月月月にににに発表発表発表発表したしたしたした。。。。報告書報告書報告書報告書ではではではでは２４２４２４２４のののの事例事例事例事例がががが報告報告報告報告されているされているされているされている。。。。このこのこのこの研究会研究会研究会研究会運営運営運営運営のののの基本基本基本基本はははは、、、、地域地域地域地域ががががそそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの個性個性個性個性をををを競競競競いいいいあいながらあいながらあいながらあいながら自自自自らのらのらのらの将将将将来来来来をををを考考考考ええええていくていくていくていく地地地地方方方方分分分分権時代権時代権時代権時代のののの思思思思想想想想をををを環境環境環境環境政政政政策策策策にもにもにもにも引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐことおことおことおことおよびよびよびよび共通共通共通共通的課題的課題的課題的課題はグローはグローはグローはグローババババルのルのルのルの視点視点視点視点もももも含含含含んんんんでいるのででいるのででいるのででいるので両両両両者者者者ののののババババランスをとっていくことランスをとっていくことランスをとっていくことランスをとっていくことであるであるであるである。。。。        日日日日本本本本のののの環境環境環境環境政政政政策策策策はははは、、、、第第第第１１１１期期期期のののの７０７０７０７０年年年年代代代代のののの公害公害公害公害対策対策対策対策にににに始始始始まりまりまりまり、、、、８８８８００００年年年年代代代代はトータルのはトータルのはトータルのはトータルの環環環環境境境境のののの質質質質をををを問問問問題題題題にしにしにしにし始始始始めるアめるアめるアめるアメメメメニテニテニテニティィィィ環境環境環境環境政政政政策策策策のののの時代時代時代時代になったになったになったになった。。。。８８８８００００年年年年代代代代後後後後半半半半からからからから地球環地球環地球環地球環境境境境問問問問題題題題のののの認認認認識識識識がががが深深深深まりまりまりまり、、、、９０９０９０９０年年年年代代代代はははは地球地球地球地球サミットをサミットをサミットをサミットを契契契契機機機機にしてにしてにしてにして本本本本格格格格的的的的なななな議議議議論論論論がががが行行行行われるわれるわれるわれるようになってきているようになってきているようになってきているようになってきている。。。。このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、２２２２つつつつのののの課題課題課題課題があるがあるがあるがある。。。。１１１１つつつつはははは昔昔昔昔のののの公害公害公害公害がががが地球地球地球地球ススススケケケケールになったのにールになったのにールになったのにールになったのに、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境政政政政策策策策がががが個個個個別別別別的的的的にににに扱扱扱扱われていることでありわれていることでありわれていることでありわれていることであり、、、、これはこれはこれはこれは国連国連国連国連レベレベレベレベルでもルでもルでもルでも課題課題課題課題になっているになっているになっているになっている。。。。２２２２番番番番目目目目はははは本本本本日日日日のののの話題話題話題話題にするにするにするにする環境環境環境環境問問問問題題題題のグローのグローのグローのグローババババルルルル化化化化であるであるであるである。。。。このこのこのこの特特特特徴徴徴徴はははは、、、、世界世界世界世界をあるをあるをあるをある１１１１つつつつのののの基基基基準準準準でみていくことでありでみていくことでありでみていくことでありでみていくことであり、、、、あるあるあるある地域地域地域地域でででで起起起起きるきるきるきる現現現現象象象象がたちまちがたちまちがたちまちがたちまち別別別別のののの固有固有固有固有なななな社会社会社会社会システムをもシステムをもシステムをもシステムをもつつつつ地域地域地域地域にもにもにもにも同同同同一一一一のののの強強強強さでさでさでさで影響影響影響影響をををを与与与与ええええることることることることであるであるであるである。。。。例例例例えばえばえばえば京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書にににに関関関関してしてしてして、、、、日日日日本本本本ののののＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２排排排排出出出出削減削減削減削減６６６６％％％％のうちのうちのうちのうち、、、、３３３３．．．．９９９９％％％％をををを森森森森林林林林吸収吸収吸収吸収源源源源にするにするにするにする扱扱扱扱いもいもいもいも国際的基国際的基国際的基国際的基準準準準化化化化にににに基基基基づくづくづくづく事事事事項項項項であるであるであるである。。。。        共通共通共通共通化化化化・・・・国際化国際化国際化国際化はははは進進進進めなけれめなけれめなけれめなければばばばならないならないならないならない課題課題課題課題であるがであるがであるがであるが、、、、地域地域地域地域のののの個性個性個性個性のののの尊尊尊尊重重重重もももも地域地域地域地域づくづくづくづくりにおいてりにおいてりにおいてりにおいて重要重要重要重要なななな課題課題課題課題であるであるであるである。。。。このこのこのこの大大大大競争競争競争競争のののの時代時代時代時代にににに隣隣隣隣とととと同同同同じじじじことをしていてはことをしていてはことをしていてはことをしていては、、、、地域地域地域地域のののの付加価付加価付加価付加価値値値値はははは創造創造創造創造できないできないできないできない。。。。成成成成功功功功するとこするとこするとこするところろろろもももも失敗失敗失敗失敗するとこするとこするとこするところろろろもでてくるがもでてくるがもでてくるがもでてくるが、、、、国国国国ははははそそそそこまこまこまこまでででで関関関関与与与与しないのでしないのでしないのでしないので、、、、地域地域地域地域にににに存亡存亡存亡存亡がががが委委委委ねられることになるねられることになるねられることになるねられることになる。。。。    
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    ＥＥＥＥＵＵＵＵではではではでは、、、、ランランランランドドドドススススケケケケープープープープ（（（（景観景観景観景観））））がががが非常非常非常非常にににに大大大大事事事事ななななココココンセプトになっておりンセプトになっておりンセプトになっておりンセプトになっており、、、、このこのこのこの場場場場でででで述述述述べていることがまさにべていることがまさにべていることがまさにべていることがまさに中心中心中心中心議議議議論論論論となっているとなっているとなっているとなっている。Ｅ。Ｅ。Ｅ。ＥＵＵＵＵはははは通通通通貨貨貨貨をををを統統統統一一一一したがしたがしたがしたが、、、、固有固有固有固有のののの文文文文化化化化やややや環境環境環境環境までまでまでまで統統統統一一一一化化化化したいとはしたいとはしたいとはしたいとは考考考考ええええていないていないていないていない。。。。ドドドドイイイイツツツツ、、、、イタリーイタリーイタリーイタリー、、、、英英英英国国国国でででで考考考考ええええ方方方方・・・・進進進進めめめめ方方方方はははは全全全全くくくく異異異異なるがなるがなるがなるが、、、、ランランランランドドドドススススケケケケーププラニングにーププラニングにーププラニングにーププラニングにつつつついていていていて最最最最低限低限低限低限のののの基基基基準準準準化化化化ををををやろやろやろやろうとしてうとしてうとしてうとしているいるいるいる。。。。地域地域地域地域のののの個性個性個性個性尊尊尊尊重重重重とととと国際的基国際的基国際的基国際的基準準準準化化化化のののの共共共共存存存存であるであるであるである。。。。        北北北北海道海道海道海道のののの富富富富良良良良野市野市野市野市ははははごごごごみをみをみをみを８８８８分分分分別別別別しししし８８８８割割割割資源化資源化資源化資源化しているしているしているしている。。。。地地地地方都方都方都方都市市市市ではではではでは農村農村農村農村がありがありがありがあり、、、、農村農村農村農村にににに資源資源資源資源をををを還元還元還元還元するするするする必要性必要性必要性必要性がありリサイクルはがありリサイクルはがありリサイクルはがありリサイクルは社会社会社会社会のののの中中中中でででで生生生生きたものになっているきたものになっているきたものになっているきたものになっている。。。。地域地域地域地域のののの特性特性特性特性からからからから出出出出発発発発しておりしておりしておりしており、、、、国国国国がががが循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進をいうをいうをいうをいう前前前前からきちからきちからきちからきちんんんんととととややややっているっているっているっている。。。。        都道都道都道都道府府府府県県県県やややや大大大大きいきいきいきい自治体自治体自治体自治体はははは、、、、国国国国のののの環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画ををををそそそそのままのままのままのまま引引引引きききき移移移移しししし同同同同じじじじ指指指指標標標標をををを使使使使ってってってっているいるいるいる。。。。地地地地域域域域をををを４４４４つつつつくらいにくらいにくらいにくらいに分分分分けけけけ国国国国のののの政政政政策策策策をおをおをおをおろろろろしているしているしているしている。。。。このようなこのようなこのようなこのような中中中中でででで、、、、京都京都京都京都大学大学大学大学のののの内内内内藤藤藤藤教教教教授授授授がががが座座座座長長長長でででで「「「「京京京京のアジェンダのアジェンダのアジェンダのアジェンダ２１２１２１２１」」」」はおもしはおもしはおもしはおもしろろろろいいいい。。。。京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書でででで、、、、日日日日本本本本ののののＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２削減削減削減削減率率率率はははは、（、（、（、（６６６６．．．．００００－－－－３３３３．．．．９９９９））））％％％％がががが目標目標目標目標になっているになっているになっているになっている。。。。京都京都京都京都はははは、、、、森森森森林林林林吸収吸収吸収吸収のののの寄与寄与寄与寄与３３３３．．．．９９９９％％％％をををを引引引引かずにかずにかずにかずに１０１０１０１０％％％％削減削減削減削減をををを目標目標目標目標にしているにしているにしているにしている。。。。かかかかつつつつ禁欲禁欲禁欲禁欲的環境的環境的環境的環境政政政政策策策策ではなくではなくではなくではなく観光観光観光観光・・・・ツツツツーリズーリズーリズーリズムとムとムとムと温暖温暖温暖温暖化化化化政政政政策策策策とをとをとをとをつつつつなげてこのなげてこのなげてこのなげてこの目標目標目標目標をををを達達達達成成成成しようとしているしようとしているしようとしているしようとしている。。。。        シンクグローシンクグローシンクグローシンクグローババババリ・アクトローリ・アクトローリ・アクトローリ・アクトローカカカカリはリはリはリは、、、、フランスのフランスのフランスのフランスの哲哲哲哲学学学学者者者者ルネルネルネルネボボボボデデデディィィィスがスがスがスが言言言言いいいい出出出出したしたしたした言言言言葉葉葉葉であるがであるがであるがであるが、、、、単単単単にににに地域地域地域地域でのでのでのでの行動行動行動行動をををを集集集集めるめるめるめるだだだだけではけではけではけでは地球規模地球規模地球規模地球規模になるのではなになるのではなになるのではなになるのではないいいい。。。。彼彼彼彼はははは、、、、地球規模地球規模地球規模地球規模のののの問問問問題題題題のののの解解解解決決決決にはにはにはには、、、、そそそそのののの前前前前提提提提としてとしてとしてとして地域地域地域地域のののの文文文文化的化的化的化的・・・・生生生生態態態態的的的的・・・・社会的社会的社会的社会的なななな合意合意合意合意をををを大大大大前前前前提提提提としてとしてとしてとして認認認認識識識識しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないということであるならないということであるならないということであるならないということである。。。。そそそそしてしてしてして、、、、生生生生態態態態的的的的・・・・文文文文化的化的化的化的・・・・社会社会社会社会的的的的なななな差異差異差異差異ををををココココーデーデーデーディィィィネートすることでネートすることでネートすることでネートすることで初初初初めてめてめてめて地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題はははは解解解解決決決決のののの方向方向方向方向へへへへ向向向向かうかうかうかう。。。。        環境環境環境環境省省省省ののののガガガガイイイイドドドドブックブックブックブック作作作作成成成成ではではではでは、、、、成成成成功功功功するかどうかはするかどうかはするかどうかはするかどうかは分分分分からないがからないがからないがからないが、、、、いいいいろんろんろんろんなななな方方方方法法法法ががががある・ある・ある・ある・地域地域地域地域にはにはにはにはそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ問問問問題題題題のののの発発発発掘掘掘掘のののの仕仕仕仕方方方方があるがあるがあるがある、、、、そそそそのののの問問問問題題題題のののの発発発発掘掘掘掘のののの仕仕仕仕方方方方のののの例例例例としてことしてことしてことしてこういうういうういうういう例例例例があるということをがあるということをがあるということをがあるということを示示示示しているしているしているしている。。。。サクセスストーリーではなくサクセスストーリーではなくサクセスストーリーではなくサクセスストーリーではなく、、、、１１１１つつつつのののの発発発発展展展展ののののプロセスをプロセスをプロセスをプロセスを示示示示しているしているしているしている。。。。北九州北九州北九州北九州のののの事例事例事例事例ももももすすすすばばばばらしいがらしいがらしいがらしいが、、、、すべてのすべてのすべてのすべての自治体自治体自治体自治体がまねをできるがまねをできるがまねをできるがまねをできるということではないということではないということではないということではない。。。。北九州北九州北九州北九州がががが公害汚公害汚公害汚公害汚染染染染のののの中中中中からからからから再生再生再生再生するためにとったプロセスであるするためにとったプロセスであるするためにとったプロセスであるするためにとったプロセスである。。。。またまたまたまた、、、、農村農村農村農村地域地域地域地域ではではではでは農村農村農村農村地域地域地域地域でのでのでのでの全全全全くくくく違違違違うううう方方方方法法法法があることをがあることをがあることをがあることを念念念念頭頭頭頭におきにおきにおきにおき、、、、ガガガガイイイイドドドドブックブックブックブックをををを作作作作成成成成したしたしたした。。。。        循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法：：：：このこのこのこの法法法法のののの考考考考ええええはははは少少少少しししし狭狭狭狭すぎるとすぎるとすぎるとすぎると思思思思うううう。。。。基本法基本法基本法基本法でででで対対対対象象象象としとしとしとしているているているている循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会はははは３３３３ＲＲＲＲをををを推進推進推進推進するするするする社会社会社会社会であるであるであるである。。。。人人人人間間間間がががが作作作作ったったったった人人人人工工工工物物物物ははははややややがてがてがてがて廃物廃物廃物廃物になになになになるがるがるがるが、、、、このこのこのこの人人人人工工工工物物物物のののの寿寿寿寿命命命命をををを延延延延ばばばばしたりしたりしたりしたり、、、、廃物廃物廃物廃物化化化化させないようにしたりさせないようにしたりさせないようにしたりさせないようにしたり、、、、廃物廃物廃物廃物になってもになってもになってもになっても適正適正適正適正なななな処理処理処理処理をするというをするというをするというをするという考考考考ええええ方方方方はこのはこのはこのはこの法法法法のののの中中中中にににに明明明明記記記記されていないされていないされていないされていない。。。。人人人人工工工工物物物物ををををつつつつくることくることくることくることににににつつつついてどういてどういてどういてどう考考考考ええええるかというるかというるかというるかという哲哲哲哲学学学学がががが十十十十分表現分表現分表現分表現されていないされていないされていないされていない。。。。もうもうもうもう１１１１つつつつはははは、、、、人人人人工工工工物物物物とととと自自自自然然然然生生生生態態態態系系系系とのとのとのとの関係関係関係関係でででで、、、、人人人人間間間間・・・・自自自自然然然然関係関係関係関係ににににつつつついていていていて基本的基本的基本的基本的哲哲哲哲学学学学がががが欠如欠如欠如欠如しているしているしているしている。。。。当当当当面面面面はははは３３３３ＲＲＲＲにににに重重重重点点点点をおくことはをおくことはをおくことはをおくことは理理理理解解解解できるができるができるができるが、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの未未未未来来来来ははははそそそそれれれれだだだだけにとどまらないけにとどまらないけにとどまらないけにとどまらない。。。。循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会はははは、、、、製造物製造物製造物製造物のののの過程過程過程過程やややや人人人人工工工工物物物物のののの作作作作成成成成過程過程過程過程もももも含含含含めたトータルのめたトータルのめたトータルのめたトータルの社会設計社会設計社会設計社会設計のののの問問問問題題題題であるであるであるである。。。。基本計画基本計画基本計画基本計画にこのこのことをにこのこのことをにこのこのことをにこのこのことを明明明明確確確確にににに書書書書くことをおくことをおくことをおくことをお願願願願いしているいしているいしているいしている。。。。書書書書いていていていてほほほほしいいましいいましいいましいいま１１１１つつつつはははは産業産業産業産業共生共生共生共生であるであるであるである。。。。あるあるあるある会議会議会議会議でデンでデンでデンでデンママママークからこられたークからこられたークからこられたークからこられた方方方方がががが、、、、インダストリアルシンインダストリアルシンインダストリアルシンインダストリアルシンババババイイイイオシスというオシスというオシスというオシスという言言言言葉葉葉葉ををををつつつつかったかったかったかった。。。。廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの産業産業産業産業間間間間利用利用利用利用であるであるであるである。。。。このこのこのこの産業連産業連産業連産業連鎖鎖鎖鎖のののの考考考考ええええ方方方方ではではではでは、、、、入入入入りりりり口口口口とととと出出出出口口口口がががが合合合合わなけれわなけれわなけれわなければばばばならないからならないからならないからならないから、、、、適正適正適正適正サイズがあるサイズがあるサイズがあるサイズがある。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、隣隣隣隣同士同士同士同士にににに存存存存在在在在しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないからならないからならないからならないから、、、、純純純純化化化化されたされたされたされた産業産業産業産業ではなくではなくではなくではなく複複複複合化合化合化合化されたされたされたされた産業産業産業産業になるになるになるになる。。。。こういこういこういこういうううう形形形形はははは、、、、日日日日本本本本ではではではでは大大大大都都都都市市市市ではなくではなくではなくではなく中小都中小都中小都中小都市市市市やややや中中中中山山山山間間間間地域地域地域地域でででで可能可能可能可能なななな原原原原理理理理ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うううう。。。。大大大大都都都都市市市市ではではではでは既既既既にににに機機機機能分化能分化能分化能分化がががが進進進進みみみみ、、、、今今今今のサイズをのサイズをのサイズをのサイズを合合合合わせるようなわせるようなわせるようなわせるような適正適正適正適正産業規模産業規模産業規模産業規模論論論論がががが成立成立成立成立すすすするためにはトータリテるためにはトータリテるためにはトータリテるためにはトータリティィィィをををを失失失失っておりっておりっておりっており、、、、地地地地方都方都方都方都市市市市にににに期待期待期待期待できるとできるとできるとできると考考考考ええええるるるる。。。。このようなここのようなここのようなここのようなことをとをとをとを進進進進めていけめていけめていけめていけばばばば、、、、自自自自然然然然のものものものもつつつつ恵恵恵恵みをみをみをみを前前前前提提提提としながらとしながらとしながらとしながら産業社会産業社会産業社会産業社会がががが設計設計設計設計できるできるできるできる。。。。そそそそこまでこまでこまでこまで循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを構想構想構想構想していたしていたしていたしていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。    
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        パネルパネルパネルパネル討議討議討議討議    ①①①①問問問問題提題提題提題提起起起起（（（（武武武武内教内教内教内教授授授授））））：：：：    豊豊豊豊かさはかさはかさはかさは所得所得所得所得だだだだけではかれるかけではかれるかけではかれるかけではかれるか    ＊＊＊＊補補補補足説足説足説足説明明明明・・・・武武武武内教内教内教内教授授授授        日日日日本本本本のののの自治体自治体自治体自治体のののの問問問問題題題題とととと同同同同時時時時にグローにグローにグローにグローババババルにルにルにルに、、、、特特特特にアジアをにアジアをにアジアをにアジアを中心中心中心中心としたとしたとしたとした開発開発開発開発途上途上途上途上国国国国、、、、貧貧貧貧困困困困地地地地帯帯帯帯ではどのようにではどのようにではどのようにではどのように考考考考ええええ協力協力協力協力をしていくのかというをしていくのかというをしていくのかというをしていくのかという大大大大事事事事なななな課題課題課題課題があるがあるがあるがある。。。。        東京東京東京東京大学大学大学大学がががが１１１１１１１１月月月月にシンにシンにシンにシンガガガガポポポポールでフォーラムをールでフォーラムをールでフォーラムをールでフォーラムを開催開催開催開催したしたしたした時時時時、、、、ケケケケンブリッジンブリッジンブリッジンブリッジ大学大学大学大学のアのアのアのアママママルテルテルテルティィィィア・センア・センア・センア・セン教教教教授授授授（（（（ノノノノーーーーベベベベルルルル経済学経済学経済学経済学賞受賞賞受賞賞受賞賞受賞者者者者））））がががが講演講演講演講演をされたをされたをされたをされた。。。。教教教教授授授授はははは、「、「、「、「これまこれまこれまこれまでのようなでのようなでのようなでのような貧貧貧貧困困困困をはかるをはかるをはかるをはかる物物物物差差差差しがしがしがしが単純単純単純単純ではではではではだだだだめであるめであるめであるめである。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、所得所得所得所得だだだだけでけでけでけで貧貧貧貧困困困困をはかをはかをはかをはかるとるとるとると、、、、所得所得所得所得をををを改改改改善善善善させるアプローさせるアプローさせるアプローさせるアプローチチチチがすべてになるがすべてになるがすべてになるがすべてになる。。。。そそそそうではなくうではなくうではなくうではなく、、、、人人人人々々々々のののの豊豊豊豊かさをはかさをはかさをはかさをはかるかるかるかる尺尺尺尺度度度度はさまはさまはさまはさまざざざざまにありまにありまにありまにあり、、、、自自自自然然然然とともにとともにとともにとともに生生生生きることきることきることきること、、、、おおおお金金金金がなくともがなくともがなくともがなくとも豊豊豊豊かであることかであることかであることかであること、、、、将将将将来来来来にににに希望希望希望希望があることがセットでがあることがセットでがあることがセットでがあることがセットで評価評価評価評価されなけれされなけれされなけれされなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。ややややややややもするともするともするともすると、、、、貧貧貧貧困困困困国国国国だだだだとまずおとまずおとまずおとまずお金金金金のののの問問問問題題題題、、、、後後後後でででで環境環境環境環境のののの問問問問題題題題になるがになるがになるがになるが、、、、同同同同時追時追時追時追及及及及すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。だだだだからからからから、、、、どどどどんんんんなななな国国国国のののの人人人人々々々々もももも豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを追求追求追求追求するするするする権権権権利利利利、、、、自自自自然然然然とともにとともにとともにとともに生生生生きるきるきるきる権権権権利利利利、、、、そそそそしてしてしてして人人人人間間間間らしいらしいらしいらしい生生生生活活活活ををををするするするする権権権権利利利利があるとこがあるとこがあるとこがあるところろろろからからからから物物物物をををを発想発想発想発想していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばならないならないならないならない」」」」とととと述述述述べられたべられたべられたべられた。。。。地域的地域的地域的地域的なななな個性個性個性個性とトータルなとトータルなとトータルなとトータルな地球環境地球環境地球環境地球環境のののの問問問問題題題題とのとのとのとの間間間間のののの関連関連関連関連性性性性においてもこのようなにおいてもこのようなにおいてもこのようなにおいてもこのような議議議議論論論論がががが必要必要必要必要でででであるあるあるある。。。。        ＊＊＊＊コメコメコメコメント・ント・ント・ント・坂坂坂坂本本本本        最最最最近近近近、、、、和和和和歌歌歌歌山県山県山県山県知事知事知事知事はははは、「、「、「、「自自自自然然然然のののの豊豊豊豊かさかさかさかさ、、、、おおおお金金金金でででで計計計計れないれないれないれない豊豊豊豊かさをトータルのかさをトータルのかさをトータルのかさをトータルの豊豊豊豊かさかさかさかさのののの中中中中にいれるべきではないかにいれるべきではないかにいれるべきではないかにいれるべきではないか」」」」とととと発言発言発言発言しているしているしているしている。。。。武武武武内教内教内教内教授授授授がががが紹介紹介紹介紹介されたセンされたセンされたセンされたセン教教教教授授授授とととと同同同同じじじじ視点視点視点視点にににに立立立立っているっているっているっている。。。。しかししかししかししかし、、、、知事知事知事知事のこののこののこののこの考考考考ええええにににに、、、、県民県民県民県民・・・・市民市民市民市民ががががつつつついていけるのいていけるのいていけるのいていけるのだろだろだろだろうかうかうかうかとのとのとのとの懸懸懸懸念念念念をををを感感感感じじじじているているているている。。。。        ＊＊＊＊再再再再コメコメコメコメント・ント・ント・ント・武武武武内教内教内教内教授授授授        人人人人々々々々がががが何何何何をををを豊豊豊豊かとかとかとかと考考考考ええええるかはるかはるかはるかは非常非常非常非常にににに難難難難しいことであるしいことであるしいことであるしいことである。。。。途上途上途上途上国国国国ではではではでは、、、、都都都都市市市市でででで生生生生活活活活してしてしてしているいるいるいる人人人人はははは明明明明らかにらかにらかにらかに農村農村農村農村でででで生生生生活活活活しているしているしているしている人人人人よりよりよりより所得所得所得所得がががが高高高高いにもかかわらずいにもかかわらずいにもかかわらずいにもかかわらず不満不満不満不満度度度度がががが高高高高いいいい。。。。そそそそのののの観点観点観点観点からいからいからいからいえばえばえばえば、、、、いかにいかにいかにいかに今今今今のののの経済経済経済経済状状状状態態態態のののの中中中中でででで自分自分自分自分がががが豊豊豊豊かであることをかであることをかであることをかであることを実実実実感感感感できるできるできるできる意意意意識識識識のののの構構構構造造造造をうまくをうまくをうまくをうまく作作作作りりりり上上上上げていくことができるかがげていくことができるかがげていくことができるかがげていくことができるかが最最最最大大大大のかぎではないかとのかぎではないかとのかぎではないかとのかぎではないかと思思思思うううう。。。。        和和和和歌歌歌歌山県山県山県山県のののの例例例例でででで緑緑緑緑のののの雇雇雇雇用対策用対策用対策用対策にににに注注注注目目目目しているしているしているしている。。。。ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２吸収吸収吸収吸収源源源源としてとしてとしてとして森森森森林林林林をををを活活活活性性性性化化化化させさせさせさせるためるためるためるため、、、、これをこれをこれをこれを担担担担うううう人人人人ををををそそそそういうものとういうものとういうものとういうものと結結結結びびびびつつつつけていくことによりけていくことによりけていくことによりけていくことにより、、、、そそそそこでこでこでこで雇雇雇雇用用用用されるされるされるされる人人人人がまたがまたがまたがまた新新新新たなたなたなたな農村農村農村農村でのでのでのでの豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを獲得獲得獲得獲得していくことはありうるしていくことはありうるしていくことはありうるしていくことはありうる考考考考ええええ方方方方でなないかとでなないかとでなないかとでなないかと思思思思うううう。。。。        （（（（２２２２））））持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性とととと循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会（（（（京都京都京都京都大学大学大学大学大学大学大学大学院院院院植植植植田教田教田教田教授授授授））））        「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会」」」」というというというという議議議議論論論論はははは、、、、用用用用語語語語としてとしてとしてとして１９１９１９１９８８８８００００年年年年のののの国際自国際自国際自国際自然然然然保護保護保護保護連合連合連合連合がががが    WorlWorlWorlWorldddd    ConservationConservationConservationConservation    StrategyStrategyStrategyStrategy    のののの中中中中でででで用用用用いいいい、、、、１９１９１９１９８８８８７７７７年年年年にブルントラントにブルントラントにブルントラントにブルントラント委員委員委員委員会会会会がががが持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発発発発展展展展というというというという問問問問題提題提題提題提起起起起をしているをしているをしているをしている。。。。生生生生態態態態系系系系ややややエエエエココココロジーのロジーのロジーのロジーの持続持続持続持続性性性性をををを問問問問うことがうことがうことがうことが１１１１つつつつのののの大大大大きいきいきいきい流流流流れでありれでありれでありれであり、、、、同同同同時時時時にににに持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発発発発展展展展はデはデはデはデベベベベロップロップロップロップメメメメントントントント（（（（開発開発開発開発））））のありのありのありのあり方方方方をををを見見見見直直直直すすすすのがもうのがもうのがもうのがもう１１１１つつつつのののの大大大大きいきいきいきい流流流流れであるれであるれであるれである。。。。これはこれはこれはこれは、、、、例例例例えばえばえばえば経済的経済的経済的経済的なななな意意意意味味味味でのでのでのでの所得所得所得所得をををを向向向向上上上上させるさせるさせるさせることをことをことをことを目標目標目標目標にデにデにデにデベベベベロップロップロップロップメメメメントをントをントをントを考考考考ええええてきたがてきたがてきたがてきたが、、、、そそそそれでいいのかというれでいいのかというれでいいのかというれでいいのかという問問問問題題題題はははは環境環境環境環境問問問問題題題題だだだだけではなくいけではなくいけではなくいけではなくいろろろろいいいいろろろろのののの側面側面側面側面からからからから議議議議論論論論されるされるされるされる。。。。        有力有力有力有力なななな流流流流れとしてれとしてれとしてれとして、、、、最最最最もももも貧貧貧貧困困困困なななな層層層層ののののベベベベイシック・イシック・イシック・イシック・ヒヒヒヒュュュューーーーママママンニーズがンニーズがンニーズがンニーズが実現実現実現実現されないされないされないされない開開開開発発発発ははははだだだだめめめめだだだだというというというという議議議議論論論論があるがあるがあるがある。。。。これはこれはこれはこれは、、、、開発開発開発開発のありのありのありのあり方方方方がががが環境的環境的環境的環境的だだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、経済的経済的経済的経済的・・・・社会的社会的社会的社会的なななな意意意意味味味味でのでのでのでの問問問問題題題題があるということであるがあるということであるがあるということであるがあるということである。。。。そそそそのののの中中中中のかなりのかなりのかなりのかなり重要重要重要重要なななな点点点点はははは、、、、貧貧貧貧困困困困のたのたのたのた
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めにめにめにめに生生生生態態態態系系系系をををを壊壊壊壊ししししそそそそれがまたれがまたれがまたれがまた貧貧貧貧困困困困のののの原因原因原因原因になるというになるというになるというになるという悪循環構悪循環構悪循環構悪循環構造造造造がありがありがありがあり、、、、２２２２つつつつのののの間間間間にににに問問問問題構題構題構題構造造造造があることもがあることもがあることもがあることも大大大大事事事事なななな点点点点であるであるであるである。。。。        このようにこのようにこのようにこのように持続可能持続可能持続可能持続可能はははは発発発発展展展展はははは、、、、環境的持続可能環境的持続可能環境的持続可能環境的持続可能性性性性・・・・経済的持続可能経済的持続可能経済的持続可能経済的持続可能性性性性・・・・社会的持続可社会的持続可社会的持続可社会的持続可能能能能性性性性のののの３３３３つつつつのののの持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性があるがあるがあるがある。。。。多多多多元元元元的的的的文文文文化化化化のののの側面側面側面側面をもをもをもをもつつつつ持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性のののの問問問問題題題題もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、一一一一応応応応このこのこのこの３３３３つつつつのののの持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性でででで把握把握把握把握しておくしておくしておくしておく。。。。        大大大大事事事事なななな点点点点はははは、、、、経済経済経済経済とととと環境環境環境環境のかかわりであるのかかわりであるのかかわりであるのかかわりである。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性にににに着着着着目目目目したしたしたした場場場場合合合合、、、、環境環境環境環境状状状状態態態態ををををかなりかなりかなりかなり根根根根本本本本からかからかからかからかええええるのはるのはるのはるのは経済活動経済活動経済活動経済活動であるであるであるである。。。。経済経済経済経済のののの活動活動活動活動がながながながなぜぜぜぜ環境環境環境環境をををを壊壊壊壊すのかをすのかをすのかをすのかを理理理理解解解解すすすするるるる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。このこのこのこの全全全全面面面面的議的議的議的議論論論論とととと解解解解決決決決策策策策をををを根根根根本的本的本的本的にににに議議議議論論論論するのはするのはするのはするのは容容容容易易易易ではないがではないがではないがではないが、、、、問問問問題題題題だだだだけをけをけをけを提示提示提示提示するするするする。。。。        グローグローグローグローババババリゼーションリゼーションリゼーションリゼーション：：：：世界的世界的世界的世界的なななな生生生生産産産産のののの再配再配再配再配置置置置・・・・再再再再編編編編成成成成でありでありでありであり、、、、地域経済地域経済地域経済地域経済ににににそそそそしてしてしてして国国国国民経済民経済民経済民経済にににに大大大大きいきいきいきい影響影響影響影響をををを与与与与ええええるるるる。。。。今今今今のののの経済経済経済経済状況状況状況状況はははは、、、、世界経済世界経済世界経済世界経済・・・・国民経済国民経済国民経済国民経済・・・・地域経済地域経済地域経済地域経済がががが相互相互相互相互にににに関係関係関係関係をををを持持持持ちながらダイナミックにちながらダイナミックにちながらダイナミックにちながらダイナミックに動動動動いているいているいているいている。。。。３３３３層層層層ののののレベレベレベレベルのルのルのルの問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。９０９０９０９０年年年年代代代代はははは通通通通貨危貨危貨危貨危機機機機のののの時代時代時代時代でありでありでありでありそそそそれれれれもももも考考考考ええええなけれなけれなけれなければばばばならないならないならないならない。。。。日日日日本本本本ののののレベレベレベレベルではルではルではルでは、、、、国民経済国民経済国民経済国民経済のののの問問問問題題題題がありがありがありがあり地域地域地域地域でのでのでのでの持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会づくりのづくりのづくりのづくりの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが大大大大変重要変重要変重要変重要であるであるであるである。。。。世界経済世界経済世界経済世界経済のののの動動動動きはきはきはきは、、、、何何何何もももも日日日日本本本本政政政政府府府府をををを通通通通じじじじてててて地域地域地域地域にににに影響影響影響影響をををを与与与与ええええているわけではなくているわけではなくているわけではなくているわけではなく、、、、ダイダイダイダイレレレレクトにクトにクトにクトに直直直直接接接接影響影響影響影響をををを与与与与ええええるるるる。。。。各地域各地域各地域各地域がががが産業産業産業産業政政政政策策策策もももも国国国国任任任任せにせずせにせずせにせずせにせず自分自分自分自分のののの地域地域地域地域のののの問問問問題題題題としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組むことむことむことむことがががが大大大大事事事事でありでありでありであり、、、、そそそそれがれがれがれが環境環境環境環境・・・・経済経済経済経済・・・・社会的社会的社会的社会的なななな３３３３つつつつのののの次次次次元元元元でのでのでのでの持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域社会地域社会地域社会地域社会のののの形成形成形成形成にににに重要重要重要重要なななな問問問問題題題題であるであるであるである。。。。        企業経企業経企業経企業経営営営営：：：：取取取取巻巻巻巻くくくく状況状況状況状況にあるにあるにあるにある種種種種のパラダイムののパラダイムののパラダイムののパラダイムの転換転換転換転換があるがあるがあるがある。。。。言言言言葉葉葉葉としてはとしてはとしてはとしては例例例例えばえばえばえば共生共生共生共生。。。。人人人人間間間間とととと自自自自然然然然とのかかわりをとのかかわりをとのかかわりをとのかかわりを考考考考ええええるるるる際際際際のののの一一一一種種種種のののの哲哲哲哲学学学学のののの転換転換転換転換であるであるであるである。。。。もっともっともっともっと進進進進んんんんでいくとでいくとでいくとでいくと、、、、エエエエココココロジロジロジロジカカカカルデルデルデルデモモモモクラシーということまでクラシーということまでクラシーということまでクラシーということまで言言言言うううう。（。（。（。（植植植植田教田教田教田教授授授授はははは））））京都京都京都京都大学地球大学地球大学地球大学地球益益益益学学学学廊廊廊廊もももも兼兼兼兼務務務務しておりしておりしておりしており地球地球地球地球益益益益経済経済経済経済をををを担当担当担当担当しているのでしているのでしているのでしているので、、、、企業企業企業企業益益益益をををを超超超超ええええたたたた地球地球地球地球益益益益をををを大大大大事事事事だだだだとととと考考考考ええええてててているいるいるいる。。。。        経済学経済学経済学経済学におけるにおけるにおけるにおける自自自自然然然然資本資本資本資本主義主義主義主義のののの考考考考ええええ方方方方：：：：かなりでてきていてかなりでてきていてかなりでてきていてかなりでてきていて、、、、大大大大きくきくきくきく言言言言ってってってって２２２２つつつつのののの流流流流れがあるれがあるれがあるれがある。。。。１１１１つつつつはははは宇沢宇沢宇沢宇沢先先先先生生生生のののの言言言言われるわれるわれるわれる、、、、自自自自然然然然資本資本資本資本・・・・社会資本社会資本社会資本社会資本・・・・制制制制度資本度資本度資本度資本のののの３３３３つつつつのののの資本資本資本資本でででで分分分分けるけるけるけるケケケケースであるースであるースであるースである。。。。これにこれにこれにこれに対対対対しししし、、、、世界世界世界世界銀銀銀銀行等行等行等行等がががが最最最最近近近近ややややっているのはフローをっているのはフローをっているのはフローをっているのはフローを生生生生みみみみ出出出出すすすす資本資本資本資本ストックというストックというストックというストックという意意意意味味味味合合合合いでいでいでいで自自自自然然然然資本資本資本資本をををを使使使使っているっているっているっている。。。。自自自自然然然然はあるはあるはあるはある種種種種のストックでありのストックでありのストックでありのストックであり、、、、そそそそれがれがれがれが何何何何らかのらかのらかのらかの意意意意味味味味でフロー・でフロー・でフロー・でフロー・一一一一種種種種のサーのサーのサーのサービビビビスをスをスをスを生生生生みみみみ出出出出しているとしているとしているとしていると理理理理解解解解しようとしていしようとしていしようとしていしようとしているるるる。。。。昔昔昔昔のののの社会資本社会資本社会資本社会資本、、、、現現現現在在在在のののの人人人人工工工工資本資本資本資本とととと対対対対峙峙峙峙するするするする自自自自然然然然資本資本資本資本ということであるということであるということであるということである。。。。        世界世界世界世界銀銀銀銀行行行行のののの試算試算試算試算：：：：４４４４つつつつのののの資本資本資本資本がでてくるがでてくるがでてくるがでてくる；；；；人人人人工工工工資本資本資本資本、、、、自自自自然然然然資本資本資本資本、、、、人的資本人的資本人的資本人的資本とロとロとロとロババババート・ート・ート・ート・パトナムのパトナムのパトナムのパトナムの言言言言ううううソソソソシアルシアルシアルシアルキキキキャャャャピピピピタルタルタルタル（（（（市民的市民的市民的市民的伝統伝統伝統伝統））））であるであるであるである。。。。ソソソソシアルシアルシアルシアルキキキキャャャャピピピピタルはタルはタルはタルは、、、、最最最最近近近近のののの地域開発地域開発地域開発地域開発やややや途上途上途上途上国開発国開発国開発国開発のののの分野分野分野分野ではではではでは注注注注目目目目されているされているされているされている概概概概念念念念でででで、、、、人人人人々々々々のののの間間間間にあるネットワにあるネットワにあるネットワにあるネットワーク・ーク・ーク・ーク・関係等関係等関係等関係等がががが大大大大変重要変重要変重要変重要なものとなものとなものとなものと位位位位置置置置づけているづけているづけているづけている。。。。        企業経企業経企業経企業経営営営営のののの中中中中でででで環境環境環境環境問問問問題題題題のののの位位位位置置置置づけづけづけづけ：：：：大大大大きいパラダイムきいパラダイムきいパラダイムきいパラダイム転換転換転換転換のののの中中中中でででで積極的積極的積極的積極的にににに位位位位置置置置づけづけづけづけなけなけなけなけれれれればばばばならないしならないしならないしならないし、、、、経経経経営営営営のののの根幹根幹根幹根幹にすにすにすにすええええるべきるべきるべきるべき問問問問題題題題であるであるであるである。。。。環境経環境経環境経環境経営営営営にににに取取取取りりりり組組組組むことがむことがむことがむことが競争競争競争競争力力力力のプラスになるのプラスになるのプラスになるのプラスになる可能可能可能可能性性性性もももも現実現実現実現実のものになってきているのものになってきているのものになってきているのものになってきている。。。。環境環境環境環境問問問問題題題題解解解解決決決決のののの推進推進推進推進シスシスシスシステムもテムもテムもテムも、、、、従来従来従来従来のののの行行行行政政政政がががが介介介介入入入入してしてしてして汚汚汚汚染者染者染者染者をををを制制制制御御御御するするするする枠枠枠枠組組組組みからみからみからみから、、、、パートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップ型型型型のののの解解解解決決決決システムにシステムにシステムにシステムに変変変変わってきているわってきているわってきているわってきている。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる環境環境環境環境ガガガガババババナンスでありナンスでありナンスでありナンスであり、、、、予防予防予防予防原原原原則則則則をををを貫貫貫貫きながきながきながきながらららら事後事後事後事後責責責責任任任任をををを明明明明確確確確にするというにするというにするというにするという形形形形でででで一一一一種種種種のののの責責責責任任任任ルールにもルールにもルールにもルールにも大大大大きいきいきいきい転換転換転換転換があるがあるがあるがある。。。。        従来従来従来従来、、、、わがわがわがわが国国国国ではではではでは政政政政府府府府固定資本係固定資本係固定資本係固定資本係数数数数がががが非常非常非常非常にににに高高高高いがいがいがいが、、、、そそそそのののの効効効効果果果果がががが小小小小さいのではないかさいのではないかさいのではないかさいのではないかということがということがということがということが明明明明らかにされてきておりらかにされてきておりらかにされてきておりらかにされてきており、、、、人人人人工工工工資本資本資本資本がががが評価評価評価評価されされされされたたたた時代時代時代時代からからからからソソソソシアルシアルシアルシアルキキキキャャャャピピピピタルタルタルタルややややヒヒヒヒュュュューーーーママママンンンンキキキキャャャャピピピピタルがタルがタルがタルが評価評価評価評価されるされるされるされる時代時代時代時代にににに変変変変わらなけれわらなけれわらなけれわらなければばばばならないならないならないならない。。。。しかししかししかししかし、、、、ここここのののの評価方評価方評価方評価方法法法法もはっきりしていないのももはっきりしていないのももはっきりしていないのももはっきりしていないのも現実現実現実現実であるであるであるである。。。。        自自自自然然然然資本資本資本資本主義主義主義主義はははは、、、、人人人人工工工工資本資本資本資本とのとのとのとの関係関係関係関係ででてきたででてきたででてきたででてきた。。。。従来従来従来従来のののの経済開発経済開発経済開発経済開発はははは人人人人工工工工資本資本資本資本をををを蓄蓄蓄蓄積積積積ささささ
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せることでせることでせることでせることで開発開発開発開発をををを進進進進めてきたがめてきたがめてきたがめてきたが、、、、そそそそのののの過程過程過程過程でででで自自自自然然然然資本資本資本資本をををを劣劣劣劣化化化化させているのではないかさせているのではないかさせているのではないかさせているのではないか、、、、そそそそのことがのことがのことがのことが自自自自然然然然自体自体自体自体をををを壊壊壊壊すことがあるのではないかすことがあるのではないかすことがあるのではないかすことがあるのではないか。。。。このようなこのようなこのようなこのような考考考考ええええのののの中中中中でででで人人人人工工工工資本資本資本資本ととととはははは独独独独自自自自にににに自自自自然然然然資本資本資本資本をををを位位位位置置置置づけづけづけづけ、、、、人人人人工工工工資本資本資本資本のののの蓄蓄蓄蓄積積積積でででで発発発発展展展展しているというしているというしているというしているという考考考考ええええはははは間間間間違違違違いではいではいではいではないかということをないかということをないかということをないかということを明明明明確確確確にににに解解解解明明明明しようとするのがしようとするのがしようとするのがしようとするのが元元元元もともともともとのののの狙狙狙狙いであるいであるいであるいである。。。。        自自自自然然然然資本資本資本資本ににににつつつついていていていて２２２２つつつつのののの意見意見意見意見があるがあるがあるがある。。。。１１１１つつつつはははは弱弱弱弱いいいい持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性・・・・人人人人工工工工資本資本資本資本とととと自自自自然然然然資本資本資本資本をををを合合合合わせてトータルでわせてトータルでわせてトータルでわせてトータルで評価評価評価評価するするするする方方方方法法法法、、、、もうもうもうもう１１１１つつつつはははは強強強強いいいい持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性・トータルも・トータルも・トータルも・トータルも大大大大事事事事だだだだがががが、、、、自自自自然然然然資本自体資本自体資本自体資本自体がががが維維維維持持持持されることをされることをされることをされることを強調強調強調強調するするするする考考考考ええええであるであるであるである。。。。自自自自然然然然資本資本資本資本のののの固有固有固有固有のののの性性性性質質質質をををを重重重重視視視視すすすするるるる立立立立場場場場にににに立立立立つつつつとととと、、、、自自自自然然然然資本資本資本資本はははは本本本本当当当当にににに活用活用活用活用されきちされきちされきちされきちんんんんとととと維維維維持持持持されているのかがされているのかがされているのかがされているのかが問問問問題題題題となるとなるとなるとなる。。。。経済学経済学経済学経済学がががが言言言言いいいい出出出出したしたしたした自自自自然然然然資本資本資本資本のののの問問問問題題題題のののの一一一一番番番番重要重要重要重要なななな点点点点はははは、、、、自自自自然然然然資本資本資本資本をををを使使使使ってってってって上上上上げたげたげたげた利利利利益益益益かかかかららららそそそそれをれをれをれを維維維維持持持持するためにするためにするためにするために再再再再投投投投資資資資をしなけれをしなけれをしなけれをしなければばばばならないというならないというならないというならないという議議議議論論論論であるであるであるである。。。。ハハハハートートートートウウウウイッイッイッイックククク等等等等何何何何人人人人かのかのかのかの経済学経済学経済学経済学者者者者がががが理理理理論論論論的的的的にににに導導導導ききききだだだだしたあるしたあるしたあるしたある種種種種のののの原原原原則則則則であるがであるがであるがであるが、、、、これをよりこれをよりこれをよりこれをより具具具具体的体的体的体的にルールにルールにルールにルール化化化化するようにするようにするようにするように考考考考ええええるのはるのはるのはるのは大大大大変重要変重要変重要変重要なテーなテーなテーなテーママママになっているとになっているとになっているとになっていると考考考考ええええるるるる。。。。        循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へのへのへのへの現実現実現実現実のののの動動動動きききき：：：：２０００２０００２０００２０００年年年年５５５５月月月月にににに循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法がががが成立成立成立成立しししし、、、、個個個個別別別別リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法もももも整備整備整備整備されされされされ、、、、大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄社会社会社会社会からからからから循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へのパラダイムシフトのへのパラダイムシフトのへのパラダイムシフトのへのパラダイムシフトの転転転転換換換換のののの問問問問題題題題はははは共通認共通認共通認共通認識化識化識化識化しているしているしているしている。。。。しかししかししかししかし、、、、そそそそのことをもってのことをもってのことをもってのことをもって循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成がががが大大大大変変変変うまうまうまうまくくくく進進進進んんんんでいるかというとでいるかというとでいるかというとでいるかというとやややややややや誤誤誤誤解解解解があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へのへのへのへの転換転換転換転換のののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは確確確確かかかかにににに動動動動ききききだだだだしているがしているがしているがしているが、、、、新新新新しいしいしいしい課題課題課題課題もでてきているもでてきているもでてきているもでてきている。。。。だだだだれがどのようにれがどのようにれがどのようにれがどのように推進推進推進推進するのかするのかするのかするのか、、、、だだだだれがれがれがれが担担担担うのかはうのかはうのかはうのかは重要重要重要重要なななな問問問問題題題題であるであるであるである。。。。行行行行政政政政だだだだけでけでけでけで出出出出きるわけがないきるわけがないきるわけがないきるわけがない。。。。拡大拡大拡大拡大生生生生産産産産者者者者責責責責任任任任におにおにおにおけるけるけるける事事事事業業業業者者者者のののの責責責責任任任任、、、、情情情情報報報報をををを共共共共有有有有しししし市民市民市民市民のののの参加参加参加参加、、、、新新新新しいしいしいしい技術基技術基技術基技術基盤盤盤盤＝＝＝＝プロセスもプロダクトプロセスもプロダクトプロセスもプロダクトプロセスもプロダクトもももも循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へへへへ向向向向けたイけたイけたイけたイノベノベノベノベーションーションーションーション。。。。有有有有機物機物機物機物までまでまでまで踏踏踏踏みみみみ込込込込んんんんでいくとでいくとでいくとでいくと、、、、林林林林業業業業・・・・農農農農業等業等業等業等ははははすべてすべてすべてすべて循環型産業循環型産業循環型産業循環型産業でありでありでありであり、、、、一一一一次次次次産業産業産業産業がかかわるがかかわるがかかわるがかかわる分野分野分野分野はははは循環循環循環循環にににに重要重要重要重要なななな役役役役割割割割をををを果果果果たしておりたしておりたしておりたしており、、、、もうもうもうもう一度産業一度産業一度産業一度産業をををを見見見見直直直直すすすす必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。あらためてあらためてあらためてあらためて見見見見過過過過ごごごごしていたものをしていたものをしていたものをしていたものを環境資産環境資産環境資産環境資産としてとしてとしてとして再再再再評価評価評価評価するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    水水水水、、、、空気空気空気空気、、、、森森森森林林林林、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは歴歴歴歴史史史史的的的的建建建建造物造物造物造物：：：：これらはこれらはこれらはこれらは地域地域地域地域のののの資産資産資産資産であるであるであるである。。。。これらのこれらのこれらのこれらの資産資産資産資産をををを維維維維持持持持・・・・保保保保全全全全のためにのためにのためにのために環環環環境資産境資産境資産境資産ママママネジネジネジネジメメメメントのントのントのントの発想発想発想発想がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。        循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進とととと企業経企業経企業経企業経営営営営：：：：いいいいろろろろいいいいろろろろなななな立法立法立法立法ができるができるができるができる中中中中でリサイクルでリサイクルでリサイクルでリサイクル市市市市場場場場ができるができるができるができる。。。。同同同同時時時時にににに消費消費消費消費者者者者ややややユユユユーーーーザザザザーのーのーのーの志志志志向向向向ができるとができるとができるとができると新新新新市市市市場場場場がががが生生生生まれるまれるまれるまれる。。。。民民民民間間間間企業企業企業企業においてもにおいてもにおいてもにおいても自治自治自治自治体体体体においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、グリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入・・・・調調調調達達達達等等等等グリーンなグリーンなグリーンなグリーンな要要要要素素素素がががが加加加加味味味味されておりされておりされておりされており需需需需要要要要がががが確確確確実実実実にににに高高高高まるまるまるまる。。。。需需需需要要要要がががが確確確確実実実実になるとになるとになるとになると投投投投資資資資ががががひひひひききききだだだだされるされるされるされる側面側面側面側面がありがありがありがあり、、、、よいよいよいよい循環循環循環循環がががが働働働働けけけけばばばば技術技術技術技術もももも向向向向上上上上しししし品品品品質質質質もよくなるもよくなるもよくなるもよくなる。。。。普及普及普及普及すれすれすれすればばばば価価価価格格格格もももも下下下下がりがりがりがり市市市市場場場場もももも拡大拡大拡大拡大するするするする可能可能可能可能性性性性があるがあるがあるがある。。。。環境環境環境環境のののの経経経経営営営営のののの内生内生内生内生化化化化がががが世界的世界的世界的世界的ななななレベレベレベレベルでずっとルでずっとルでずっとルでずっと進進進進展展展展しておりしておりしておりしており、、、、ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ・・・・環境環境環境環境管理管理管理管理システム・システム・システム・システム・環境環境環境環境報告報告報告報告書書書書等等等等のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな報告書報告書報告書報告書がががが進進進進んんんんできているできているできているできている。。。。        循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のライフスタイルとのライフスタイルとのライフスタイルとのライフスタイルと企業経企業経企業経企業経営営営営：：：：企業経企業経企業経企業経営営営営のののの変変変変化化化化はあるはあるはあるはある意意意意味味味味でででで企業企業企業企業がががが究極的究極的究極的究極的にににに対対対対象象象象としているライフスタイルのとしているライフスタイルのとしているライフスタイルのとしているライフスタイルの変変変変化化化化をををを伴伴伴伴わないとわないとわないとわないと実際実際実際実際にはにはにはには動動動動かないかないかないかない。。。。卑卑卑卑近近近近なななな例例例例としとしとしとしてててて寝屋寝屋寝屋寝屋川市川市川市川市ととととドドドドイイイイツツツツ・フライブルグ・フライブルグ・フライブルグ・フライブルグ市市市市でおこなったでおこなったでおこなったでおこなったごごごごみのみのみのみの調調調調査結果査結果査結果査結果をををを紹介紹介紹介紹介するするするする。。。。使使使使いいいい捨捨捨捨てててて容容容容器器器器はははは、、、、日日日日本本本本ではプラステではプラステではプラステではプラスティィィィックックックック容容容容器器器器類類類類がががが３５３５３５３５％％％％とととと最最最最もももも多多多多くくくく、、、、フライブルグではフライブルグではフライブルグではフライブルグでは一一一一番番番番すくなくてすくなくてすくなくてすくなくてガガガガラスラスラスラス容容容容器器器器がががが多多多多いいいい。。。。またまたまたまた、、、、フライブルグにはフライブルグにはフライブルグにはフライブルグには計計計計りりりり売売売売りりりりややややデデデデポポポポジットもあるジットもあるジットもあるジットもある。。。。製造製造製造製造時点時点時点時点ではではではでは容容容容器器器器包包包包装装装装はははは必必必必需需需需であるがであるがであるがであるが、、、、日日日日本本本本のののの特特特特徴徴徴徴はははは流流流流通通通通過程過程過程過程でものすでものすでものすでものすごごごごくくくく容容容容器器器器包包包包装装装装ごごごごみみみみががががふえふえふえふえることであるることであるることであるることである。。。。スーパーではスーパーではスーパーではスーパーでは、、、、ププププレレレレパッパッパッパッケケケケージにージにージにージに費費費費用用用用をかけをかけをかけをかけ、、、、販売販売販売販売時時時時にはにはにはには人人人人件件件件費費費費をををを減減減減らしているらしているらしているらしている。。。。そそそそのののの代代代代わりわりわりわりごごごごみはみはみはみは増増増増ええええてててて、、、、トータルトータルトータルトータルココココストはどちらがストはどちらがストはどちらがストはどちらが安安安安いかいかいかいか分分分分からからからからないないないない。。。。消費消費消費消費者者者者のののの好好好好みのみのみのみの問問問問題題題題もあるもあるもあるもある。。。。水水水水俣俣俣俣市市市市ではではではでは面面面面白白白白いいいい試試試試みがありみがありみがありみがあり、、、、行行行行政政政政がががが消費消費消費消費者者者者団体団体団体団体ととととスーパーとスーパーとスーパーとスーパーと協議協議協議協議するするするする場場場場ををををつつつつくっているくっているくっているくっている。。。。        江戸江戸江戸江戸モモモモデルのデルのデルのデルの話話話話ややややライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルの見見見見直直直直しはあるがしはあるがしはあるがしはあるが、、、、日日日日本人本人本人本人はははは手手手手間間間間がかかるかもしれがかかるかもしれがかかるかもしれがかかるかもしれないがないがないがないが時時時時間間間間をかけてをかけてをかけてをかけてごごごごみをみをみをみを減減減減らすようにしなけれらすようにしなけれらすようにしなけれらすようにしなければばばばならないならないならないならない。。。。ドドドドイイイイツツツツがすがすがすがすごごごごいことをいことをいことをいことをやややや
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っているのではなくっているのではなくっているのではなくっているのではなく、、、、昔昔昔昔のままをのままをのままをのままを維維維維持持持持しているしているしているしているだだだだけなのかもしれないけなのかもしれないけなのかもしれないけなのかもしれない。。。。今今今今、、、、都都都都市市市市再生再生再生再生がががが議議議議論論論論になになになになっているがっているがっているがっているが、、、、求求求求められているのはめられているのはめられているのはめられているのは物物物物的的的的所所所所有有有有のののの意意意意味味味味でのでのでのでの豊豊豊豊かさではないのではなかさではないのではなかさではないのではなかさではないのではないかいかいかいか。。。。さまさまさまさまざざざざまにまにまにまに起起起起きているきているきているきている社会社会社会社会問問問問題題題題はははは、、、、むしむしむしむしろろろろ自自自自己己己己存在存在存在存在をををを認認認認めてめてめてめてほほほほしいのでありしいのでありしいのでありしいのであり欲求欲求欲求欲求概概概概念念念念もももも変変変変化化化化しているしているしているしている。。。。もうもうもうもう１１１１つつつつはははは制制制制度的度的度的度的なななな仕仕仕仕組組組組みであるみであるみであるみである。。。。ごごごごみをみをみをみを出出出出すのはすのはすのはすのはココココストであるストであるストであるストであることがはっきりしことがはっきりしことがはっきりしことがはっきりし、、、、減減減減量量量量するするするする方方方方がががが評価評価評価評価されるようにされるようにされるようにされるように基本基本基本基本のののの仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが変変変変われわれわれわればばばば大大大大きいきいきいきい変変変変化化化化があるがあるがあるがある。。。。残残残残念念念念ながらこのながらこのながらこのながらこの仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを日日日日本本本本はもっていないはもっていないはもっていないはもっていない。。。。        共共共共進化進化進化進化システムシステムシステムシステム構築構築構築構築：：：：日日日日本本本本にとってにとってにとってにとって、、、、縦縦縦縦にわれているとこにわれているとこにわれているとこにわれているところろろろをををを横横横横ににににつつつつななななぐぐぐぐことがことがことがことが大大大大事事事事であるであるであるである。。。。スーパーとスーパーとスーパーとスーパーと地域地域地域地域のののの人人人人とととと消費消費消費消費者者者者団体団体団体団体がががが協議協議協議協議するするするする場場場場でででで横横横横ににににつつつつなぎなぎなぎなぎ、、、、もうもうもうもう少少少少しいいしいいしいいしいい方方方方法法法法があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと考考考考ええええるるるる場場場場ををををつつつつくるくるくるくる。。。。共感共感共感共感ととととココココミミミミュュュューニーニーニーニケケケケーションにーションにーションにーションに基基基基づきづきづきづき、、、、持持持持続可能続可能続可能続可能なななな社会社会社会社会をどうをどうをどうをどうつつつつくるかというくるかというくるかというくるかという協議協議協議協議のののの場場場場ををををつつつつくりくりくりくり、、、、そそそそこでこでこでこで共共共共進化進化進化進化(c(c(c(coooo----evolevolevolevoluuuutionarytionarytionarytionary))))のシステムをのシステムをのシステムをのシステムを構築構築構築構築していくことがしていくことがしていくことがしていくことが大大大大事事事事であるであるであるである。。。。            パネルパネルパネルパネル討議討議討議討議    ①①①①    問問問問題提題提題提題提起起起起（（（（植植植植田教田教田教田教授授授授））））：：：：    次次次次のスッテプをどのようにのスッテプをどのようにのスッテプをどのようにのスッテプをどのように進進進進めるのかめるのかめるのかめるのか    ＊＊＊＊補補補補足説足説足説足説明明明明・・・・植植植植田教田教田教田教授授授授    各各各各機機機機関関関関がががが、、、、重要重要重要重要なななな点点点点をををを指指指指摘摘摘摘されされされされ、、、、かかかかつつつつ具具具具体的体的体的体的なななな実実実実践例践例践例践例がでてきておりがでてきておりがでてきておりがでてきており高高高高くくくく評価評価評価評価するするするする。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づくりのづくりのづくりのづくりの基基基基盤盤盤盤であるであるであるである環境環境環境環境教育教育教育教育とととと環境環境環境環境教育教育教育教育推進法推進法推進法推進法；；；；啓啓啓啓発発発発拠拠拠拠点点点点としてとしてとしてとしてのののの板橋区板橋区板橋区板橋区のエのエのエのエコポコポコポコポリスゼンターリスゼンターリスゼンターリスゼンター；；；；実際実際実際実際のののの持続可持続可持続可持続可能能能能なななな地域地域地域地域づくりとづくりとづくりとづくりとそそそそのためののためののためののためのガガガガイイイイドドドドブッブッブッブックククク作作作作成成成成；；；；ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを支支支支ええええるるるる技術技術技術技術のののの側面側面側面側面等等等等。。。。    報告報告報告報告はははは全部全部全部全部うまくいくうまくいくうまくいくうまくいく話話話話ばばばばかりであるかりであるかりであるかりである。。。。しかししかししかししかし、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会づくりがづくりがづくりがづくりが全部全部全部全部うまくうまくうまくうまくいっているとはいっているとはいっているとはいっているとは考考考考ええええられないられないられないられない。。。。絵絵絵絵にかいたことがにかいたことがにかいたことがにかいたことがそんそんそんそんなにうまくいっているならなにうまくいっているならなにうまくいっているならなにうまくいっているなら、、、、誰誰誰誰もももも困困困困らないらないらないらない。。。。ぜぜぜぜんんんんぜぜぜぜんんんん効効効効果果果果があがらないがあがらないがあがらないがあがらない、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは行行行行政内部政内部政内部政内部にこにこにこにこんんんんなななな壁壁壁壁があるということがあるということがあるということがあるということをををを言言言言ってってってって議議議議論論論論をしないとをしないとをしないとをしないと次次次次へへへへ進進進進めないめないめないめない。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性やややや循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づくりがづくりがづくりがづくりが議議議議論論論論されされされされ始始始始めめめめ、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが始始始始まっているまっているまっているまっている。。。。そそそそれゆれゆれゆれゆええええ意意意意外外外外とととと簡簡簡簡単単単単でないこともあるのではないでないこともあるのではないでないこともあるのではないでないこともあるのではないかかかか。。。。    今今今今、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会づくりでづくりでづくりでづくりで議議議議論論論論しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけないのはいけないのはいけないのはいけないのは、、、、うまうまうまうまくいっているくいっているくいっているくいっている話話話話ではなくではなくではなくではなく、、、、こうこうこうこう取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだがががが次次次次のステップへどうのステップへどうのステップへどうのステップへどう行行行行くかというくかというくかというくかという課題課題課題課題をををを出出出出しししし合合合合いいいい、、、、どういうどういうどういうどういう取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要かをかをかをかを深深深深めることであるめることであるめることであるめることである。。。。リストラのリストラのリストラのリストラの中中中中でででで本本本本当当当当にににに取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが動動動動いているのかいているのかいているのかいているのか、、、、理理理理想的想的想的想的にいにいにいにいえばえばえばえば、、、、そそそそのののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが雇雇雇雇用用用用ををををふやふやふやふやさないとうまくいかさないとうまくいかさないとうまくいかさないとうまくいかないないないない。。。。環境環境環境環境省省省省のののの「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づくりのためのづくりのためのづくりのためのづくりのためのガガガガイイイイドドドドブックブックブックブック」」」」はよくはよくはよくはよく書書書書けているけているけているけている。。。。ままままちづくりのちづくりのちづくりのちづくりの目標目標目標目標、、、、ミッションミッションミッションミッション、、、、ビビビビジョンをジョンをジョンをジョンを共共共共有有有有しししし、、、、自立自立自立自立するとするとするとすると書書書書かれているかれているかれているかれている。。。。しかししかししかししかし、、、、本本本本当当当当にみにみにみにみんんんんながまちづくりへながまちづくりへながまちづくりへながまちづくりへ向向向向けてミッションをけてミッションをけてミッションをけてミッションを共共共共有有有有するするするする場場場場がどこにあるのかがどこにあるのかがどこにあるのかがどこにあるのか。。。。本本本本当当当当ににににできるのかできるのかできるのかできるのか。。。。政政政政策策策策ではではではでは、、、、環境環境環境環境政政政政策策策策とととと他他他他のののの社会的社会的社会的社会的政政政政策策策策をををを統統統統合合合合するとするとするとすると書書書書かれているがかれているがかれているがかれているが、、、、簡簡簡簡単単単単ではないではないではないではない。。。。できないできないできないできない問問問問題題題題をどうをどうをどうをどう突破突破突破突破するかであるするかであるするかであるするかである。。。。    行行行行政政政政においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、長長長長らくらくらくらく成成成成長長長長時代時代時代時代であったためであったためであったためであったため開発開発開発開発部局部局部局部局がががが環境環境環境環境部局部局部局部局よりよりよりより力力力力がががが強強強強くくくく金金金金ももももあるあるあるある。。。。ごごごごみみみみ問問問問題題題題もももも施設施設施設施設のののの方方方方がたくさがたくさがたくさがたくさんんんん金金金金がががが来来来来るるるる、、、、施設施設施設施設運営運営運営運営はははは大大大大変変変変なのでなのでなのでなので、、、、減減減減量量量量化化化化にはにはにはには金金金金もももも人人人人もすくないもすくないもすくないもすくない。。。。全全全全体的体的体的体的にはにはにはにはそそそそののののババババランスをランスをランスをランスを変変変変ええええていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばならないならないならないならない、、、、ハハハハーーーードドドドよりよりよりよりソソソソフトへのフトへのフトへのフトへの転換転換転換転換であるであるであるである。。。。同同同同時時時時にににに環境環境環境環境とととと交通交通交通交通等等等等もももも統統統統合合合合していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばならないがならないがならないがならないが、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの法法法法律律律律がありがありがありがあり補助金補助金補助金補助金対対対対象象象象もももも別別別別でありでありでありであり簡簡簡簡単単単単ではないではないではないではない。。。。    現現現現場場場場でいでいでいでいろろろろいいいいろやろろやろろやろろやろうとすうとすうとすうとするとるとるとると問問問問題題題題がががが起起起起きるきるきるきる。。。。あきらめずにあきらめずにあきらめずにあきらめずにやろやろやろやろうとするとうとするとうとするとうとすると問問問問題題題題がががが起起起起きるきるきるきる。。。。企業企業企業企業内部内部内部内部、、、、行行行行政内部政内部政内部政内部でもでもでもでも、、、、起起起起きているきているきているきている問問問問題題題題をををを出出出出しししし合合合合ってってってって次次次次のステップをのステップをのステップをのステップを議議議議論論論論しなしなしなしなけれけれけれければばばばならないならないならないならない。。。。        ＊＊＊＊コメコメコメコメント・ント・ント・ント・環境環境環境環境省省省省鷺鷺鷺鷺坂坂坂坂課課課課長長長長    
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地地地地方方方方公公公公共共共共団体団体団体団体のののの環境環境環境環境部局部局部局部局はははは組織組織組織組織のののの中中中中でででで発言力発言力発言力発言力がががが弱弱弱弱いいいい感感感感じじじじをうけているがをうけているがをうけているがをうけているが、、、、最最最最近近近近はははは首首首首長長長長がががが市民市民市民市民とのとのとのとの関係関係関係関係をををを深深深深めたいとのめたいとのめたいとのめたいとの部部部部分分分分がでてきているがでてきているがでてきているがでてきている。。。。本本本本来来来来的的的的にはにはにはには、、、、市民市民市民市民のののの活動活動活動活動でででで随随随随分分分分かかかかええええられるられるられるられる。。。。市民市民市民市民のののの後後後後押押押押しがあれしがあれしがあれしがあればばばば、、、、環境環境環境環境部局部局部局部局もももも種種種種々々々々のののの施策施策施策施策をををを迅速迅速迅速迅速ににににややややっていけるとのっていけるとのっていけるとのっていけるとの印印印印象象象象をうけるをうけるをうけるをうける。。。。        ＊コメコメコメコメント・ント・ント・ント・板橋区板橋区板橋区板橋区山山山山崎崎崎崎エエエエコポコポコポコポリスセンターリスセンターリスセンターリスセンター長長長長        区長区長区長区長はははは熱熱熱熱心心心心でででで率先率先率先率先しているがしているがしているがしているが、、、、予予予予算算算算はははは別別別別であるであるであるである。。。。環境環境環境環境部局部局部局部局はははは人人人人のののの努努努努力力力力、、、、ややややらなけれらなけれらなけれらなければばばばいけないことをいけないことをいけないことをいけないことを一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命ややややることでることでることでることで成成成成りりりり立立立立っているっているっているっている。Ｎ。Ｎ。Ｎ。ＮＰＰＰＰＯＯＯＯのののの方方方方々々々々はははは活動資活動資活動資活動資金金金金がないがないがないがない。。。。奉奉奉奉仕仕仕仕ではではではでは長長長長続続続続きしないきしないきしないきしない。。。。支援支援支援支援するおするおするおするお金金金金のののの出出出出所所所所があれがあれがあれがあればばばばいいがいいがいいがいいが、、、、なかなかないのがなかなかないのがなかなかないのがなかなかないのが実実実実態態態態でででであるあるあるある。Ｎ。Ｎ。Ｎ。ＮＰＰＰＰＯＯＯＯがリサイクルがリサイクルがリサイクルがリサイクル品品品品をををを作作作作ってセンターでってセンターでってセンターでってセンターで売売売売れれれれれれれればばばば一一一一番番番番いいがいいがいいがいいが、、、、役役役役所所所所ではではではでは行行行行政政政政財財財財産産産産使使使使用用用用許許許許可可可可ややややチチチチェックェックェックェック機機機機能等能等能等能等のためのためのためのため簡簡簡簡単単単単でないでないでないでない。。。。        学学学学校校校校教育教育教育教育にににに関関関関してもネットワークしてもネットワークしてもネットワークしてもネットワーク数数数数ががががふえふえふえふえれれれればばばば費費費費用用用用もももも莫莫莫莫大大大大になるになるになるになる。。。。計画的計画的計画的計画的ににににややややらないらないらないらないとととと、、、、学学学学校校校校がががが多多多多いいいい区区区区ではではではでは問問問問題題題題になっているになっているになっているになっている。。。。        受益受益受益受益者者者者負負負負担担担担のののの問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。財財財財政難政難政難政難でででで環境環境環境環境教育教育教育教育はたはたはたはただだだだでいいのかというでいいのかというでいいのかというでいいのかという問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。福福福福祉祉祉祉部門部門部門部門でもでもでもでも受益受益受益受益者者者者負負負負担担担担をををを取取取取りりりり入入入入れてきているのでれてきているのでれてきているのでれてきているので、、、、講講講講師師師師料料料料等等等等はははは受益受益受益受益者者者者負負負負担担担担をををを検討検討検討検討せよとせよとせよとせよと言言言言われているわれているわれているわれている。。。。しかししかししかししかし、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育ははははそそそそれではれではれではれでは人人人人がこなくなるのではないかがこなくなるのではないかがこなくなるのではないかがこなくなるのではないか。。。。今後今後今後今後のののの課題課題課題課題であるであるであるである。。。。        成成成成功功功功事例事例事例事例のののの紹介紹介紹介紹介：：：：ワインのワインのワインのワインの色色色色ガガガガラスラスラスラス容容容容器器器器のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル。。。。行行行行政政政政がががが集集集集めたものをめたものをめたものをめたものを放放放放置置置置してしてしてしておくわけにはおくわけにはおくわけにはおくわけには行行行行かないのでかないのでかないのでかないので、、、、区区区区がががが入入入入ってってってって板橋区板橋区板橋区板橋区ガガガガラスリサイクルラスリサイクルラスリサイクルラスリサイクル開発開発開発開発プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトチチチチーーーームをムをムをムをつつつつくりくりくりくり、、、、積極的積極的積極的積極的にににに計画計画計画計画をををを進進進進めインターロッめインターロッめインターロッめインターロッキキキキングにングにングにングに混混混混ぜぜぜぜてててて使使使使っているっているっているっている。。。。区役区役区役区役所所所所のののの近近近近くのくのくのくの道道道道路路路路：：：：５０００５０００５０００５０００㎡㎡㎡㎡ににににガガガガラスブロックをしいたラスブロックをしいたラスブロックをしいたラスブロックをしいた。。。。地域地域地域地域でででで出出出出るものはるものはるものはるものは地域地域地域地域でででで利用利用利用利用できたできたできたできた良良良良いいいい例例例例であるがであるがであるがであるが、、、、道道道道路路路路舗装舗装舗装舗装分分分分もいれてもいれてもいれてもいれて表表表表層層層層部部部部だだだだけでけでけでけで５５５５億円億円億円億円かかったかかったかかったかかった。。。。再再再再資源化資源化資源化資源化にはにはにはには費費費費用用用用もかかるのがもかかるのがもかかるのがもかかるのが現実現実現実現実であるであるであるである。。。。        ＊＊＊＊コメコメコメコメント・ント・ント・ント・東京東京東京東京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学木木木木俣俣俣俣教教教教授授授授        いいいいろんろんろんろんなななな活動活動活動活動にでているがにでているがにでているがにでているが、、、、行行行行政政政政もももも努努努努力力力力してくしてくしてくしてくだだだださりさりさりさり、、、、講演講演講演講演会等会等会等会等もももも満満満満杯杯杯杯になっているのになっているのになっているのになっているのででででそそそそうううう後後後後ろろろろむき・うまくいっていないということはないむき・うまくいっていないということはないむき・うまくいっていないということはないむき・うまくいっていないということはない。。。。        別別別別のののの視点視点視点視点からからからから意見意見意見意見をををを述述述述べるべるべるべる。。。。植植植植田教田教田教田教授授授授ののののコメコメコメコメントにントにントにントに対対対対してのしてのしてのしての率率率率直直直直なななな意見意見意見意見であるがであるがであるがであるが、（、（、（、（大大大大学学学学のののの教官教官教官教官もももも））））大学大学大学大学のののの人人人人間間間間のののの立立立立場場場場とととと市民市民市民市民のののの立立立立場場場場をををを使使使使いいいい分分分分けてけてけてけて生生生生きていかなけれきていかなけれきていかなけれきていかなければばばばならないならないならないならない。。。。今今今今までのまでのまでのまでの組織組織組織組織のののの形形形形態態態態ではなくではなくではなくではなく、、、、人人人人間間間間関係関係関係関係やややや会社会社会社会社もももも、、、、新新新新しいしいしいしい組織組織組織組織論論論論、、、、違違違違うううう付付付付きききき合合合合いいいい方方方方ををををつつつつくくくくっていかなけれっていかなけれっていかなけれっていかなければばばばならないならないならないならない。。。。    このこのこのこの考考考考ええええのののの上上上上でいうとでいうとでいうとでいうと、、、、東京東京東京東京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学のののの環境環境環境環境教育教育教育教育ににににつつつついてのいてのいてのいての外部評価外部評価外部評価外部評価はははは高高高高いいいい。。。。大学大学大学大学にはにはにはには伝統伝統伝統伝統的的的的なななな運営運営運営運営方針方針方針方針がありがありがありがあり、、、、あるべきあるべきあるべきあるべき理念理念理念理念をををを進進進進めることはめることはめることはめることは必必必必ずしもずしもずしもずしも容容容容易易易易ではないがではないがではないがではないが、、、、環境環境環境環境教教教教育育育育ににににつつつついていていていて率率率率直直直直にににに発言発言発言発言しししし行動行動行動行動することがすることがすることがすることが評価評価評価評価ににににつつつつながっているながっているながっているながっている。。。。小小小小さいさいさいさい組織組織組織組織であるがであるがであるがであるが、、、、文文文文部部部部科学科学科学科学省省省省からからからから依頼依頼依頼依頼されるされるされるされる仕仕仕仕事事事事もたくさもたくさもたくさもたくさんんんんくるしくるしくるしくるし、、、、ユユユユネスネスネスネスココココ／／／／日日日日本本本本がががが主主主主催催催催するアジア・するアジア・するアジア・するアジア・太平太平太平太平洋洋洋洋地域環境地域環境地域環境地域環境セミナーもセミナーもセミナーもセミナーも１９９１９９１９９１９９８８８８年年年年以以以以降降降降ずっとずっとずっとずっと事務局事務局事務局事務局としてとしてとしてとして参参参参画画画画してこのセミナーをしてこのセミナーをしてこのセミナーをしてこのセミナーを引引引引っっっっぱぱぱぱっているっているっているっている。。。。またグローブまたグローブまたグローブまたグローブ日日日日本本本本のののの中央中央中央中央センターもセンターもセンターもセンターも長長長長くくくく続続続続けているけているけているけている。。。。国際国際国際国際教育教育教育教育協力協力協力協力懇談懇談懇談懇談会会会会でででで出出出出たたたた答申答申答申答申ではではではでは、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育もももも重重重重点項点項点項点項目目目目のののの１１１１つつつつにににに挙挙挙挙がっておりがっておりがっておりがっており、、、、このこのこのこの基基基基礎礎礎礎調調調調査査査査研究研究研究研究もももも最最最最近文近文近文近文部部部部科学科学科学科学省省省省からからからから委委委委託託託託をうけているをうけているをうけているをうけている。。。。これらのこれらのこれらのこれらの広範広範広範広範なななな活動活動活動活動をををを、、、、３３３３人人人人のののの専専専専任任任任教官教官教官教官でででで実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。        市民市民市民市民のののの立立立立場場場場でもでもでもでも自治体自治体自治体自治体のののの行行行行政政政政にににに関関関関与与与与しているしているしているしている。。。。学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学のあるのあるのあるのある小金小金小金小金井井井井市市市市でででで、、、、市市市市のののの環境基環境基環境基環境基本本本本条例条例条例条例策定策定策定策定にかかわりにかかわりにかかわりにかかわり、、、、そそそそのののの中中中中でででで市民会議市民会議市民会議市民会議ををををつつつつくってくってくってくって市民市民市民市民にににに発言発言発言発言権権権権をもたせをもたせをもたせをもたせ市市市市長長長長にににに直直直直接意接意接意接意見見見見をををを言言言言うことができるうことができるうことができるうことができる条例条例条例条例ををををつつつつくるくるくるくる答申答申答申答申をををを提提提提出出出出しているしているしているしている。。。。たたたただだだだ、、、、立立立立派派派派なななな答申答申答申答申ををををつつつつくってもくってもくってもくっても、、、、市市市市役役役役所所所所内内内内でのでのでのでの意見調意見調意見調意見調整整整整のためにのためにのためにのために妥妥妥妥協協協協案案案案がががが成成成成りりりり立立立立つつつつのがのがのがのが現実現実現実現実であるであるであるである。。。。        またまたまたまた、、、、学学学学校校校校・・・・社会社会社会社会でででで環境環境環境環境教育教育教育教育をををを進進進進めるためめるためめるためめるため、、、、市民市民市民市民のののの一一一一員員員員としてとしてとしてとしてＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯにににに入入入入りりりり環境学習推環境学習推環境学習推環境学習推
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進法進法進法進法のののの提提提提案案案案にににに関関関関わっているわっているわっているわっている。。。。日日日日本本本本のののの教育教育教育教育現現現現場場場場ではではではでは、、、、システムをシステムをシステムをシステムをつつつつくらないとくらないとくらないとくらないと組織組織組織組織はははは動動動動かなかなかなかないいいい。。。。学習学習学習学習指指指指導導導導要要要要領領領領のののの中中中中にににに環境科環境科環境科環境科がががが入入入入らないらないらないらない限限限限りりりり、、、、学学学学校校校校のののの教教教教員員員員ははははややややらないらないらないらない。。。。これはこれはこれはこれは文文文文部部部部科学科学科学科学省省省省のののの指指指指導導導導でもあるでもあるでもあるでもある。。。。市民市民市民市民、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＰＰＰＯＯＯＯからでたからでたからでたからでた環境学習推進環境学習推進環境学習推進環境学習推進のののの考考考考ええええがががが、、、、与与与与党党党党でもでもでもでも野野野野党党党党でもでもでもでも検討検討検討検討のうのうのうのうええええ取取取取りりりり上上上上げられげられげられげられ議議議議員員員員立法立法立法立法としてとしてとしてとして国会国会国会国会にににに提提提提出出出出されることになるされることになるされることになるされることになる。。。。環境環境環境環境教育教育教育教育をををを進進進進めるためめるためめるためめるため、、、、政政政政策立策立策立策立案者案者案者案者へのアプローへのアプローへのアプローへのアプローチチチチもここまでもここまでもここまでもここまでややややっているっているっているっている。。。。        ②②②②    共共共共進化進化進化進化ココココンセプトンセプトンセプトンセプト    ＊＊＊＊補補補補足説足説足説足説明明明明・・・・植植植植田教田教田教田教授授授授        人人人人がながながながなぜぜぜぜ環境環境環境環境のことをのことをのことをのことを考考考考えだえだえだえだすのかすのかすのかすのか。。。。考考考考ええええることはることはることはることは自分自分自分自分のののの視視視視野野野野がががが広広広広がることでありがることでありがることでありがることでありそそそそのプロセスがのプロセスがのプロセスがのプロセスが大大大大事事事事であるであるであるである。。。。経済学経済学経済学経済学者者者者カカカカップはップはップはップは１９５０１９５０１９５０１９５０年年年年にににに、、、、｢｢｢｢１５０１５０１５０１５０年年年年のののの歴歴歴歴史史史史はははは社会的社会的社会的社会的費費費費用用用用をををを人人人人々々々々がががが認認認認識識識識をををを発発発発展展展展させたさせたさせたさせた歴歴歴歴史史史史であるであるであるである｣｣｣｣とととと述述述述べたのはべたのはべたのはべたのは卓卓卓卓見見見見であるであるであるである。。。。進化進化進化進化システムとしてシステムとしてシステムとしてシステムとしてのこのプロセスがのこのプロセスがのこのプロセスがのこのプロセスが１１１１つつつつであるであるであるである。。。。        共共共共進化進化進化進化はははは、、、、日日日日本社会本社会本社会本社会のののの１１１１つつつつのののの特特特特質質質質であるであるであるである縦縦縦縦社会社会社会社会をををを横横横横ににににつつつつななななぐぐぐぐためのためのためのための相互相互相互相互啓啓啓啓発発発発のプロセのプロセのプロセのプロセスであるスであるスであるスである。。。。事事事事業業業業者者者者とととと住住住住民民民民がががが互互互互いにテーブルにいにテーブルにいにテーブルにいにテーブルにつつつつきききき議議議議論論論論するするするする、、、、解解解解決決決決法法法法をさがすをさがすをさがすをさがす、、、、ママママインインインインドドドドのののの変変変変化化化化がががが相互相互相互相互にににに刺激刺激刺激刺激しししし合合合合ってってってって技術技術技術技術がががが新新新新しくなりしくなりしくなりしくなり、、、、仕仕仕仕組組組組みもみもみもみも開発開発開発開発されるされるされるされる。。。。こういうことがこういうことがこういうことがこういうことが進進進進んんんんでいくプロセスがでいくプロセスがでいくプロセスがでいくプロセスが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。このようなことがこのようなことがこのようなことがこのようなことが少少少少しししし起起起起こりこりこりこりだだだだしているのがしているのがしているのがしているのが今今今今のののの日日日日本本本本のののの段階段階段階段階であるであるであるである。。。。共共共共進化進化進化進化がががが、、、、これにこれにこれにこれにふふふふさわしさわしさわしさわしいいいい言言言言葉葉葉葉ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思ってってってって申申申申しししし上上上上げたげたげたげた。。。。        （（（（３３３３））））環境環境環境環境教育教育教育教育（（（（東京東京東京東京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学木木木木俣俣俣俣教教教教授授授授））））        持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会とはとはとはとは、、、、    ①①①①伝統伝統伝統伝統的的的的智恵智恵智恵智恵とととと科学的科学的科学的科学的知知知知識識識識をををを習習習習得得得得しししし                ②②②②快快快快適適適適なななな生生生生活活活活をををを営営営営めるようにめるようにめるようにめるように    ③③③③過過過過剰剰剰剰なななな欲望欲望欲望欲望をををを自自自自制制制制しししし環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷をををを減少減少減少減少させさせさせさせ    ④④④④環境環境環境環境保保保保全全全全およびおよびおよびおよび環境環境環境環境創造創造創造創造をををを行行行行いいいい    ⑤⑤⑤⑤自自自自然然然然とととと文文文文化化化化遺遺遺遺産産産産をををを次次次次世世世世代代代代へとへとへとへと継継継継承承承承しししし            ⑥⑥⑥⑥地域地域地域地域およびおよびおよびおよび地球地球地球地球生生生生態態態態系系系系においてにおいてにおいてにおいて    ⑦⑦⑦⑦人類人類人類人類およびおよびおよびおよび他生物他生物他生物他生物種種種種とととと                                    ⑧⑧⑧⑧共生共生共生共生的的的的生生生生活活活活様様様様式式式式をををを再再再再形成形成形成形成するするするする社会社会社会社会        であるとであるとであるとであると定定定定義義義義しているしているしているしている。。。。このこのこのこの持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会形成社会形成社会形成社会形成はははは、、、、環境学習環境学習環境学習環境学習とととと不不不不可分可分可分可分であるであるであるである。。。。産業革産業革産業革産業革命以命以命以命以降降降降のののの社会社会社会社会においてにおいてにおいてにおいて、、、、身身身身近近近近なななな地域地域地域地域でででで環境環境環境環境をををを学学学学べずべずべずべず、、、、またまたまたまた学学学学ばばばばないないないない個個個個人人人人ないしないしないしないし社会社会社会社会ここここそそそそがががが、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題のののの文文文文明明明明史史史史的的的的なななな原因原因原因原因であるとであるとであるとであると考考考考ええええているているているている。。。。        このためこのためこのためこのため提提提提案案案案しているしているしているしている環境学習環境学習環境学習環境学習プログラムのプログラムのプログラムのプログラムの枠枠枠枠組組組組みではみではみではみでは、、、、地域地域地域地域のののの自自自自然然然然・・・・文文文文化化化化・・・・社会社会社会社会をををを学学学学ぶぶぶぶ地域学習地域学習地域学習地域学習やややや参加参加参加参加がががが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。現現現現在在在在のののの科学科学科学科学はははは宇宇宇宇宙宙宙宙やややや深海深海深海深海等等等等ののののママママクロのクロのクロのクロの分野分野分野分野およびおよびおよびおよび素素素素粒子粒子粒子粒子ややややゲゲゲゲノノノノムのミクロのムのミクロのムのミクロのムのミクロの分野分野分野分野にににに主要主要主要主要なななな課題課題課題課題をおいているがをおいているがをおいているがをおいているが、、、、中間中間中間中間のののの大大大大きさのきさのきさのきさの人人人人間間間間をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした科学科学科学科学もももも重要重要重要重要であるであるであるである。。。。エスエスエスエスノノノノサイエンスサイエンスサイエンスサイエンス、、、、民民民民族族族族科学科学科学科学であるであるであるである。。。。あるいはトラデあるいはトラデあるいはトラデあるいはトラディィィィショショショショナルナナルナナルナナルナレレレレッジとッジとッジとッジと呼呼呼呼んだんだんだんだほほほほうがいいのかもしれないうがいいのかもしれないうがいいのかもしれないうがいいのかもしれない。。。。専攻専攻専攻専攻はははは民民民民族族族族科学科学科学科学のののの１１１１分野分野分野分野であるであるであるである民民民民族族族族植植植植物物物物学学学学でありでありでありであり、、、、雑穀雑穀雑穀雑穀のののの研究研究研究研究をしているをしているをしているをしている。。。。これらのこれらのこれらのこれらの穀穀穀穀物物物物はははは日日日日本本本本ではではではではほほほほととととんんんんどどどど絶滅絶滅絶滅絶滅危危危危惧惧惧惧のののの状状状状況況況況にあるにあるにあるにある。。。。簡簡簡簡単単単単にいうとにいうとにいうとにいうと、、、、日日日日本本本本はははは、、、、日日日日本本本本のののの食食食食やややや生生生生活活活活、、、、伝統文伝統文伝統文伝統文化化化化をををを捨捨捨捨ててしまっているとててしまっているとててしまっているとててしまっているということでありいうことでありいうことでありいうことであり、、、、日日日日本本本本のののの生物生物生物生物多多多多様様様様性性性性とととと文文文文化的多化的多化的多化的多様様様様性性性性をををを失失失失っていることになるっていることになるっていることになるっていることになる。。。。このようこのようこのようこのようなななな文文文文化化化化複複複複合合合合をををを失失失失うことがうことがうことがうことが、、、、文文文文明明明明のののの崩崩崩崩壊壊壊壊をもたらすことになりをもたらすことになりをもたらすことになりをもたらすことになり、、、、日日日日本人本人本人本人のののの多多多多くがくがくがくが自自自自然然然然とととと生生生生業業業業からからからから離離離離れることでれることでれることでれることで、、、、精神精神精神精神のののの安安安安定定定定やややや高高高高潔潔潔潔をををを失失失失ってきたのではないかとってきたのではないかとってきたのではないかとってきたのではないかと考考考考ええええているているているている。。。。        ユユユユネスネスネスネスココココはははは持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会のためののためののためののための教育教育教育教育というというというという総合的総合的総合的総合的なななな教育教育教育教育概概概概念念念念のののの中中中中核核核核にににに環境環境環境環境教育教育教育教育をををを位位位位置置置置づけるづけるづけるづける方向方向方向方向にありにありにありにあり、、、、生生生生涯涯涯涯教育教育教育教育のののの中中中中でででで実現実現実現実現されていくことがされていくことがされていくことがされていくことが求求求求められているめられているめられているめられている。。。。人類人類人類人類のののの文文文文明明明明化化化化、、、、社会化社会化社会化社会化のののの過程過程過程過程をををを個個個個人人人人のののの発発発発達過程達過程達過程達過程においてにおいてにおいてにおいて体体体体験験験験学習学習学習学習、、、、教教教教科学習科学習科学習科学習、、、、総合学習総合学習総合学習総合学習してしてしてして追追追追体体体体験験験験していくしていくしていくしていく必要必要必要必要がありがありがありがあり、、、、プログラム・プログラム・プログラム・プログラム・カカカカリリリリキキキキュュュュラムをきちラムをきちラムをきちラムをきちんんんんとととと位位位位置置置置付付付付けなけれけなけれけなけれけなければばばばならならならならないないないない。。。。学学学学校校校校教育教育教育教育においてにおいてにおいてにおいて、、、、各各各各教教教教科科科科をををを大大大大事事事事にしながらにしながらにしながらにしながら、、、、環境環境環境環境のののの視点視点視点視点でででで総合総合総合総合するするするする環境科環境科環境科環境科をををを文文文文部部部部科学科学科学科学省省省省のののの学習学習学習学習指指指指導導導導要要要要領領領領のののの中中中中にににに新新新新設設設設するするするする提提提提案案案案をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思っているっているっているっている。。。。        持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域社会地域社会地域社会地域社会再生再生再生再生やややや町町町町づくりのづくりのづくりのづくりの試試試試みはみはみはみは何十何十何十何十年年年年もももも世界各地世界各地世界各地世界各地でででで行行行行われているわれているわれているわれている。。。。エエエエココココ
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ミミミミュュュュージアムージアムージアムージアム（（（（生生生生活環境活環境活環境活環境博博博博物物物物館館館館・・・・地域地域地域地域まるまるまるまるごごごごとととと博博博博物物物物館館館館））））はははは、、、、行行行行政政政政とととと地域地域地域地域住住住住民民民民がががが一体一体一体一体となとなとなとなってってってって地域地域地域地域のののの生生生生活活活活・・・・自自自自然然然然・・・・社会環境社会環境社会環境社会環境のののの発発発発達過程達過程達過程達過程をををを歴歴歴歴史史史史的的的的にににに学学学学びびびび、、、、自自自自然然然然・・・・文文文文化化化化遺遺遺遺産産産産をををを地域地域地域地域ににににおいておいておいておいて大大大大事事事事にしようとするにしようとするにしようとするにしようとする活動活動活動活動であるであるであるである。。。。        かかわっているかかわっているかかわっているかかわっている事例事例事例事例のののの紹介紹介紹介紹介。。。。自自自自然文然文然文然文化化化化史史史史研究会研究会研究会研究会・・・・東京東京東京東京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学のののの施設施設施設施設のののの友友友友のののの会会会会でででで、、、、近近近近辺辺辺辺農農農農山山山山村村村村ではではではでは少少少少年年年年少少少少女女女女農農農農学学学学校校校校・・・・冒険冒険冒険冒険学学学学校校校校等等等等、、、、北北北北海道海道海道海道ではニではニではニではニ風谷冒険風谷冒険風谷冒険風谷冒険学学学学校校校校をををを実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。タイではタイではタイではタイでは日日日日本本本本タイのタイのタイのタイの自自自自然然然然クラブもクラブもクラブもクラブも実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。またまたまたまた、、、、ワールワールワールワールドドドドスクールはスクールはスクールはスクールは、、、、子子子子供供供供たちたちたちたちのののの地球環境地球環境地球環境地球環境ににににつつつついてのいてのいてのいての意識意識意識意識をををを高高高高めめめめ、、、、新新新新しいしいしいしい地球社会地球社会地球社会地球社会ををををつつつつくっていくのにくっていくのにくっていくのにくっていくのに前向前向前向前向きなきなきなきな姿勢姿勢姿勢姿勢をををを培培培培いいいい現実現実現実現実のののの問問問問題題題題をををを題題題題材材材材としてとしてとしてとして国際的環境国際的環境国際的環境国際的環境教育教育教育教育プログラムをプログラムをプログラムをプログラムを展展展展開開開開するするするする目目目目的的的的でででで活動活動活動活動しているしているしているしている。。。。        環境環境環境環境教育教育教育教育推進法推進法推進法推進法はははは、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法人法人法人法人・・・・環境環境環境環境文文文文明明明明２１２１２１２１がががが、、、、職職職職域域域域をををを超超超超ええええてててて個個個個人人人人・・・・市民市民市民市民としていとしていとしていとしていろろろろいいいいろろろろなななな方方方方がががが参加参加参加参加するするするするするするするする場場場場ををををつつつつくりくりくりくり環境環境環境環境政政政政策策策策をををを検討検討検討検討してしてしてして、、、、公公公公開開開開のののの協議会協議会協議会協議会にににに呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけそそそそのののの政政政政策策策策をををを国会議国会議国会議国会議員員員員やややや政政政政党党党党にににに政政政政策提言策提言策提言策提言しているしているしているしている。。。。        （（（（４４４４））））国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション（（（（国連大学国連大学国連大学国連大学ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦ坂坂坂坂本本本本アアアアドバドバドバドバイサーイサーイサーイサー））））        国連大学国連大学国連大学国連大学はははは１９９４１９９４１９９４１９９４年年年年にににに、、、、１９９２１９９２１９９２１９９２年年年年のリオののリオののリオののリオの地球地球地球地球サミットサミットサミットサミット宣言宣言宣言宣言：：：：「「「「アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ２１２１２１２１・・・・持続可能持続可能持続可能持続可能なななな開発開発開発開発のためののためののためののための人類人類人類人類のののの行動計画行動計画行動計画行動計画」」」」をををを受受受受けてゼロエミッションをけてゼロエミッションをけてゼロエミッションをけてゼロエミッションを提唱提唱提唱提唱ししししそそそそのののの理念理念理念理念のののの普及普及普及普及のためののためののためののための努努努努力力力力をををを続続続続けているけているけているけている。。。。このこのこのこの理念理念理念理念はははは日日日日本各本各本各本各機機機機関関関関のののの理理理理解解解解とととと支援支援支援支援ををををええええてててて社会社会社会社会のののの多多多多くのくのくのくの分野分野分野分野でででで実実実実践践践践活動活動活動活動としてとしてとしてとして取取取取りりりり上上上上げられているげられているげられているげられている。。。。さらなるさらなるさらなるさらなる普及普及普及普及とととと社会社会社会社会でのゼロでのゼロでのゼロでのゼロエミッシエミッシエミッシエミッションのョンのョンのョンの実現実現実現実現のためにのためにのためにのために今後今後今後今後何何何何をしなけれをしなけれをしなけれをしなければばばばならないかをならないかをならないかをならないかを考考考考ええええ直直直直すすすす時時時時機機機機にきているにきているにきているにきている。。。。        このためこのためこのためこのため今今今今一度一度一度一度アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ２１２１２１２１をみてみたいをみてみたいをみてみたいをみてみたい。。。。第第第第１１１１セクションはセクションはセクションはセクションは社会的社会的社会的社会的・・・・経済的経済的経済的経済的側面側面側面側面、、、、第第第第２２２２セクションはセクションはセクションはセクションは開発資源開発資源開発資源開発資源のののの保護保護保護保護とととと管理管理管理管理、、、、第第第第３３３３セクションはセクションはセクションはセクションは主主主主たるグループのたるグループのたるグループのたるグループの役役役役割割割割のののの強強強強化化化化、、、、第第第第４４４４セクションはセクションはセクションはセクションは実施手実施手実施手実施手段段段段がががが扱扱扱扱われているわれているわれているわれている。。。。とことことこところろろろでででで、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな開発開発開発開発がががが目目目目指指指指すすすす持持持持続可能続可能続可能続可能なななな社会社会社会社会とはどのようなとはどのようなとはどのようなとはどのような社会社会社会社会をいうのかをいうのかをいうのかをいうのか。。。。リオ・サミットのリオ・サミットのリオ・サミットのリオ・サミットの後後後後、、、、国連本国連本国連本国連本部部部部のののの中中中中にににに持持持持続可能続可能続可能続可能委員委員委員委員会会会会（（（（ＣＣＣＣＳＤＳＤＳＤＳＤ））））やややや各国各国各国各国にもにもにもにも類類類類似似似似のののの機機機機関関関関ができができができができ、、、、持続可能社会持続可能社会持続可能社会持続可能社会そそそそのもの・こののもの・こののもの・こののもの・この社社社社会会会会をををを規定規定規定規定するするするする種種種種々々々々のののの指指指指標標標標等等等等ににににつつつついていていていて継続的継続的継続的継続的にににに研究研究研究研究がががが続続続続けられているがけられているがけられているがけられているが、、、、現現現現在在在在はこのはこのはこのはこの指指指指標標標標ににににつつつついてもいまいてもいまいてもいまいてもいまだだだだ結結結結論論論論がでていないがでていないがでていないがでていない。。。。このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会とはとはとはとは、「、「、「、「国国国国家家家家・・・・民民民民族族族族のののの相違相違相違相違をををを超超超超ええええてててて、、、、地球地球地球地球上上上上のすべてののすべてののすべてののすべての人類人類人類人類がががが自自自自然然然然のののの恵恵恵恵みをみをみをみを享享享享受受受受しながらしながらしながらしながら健康健康健康健康でででで幸幸幸幸福福福福にににに生生生生活活活活できるできるできるできる社会社会社会社会」」」」とととと規定規定規定規定しゼロエミッションしゼロエミッションしゼロエミッションしゼロエミッション活動活動活動活動をををを実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。このようにこのようにこのようにこのように規定規定規定規定するするするする持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを形成形成形成形成するためするためするためするため、、、、環境的環境的環境的環境的にににに健康健康健康健康にににに問問問問題題題題がなくかがなくかがなくかがなくかつつつつ地球資源地球資源地球資源地球資源をいをいをいをいつつつつままままでもでもでもでも使使使使用用用用できるシステムができるシステムができるシステムができるシステムが、、、、１１１１つつつつのサブシステムになるのサブシステムになるのサブシステムになるのサブシステムになる。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学がががが１９９４１９９４１９９４１９９４年年年年にににに「「「「生生生生産産産産工程工程工程工程においてにおいてにおいてにおいて、、、、プロセスにプロセスにプロセスにプロセスに投投投投入入入入するするするする全全全全てのてのてのてのソソソソースをースをースをースを最最最最終終終終的的的的にににに製品製品製品製品としてとしてとしてとして利用利用利用利用するするするする    －－－－    いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ゼロゼロゼロゼロ」」」」をゼロエミッションとしてをゼロエミッションとしてをゼロエミッションとしてをゼロエミッションとして提唱提唱提唱提唱したのはしたのはしたのはしたのは、、、、まさにこのサブシスまさにこのサブシスまさにこのサブシスまさにこのサブシステムをテムをテムをテムを実現実現実現実現するためのするためのするためのするための第第第第１１１１歩歩歩歩であったであったであったであった。。。。そそそそのののの後後後後、、、、このこのこのこのココココンセプトはンセプトはンセプトはンセプトは本本本本来来来来のののの目標目標目標目標ににににそそそそってってってって、、、、生生生生産産産産工程工程工程工程のみならずのみならずのみならずのみならず消費消費消費消費過程過程過程過程もももも全全全全体体体体のののの枠枠枠枠組組組組みのなかにとらみのなかにとらみのなかにとらみのなかにとらええええ、、、、社会社会社会社会全全全全体体体体のゼロエミッシのゼロエミッシのゼロエミッシのゼロエミッションョンョンョン実現実現実現実現をををを目目目目指指指指してしてしてして活動活動活動活動をををを継続継続継続継続しているしているしているしている。。。。さらにゼロエミッションをさらにゼロエミッションをさらにゼロエミッションをさらにゼロエミッションを推進推進推進推進するためのもするためのもするためのもするためのもうううう１１１１つつつつのののの重要重要重要重要なななな提唱提唱提唱提唱はははは、、、、組織組織組織組織トップのトップのトップのトップの意意意意思思思思決決決決定定定定であるであるであるである。。。。このようなこのようなこのようなこのような反反反反常常常常識的構想識的構想識的構想識的構想をををを取取取取りりりり上上上上げげげげ実施実施実施実施するためにはするためにはするためにはするためには、、、、組織組織組織組織のののの意意意意思思思思決決決決定定定定がががが不不不不可可可可欠欠欠欠であることをであることをであることをであることを強調強調強調強調しているしているしているしている。。。。このためこのためこのためこのため、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学はははは諸機諸機諸機諸機関関関関とととと連連連連携携携携しししし、、、、政政政政策策定策策定策策定策策定にもにもにもにも協力協力協力協力をををを行行行行ってきているってきているってきているってきている。。。。        ゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションはそそそそのののの提唱提唱提唱提唱以来以来以来以来、、、、社会各分野社会各分野社会各分野社会各分野でででで理理理理解解解解されされされされ共感共感共感共感をよびをよびをよびをよび、、、、行行行行政政政政・・・・自治体自治体自治体自治体・・・・学術分野学術分野学術分野学術分野・・・・産業界産業界産業界産業界・・・・市民団体市民団体市民団体市民団体のののの間間間間でででで取取取取りりりり上上上上げられげられげられげられ多多多多くのくのくのくの機機機機関関関関がががが多多多多様様様様なななな活動活動活動活動をををを実実実実践践践践していしていしていしているるるる。。。。    このようにゼロエミッションのこのようにゼロエミッションのこのようにゼロエミッションのこのようにゼロエミッションのココココンセプトがンセプトがンセプトがンセプトが理理理理解解解解されされされされ普及普及普及普及してきたのはしてきたのはしてきたのはしてきたのは次次次次のようなのようなのようなのような理理理理由由由由からであるとからであるとからであるとからであると考考考考ええええているているているている；；；；①①①①日日日日本人本人本人本人のののの心心心心のうちにあったのうちにあったのうちにあったのうちにあった自自自自然然然然をををを大大大大事事事事にしにしにしにし、、、、自自自自然然然然とととと共生共生共生共生ををををしてきたしてきたしてきたしてきた長長長長いいいい歴歴歴歴史史史史、、、、②②②②ココココンセプトのンセプトのンセプトのンセプトの新新新新鮮鮮鮮鮮さとさとさとさと反反反反常常常常識識識識性性性性、、、、③③③③理念理念理念理念のみをのみをのみをのみを示示示示しししし具具具具体的手法体的手法体的手法体的手法はははは当事者当事者当事者当事者にまかせてにまかせてにまかせてにまかせて柔軟柔軟柔軟柔軟性性性性、、、、④④④④ママママススススメメメメデデデディィィィアがアがアがアがココココンセプトをンセプトをンセプトをンセプトを理理理理解解解解しししし普及普及普及普及啓啓啓啓発発発発へのへのへのへの協力協力協力協力。。。。ここここ
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のようなのようなのようなのような諸条件諸条件諸条件諸条件ががががそろそろそろそろったことでったことでったことでったことで広広広広くくくく普及普及普及普及してきているものとしてきているものとしてきているものとしてきているものと考考考考ええええているているているている。。。。        今後今後今後今後、、、、進進進進展展展展がががが期待期待期待期待されるされるされるされる分分分分権権権権型社会型社会型社会型社会においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、自治体自治体自治体自治体をををを中心中心中心中心にしてにしてにしてにして、、、、企業企業企業企業、、、、市民市民市民市民のののの３３３３者者者者のののの連連連連携携携携とととと協協協協働働働働がますますがますますがますますがますます重要重要重要重要になってくるになってくるになってくるになってくる。。。。ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの一一一一層層層層のののの普及普及普及普及・・・・実現実現実現実現のためにのためにのためにのために国連大学国連大学国連大学国連大学はこれらはこれらはこれらはこれら機機機機関関関関およびおよびおよびおよび学術団体学術団体学術団体学術団体とのとのとのとの連連連連携携携携をををを強化強化強化強化するするするする必要性必要性必要性必要性をををを痛痛痛痛感感感感しししし、、、、２２２２００００００００００００年年年年４４４４月月月月にににに国連大学支援国連大学支援国連大学支援国連大学支援機機機機関関関関としてとしてとしてとして、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムをゼロエミッションフォーラムをゼロエミッションフォーラムをゼロエミッションフォーラムを設立設立設立設立したしたしたした。。。。本本本本フォーラムにはフォーラムにはフォーラムにはフォーラムには、、、、自治体自治体自治体自治体・・・・産業界産業界産業界産業界・・・・学術学術学術学術機機機機関関関関のののの３３３３つつつつのネットワークがありのネットワークがありのネットワークがありのネットワークがあり、、、、３３３３つつつつのネットワークはのネットワークはのネットワークはのネットワークは各各各各機機機機関関関関とのとのとのとの連連連連携携携携をををを深深深深めてめてめてめて各各各各機機機機関関関関がががが実施実施実施実施するするするする持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社社社社会形成会形成会形成会形成およおよおよおよびゼロエミッションびゼロエミッションびゼロエミッションびゼロエミッション実現実現実現実現のためののためののためののための活動活動活動活動にににに協協協協働働働働させていたさせていたさせていたさせていただだだだいているいているいているいている。。。。最最最最近近近近、、、、自治体自治体自治体自治体のののの持持持持続可能続可能続可能続可能なななな地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの活動活動活動活動はははは目目目目覚覚覚覚しいしいしいしい。。。。このうちこのうちこのうちこのうち、、、、数例数例数例数例をををを紹介紹介紹介紹介するするするする。。。。        岩岩岩岩手県手県手県手県：：：：増増増増田知事田知事田知事田知事がががが１９９１９９１９９１９９８８８８年年年年にににに国連大学国連大学国連大学国連大学高高高高等研究等研究等研究等研究所所所所をををを訪訪訪訪問問問問されされされされ、、、、岩岩岩岩手県手県手県手県・・・・国連大学国連大学国連大学国連大学高高高高等研究等研究等研究等研究所所所所・・・・ＮＮＮＮＴＴＴＴＴＴＴＴのののの意見意見意見意見交交交交換換換換のののの場場場場でででで、「、「、「、「岩岩岩岩手県発手県発手県発手県発展展展展ののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドをををを、、、、環境環境環境環境・・・・ひひひひと・と・と・と・情情情情報報報報    とととと位位位位置置置置づけているづけているづけているづけている」」」」とととと述述述述べられたべられたべられたべられた。。。。そそそそれはれはれはれは、、、、岩岩岩岩手県手県手県手県のののの自自自自然然然然のののの豊豊豊豊かさとかさとかさとかさと価価価価値値値値をををを、、、、県民県民県民県民一人一人一人一人ひひひひとりがとりがとりがとりが情情情情報報報報をををを共共共共有有有有することによってすることによってすることによってすることによって理理理理解解解解ししししそそそそのためののためののためののための行動行動行動行動をしていこうというもをしていこうというもをしていこうというもをしていこうというものであるのであるのであるのである。。。。このこのこのこの３３３３つつつつののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドをををを具具具具現化現化現化現化するためするためするためするため、、、、３３３３者者者者はははは    ＩＩＩＩＷＷＷＷＡＴＡＴＡＴＡＴＥＥＥＥ－－－－ＵＵＵＵＮＮＮＮＵＵＵＵ－－－－ＮＮＮＮＴＴＴＴＴＴＴＴ環境環境環境環境ネットワークネットワークネットワークネットワーク共同共同共同共同プロジェクトをプロジェクトをプロジェクトをプロジェクトを立立立立ちちちち上上上上げげげげ、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな環境環境環境環境ネットワークづくネットワークづくネットワークづくネットワークづくりをりをりをりを進進進進めめめめ、、、、環境環境環境環境情情情情報報報報をををを共共共共有有有有することによってすることによってすることによってすることによって県民県民県民県民のライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルのライフスタイル変変変変革革革革やややや企業企業企業企業のゼロエのゼロエのゼロエのゼロエミッションミッションミッションミッション活動活動活動活動をををを支援支援支援支援することになったすることになったすることになったすることになった。。。。２００２２００２２００２２００２年年年年３３３３月月月月にににに３３３３ケケケケ年年年年のののの共同共同共同共同プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトはははは終了終了終了終了したがしたがしたがしたが、、、、このこのこのこの中中中中でででで地域地域地域地域のののの多多多多くのくのくのくの小中小中小中小中学学学学校校校校のののの児童児童児童児童・・・・生生生生徒徒徒徒もももも酸酸酸酸性性性性雨測雨測雨測雨測定定定定やややや桜桜桜桜前前前前線線線線ママママッッッップのプのプのプの作作作作成成成成およびこれらおよびこれらおよびこれらおよびこれら情情情情報報報報のののの発発発発信信信信にににに参参参参画画画画しししし、、、、成成成成果果果果がががが県民県民県民県民にににに共共共共有有有有されるとともにされるとともにされるとともにされるとともに世界世界世界世界にもにもにもにも発発発発信信信信されているされているされているされている。。。。        北九州市北九州市北九州市北九州市：：：：１９９７１９９７１９９７１９９７年年年年にににに通通通通産産産産省省省省（（（（当当当当時時時時））））・・・・環境環境環境環境庁庁庁庁（（（（当当当当時時時時））））がゼロエミッションをがゼロエミッションをがゼロエミッションをがゼロエミッションを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための手法手法手法手法としてとしてとしてとして開始開始開始開始したエしたエしたエしたエココココタタタタウウウウン・プロジェクトとしてン・プロジェクトとしてン・プロジェクトとしてン・プロジェクトとして初初初初のののの認認認認証証証証をうけたをうけたをうけたをうけた自治自治自治自治体体体体であるであるであるである。。。。現現現現状状状状はははは、、、、昨昨昨昨日日日日エエエエココココタタタタウウウウンのンのンのンの全全全全貌貌貌貌をををを見学見学見学見学しししし、、、、本本本本日午前中日午前中日午前中日午前中はははは北九州市環境産業北九州市環境産業北九州市環境産業北九州市環境産業政政政政策策策策室室室室のののの垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長のののの詳細詳細詳細詳細なななな説説説説明明明明ででででごごごご理理理理解解解解をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた通通通通りであるりであるりであるりである。。。。私私私私はははは北九州北九州北九州北九州のののの事例事例事例事例はははは先先先先進進進進工工工工業型業型業型業型エエエエココココタタタタウウウウンとしてンとしてンとしてンとして素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい先導先導先導先導事例事例事例事例であるとであるとであるとであると評価評価評価評価しているがしているがしているがしているが、、、、このこのこのこの成成成成果果果果はははは一一一一朝朝朝朝一一一一夕夕夕夕にできたものではないにできたものではないにできたものではないにできたものではない。。。。１９６０１９６０１９６０１９６０――――１９７０１９７０１９７０１９７０年年年年代代代代のののの高高高高度成度成度成度成長期長期長期長期のののの深深深深刻刻刻刻なななな公害公害公害公害をををを、、、、行行行行政政政政・・・・産業界産業界産業界産業界・・・・市民市民市民市民・・・・学術分野学術分野学術分野学術分野がががが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって克服克服克服克服してきたしてきたしてきたしてきた知知知知識識識識蓄蓄蓄蓄積積積積をををを、、、、市市市市のののの総合構想総合構想総合構想総合構想のもとでのもとでのもとでのもとで活用活用活用活用しししし実現実現実現実現したしたしたした結果結果結果結果であるであるであるである。。。。またまたまたまた最最最最近近近近、、、、国国国国からからからから要要要要請請請請のあったのあったのあったのあったＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢ処理処理処理処理施設施設施設施設をををを全全全全国国国国のののの自治体自治体自治体自治体のののの中中中中でででで初初初初めてめてめてめて承承承承認認認認したのもしたのもしたのもしたのも、、、、行行行行政政政政・・・・企業企業企業企業・・・・市民市民市民市民とのとのとのとの情情情情報公報公報公報公開開開開・・・・合意形成合意形成合意形成合意形成ののののパートナーシップによってパートナーシップによってパートナーシップによってパートナーシップによって実現実現実現実現したものであるしたものであるしたものであるしたものである。。。。        山形県立川町山形県立川町山形県立川町山形県立川町：：：：人人人人口口口口７０００７０００７０００７０００人人人人のこののこののこののこの町町町町はははは、、、、農農農農山山山山村村村村型型型型ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを進進進進めているめているめているめている。。。。従来従来従来従来ししししばばばばししししばばばば米米米米作作作作等等等等にににに被被被被害害害害をもたらしていたをもたらしていたをもたらしていたをもたらしていた地域地域地域地域にににに吹吹吹吹くくくく強強強強風風風風をををを利用利用利用利用してしてしてして、、、、gggg早早早早いいいい時点時点時点時点でででで風風風風車車車車発発発発電電電電設設設設備備備備をををを導導導導入入入入しししし人人人人よせのよせのよせのよせの目目目目玉玉玉玉にしているにしているにしているにしている。。。。町町町町のののの全電全電全電全電力力力力使使使使用用用用量量量量のののの４２４２４２４２％％％％強強強強をををを風風風風力発力発力発力発電電電電でまかなっていることになりでまかなっていることになりでまかなっていることになりでまかなっていることになり、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２発発発発生生生生はははは２００５２００５２００５２００５年年年年時点時点時点時点でででで１２１２１２１２．．．．７７７７％％％％削減削減削減削減できるこできるこできるこできることになるとになるとになるとになる。。。。またまたまたまた、、、、ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを提唱提唱提唱提唱するするするする８８８８年年年年前前前前、、、、１９１９１９１９８８８８６６６６年年年年にににに町町町町のののの家庭家庭家庭家庭からでるからでるからでるからでる全生全生全生全生ごごごごみをみをみをみを畜糞畜糞畜糞畜糞やややや籾殻籾殻籾殻籾殻とととと混混混混ぜぜぜぜててててココココンンンンポポポポストをストをストをストをつつつつくるくるくるくる堆肥生堆肥生堆肥生堆肥生産産産産センターをセンターをセンターをセンターを設設設設置置置置したしたしたした。。。。できできできできたたたたココココンンンンポポポポストをストをストをストを利用利用利用利用してしてしてして有有有有機機機機米栽培米栽培米栽培米栽培をををを行行行行いいいい、、、、大大大大阪阪阪阪市市市市場場場場でででで一一一一般般般般米米米米よりよりよりより高高高高いいいい価価価価格格格格でででで販売販売販売販売できできできできているているているている。。。。        持続可能持続可能持続可能持続可能なまちづくりにはなまちづくりにはなまちづくりにはなまちづくりには、、、、多多多多様様様様なななな考考考考ええええ・・・・手法手法手法手法があるがあるがあるがある。。。。これらのこれらのこれらのこれらの成成成成果果果果はははは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学がががが地域地域地域地域からからからから学学学学ぶぶぶぶことができたことができたことができたことができた素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい実実実実例例例例であるであるであるである。。。。今後今後今後今後もももも一一一一層層層層各各各各機機機機関関関関・サイトとの・サイトとの・サイトとの・サイトとの協力協力協力協力・・・・提提提提携携携携関係関係関係関係をををを強化強化強化強化しししし、、、、国連国連国連国連アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ２１２１２１２１のいうのいうのいうのいう持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会形成社会形成社会形成社会形成のためののためののためののための活動活動活動活動をををを推進推進推進推進するするするする。。。。        ２２２２－－－－２２２２：：：：行行行行政機政機政機政機関関関関ⅠⅠⅠⅠ・・・・国国国国        
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    国国国国のののの役役役役割割割割はははは自治体自治体自治体自治体・・・・産業界産業界産業界産業界・・・・市市市市民社会民社会民社会民社会におけるにおけるにおけるにおける社会経済構社会経済構社会経済構社会経済構造造造造がががが循環型循環型循環型循環型システムへのシステムへのシステムへのシステムへの移移移移行行行行がががが円滑円滑円滑円滑にににに推推推推移移移移するようにするようにするようにするように、（、（、（、（１１１１））））国国国国全全全全体体体体のののの枠枠枠枠組組組組み・み・み・み・法体法体法体法体系系系系・・・・基本計画基本計画基本計画基本計画・・・・目標目標目標目標等等等等をををを策定策定策定策定・・・・整備整備整備整備することすることすることすること、（、（、（、（２２２２））））各地域各地域各地域各地域・・・・分野分野分野分野においてにおいてにおいてにおいて、、、、行動行動行動行動主主主主体体体体がががが循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成にむけてのにむけてのにむけてのにむけての活動活動活動活動にににに参加参加参加参加・・・・参参参参画画画画できるできるできるできる施策施策施策施策・・・・体体体体制制制制をををを講講講講じじじじるとともにるとともにるとともにるとともに、、、、社会各分野社会各分野社会各分野社会各分野でででで循環型循環型循環型循環型システムがシステムがシステムがシステムが具具具具体的体的体的体的にににに機機機機能能能能すすすするようなるようなるようなるような経済構経済構経済構経済構造造造造・・・・産業産業産業産業育育育育成成成成をををを促進促進促進促進させることおよびさせることおよびさせることおよびさせることおよび（（（（３３３３））））持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの支援支援支援支援であるであるであるである。。。。    
    ２２２２－－－－２２２２－－－－１１１１：：：：法体法体法体法体系系系系のののの整備整備整備整備        ２０００２０００２０００２０００年成立年成立年成立年成立したしたしたした循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法はははは，，，，従来従来従来従来のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処理処理処理処理とととと資源有効活資源有効活資源有効活資源有効活用用用用・リサイクルを・リサイクルを・リサイクルを・リサイクルを１１１１つつつつのののの環環環環としてとらとしてとらとしてとらとしてとらええええ関連関連関連関連するするするする法体法体法体法体系系系系をををを「「「「循環循環循環循環」」」」というというというという理念理念理念理念でででで１１１１つつつつのののの体体体体系系系系にににに整備整備整備整備したものでありしたものでありしたものでありしたものであり、、、、循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成にむけたにむけたにむけたにむけた体体体体制制制制をををを確確確確立立立立したことになっているしたことになっているしたことになっているしたことになっている。。。。ままままたたたた個個個個別別別別規規規規制制制制法法法法としてのとしてのとしてのとしての自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法がががが２００２２００２２００２２００２年成立年成立年成立年成立したことでしたことでしたことでしたことで、、、、循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの法体法体法体法体系系系系ははははほほほほぼぼぼぼ完備完備完備完備されたことになるされたことになるされたことになるされたことになる（（（（表表表表３３３３）。）。）。）。２００２２００２２００２２００２年度年度年度年度のののの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会白白白白書書書書はははは、「、「、「、「循環循環循環循環型社会型社会型社会型社会におけるライフスタイルにおけるライフスタイルにおけるライフスタイルにおけるライフスタイル、、、、ビビビビジネススタイルジネススタイルジネススタイルジネススタイル」」」」をををを副副副副題題題題としているがとしているがとしているがとしているが、、、、そそそそのののの中中中中でででで循環循環循環循環型社会型社会型社会型社会にむけたにむけたにむけたにむけた３３３３つつつつのシナリオをのシナリオをのシナリオをのシナリオを示示示示しているしているしているしている；；；；シナリオシナリオシナリオシナリオＡ：Ａ：Ａ：Ａ：技術開発推進型技術開発推進型技術開発推進型技術開発推進型シナリオ・シナリオ・シナリオ・シナリオ・高高高高度度度度なななな技術開発技術開発技術開発技術開発がががが進進進進むむむむ工工工工業化社会業化社会業化社会業化社会、、、、シナリオシナリオシナリオシナリオＢＢＢＢ：：：：ライフスライフスライフスライフスタイルタイルタイルタイル変変変変革型革型革型革型シナリオ・シナリオ・シナリオ・シナリオ・生生生生活活活活ののののベベベベースのスローダースのスローダースのスローダースのスローダウウウウンンンン、、、、シナリオシナリオシナリオシナリオＣＣＣＣ・・・・高高高高いいいい環境効率環境効率環境効率環境効率性性性性のシンプルのシンプルのシンプルのシンプル社会社会社会社会。。。。これはこれはこれはこれは、、、、将将将将来来来来のののの経済経済経済経済社会社会社会社会のののの基本的基本的基本的基本的ありありありあり方方方方をををを国民国民国民国民にににに提示提示提示提示ししししそそそそのののの選選選選択択択択をををを国民国民国民国民にににに求求求求めるものでありめるものでありめるものでありめるものであり、、、、循環基本法循環基本法循環基本法循環基本法にににに規規規規定定定定されているされているされているされている事事事事業業業業者者者者・・・・国民国民国民国民のののの責責責責務務務務をををを社会経済社会経済社会経済社会経済システムのシステムのシステムのシステムの選選選選択択択択というというというという基本的基本的基本的基本的なななな課題課題課題課題のののの選選選選択択択択とととといういういういう形形形形でででで表現表現表現表現したものであるしたものであるしたものであるしたものである。。。。従来従来従来従来はははは、、、、国国国国がががが１１１１つつつつのののの方針方針方針方針・・・・政政政政策策策策をををを国民国民国民国民にににに提示提示提示提示しししし国民国民国民国民にににに選選選選択択択択のののの自自自自由由由由はははは乏乏乏乏しかったがしかったがしかったがしかったが、、、、これはこれはこれはこれは循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの方向方向方向方向づけをづけをづけをづけを社会社会社会社会・・・・国民国民国民国民にににに求求求求めたというめたというめたというめたという点点点点でででで重重重重要要要要なななな意意意意義義義義をもをもをもをもつつつつ。。。。現現現現在作在作在作在作業業業業がががが進行進行進行進行中中中中でででで本年度本年度本年度本年度中中中中にににに策定策定策定策定されるされるされるされる循環型社会形成推進基本計画循環型社会形成推進基本計画循環型社会形成推進基本計画循環型社会形成推進基本計画ににににはははは、、、、このこのこのこの３３３３つつつつのシナリオにのシナリオにのシナリオにのシナリオに対対対対するするするする国民国民国民国民のののの意意意意向向向向がががが反映反映反映反映されされされされ、、、、指指指指標標標標のののの目標目標目標目標値値値値もももも規定規定規定規定されるこされるこされるこされることになるとになるとになるとになる。。。。具具具具体的体的体的体的にはにはにはには物物物物質質質質フローにフローにフローにフローに関関関関するするするする目標目標目標目標のののの設定設定設定設定、、、、国国国国のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ（（（（天天天天然然然然資源資源資源資源のののの消費抑消費抑消費抑消費抑制制制制とととと再生再生再生再生資源資源資源資源のののの利用促進利用促進利用促進利用促進、、、、ライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルの変変変変革革革革、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの育育育育成成成成、、、、安安安安全全全全でででで安安安安心心心心なななな廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物等等等等のののの循環型利用循環型利用循環型利用循環型利用とととと処処処処分分分分のののの実現実現実現実現、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを支支支支ええええるためのるためのるためのるための基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備のののの促進促進促進促進）、）、）、）、社社社社会各会各会各会各パトナーのパトナーのパトナーのパトナーの役役役役割割割割、、、、基本計画基本計画基本計画基本計画のののの評価評価評価評価・・・・点点点点検検検検のののの工程工程工程工程表等表等表等表等がががが明示明示明示明示されるされるされるされる（（（（本基本計画本基本計画本基本計画本基本計画はははは２０２０２０２００３０３０３０３年年年年３３３３月月月月にににに制制制制定定定定されされされされ公公公公表表表表されたされたされたされた）。）。）。）。    
    表表表表３３３３    循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成のののの推進推進推進推進のためののためののためののための法体法体法体法体系系系系    

[ [ [ [ 環境基本法環境基本法環境基本法環境基本法    ]]]]    
[ [ [ [ 環境基環境基環境基環境基本計画本計画本計画本計画    ]]]]                    

[ [ [ [ 循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法    ]]]]    
[ [ [ [ 循環型社会形成推進基本計画循環型社会形成推進基本計画循環型社会形成推進基本計画循環型社会形成推進基本計画    ]]]]        ( ( ( ( 廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの適正適正適正適正処理処理処理処理    ))))                    ( ( ( ( リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの推進推進推進推進    ))))    

    一一一一般般般般的的的的なななな仕仕仕仕組組組組みのみのみのみの確確確確立立立立                                            [ [ [ [ 廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理法法法法    ]]]]                [ [ [ [ 資源有効利用促進法資源有効利用促進法資源有効利用促進法資源有効利用促進法    ]]]]    
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（（（（    個個個個別別別別製品製品製品製品のののの特性特性特性特性にににに応応応応じじじじたたたた規規規規制制制制    ））））    
[ [ [ [ 容容容容器器器器包包包包装装装装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法    ]]]]        [ [ [ [ 家家家家電電電電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法    ]]]]        [ [ [ [ 建建建建設資設資設資設資材材材材リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法    ]]]]    

[ [ [ [ 食食食食品品品品リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法    ]]]]                    [ [ [ [ 自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法    ]]]]    
    

[ [ [ [ グリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入法法法法    ]]]]    
    ２２２２－－－－２２２２－－－－２２２２：：：：循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成にににに向向向向けたのけたのけたのけたの経済構経済構経済構経済構造造造造・・・・産業産業産業産業育育育育成成成成        循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを形成形成形成形成するためにはするためにはするためにはするためには、、、、このこのこのこの経済社会経済社会経済社会経済社会ににににママママッッッッチチチチししししそそそそれをれをれをれを可能可能可能可能にするにするにするにする産業構産業構産業構産業構造造造造のののの創出創出創出創出とととと振興振興振興振興がががが欠欠欠欠かすことのできないかすことのできないかすことのできないかすことのできない要件要件要件要件であるであるであるである。。。。このこのこのこの見地見地見地見地にもとづいてにもとづいてにもとづいてにもとづいて、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省（（（（通通通通産産産産省省省省））））とととと環境環境環境環境省省省省（（（（環境環境環境環境庁庁庁庁））））がががが１９９７１９９７１９９７１９９７年年年年にスタートさせたにスタートさせたにスタートさせたにスタートさせたエエエエココココタタタタウウウウンンンン制制制制度度度度はははは順順順順調調調調にににに推推推推移移移移しししし２００２２００２２００２２００２年年年年にににに第第第第２２２２期期期期にににに入入入入っているっているっているっている（（（（２００２２００２２００２２００２年年年年１２１２１２１２月月月月末末末末でででで１７１７１７１７サイトサイトサイトサイト承承承承認認認認）。）。）。）。このこのこのこの制制制制度度度度はははは地地地地域域域域におけるにおけるにおけるにおける循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成・・・・環境産業環境産業環境産業環境産業育育育育成成成成をををを支援支援支援支援するものであるがするものであるがするものであるがするものであるが、、、、地域自治体地域自治体地域自治体地域自治体のののの活動活動活動活動をををを中央官庁中央官庁中央官庁中央官庁もももも支援支援支援支援するするするする体体体体制制制制のののの中中中中でででで、、、、エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業がががが各地各地各地各地でででで進進進進展展展展しているしているしているしている。。。。エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業はははは、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに適適適適合合合合するするするする産業産業産業産業群群群群・・・・環境環境環境環境事事事事業業業業をををを地地地地元元元元にににに誘致誘致誘致誘致することですることですることですることで地域地域地域地域のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりやややや活活活活性性性性化化化化をををを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、雇雇雇雇用用用用ももももそそそそこでこでこでこで創出創出創出創出していくことになりしていくことになりしていくことになりしていくことになり、、、、またまたまたまた問問問問題意識題意識題意識題意識をををを持持持持つつつつ自治体自治体自治体自治体がががが多多多多くなってきているくなってきているくなってきているくなってきている。。。。今後今後今後今後はははは、、、、地地地地方方方方財財財財政政政政のののの逼逼逼逼迫迫迫迫のののの中中中中でででで地地地地方方方方分分分分権権権権社会社会社会社会がががが促進促進促進促進されることにされることにされることにされることになるがなるがなるがなるが、、、、自治体自治体自治体自治体がよりがよりがよりがより環境環境環境環境ビビビビジネスにジネスにジネスにジネスに関関関関心心心心をもちをもちをもちをもち、、、、そそそそれをできるれをできるれをできるれをできるだだだだけけけけ地域地域地域地域のののの活活活活性性性性化化化化にににに活用活用活用活用するするするする方向方向方向方向でででで政政政政策策策策をををを実施実施実施実施していくしていくしていくしていく。。。。        循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会システムはシステムはシステムはシステムは、、、、具具具具体的体的体的体的にいにいにいにいえばえばえばえば環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの統統統統合合合合でありでありでありであり、、、、市市市市場機場機場機場機能能能能ががががビビビビルトイルトイルトイルトインされたンされたンされたンされた循環型経済循環型経済循環型経済循環型経済システムのシステムのシステムのシステムの確確確確立立立立であるであるであるである。。。。これはこれはこれはこれは、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省がががが中心中心中心中心となってとなってとなってとなって環境産業環境産業環境産業環境産業振興振興振興振興のためののためののためののための支援策体支援策体支援策体支援策体系系系系をををを検討検討検討検討しししし、、、、技術開発支援技術開発支援技術開発支援技術開発支援・・・・施設施設施設施設////設設設設備備備備投投投投資支援資支援資支援資支援・・・・環境経環境経環境経環境経営営営営管理管理管理管理支援支援支援支援（（（（環境環境環境環境ママママネージネージネージネージメメメメント・ント・ント・ント・環境会計環境会計環境会計環境会計・・・・環境環境環境環境報告書報告書報告書報告書等等等等））））・・・・政政政政府府府府のグリーンのグリーンのグリーンのグリーン調調調調達達達達実施実施実施実施・・・・社会経済基社会経済基社会経済基社会経済基盤盤盤盤整理整理整理整理支援支援支援支援（（（（規規規規制制制制緩緩緩緩和和和和・・・・ＩＴＩＴＩＴＩＴ化化化化・・・・環境環境環境環境教育教育教育教育））））等等等等のののの総合的総合的総合的総合的なななな施策施策施策施策・・・・支援支援支援支援をををを始始始始めているめているめているめている。。。。これこれこれこれらららら活動活動活動活動のののの主主主主体体体体はははは、、、、企業企業企業企業のみではなくのみではなくのみではなくのみではなく、、、、事事事事業業業業者者者者・・・・市民市民市民市民・・・・ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ・・・・行行行行政政政政のパートナーシップにのパートナーシップにのパートナーシップにのパートナーシップによってよってよってよって始始始始めてめてめてめて実現実現実現実現がががが可能可能可能可能となるものでありとなるものでありとなるものでありとなるものであり、、、、このためにこのためにこのためにこのために当事者間当事者間当事者間当事者間でのでのでのでのココココミミミミュュュューニーニーニーニュケュケュケュケーシーシーシーションをョンをョンをョンを一一一一層層層層進進進進めなけれめなけれめなけれめなければばばばならないならないならないならない。。。。    
    ２２２２－－－－２２２２－－－－３３３３：：：：持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり支援支援支援支援        環境環境環境環境省省省省はははは環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして、、、、地地地地域域域域でででで行行行行われているまちづくりをわれているまちづくりをわれているまちづくりをわれているまちづくりを支援支援支援支援するためのするためのするためのするための活動活動活動活動をををを行行行行っているっているっているっている。「。「。「。「持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性をををを基本基本基本基本としたとしたとしたとした地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり支援支援支援支援のののの手法開発調手法開発調手法開発調手法開発調査査査査」」」」ははははそそそそのののの活動活動活動活動のののの１１１１つつつつでででで調調調調査結果査結果査結果査結果をををを「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づくりのためのづくりのためのづくりのためのづくりのためのガガガガイイイイドドドドブックブックブックブック」」」」としてとしてとしてとして発表発表発表発表しているしているしているしている（（（（ガガガガイイイイドドドドブックとしてブックとしてブックとしてブックとして市市市市販販販販もされているもされているもされているもされている）。）。）。）。環境環境環境環境へのへのへのへの負荷負荷負荷負荷がすくなくがすくなくがすくなくがすくなく自自自自然然然然とととと人人人人間間間間がががが共生共生共生共生できできできできるるるる地域地域地域地域づくりをづくりをづくりをづくりを、、、、地域自地域自地域自地域自らがらがらがらが主主主主体体体体となってとなってとなってとなって継続的継続的継続的継続的にににに活動活動活動活動をををを進進進進めることをめることをめることをめることを基本基本基本基本としてとしてとしてとして、、、、①①①①ききききっかけっかけっかけっかけ、、、、②②②②ははははじじじじめのめのめのめの一一一一歩歩歩歩、、、、③③③③つつつつぎのぎのぎのぎの一一一一歩歩歩歩、、、、④④④④さらにさらにさらにさらに    というステップでというステップでというステップでというステップで各地域各地域各地域各地域がサイトでがサイトでがサイトでがサイトで進進進進めるためのプロセスをめるためのプロセスをめるためのプロセスをめるためのプロセスを示示示示しているしているしているしている。。。。このこのこのこのガガガガイイイイドドドドブックにはブックにはブックにはブックには、、、、自治体自治体自治体自治体をををを中中中中心心心心とするとするとするとする２４２４２４２４のののの事例事例事例事例がががが紹介紹介紹介紹介されているがされているがされているがされているが、、、、あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも各各各各主主主主体体体体がががが実施実施実施実施したしたしたした成成成成果果果果のののの紹介紹介紹介紹介であるであるであるである。。。。環境環境環境環境省省省省がががが自治自治自治自治体体体体・サイトでの・サイトでの・サイトでの・サイトでの成成成成果果果果をををを、、、、検討検討検討検討・・・・精精精精査査査査しししし共通共通共通共通のプロセスとしてまとめたものでありのプロセスとしてまとめたものでありのプロセスとしてまとめたものでありのプロセスとしてまとめたものであり、、、、自治体自治体自治体自治体がこれらをがこれらをがこれらをがこれらを参考参考参考参考としてとしてとしてとして、、、、サイトにサイトにサイトにサイトにママママッッッッチチチチするするするする持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会づくりをづくりをづくりをづくりを実施実施実施実施していくことをしていくことをしていくことをしていくことを期待期待期待期待しているしているしているしている。。。。２００３２００３２００３２００３年度年度年度年度からからからから国国国国もももも地域環境地域環境地域環境地域環境創造創造創造創造まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり支援支援支援支援とととと銘打銘打銘打銘打ってってってって活動活動活動活動をしてをしてをしてをしていくがいくがいくがいくが、、、、助助助助成成成成メメメメニニニニュュュューはーはーはーはハハハハーーーードドドドではなくではなくではなくではなく基本的基本的基本的基本的ににににソソソソフトフトフトフト事事事事業業業業へのへのへのへの助助助助成成成成をををを図図図図っていくっていくっていくっていく方針方針方針方針でででで
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あるあるあるある。。。。最最最最終終終終的的的的にはにはにはには、、、、ヨハヨハヨハヨハネスブルグサミットのネスブルグサミットのネスブルグサミットのネスブルグサミットの約約約約束束束束文書文書文書文書等等等等にもあるローにもあるローにもあるローにもあるローカカカカルアクション・ルアクション・ルアクション・ルアクション・地域地域地域地域でのでのでのでの行動行動行動行動へへへへ結結結結びびびび付付付付けていきたいけていきたいけていきたいけていきたい。。。。    
        上述上述上述上述のエのエのエのエココココタタタタウウウウンンンン創出創出創出創出においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、環境環境環境環境ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの育育育育成成成成においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域ににににづくりにおいてもづくりにおいてもづくりにおいてもづくりにおいても、、、、国国国国はははは行動行動行動行動主主主主体体体体はははは自治体自治体自治体自治体・・・・企業企業企業企業・・・・市民等市民等市民等市民等当事者当事者当事者当事者であるとのであるとのであるとのであるとの姿勢姿勢姿勢姿勢をををを鮮鮮鮮鮮明明明明ににににしているしているしているしている。。。。今後今後今後今後、、、、２１２１２１２１世世世世紀紀紀紀におけるにおけるにおけるにおける地地地地方方方方分分分分権権権権型行型行型行型行政政政政システム・システム・システム・システム・ガガガガババババナンスにナンスにナンスにナンスに向向向向けたけたけたけた潮潮潮潮流流流流がががが進進進進展展展展していくことがしていくことがしていくことがしていくことが期待期待期待期待されるとともにされるとともにされるとともにされるとともに、、、、地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体のののの責責責責務務務務がががが高高高高まりまりまりまり政政政政策策定策策定策策定策策定・・・・実施能力実施能力実施能力実施能力のののの向向向向上上上上がががが一一一一層層層層要要要要求求求求されることになるされることになるされることになるされることになる。。。。    
        パネルパネルパネルパネル討議討議討議討議：：：：自治体自治体自治体自治体からのからのからのからの主要主要主要主要なななな意見意見意見意見    ①①①①国国国国はははは循環計画循環計画循環計画循環計画をををを義務義務義務義務づけしているがづけしているがづけしているがづけしているが、、、、地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体にはにはにはには義務義務義務義務づけがなくづけがなくづけがなくづけがなく財財財財政政政政へのへのへのへの力力力力がががが弱弱弱弱いいいい。。。。        一一一一方方方方、、、、国国国国はははは廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理計画計画計画計画のののの責責責責任任任任がなくがなくがなくがなく、、、、地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体はははは廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理法法法法でででで義務義務義務義務づけられてづけられてづけられてづけられて        いるいるいるいる。。。。体体体体系系系系のののの統統統統一一一一性性性性がかけるがかけるがかけるがかける。。。。    ②②②②産産産産廃処理廃処理廃処理廃処理はははは、、、、所所所所管官庁管官庁管官庁管官庁からからからから自治体自治体自治体自治体におりにおりにおりにおり、、、、事事事事業業業業サイサイサイサイドドドドのののの所所所所管管管管課課課課でででで仕仕仕仕事事事事をするをするをするをする。。。。しかししかししかししかし、、、、        経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省とととと環境環境環境環境省省省省のののの共管共管共管共管法法法法ではではではでは、、、、地地地地方方方方ではではではでは環境環境環境環境サイサイサイサイドドドドにににに全部全部全部全部行行行行くくくく。。。。環境環境環境環境部門部門部門部門はははは、、、、予予予予算算算算・・・・        人人人人員員員員ともともともとも少少少少なくなくなくなく事事事事業業業業ををををややややるときるときるときるとき苦労苦労苦労苦労するするするする。。。。地地地地方方方方でもでもでもでも、、、、環境環境環境環境部門部門部門部門とととと商商商商工工工工部門部門部門部門がががが共同共同共同共同してしてしてして取取取取        りりりり組組組組めるめるめるめる体体体体制制制制がががが必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、国国国国ももももそそそそのようなシステムづくりにのようなシステムづくりにのようなシステムづくりにのようなシステムづくりに支援支援支援支援することがすることがすることがすることが必要必要必要必要であであであであ        るるるる。。。。        ③③③③処理困難処理困難処理困難処理困難なななな廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ににににつつつついていていていて、、、、行行行行政政政政からからからからメメメメーーーーカカカカーへーへーへーへ処理処理処理処理のののの容容容容易易易易なななな製品製品製品製品ををををつつつつくるくるくるくることにことにことにことにつつつついいいい        てててて、、、、関連関連関連関連官庁官庁官庁官庁のののの合意合意合意合意のののの上上上上ででででメメメメーーーーカカカカーへのーへのーへのーへの指指指指導導導導がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。    
    ２２２２－－－－３３３３：：：：行行行行政機政機政機政機関関関関ⅡⅡⅡⅡ・・・・自治体自治体自治体自治体        ２２２２－－－－３３３３－－－－１１１１：：：：県県県県のののの事例事例事例事例とととと課題課題課題課題            県県県県はははは、、、、国国国国のののの基本構想基本構想基本構想基本構想ををををベベベベースにしてースにしてースにしてースにして、、、、圏圏圏圏内内内内のののの市町市町市町市町村村村村ががががそそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの特性特性特性特性・・・・条件条件条件条件をををを活活活活かしながかしながかしながかしながらららら種種種種々々々々のののの施策施策施策施策をををを実施実施実施実施・・・・実現実現実現実現するのをするのをするのをするのを支援支援支援支援するするするする立立立立場場場場でででで、、、、圏圏圏圏内内内内でででで具具具具体的体的体的体的、、、、効率的施策効率的施策効率的施策効率的施策をうってをうってをうってをうっていくことがいくことがいくことがいくことが基本的基本的基本的基本的役役役役割割割割であるであるであるである。。。。次次次次にににに４４４４県県県県におけるにおけるにおけるにおける状況状況状況状況をををを示示示示すすすす。。。。    （（（（１１１１））））    岩岩岩岩手県手県手県手県        現現現現在在在在「「「「循環型地域社会循環型地域社会循環型地域社会循環型地域社会のののの形成形成形成形成にににに関関関関するするするする条例条例条例条例」」」」のののの制制制制定定定定のののの作作作作業業業業をすすめているをすすめているをすすめているをすすめている。。。。①①①①最最最最近近近近、、、、岩岩岩岩手手手手・・・・青青青青森森森森県境県境県境県境でででで大大大大量量量量のののの産産産産廃廃廃廃不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄がががが発発発発覚覚覚覚しこのしこのしこのしこの再再再再発発発発をををを未然未然未然未然防止防止防止防止したいしたいしたいしたい、、、、②②②②国連国連国連国連大学大学大学大学とのゼロエとのゼロエとのゼロエとのゼロエミッションミッションミッションミッション等等等等のののの連連連連携携携携やややや社会的社会的社会的社会的背背背背景景景景からからからから、「、「、「、「いわていわていわていわて循環型循環型循環型循環型廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理構想構想構想構想」（」（」（」（２００１２００１２００１２００１年年年年３３３３月月月月〉〉〉〉をををを定定定定めているがめているがめているがめているが、、、、このこのこのこの構想構想構想構想理念理念理念理念をををを実現実現実現実現させるためにさせるためにさせるためにさせるために制制制制度的度的度的度的整備整備整備整備がががが必要必要必要必要であるであるであるである    ことがこのことがこのことがこのことがこの条条条条例例例例制制制制定定定定のニーズであるのニーズであるのニーズであるのニーズである。。。。循環型構想循環型構想循環型構想循環型構想のののの中中中中ではではではでは、、、、次次次次ぎのぎのぎのぎの４４４４つつつつののののココココンセプトをンセプトをンセプトをンセプトを基本基本基本基本にしているにしているにしているにしている；；；；①①①①原原原原則則則則としてとしてとしてとして岩岩岩岩手県手県手県手県内内内内でででで発発発発生生生生したものをしたものをしたものをしたものを岩岩岩岩手県手県手県手県内内内内でででで処理処理処理処理    ②②②②排排排排出者出者出者出者責責責責任任任任をををを明明明明確確確確にしながらにしながらにしながらにしながら一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物とととと産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、紙紙紙紙等等等等はははは片片片片やややや一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物ででででありありありあり、、、、産業界産業界産業界産業界からからからから出出出出たたたた一一一一部部部部のものはのものはのものはのものは産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とととと非常非常非常非常にににに分分分分かりにくいかりにくいかりにくいかりにくい。。。。しかししかししかししかし、、、、処理方処理方処理方処理方法法法法やややや循環循環循環循環方方方方法法法法がががが同同同同じじじじこともありこともありこともありこともあり、、、、これをこれをこれをこれを合合合合わせてわせてわせてわせて処理処理処理処理するするするする仕仕仕仕組組組組みみみみ    ③③③③岩岩岩岩手県手県手県手県はははは平平平平成成成成７７７７年年年年（（（（１９９５１９９５１９９５１９９５年年年年））））にににに公公公公共共共共関関関関与与与与のののの廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理施設施設施設施設をををを県県県県南南南南ににににつつつつくったがくったがくったがくったが、、、、県域県域県域県域がががが非常非常非常非常にににに広広広広くくくく端端端端からからからから端端端端までまでまでまで 200200200200キキキキロありロありロありロあり、、、、県県県県南南南南だだだだけけけけ整備整備整備整備してもしてもしてもしても県北県北県北県北のののの方方方方はははは困困困困っているっているっているっている。。。。今後今後今後今後、、、、資源循環資源循環資源循環資源循環のののの観点観点観点観点からもっとリサイクルからもっとリサイクルからもっとリサイクルからもっとリサイクルややややさまさまさまさまざざざざまなことができるようなセンターまなことができるようなセンターまなことができるようなセンターまなことができるようなセンター設立設立設立設立    ④④④④業業業業者育者育者育者育成成成成をををを進進進進めるめるめるめる    
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    具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、発発発発生生生生・・・・流流流流入入入入するするするする廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物抑抑抑抑制制制制へのへのへのへの経済的手法経済的手法経済的手法経済的手法、、、、そそそそれにれにれにれに伴伴伴伴うううう税税税税収収収収のののの循環型産業活循環型産業活循環型産業活循環型産業活動動動動やややや地域地域地域地域特性特性特性特性をををを活活活活かしたエかしたエかしたエかしたエココココタタタタウウウウンンンン構築構築構築構築へのへのへのへの活用活用活用活用、、、、広広広広域域域域でのでのでのでの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物対策対策対策対策（（（（北北北北東東東東北北北北３３３３県連県連県連県連携携携携ももももそそそそのののの１１１１つつつつ）、）、）、）、廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理業業業業者育者育者育者育成成成成、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製品認製品認製品認製品認定定定定制制制制度度度度・・・・普及普及普及普及支援等支援等支援等支援等をををを検討検討検討検討しておりしておりしておりしており、、、、第第第第２２２２クリーンセンターをクリーンセンターをクリーンセンターをクリーンセンターを建建建建設設設設しししし、、、、圏圏圏圏内内内内でででで発発発発生生生生するするするする一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物・・・・産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物・・・・畜糞畜糞畜糞畜糞・・・・廃木廃木廃木廃木材材材材をををを処理処理処理処理しししし、、、、発発発発電電電電をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに肥料肥料肥料肥料・・・・チチチチップップップップペペペペレレレレットのットのットのットの生生生生産産産産もももも肥料生肥料生肥料生肥料生産産産産をををを実施実施実施実施しししし循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成をををを推進推進推進推進することをすることをすることをすることを構想構想構想構想しているしているしているしている。。。。        （（（（２２２２））））    徳島徳島徳島徳島県県県県        環境環境環境環境局局局局がががが２００１２００１２００１２００１年度年度年度年度にににに新新新新設設設設されこのされこのされこのされこの中中中中にににに循環型社会推進課循環型社会推進課循環型社会推進課循環型社会推進課もももも設設設設置置置置されてされてされてされて循環型社会推循環型社会推循環型社会推循環型社会推進進進進ややややゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを担当担当担当担当しているしているしているしている。。。。昨昨昨昨年度年度年度年度からゼロエミッションからゼロエミッションからゼロエミッションからゼロエミッション推進検討推進検討推進検討推進検討委員委員委員委員会会会会をををを設設設設けけけけ検討検討検討検討をををを行行行行いいいい提言提言提言提言をまとめたをまとめたをまとめたをまとめた。。。。またまたまたまた、、、、広広広広域的域的域的域的なななな観点観点観点観点からからからから議議議議論論論論をををを進進進進めるためめるためめるためめるため東京東京東京東京にににに東京東京東京東京懇懇懇懇話会話会話会話会をををを設設設設置置置置しししし広広広広いいいい視視視視野野野野でででで問問問問題題題題点点点点などをなどをなどをなどを指指指指摘摘摘摘してしてしてしてもらいこれももらいこれももらいこれももらいこれも提言提言提言提言をまとめたをまとめたをまとめたをまとめた。。。。        これらこれらこれらこれら提言提言提言提言をををを基基基基にににに、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のののの支援支援支援支援をうけエをうけエをうけエをうけエココココタタタタウウウウンンンンＦＦＦＦＳＳＳＳ調調調調査査査査をををを１０１０１０１０月月月月からからからから着着着着手手手手しししし、、、、年年年年度度度度内内内内にエにエにエにエココココタタタタウウウウンンンン実現可能実現可能実現可能実現可能性性性性をををを検討検討検討検討しししし、、、、２００３２００３２００３２００３年度年度年度年度にエにエにエにエココココタタタタウウウウンプランをンプランをンプランをンプランを策定策定策定策定するするするする予予予予定定定定でででであるあるあるある。Ｆ。Ｆ。Ｆ。ＦＳＳＳＳ調調調調査査査査をするをするをするをする前前前前にににに地域地域地域地域のののの特特特特色色色色・・・・強強強強さをさをさをさを活活活活かしたかしたかしたかした事事事事業業業業をををを目目目目指指指指してしてしてして具具具具体的体的体的体的なななな施策施策施策施策をををを検討検討検討検討しているがしているがしているがしているが、、、、これらのこれらのこれらのこれらの計画計画計画計画のののの実現実現実現実現性性性性・・・・事事事事業可能業可能業可能業可能性性性性をををを高高高高めるためめるためめるためめるため既既既既にプロジェクトにプロジェクトにプロジェクトにプロジェクトチチチチームをームをームをームを発発発発足足足足させさせさせさせ、、、、経済経済経済経済性性性性・・・・設設設設備備備備設設設設置置置置場場場場所所所所・・・・事事事事業業業業主主主主体等体等体等体等のののの詳細詳細詳細詳細なななな検討検討検討検討のののの詰詰詰詰めをめをめをめを行行行行っているっているっているっている。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、ＲＲＲＲＰＰＰＰＦＦＦＦ発発発発電電電電をををを行行行行うときうときうときうとき、、、、循環資源循環資源循環資源循環資源としてとしてとしてとして年年年年間間間間３０３０３０３０万万万万トンがトンがトンがトンが必要必要必要必要であるがであるがであるがであるが、、、、徳島徳島徳島徳島県県県県だだだだけではけではけではけでは一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物４４４４万万万万トントントントン、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物１１１１１１１１－－－－１２１２１２１２万万万万トンしかトンしかトンしかトンしか確確確確保保保保できずできずできずできず、、、、残残残残りはりはりはりは県県県県外外外外からのからのからのからの調調調調達達達達をををを視視視視野野野野にいれてにいれてにいれてにいれて検討検討検討検討をををを行行行行わなけれわなけれわなけれわなければばばばならずならずならずならず課題課題課題課題もあるもあるもあるもある。。。。        今後今後今後今後はははは、、、、ゼロエミションのゼロエミションのゼロエミションのゼロエミションの具具具具体化体化体化体化にににに向向向向けてけてけてけて、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省（（（（エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業）、）、）、）、農林農林農林農林水水水水産産産産省省省省、、、、ＮＥＮＥＮＥＮＥＤＤＤＤＯＯＯＯ等等等等のののの複数複数複数複数のののの機機機機関関関関のののの支援支援支援支援をいたをいたをいたをいただだだだきプロジェクトをきプロジェクトをきプロジェクトをきプロジェクトを立立立立ちちちち上上上上げていくげていくげていくげていく。。。。基本的基本的基本的基本的にはにはにはには補助補助補助補助制制制制度度度度がなくてもがなくてもがなくてもがなくても成立成立成立成立するプロジェクトでなけれするプロジェクトでなけれするプロジェクトでなけれするプロジェクトでなければばばば、、、、本本本本来来来来はははは持続持続持続持続していけないしていけないしていけないしていけない。。。。そそそそういったういったういったういった部部部部分分分分があるがあるがあるがあるケケケケース・ないース・ないース・ないース・ないケケケケースでースでースでースで各各各各事事事事業業業業のののの採採採採算算算算をををを検討検討検討検討しているしているしているしている段階段階段階段階であるであるであるである。。。。        またまたまたまた、、、、徳島徳島徳島徳島県県県県にはにはにはには吉吉吉吉野川野川野川野川とととと那賀那賀那賀那賀川川川川というというというという大大大大きいきいきいきい２２２２つつつつのののの河河河河川川川川ががががあるあるあるある。。。。那賀那賀那賀那賀川流域川流域川流域川流域にはにはにはには長長長長安安安安口口口口ダムダムダムダム等等等等のダムのダムのダムのダム群群群群がありがありがありがあり、、、、ダムダムダムダム流域流域流域流域・・・・上上上上流流流流でのでのでのでの地域地域地域地域振興振興振興振興をををを図図図図るるるるツツツツールとしてールとしてールとしてールとして、、、、未未未未利用資源利用資源利用資源利用資源のののの活活活活用用用用ができないかをができないかをができないかをができないかを検討検討検討検討しているしているしているしている。。。。具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材・・・・製製製製材材材材木木木木くず・くず・くず・くず・流流流流木木木木・ゆずかす・ゆずかす・ゆずかす・ゆずかす及及及及びダびダびダびダムムムム湖湖湖湖にたまったにたまったにたまったにたまった堆堆堆堆砂砂砂砂であるであるであるである。。。。製製製製材材材材業業業業ではではではでは、、、、発発発発生生生生するするするする木木木木くずのくずのくずのくずの野野野野焼焼焼焼きがきがきがきが禁禁禁禁止止止止されれされれされれされればばばば事事事事業業業業のののの存存存存続続続続がががが危危危危ぶぶぶぶまれまれまれまれ、、、、またまたまたまた堆堆堆堆砂砂砂砂はははは、、、、長長長長安安安安口口口口ダムですでにダムですでにダムですでにダムですでに堆堆堆堆砂砂砂砂容容容容量量量量のののの２２２２倍倍倍倍をををを越越越越ええええるるるる１２００１２００１２００１２００万万万万㎥㎥㎥㎥のののの汚汚汚汚泥泥泥泥とととと土砂土砂土砂土砂がたまっているがたまっているがたまっているがたまっている。。。。これらをこれらをこれらをこれらを地域地域地域地域のののの未未未未利用資源利用資源利用資源利用資源としてとらとしてとらとしてとらとしてとらええええ、、、、新新新新しいしいしいしい産業産業産業産業・・・・事事事事業業業業をををを興興興興せないかとせないかとせないかとせないかと検討検討検討検討をををを進進進進めているめているめているめている。。。。従来従来従来従来のののの典典典典型的型的型的型的なななな循環型産業循環型産業循環型産業循環型産業とはとはとはとは異質異質異質異質であるかもしれなであるかもしれなであるかもしれなであるかもしれないがいがいがいが、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会形成社会形成社会形成社会形成のためののためののためののための新新新新しいしいしいしいチチチチャャャャレレレレンジであるンジであるンジであるンジである。。。。        （（（（３３３３））））    愛知愛知愛知愛知県県県県        ２００１２００１２００１２００１年度年度年度年度にににに資源循環型社会形成推進資源循環型社会形成推進資源循環型社会形成推進資源循環型社会形成推進方方方方策策策策のののの調調調調査査査査をををを行行行行いいいい、、、、愛知愛知愛知愛知県分県分県分県分のののの物物物物質質質質フローをフローをフローをフローを作作作作成成成成したしたしたした。。。。これはこれはこれはこれは県県県県単単単単位位位位でででで詳細詳細詳細詳細なななな物物物物質質質質フローとしてはフローとしてはフローとしてはフローとしては全全全全国国国国初初初初でありでありでありであり資源循環資源循環資源循環資源循環をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための基基基基本的本的本的本的なななな資資資資料料料料となるとなるとなるとなる。。。。        物物物物質質質質フローはフローはフローはフローは投投投投入入入入段階段階段階段階（（（（断断断断面面面面１１１１））））はははは 10,80010,80010,80010,800 万万万万トントントントン、、、、製品生製品生製品生製品生産産産産段階段階段階段階（（（（断断断断面面面面２２２２））））8,8008,8008,8008,800 万万万万トトトトンンンン、、、、製品製品製品製品のののの販売販売販売販売・・・・購購購購入入入入段階段階段階段階（（（（断断断断面面面面３３３３））））9,4009,4009,4009,400 万万万万トントントントン、、、、新新新新規規規規蓄蓄蓄蓄積積積積・・・・消費消費消費消費・・・・廃棄廃棄廃棄廃棄段階段階段階段階（（（（断断断断面面面面４４４４））））ではではではでは１１１１億億億億トンになるトンになるトンになるトンになる。。。。このうちこのうちこのうちこのうち、、、、新新新新規規規規蓄蓄蓄蓄積積積積 7,2007,2007,2007,200 万万万万トントントントン、、、、食食食食糧糧糧糧消費消費消費消費 500500500500 万万万万トントントントン、、、、有有有有価物価物価物価物売売売売却却却却
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700700700700 万万万万トンがありトンがありトンがありトンがあり、、、、1,6001,6001,6001,600 万万万万トンがトンがトンがトンが無無無無価物価物価物価物（（（（廃棄廃棄廃棄廃棄））））としてとしてとしてとして処理処理処理処理・・・・処処処処分分分分されるされるされるされる。。。。最最最最終段階終段階終段階終段階のののの断断断断面面面面５５５５ではではではでは、、、、1,6001,6001,6001,600 万万万万トンのうちトンのうちトンのうちトンのうち、、、、減減減減容容容容 500500500500 万万万万トントントントン、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分 300300300300 万万万万トントントントン、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル物再物再物再物再利利利利用用用用 800800800800 万万万万トンとなるトンとなるトンとなるトンとなる。。。。断断断断面面面面４４４４でのでのでのでの有有有有価物価物価物価物 700700700700 万万万万トンとトンとトンとトンと他他他他県県県県とのとのとのとの収収収収支支支支差差差差・・・・流流流流入入入入 300300300300 万万万万トンをトンをトンをトンを加加加加ええええ 1,8001,8001,8001,800 万万万万トンがトンがトンがトンが資源資源資源資源としてとしてとしてとして再再再再投投投投入入入入されるされるされるされる（（（（詳細詳細詳細詳細はははは資資資資料料料料編編編編参参参参照照照照）。）。）。）。        従来従来従来従来のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物対策対策対策対策はははは断断断断面面面面５５５５のののの処理処処理処処理処処理処分分分分、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ態態態態勢勢勢勢をををを確確確確保保保保するのするのするのするのがががが最最最最大大大大のののの行行行行政政政政課題課題課題課題であったがであったがであったがであったが、、、、今後今後今後今後はははは各各各各段階段階段階段階でででで、、、、レレレレデデデデュュュュース・リース・リース・リース・リユユユユース・リサイクルのース・リサイクルのース・リサイクルのース・リサイクルの３３３３ＲＲＲＲをををを推進推進推進推進するこするこするこすることがとがとがとが最最最最大課題大課題大課題大課題となるとなるとなるとなる。。。。このためこのためこのためこのため、、、、県民県民県民県民・・・・事事事事業業業業者者者者・・・・行行行行政政政政のののの役役役役割割割割とととと取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを明明明明ららららかにするかにするかにするかにする「「「「資源循環型社会形成資源循環型社会形成資源循環型社会形成資源循環型社会形成プランプランプランプラン」」」」をををを２００２２００２２００２２００２年度年度年度年度中中中中にににに作作作作成成成成しししし、、、、３３３３ＲＲＲＲのののの推進推進推進推進・グリーン・グリーン・グリーン・グリーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーのーのーのーの育育育育成成成成・グリーン・グリーン・グリーン・グリーン購購購購入入入入等等等等のののの施策施策施策施策にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいくでいくでいくでいく。。。。またまたまたまた、、、、愛知愛知愛知愛知県県県県・・・・岐阜岐阜岐阜岐阜県県県県・・・・三重三重三重三重県県県県・・・・名古名古名古名古屋屋屋屋市市市市のののの４４４４者者者者でのでのでのでの首首首首長長長長会議会議会議会議のののの結果結果結果結果をををを受受受受けてけてけてけて地域地域地域地域をををを超超超超ええええたグリーンたグリーンたグリーンたグリーン購購購購入入入入をををを訴訴訴訴ええええていていていていくことをくことをくことをくことを検討検討検討検討中中中中であるであるであるである。。。。産業界産業界産業界産業界、、、、スーパースーパースーパースーパーママママーーーーケケケケットットットット等等等等からはからはからはからは、、、、行行行行政政政政がががが壁壁壁壁ををををつつつつくっている・くっている・くっている・くっている・行行行行政政政政のののの枠枠枠枠はははは小小小小さすぎるさすぎるさすぎるさすぎる等等等等のののの意見意見意見意見がありがありがありがあり、、、、３３３３県県県県１１１１市市市市ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいでややややってってってってほほほほしいというしいというしいというしいという要要要要望望望望もあってもあってもあってもあって取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを始始始始めているめているめているめている。。。。        （（（（４４４４））））    三重三重三重三重県県県県        ２００２２００２２００２２００２年年年年４４４４月月月月にににに組織改組織改組織改組織改正正正正がありがありがありがあり、、、、環境環境環境環境部部部部にはにはにはには課課課課がなくなりがなくなりがなくなりがなくなりチチチチームというームというームというームという組織組織組織組織にににに変変変変わったわったわったわった。。。。循環循環循環循環システムシステムシステムシステム推進推進推進推進チチチチームはームはームはームは一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物とリサイクルをとリサイクルをとリサイクルをとリサイクルを主担当主担当主担当主担当としているとしているとしているとしている。。。。        三重三重三重三重県県県県はははは全全全全人人人人口口口口１１１１８８８８５５５５万万万万人人人人でででで６９６９６９６９市町市町市町市町村村村村がありがありがありがあり、、、、海海海海岸岸岸岸線線線線ににににそそそそってってってって１１１１１１１１市市市市がががが並並並並んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物はははは年年年年間間間間８８８８００００万万万万トンでここトンでここトンでここトンでここ１１１１－－－－２２２２年年年年はははは下下下下降降降降ぎみであるがぎみであるがぎみであるがぎみであるが１１１１人人人人あたりあたりあたりあたり１１００１１００１１００１１００グラムグラムグラムグラム排排排排出出出出しているしているしているしている。。。。産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは４００４００４００４００万万万万トントントントン程程程程度度度度でででで推推推推移移移移しているしているしているしている。。。。最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場のののの残残残残余余余余量量量量がががが減少減少減少減少してきておりこのしてきておりこのしてきておりこのしてきておりこの対策対策対策対策がががが数数数数年年年年前前前前からいからいからいからいろろろろいいいいろろろろ検討検討検討検討されてきたされてきたされてきたされてきた。。。。このこのこのこの検討検討検討検討のののの結果結果結果結果がががが産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物税税税税制制制制とととと三重三重三重三重県県県県リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製品製品製品製品利用促利用促利用促利用促進進進進条例条例条例条例のののの制制制制度度度度であるであるであるである。。。。        産産産産廃廃廃廃税税税税はははは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの適正適正適正適正処理処理処理処理のののの観点観点観点観点をををを脱却脱却脱却脱却しししし、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物・・・・行行行行政政政政のののの枠枠枠枠をこをこをこをこええええたたたた施策施策施策施策をををを実行実行実行実行することですることですることですることで資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会をををを目目目目指指指指すものであるすものであるすものであるすものである。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物税税税税のののの使使使使いいいい道道道道はははは２２２２つつつつあるあるあるある。。。。１１１１つつつつはははは環境環境環境環境のののの２１２１２１２１世世世世紀紀紀紀にににに通通通通じじじじるるるる産業活動産業活動産業活動産業活動のののの支援支援支援支援：：：：廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制やややや減減減減容容容容のののの研究研究研究研究、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製品製品製品製品のののの開開開開発発発発へのへのへのへの一一一一部助部助部助部助成成成成であるであるであるである。。。。２２２２つつつつ目目目目はははは、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物へのへのへのへの新新新新たなたなたなたな環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷対策対策対策対策としてとしてとしてとして産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物監監監監視視視視強化対策強化対策強化対策強化対策事事事事業業業業でありでありでありであり人人人人員員員員２０２０２０２０名名名名のののの監監監監視視視視体体体体制制制制にににに強化強化強化強化したしたしたした。。。。        産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物税税税税のののの導導導導入入入入をををを契契契契機機機機としてとしてとしてとして、、、、補助補助補助補助制制制制度度度度のののの活用活用活用活用のあるなしにかかわらずのあるなしにかかわらずのあるなしにかかわらずのあるなしにかかわらず、、、、県県県県内内内内のののの該該該該当当当当事事事事業業業業者者者者がががが一一一一斉斉斉斉にににに３３３３ＲＲＲＲのののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを始始始始めためためためた。。。。２００２２００２２００２２００２年度年度年度年度にににに４４４４億円億円億円億円程程程程度度度度のののの税税税税収収収収をををを見見見見ここここんんんんでいたでいたでいたでいたがががが、、、、現現現現時点時点時点時点ではではではでは３３３３億円億円億円億円程程程程度度度度しかしかしかしか見見見見こめなくなっているこめなくなっているこめなくなっているこめなくなっている。。。。最最最最近近近近のののの経済経済経済経済状況状況状況状況低低低低迷迷迷迷のののの影響影響影響影響もありもありもありもあり数数数数値値値値的的的的なななな評価評価評価評価はできないがはできないがはできないがはできないが、、、、あるあるあるある程程程程度度度度のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物減減減減量量量量化化化化がががが進進進進んんんんでいることがでいることがでいることがでいることが推推推推測測測測されされされされ、、、、このこのこのこの制制制制度度度度がががが本本本本来来来来のののの効効効効果果果果をををを生生生生みみみみ出出出出しているのではないかとしているのではないかとしているのではないかとしているのではないかと考考考考ええええられるられるられるられる。。。。        もうもうもうもう１１１１つつつつのののの制制制制度度度度はははは２００１２００１２００１２００１年年年年３３３３月月月月にににに議議議議員員員員立法立法立法立法でででで制制制制定定定定しししし１０１０１０１０月月月月にににに施行施行施行施行したしたしたした三重三重三重三重県県県県リサイクリサイクリサイクリサイクルルルル製品製品製品製品利用促進利用促進利用促進利用促進条例条例条例条例でありでありでありであり、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製品製品製品製品をををを優優優優先的先的先的先的にににに促進促進促進促進使使使使用用用用しようとするものでしようとするものでしようとするものでしようとするもので、、、、２０２０２０２００２０２０２０２年年年年２２２２月月月月にににに１３１３１３１３製品製品製品製品のののの認認認認定定定定をををを行行行行ったったったった。。。。現現現現在在在在までまでまでまで２４２４２４２４製品製品製品製品（（（（２００２２００２２００２２００２年年年年１１１１１１１１月月月月））））のののの認認認認証証証証をををを終終終終了了了了しているがしているがしているがしているが、、、、実際実際実際実際のののの使使使使用用用用をををを普及普及普及普及させるためさせるためさせるためさせるため県県県県だだだだけではなくけではなくけではなくけではなく市町市町市町市町村村村村やややや民民民民間間間間でもでもでもでも活用活用活用活用できるよできるよできるよできるようにうにうにうに制制制制度度度度のののの見見見見直直直直ししししやややや、、、、認認認認証証証証にあたってにあたってにあたってにあたって安安安安全全全全面面面面・・・・品品品品質面質面質面質面でのでのでのでの十十十十分分分分審審審審査査査査をしていくことがをしていくことがをしていくことがをしていくことが必要必要必要必要でででであるあるあるある。。。。    
    ２２２２－－－－３３３３－－－－２２２２：：：：市町市町市町市町村村村村のののの事例事例事例事例とととと課題課題課題課題    
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（（（（１１１１））））    山形県立川町山形県立川町山形県立川町山形県立川町（（（（サイトサイトサイトサイト見学見学見学見学もももも実施実施実施実施））））        立川町立川町立川町立川町はははは 19,000ha19,000ha19,000ha19,000haのののの広広広広いいいい面面面面積積積積のののの農農農農山山山山村村村村でるでるでるでる。。。。人人人人口口口口はははは 7,0007,0007,0007,000人人人人をををを割割割割りりりり減少減少減少減少のののの一一一一途途途途をたどっをたどっをたどっをたどっているているているている。。。。基基基基幹幹幹幹産業産業産業産業のののの林林林林業業業業とととと米米米米作作作作もももも厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況にあるがにあるがにあるがにあるが、、、、いいいいつつつつまでもこのようなまでもこのようなまでもこのようなまでもこのような時代時代時代時代がががが続続続続くくくくとはとはとはとは思思思思っていないっていないっていないっていない。。。。山山山山村村村村のののの生生生生活活活活はははは今後今後今後今後見見見見直直直直されていくべきものとされていくべきものとされていくべきものとされていくべきものと思思思思っているっているっているっている。。。。２１２１２１２１世世世世紀紀紀紀はははは、、、、自自自自然然然然とのとのとのとの共共共共生生生生をををを模模模模索索索索していくことがしていくことがしていくことがしていくことが必要必要必要必要とととと考考考考ええええているているているている。。。。田舎田舎田舎田舎でででで暮暮暮暮らしたことのないらしたことのないらしたことのないらしたことのない人人人人がががが、、、、立川町立川町立川町立川町にににに１１１１月月月月でもでもでもでも２２２２月月月月でもでもでもでも一一一一緒緒緒緒にににに住住住住んんんんでいたでいたでいたでいただだだだきききき、、、、地地地地元元元元ではではではでは考考考考ええええられないこと・このようられないこと・このようられないこと・このようられないこと・このようなななな地域地域地域地域をををを生生生生かしていくことをかしていくことをかしていくことをかしていくことを発想発想発想発想していたしていたしていたしていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。このこのこのこの意意意意味味味味でででで、「、「、「、「これからのこれからのこれからのこれからの田舎田舎田舎田舎がおもがおもがおもがおもししししろろろろいいいい」」」」といっているといっているといっているといっている。。。。        立川町立川町立川町立川町にはにはにはには２２２２つつつつのののの目目目目玉玉玉玉：：：：風風風風力発力発力発力発電電電電とととと生生生生ごごごごみからみからみからみからつつつつくったくったくったくった堆肥堆肥堆肥堆肥でででで栽培栽培栽培栽培したしたしたした有有有有機機機機米米米米があるがあるがあるがある。。。。風風風風力発力発力発力発電電電電のののの歴歴歴歴史史史史はははは古古古古いいいい。。。。１９７９１９７９１９７９１９７９年年年年にににに科学技術科学技術科学技術科学技術庁庁庁庁のののの数数数数ＫＫＫＫＷＷＷＷのののの風風風風力実力実力実力実験事験事験事験事業業業業ををををひひひひきうけたきうけたきうけたきうけた。。。。そそそそのののの後後後後ふふふふるさとるさとるさとるさと創生事創生事創生事創生事業業業業がががが発発発発端端端端となりとなりとなりとなり、、、、館館館館林前林前林前林前町町町町長長長長のののの熱熱熱熱意意意意とととと行動力行動力行動力行動力によってによってによってによって１９９２１９９２１９９２１９９２年年年年ににににシンシンシンシンボボボボルルルル風車風車風車風車１０１０１０１０００００ＫＫＫＫＷＷＷＷ３３３３基基基基をををを導導導導入入入入したしたしたした。。。。これはこれはこれはこれは、、、、清清清清川川川川だだだだしとしとしとしと呼呼呼呼ばばばばれるサイトれるサイトれるサイトれるサイト特特特特有有有有のののの強強強強風風風風をををを利用利用利用利用してしてしてして発発発発電電電電するとともにシンするとともにシンするとともにシンするとともにシンボボボボルルルル風車風車風車風車付付付付近近近近をををを風車風車風車風車村村村村としてとしてとしてとして学習学習学習学習・・・・観光観光観光観光サイトとしてサイトとしてサイトとしてサイトとして地地地地元元元元活活活活性性性性化化化化ににににつつつつなげているなげているなげているなげている。。。。そそそそのののの後後後後、、、、風車風車風車風車のののの増増増増設設設設をををを行行行行いいいい現現現現在在在在１０１０１０１０基基基基がががが稼稼稼稼動動動動しておりしておりしておりしており、、、、町町町町のののの全全全全電電電電力力力力需需需需要要要要 2,2002,2002,2002,200 万万万万ＫＫＫＫＷＷＷＷＨＨＨＨのののの４２４２４２４２．．．．５５５５％％％％をまかなっているをまかなっているをまかなっているをまかなっている。。。。さらにさらにさらにさらに１５００１５００１５００１５００ＫＫＫＫＷＷＷＷ１１１１基基基基をををを建建建建設設設設するするするする計画計画計画計画でこれがでこれがでこれがでこれが完完完完成成成成するとするとするとすると風風風風力発力発力発力発電比電比電比電比率率率率がががが電電電電力力力力需需需需要要要要のののの５０５０５０５０％％％％をををを超超超超ええええることになりることになりることになりることになり、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２発発発発生生生生はははは１９９０１９９０１９９０１９９０年対年対年対年対比比比比でででで１２１２１２１２％％％％強強強強削減削減削減削減されることになるされることになるされることになるされることになる。。。。        堆肥生堆肥生堆肥生堆肥生産産産産センターはセンターはセンターはセンターは建建建建設設設設してしてしてして１６１６１６１６年年年年になるになるになるになる。。。。そそそそれまではれまではれまではれまでは山山山山にににに捨捨捨捨てていたてていたてていたてていた生生生生ごごごごみにみにみにみに畜糞畜糞畜糞畜糞とととと籾籾籾籾がらをがらをがらをがらを混混混混合合合合、、、、発発発発酵酵酵酵ししししココココンンンンポポポポストにストにストにストに変変変変ええええ地地地地元元元元のののの有有有有機機機機米米米米研究会研究会研究会研究会のののの農農農農家家家家にににに使使使使用用用用してもらっていしてもらっていしてもらっていしてもらっているるるる。。。。ココココストはストはストはストは１１１１トンあたりトンあたりトンあたりトンあたり 9,0009,0009,0009,000 円円円円かかるがかかるがかかるがかかるが町町町町がががが 4,0004,0004,0004,000 円円円円奨励奨励奨励奨励金金金金をををを補助補助補助補助しているしているしているしている。。。。有有有有機機機機米米米米はははは 1,5001,5001,5001,500 トントントントン生生生生産産産産しているがしているがしているがしているが、、、、大大大大半半半半をををを大大大大阪阪阪阪生生生生協協協協にににに普普普普通通通通のののの米米米米よりよりよりより１１１１俵俵俵俵あたりあたりあたりあたり 2,0002,0002,0002,000 円円円円高高高高くくくく買買買買ってもらっているってもらっているってもらっているってもらっている。。。。有有有有機機機機米米米米研究会研究会研究会研究会ののののメメメメンンンンババババーがーがーがーが年年年年１１１１回回回回必必必必ずずずず大大大大阪阪阪阪生生生生協協協協をををを訪訪訪訪問問問問しししし交交交交流会流会流会流会をををを行行行行っっっっているているているている。。。。またまたまたまた大大大大阪阪阪阪生生生生協協協協もももも秋秋秋秋にはにはにはには立川町立川町立川町立川町のののの有有有有機機機機米栽培米栽培米栽培米栽培サイトをサイトをサイトをサイトを視視視視察察察察されされされされ有有有有機農機農機農機農産産産産物物物物ににににつつつついていていていて意見意見意見意見交交交交換換換換をををを行行行行っているっているっているっている。。。。今後今後今後今後のののの農農農農業業業業はははは生生生生産産産産者者者者のののの顔顔顔顔のののの見見見見ええええるるるる、、、、しかもしかもしかもしかも消費消費消費消費者者者者とととと一体一体一体一体となったとなったとなったとなった協力協力協力協力体体体体制制制制のもとでのもとでのもとでのもとで農農農農業業業業振興振興振興振興をををを図図図図っていかなけれっていかなけれっていかなけれっていかなければばばばならないがならないがならないがならないが、、、、立川町立川町立川町立川町のののの成成成成果果果果はこれをはこれをはこれをはこれを実現実現実現実現したしたしたした貴重貴重貴重貴重なななな成成成成功功功功事例事例事例事例であるであるであるである。。。。        風風風風力発力発力発力発電電電電によるによるによるによる非非非非化化化化石石石石エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー発発発発電電電電、、、、生生生生ごごごごみ・み・み・み・家畜糞家畜糞家畜糞家畜糞・・・・籾籾籾籾がらがらがらがら等等等等からからからからココココンンンンポポポポストをストをストをストを生生生生産産産産するするするする廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの循環循環循環循環使使使使用用用用をさらにをさらにをさらにをさらに推進推進推進推進させてさせてさせてさせて「「「「環境環境環境環境まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり基本構想基本構想基本構想基本構想」」」」をををを２００１２００１２００１２００１年策年策年策年策定定定定したしたしたした。。。。このこのこのこの構想構想構想構想にににに基基基基づいてづいてづいてづいて町民町民町民町民とととと一体一体一体一体になってになってになってになって、「、「、「、「循環循環循環循環」」」」とととと「「「「共生共生共生共生」」」」のののの地域地域地域地域づくりにづくりにづくりにづくりに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、町民総町民総町民総町民総参加参加参加参加のののの形形形形でこのでこのでこのでこの活動活動活動活動をををを推進推進推進推進しているしているしているしている。。。。                                                    表表表表４４４４    立川町環境立川町環境立川町環境立川町環境まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり基本構想基本構想基本構想基本構想（（（（要要要要点点点点））））    ①①①①    目目目目にににに見見見見ええええるるるる環境環境環境環境のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり                            町民町民町民町民参参参参加加加加のののの環境環境環境環境まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり                                                                    安安安安心心心心でででで安安安安全全全全なななな地球基地球基地球基地球基準準準準のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり    ②②②②    自自自自然然然然とととと人人人人間間間間のののの共生共生共生共生                                                自自自自然然然然環境環境環境環境のののの保保保保全全全全                                                                    美美美美しいしいしいしい町町町町並並並並みづくりみづくりみづくりみづくり                                                                    景観景観景観景観のののの保保保保全全全全、、、、創造創造創造創造    ③③③③    農農農農山山山山村村村村型型型型ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション（（（（ごごごごみゼロみゼロみゼロみゼロ））））        資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会のののの創造創造創造創造            構想構想構想構想のののの推進推進推進推進                                                            環境環境環境環境保保保保全全全全型型型型農農農農業業業業のののの推進推進推進推進    ④④④④    自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの推進推進推進推進とととと地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化対策化対策化対策化対策        自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの導導導導入入入入促進促進促進促進    
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                                                                                        地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化対策化対策化対策化対策のののの推推推推進進進進    
    （（（（２２２２））））    北九州市北九州市北九州市北九州市（（（（サイトサイトサイトサイト見学見学見学見学もももも実施実施実施実施））））        北九州市北九州市北九州市北九州市はははは八幡八幡八幡八幡製製製製鉄鉄鉄鉄所所所所、、、、門司門司門司門司鉄鉄鉄鉄道管理局道管理局道管理局道管理局でででで象徴象徴象徴象徴されるされるされるされる工工工工業業業業・・・・交通交通交通交通のののの拠拠拠拠点点点点でありでありでありであり高高高高度成度成度成度成長長長長期期期期はははは公害公害公害公害のまちであったのまちであったのまちであったのまちであった。。。。女女女女性性性性がががが子子子子供供供供のののの健康健康健康健康等等等等のののの問問問問題題題題からからからから立立立立ちあがったのがちあがったのがちあがったのがちあがったのが公害公害公害公害反反反反対対対対運運運運動動動動のののの始始始始まりでありまりでありまりでありまりであり、、、、産産産産官官官官学学学学のののの努努努努力力力力によってによってによってによって克服克服克服克服してきたしてきたしてきたしてきた。。。。このこのこのこの環境環境環境環境面面面面でのでのでのでの苦労苦労苦労苦労をををを生生生生かしてかしてかしてかして地地地地域域域域づくりができないかとはづくりができないかとはづくりができないかとはづくりができないかとはじじじじめためためためた最最最最初初初初がががが国際協力国際協力国際協力国際協力でありでありでありであり、、、、中中中中国国国国やややや東東東東南南南南アジアのアジアのアジアのアジアの似似似似たたたた都都都都市市市市ととととのののの間間間間でネットワークをでネットワークをでネットワークをでネットワークを図図図図りりりり国際協力国際協力国際協力国際協力をしているをしているをしているをしている。。。。環境環境環境環境保保保保全全全全とととと産業産業産業産業振興振興振興振興はははは同同同同時時時時平平平平行行行行であるであるであるである。。。。        エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業はははは５５５５－－－－６６６６年年年年前前前前にににに開始開始開始開始したがしたがしたがしたが、、、、構想構想構想構想のののの検討検討検討検討はははは１０１０１０１０年年年年くらいくらいくらいくらい前前前前からからからから始始始始まったまったまったまった。。。。環境環境環境環境保保保保全全全全行行行行政政政政とととと産業産業産業産業振興振興振興振興・・・・商商商商工工工工行行行行政政政政ををををババババランスをとってランスをとってランスをとってランスをとって進進進進めることがめることがめることがめることが重要重要重要重要でででで、、、、環境環境環境環境局局局局のののの中中中中のののの環境産業環境産業環境産業環境産業政政政政策策策策室長室長室長室長がががが商商商商工工工工部門部門部門部門もももも兼兼兼兼務務務務しておりしておりしておりしており両両両両方方方方のののの視点視点視点視点でででで施策施策施策施策をををを進進進進めているめているめているめている。。。。        構想構想構想構想はははは響響響響灘埋灘埋灘埋灘埋立地立地立地立地のののの利用利用利用利用、、、、当当当当初初初初はははは港湾港湾港湾港湾計画計画計画計画・・・・都都都都市計画市計画市計画市計画・・・・土土土土地利用等地利用等地利用等地利用等からスタートしからスタートしからスタートしからスタートし、、、、    １９９２１９９２１９９２１９９２年年年年のリオ・サミットあたりののリオ・サミットあたりののリオ・サミットあたりののリオ・サミットあたりの時点時点時点時点からからからから環境行環境行環境行環境行政政政政，，，，特特特特にににに廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物行行行行政政政政からからからから考考考考ええええることることることることとなったとなったとなったとなった。。。。ココココンセプトをまとめンセプトをまとめンセプトをまとめンセプトをまとめ土土土土地利用地利用地利用地利用・・・・事事事事業計画業計画業計画業計画をををを考考考考ええええ始始始始めたのがめたのがめたのがめたのが１９９７１９９７１９９７１９９７年年年年でででで、、、、通通通通産産産産省省省省のエのエのエのエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業がががが創創創創設設設設されたのでされたのでされたのでされたので申申申申請請請請しししし、、、、承承承承認認認認をををを受受受受けけけけ、、、、事事事事業業業業をををを開始開始開始開始したしたしたした。。。。当当当当初初初初計画計画計画計画ははははほほほほぼぼぼぼ達達達達成成成成されたのでされたのでされたのでされたので、、、、２００２２００２２００２２００２年年年年夏夏夏夏第第第第２２２２期期期期計画計画計画計画をををを策定策定策定策定したしたしたした。。。。９０９０９０９０年年年年代代代代終終終終わりからわりからわりからわりから２０００２０００２０００２０００年年年年になってになってになってになって３３３３ＲＲＲＲがががが提唱提唱提唱提唱されされされされ循環基本法循環基本法循環基本法循環基本法ができてくるなかでができてくるなかでができてくるなかでができてくるなかで、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルだだだだけではけではけではけでは足足足足りないことにりないことにりないことにりないことに気気気気づきづきづきづき、、、、これをこれをこれをこれを第第第第２２２２期期期期計画計画計画計画にににに反映反映反映反映しているしているしているしている。。。。        エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業のののの３３３３つつつつのののの柱柱柱柱はははは、、、、環境環境環境環境全般全般全般全般・ものづくりの・ものづくりの・ものづくりの・ものづくりの研究研究研究研究をするをするをするをする「「「「教育教育教育教育・・・・基基基基礎礎礎礎研究研究研究研究」、」、」、」、ごごごごみのみのみのみの研究研究研究研究をするをするをするをする「「「「技術技術技術技術・・・・実実実実証証証証研究研究研究研究」」」」とリサイクルとリサイクルとリサイクルとリサイクル事事事事業業業業のののの自立自立自立自立をををを目目目目指指指指すすすす「「「「事事事事業化業化業化業化」」」」であるであるであるである。。。。教育教育教育教育・・・・基基基基礎礎礎礎研究研究研究研究はははは２００１２００１２００１２００１年度年度年度年度オープンしたオープンしたオープンしたオープンした学術研究学術研究学術研究学術研究都都都都市市市市でででで実施実施実施実施されされされされ１０１０１０１０にににに近近近近いいいい大学大学大学大学・・・・研研研研究究究究機機機機関関関関がががが集集集集積積積積しししし知知知知的基的基的基的基盤盤盤盤のののの創生創生創生創生をををを目目目目指指指指しているしているしているしている。。。。産学連産学連産学連産学連携携携携のののの拠拠拠拠点点点点でありでありでありであり事事事事業業業業をををを生生生生みみみみ出出出出すこすこすこすこととととがががが基本基本基本基本ココココンセプトであるンセプトであるンセプトであるンセプトである。。。。技術技術技術技術・・・・実実実実証証証証研究研究研究研究ではではではでは、、、、ごごごごみのみのみのみの研究研究研究研究をををを取取取取りりりり上上上上げたげたげたげた福福福福岡岡岡岡大学大学大学大学のののの存存存存在在在在はははは大大大大きくきくきくきく、、、、研究研究研究研究をオープンにしていることもあってをオープンにしていることもあってをオープンにしていることもあってをオープンにしていることもあって地域地域地域地域にににに安安安安心感心感心感心感・・・・存在存在存在存在感感感感をををを与与与与ええええるととるととるととるとともにもにもにもに、、、、ごごごごみをみをみをみを研究研究研究研究するするするする企業企業企業企業へのへのへのへの牽牽牽牽引力引力引力引力にもなっているにもなっているにもなっているにもなっている。。。。またまたまたまた、、、、焼却灰焼却灰焼却灰焼却灰・おから・・おから・・おから・・おから・発発発発泡泡泡泡ススススチチチチロールロールロールロール等等等等のののの実実実実証証証証研究研究研究研究がががが行行行行われわれわれわれ実用化実用化実用化実用化にもにもにもにもつつつつながっているながっているながっているながっている。。。。事事事事業化業化業化業化はははは総合環境総合環境総合環境総合環境ココココンンンンビビビビナートナートナートナートとととと響響響響リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル団地団地団地団地でででで実施実施実施実施されているされているされているされている。。。。ペペペペットットットットボボボボトル・トル・トル・トル・自動自動自動自動車車車車・・・・ＯＯＯＯＡＡＡＡ・・・・家家家家電電電電・・・・蛍蛍蛍蛍光光光光管管管管・・・・医医医医療療療療用用用用具具具具等等等等のリサイクルにはのリサイクルにはのリサイクルにはのリサイクルには、、、、ココココンンンンビビビビナートでナートでナートでナートで大大大大きいきいきいきい会社会社会社会社がががが運営運営運営運営しているしているしているしている。。。。市市市市がががが購購購購入入入入しししし賃貸賃貸賃貸賃貸するするするする方式方式方式方式のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル団地団地団地団地にはにはにはには、、、、従来従来従来従来、、、、市市市市内内内内にあったにあったにあったにあった自動自動自動自動車車車車解解解解体業体業体業体業者者者者７７７７社社社社がががが集集集集団団団団でででで移転移転移転移転しししし営営営営業業業業をしておりをしておりをしておりをしており、、、、またまたまたまた地地地地元元元元のののの中小中小中小中小・・・・ベベベベンンンンチチチチャーャーャーャー企業企業企業企業がががが独創独創独創独創的的的的・・・・先先先先駆駆駆駆的的的的なななな技術技術技術技術ややややアイデアでアイデアでアイデアでアイデアで各各各各種種種種のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル事事事事業業業業をををを展展展展開開開開しているしているしているしている。。。。中小中小中小中小企業企業企業企業もももも経済的経済的経済的経済的ににににややややっていけるっていけるっていけるっていける方式方式方式方式をとっていをとっていをとっていをとっているるるる。。。。複複複複合合合合中中中中核核核核施設施設施設施設はははは、、、、新日新日新日新日鉄鉄鉄鉄のののの直直直直接接接接溶融炉溶融炉溶融炉溶融炉ができるができるができるができる予予予予定定定定でリサイクルできないでリサイクルできないでリサイクルできないでリサイクルできない残残残残渣渣渣渣のサーのサーのサーのサーママママルリサイクルをルリサイクルをルリサイクルをルリサイクルを行行行行いいいい発発発発電電電電するするするする。。。。ゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションは地域地域地域地域内内内内のののの各各各各工工工工場場場場でででで相互相互相互相互連連連連携携携携をををを検討検討検討検討ししししているがているがているがているが、、、、計画計画計画計画・・・・事事事事業業業業がががが実現実現実現実現するかどうかはするかどうかはするかどうかはするかどうかは経済経済経済経済・お・お・お・お金金金金のののの問問問問題題題題になるになるになるになる。。。。フフフフレキレキレキレキシブルにシブルにシブルにシブルに考考考考ええええ無無無無理理理理のないのないのないのないややややりりりり方方方方でででで進進進進めるめるめるめる。。。。        ＰＲＰＲＰＲＰＲ，，，，啓啓啓啓発発発発、、、、教育教育教育教育にもにもにもにも力力力力をいれているをいれているをいれているをいれている。。。。エエエエココココタタタタウウウウンセンターにはンセンターにはンセンターにはンセンターには、「、「、「、「総合学習総合学習総合学習総合学習のののの時時時時間間間間」」」」がががが始始始始まりまりまりまり子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが大大大大勢勢勢勢くるしくるしくるしくるし、、、、各各各各工工工工場場場場にはにはにはには協力協力協力協力していたしていたしていたしていただだだだきききき見学施設見学施設見学施設見学施設・・・・見学見学見学見学ルートをルートをルートをルートを必必必必ずずずずつつつつくってもらっているくってもらっているくってもらっているくってもらっている。。。。        ＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢ処理処理処理処理施設施設施設施設はははは、、、、２０００２０００２０００２０００年年年年１２１２１２１２月月月月にににに国国国国からからからから市市市市にににに申申申申しししし入入入入れがあったれがあったれがあったれがあった。。。。市民市民市民市民、、、、議会議会議会議会、、、、専専専専門門門門家家家家のののの意見意見意見意見をををを十十十十分討議分討議分討議分討議ししししそそそそのののの議議議議事事事事録録録録をををを公公公公開開開開するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、地地地地元説元説元説元説明会明会明会明会をををを１３０１３０１３０１３０回回回回くらいくらいくらいくらい開開開開
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催催催催したしたしたした。。。。このこのこのこの結果結果結果結果、、、、議会議会議会議会がががが２００１２００１２００１２００１年年年年秋秋秋秋にににに受受受受けけけけ入入入入れをれをれをれを決決決決めためためためた。。。。全全全全国国国国でででで初初初初めてめてめてめて、、、、第第第第１１１１号号号号であであであであるるるる。。。。このようなこのようなこのようなこのような問問問問題題題題にはにはにはには、、、、ゼロリスクはないゼロリスクはないゼロリスクはないゼロリスクはない。。。。そそそそれをれをれをれを市民市民市民市民にきちにきちにきちにきちんんんんとととと説説説説明明明明をしてをしてをしてをして理理理理解解解解をしをしをしをしてもらいてもらいてもらいてもらい信信信信頼頼頼頼ををををええええることがることがることがることが最重要最重要最重要最重要でででで欠欠欠欠かせないかせないかせないかせないプロセスであるプロセスであるプロセスであるプロセスである。。。。        北九州市北九州市北九州市北九州市はははは、、、、市民市民市民市民・・・・産業産業産業産業・・・・行行行行政政政政がががが一体一体一体一体になってになってになってになって資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会のののの形成形成形成形成にににに努努努努力力力力をしエをしエをしエをしエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業にみられるようににみられるようににみられるようににみられるように成成成成果果果果をあげてきたをあげてきたをあげてきたをあげてきた。。。。今後今後今後今後はははは、、、、自自自自然然然然環境環境環境環境とのとのとのとの共生共生共生共生、、、、都都都都市計画市計画市計画市計画、、、、産産産産業活動業活動業活動業活動、、、、ココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィ、、、、生生生生活活活活様様様様式式式式をををを包含包含包含包含するするするする持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会形成社会形成社会形成社会形成にむけてにむけてにむけてにむけて構想構想構想構想・・・・計画計画計画計画をををを発発発発展展展展させていくさせていくさせていくさせていく。。。。            パネルパネルパネルパネル討議討議討議討議でのでのでのでの意見意見意見意見交交交交換換換換    ＊＊＊＊補補補補足説足説足説足説明明明明・・・・北九州市北九州市北九州市北九州市        産産産産廃処廃処廃処廃処分分分分場場場場、、、、焼却焼却焼却焼却、、、、後後後後始始始始末末末末はははは社会社会社会社会のののの重要重要重要重要なインフラであるというなインフラであるというなインフラであるというなインフラであるという哲哲哲哲学学学学をををを行行行行政政政政がしっかりがしっかりがしっかりがしっかり持持持持つつつつことがことがことがことが重要重要重要重要であるであるであるである。「。「。「。「企業企業企業企業誘致誘致誘致誘致できれいなできれいなできれいなできれいな工工工工場場場場はどはどはどはどんんんんどどどどんんんん来来来来いといといといと言言言言いながらいながらいながらいながら、、、、後後後後始始始始末末末末のののの工工工工場場場場はどこかへはどこかへはどこかへはどこかへ行行行行けけけけ」」」」というというというというのはのはのはのは間間間間違違違違いであるいであるいであるいである。。。。        そそそそれかられかられかられから事事事事業業業業ををををややややるときはるときはるときはるときは、、、、最後最後最後最後はははは人人人人であるであるであるである。。。。北九州北九州北九州北九州のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなプロジェクトでもなプロジェクトでもなプロジェクトでもなプロジェクトでも、、、、実実実実はははは１１１１個個個個１１１１個個個個のののの工工工工場場場場にににに異常異常異常異常なななな熱熱熱熱意意意意のののの持持持持ちちちち主主主主がいるがいるがいるがいる。。。。企業企業企業企業をををを１１１１個個個個１１１１個個個個立立立立ちちちち上上上上げげげげ経経経経営営営営しておりしておりしておりしており、、、、市市市市担当部門担当部門担当部門担当部門といといといといつつつつもももも議議議議論論論論をををを闘闘闘闘わせているわせているわせているわせている。。。。そそそそういうういうういうういう人人人人がいてがいてがいてがいて事事事事業業業業がががが進進進進むむむむ。。。。        北九州市北九州市北九州市北九州市はははは産産産産廃廃廃廃税税税税・・・・環境環境環境環境未未未未来来来来税税税税をををを追追追追いいいい出出出出しししし税税税税とはとはとはとは位位位位置置置置づけていないづけていないづけていないづけていない。。。。重要重要重要重要なななな産業産業産業産業のののの最後最後最後最後をををを支支支支ええええるインフラるインフラるインフラるインフラだだだだとととと位位位位置置置置づけているづけているづけているづけている。。。。これはこれはこれはこれは北九州市北九州市北九州市北九州市はもちはもちはもちはもちろんろんろんろんのことのことのことのこと、、、、日日日日本本本本全全全全体体体体ががががそそそそうしないとうしないとうしないとうしないとだだだだめめめめだだだだとととと思思思思っているっているっているっている。。。。静静静静脈脈脈脈系系系系はははは最後最後最後最後はインフラであるはインフラであるはインフラであるはインフラである。。。。    
    ＊＊＊＊コメコメコメコメント・ント・ント・ント・九州経済産業九州経済産業九州経済産業九州経済産業局局局局環境対策課環境対策課環境対策課環境対策課            九州地域九州地域九州地域九州地域ではではではでは、、、、九州地域環境九州地域環境九州地域環境九州地域環境・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル産業産業産業産業交交交交流流流流プラプラプラプラザザザザ、、、、所所所所謂謂謂謂ＫＫＫＫ－ＲＩＰ－ＲＩＰ－ＲＩＰ－ＲＩＰをををを通通通通してしてしてして、、、、環環環環境境境境・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル産業産業産業産業のののの振興振興振興振興をををを推進推進推進推進しているしているしているしている。。。。実際実際実際実際にリサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクル製品製品製品製品がががが市市市市場場場場にににに乗乗乗乗らないのはらないのはらないのはらないのは、、、、もちもちもちもちろんコろんコろんコろんコストのストのストのストの議議議議論論論論もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、評価評価評価評価のののの議議議議論論論論があるがあるがあるがある。。。。グリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入制制制制度度度度はははは、、、、各自治体各自治体各自治体各自治体はなるはなるはなるはなるべくであるがべくであるがべくであるがべくであるが、、、、国等国等国等国等のののの機機機機関関関関におけるリサイクルにおけるリサイクルにおけるリサイクルにおけるリサイクル製品製品製品製品のののの購購購購入入入入をををを促促促促すものであるすものであるすものであるすものである。。。。しかししかししかししかし、、、、製品製品製品製品のののの認認認認定定定定、、、、認容認容認容認容等等等等によるによるによるによる、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの評価評価評価評価のののの議議議議論論論論はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか出出出出てこないてこないてこないてこない。。。。国国国国土土土土交通省交通省交通省交通省、、、、農林農林農林農林水水水水産産産産省省省省等等等等にはにはにはにはそそそそれれれれぞぞぞぞれがれがれがれが購購購購入入入入するリサイクルするリサイクルするリサイクルするリサイクル商商商商品品品品のののの基基基基準準準準があるがあるがあるがある。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、自治体自治体自治体自治体のののの中中中中にもにもにもにも公公公公共事共事共事共事業業業業をををを行行行行うううう際際際際ににににそそそそれれれれぞぞぞぞれのリサイクルれのリサイクルれのリサイクルれのリサイクル製品製品製品製品にににに対対対対してのしてのしてのしての認容認容認容認容、、、、認認認認定基定基定基定基準準準準があるがあるがあるがある。。。。これまでこれまでこれまでこれまで経経経経済産業済産業済産業済産業省省省省はははは技術開発技術開発技術開発技術開発のののの方方方方にににに力力力力をををを入入入入れれれれ、、、、大学大学大学大学のののの先先先先生生生生やややや企業企業企業企業のののの技術開発技術開発技術開発技術開発にににに支援支援支援支援してきたがしてきたがしてきたがしてきたが、、、、最最最最近近近近ははははそそそそれれれれだだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、販販販販路路路路開開開開拓拓拓拓支援支援支援支援もももも手手手手がけておりがけておりがけておりがけており、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル産業産業産業産業のののの事事事事業業業業者者者者のののの方方方方々々々々とおとおとおとお話話話話をするときにをするときにをするときにをするときに、、、、事事事事業化業化業化業化がもっとうまくいくようにがもっとうまくいくようにがもっとうまくいくようにがもっとうまくいくようにママママーーーーケケケケテテテティィィィングのングのングのングの話話話話までまでまでまで突突突突っっっっ込込込込んんんんでででで話話話話ししししているているているている。。。。    
    （（（（３３３３））））静岡静岡静岡静岡県県県県三島三島三島三島市市市市            環境環境環境環境政政政政策策策策のののの本本本本格格格格的取的取的取的取りりりり組組組組みはみはみはみは１９９９１９９９１９９９１９９９年年年年にににに始始始始まりまりまりまり、、、、環境企画課環境企画課環境企画課環境企画課ができてができてができてができてそそそそのののの中中中中にににに総合的総合的総合的総合的・・・・政政政政策的検討策的検討策的検討策的検討をするためのをするためのをするためのをするための環境環境環境環境政政政政策策策策室室室室がががが設設設設置置置置されたされたされたされた。。。。そそそそのののの直直直直後後後後のののの７７７７月月月月にににに公公公公募募募募市民市民市民市民４４４４人人人人がががが参加参加参加参加すすすするるるる市市市市民民民民参参参参画型画型画型画型のののの環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会ができてができてができてができて検討討検討討検討討検討討をををを重重重重ねねねね２０００２０００２０００２０００年年年年１１１１１１１１月月月月にににに環境基本環境基本環境基本環境基本条例条例条例条例をををを策定策定策定策定したしたしたした。。。。さらにさらにさらにさらに２２２２年年年年かけてかけてかけてかけて環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画をををを２００２２００２２００２２００２年年年年３３３３月月月月にににに策定策定策定策定したしたしたした。。。。        本本本本格格格格的取的取的取的取りりりり組組組組みにみにみにみに着着着着手手手手してからしてからしてからしてから、、、、行行行行政政政政率先実行率先実行率先実行率先実行ということでということでということでということで小中小中小中小中学学学学校校校校をををを除除除除くすべてのくすべてのくすべてのくすべての公公公公共共共共機機機機関関関関をををを対対対対象象象象にしてにしてにしてにしてＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ１４００１１４００１１４００１１４００１認認認認証証証証をををを２０００２０００２０００２０００年年年年７７７７月月月月にににに取取取取得得得得しているしているしているしている。。。。２００３２００３２００３２００３年年年年にはにはにはには２１２１２１２１小中小中小中小中学学学学校校校校もももも含含含含めめめめ継続継続継続継続審審審審査査査査をうけるをうけるをうけるをうける。。。。    
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    環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画はははは、「、「、「、「みみみみんんんんなでなでなでなで築築築築くくくく環境先進環境先進環境先進環境先進都都都都市市市市・・・・三島三島三島三島」」」」をををを掲掲掲掲げげげげ安安安安全全全全・・・・安安安安心心心心なまちづくりなまちづくりなまちづくりなまちづくり（（（（安安安安全全全全・・・・安安安安心心心心）、）、）、）、循環型循環型循環型循環型のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり（（（（循環循環循環循環）、）、）、）、自自自自然然然然とととと文文文文化化化化がががが調和調和調和調和したまちづくりしたまちづくりしたまちづくりしたまちづくり（（（（共生共生共生共生））））をををを３３３３つつつつのののの目標目標目標目標としとしとしとしそそそそれれれれぞぞぞぞれにれにれにれに３３３３－－－－４４４４課題課題課題課題をををを決決決決めているめているめているめている。。。。またまたまたまた、、、、実施実施実施実施内容内容内容内容をををを明明明明確確確確にするためにするためにするためにするため環境環境環境環境樹樹樹樹をををを採用採用採用採用したしたしたした。。。。将将将将来来来来像像像像をををを幹幹幹幹にににに、、、、目標目標目標目標をををを枝枝枝枝にににに、、、、取取取取りりりり組組組組むむむむ内容内容内容内容をををを葉葉葉葉でででで示示示示しししし表表表表にしてにしてにしてにして視視視視覚覚覚覚的的的的にににに何何何何をすれをすれをすれをすればばばばよいかをよいかをよいかをよいかを理理理理解解解解ししししややややすくしているすくしているすくしているすくしている。。。。        計画計画計画計画があってもがあってもがあってもがあっても実行実行実行実行がなけれがなけれがなけれがなければばばば意意意意味味味味がないがないがないがない。。。。三島三島三島三島市市市市ははははＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ１４００１１４００１１４００１１４００１のののの中中中中ででででＥＥＥＥＭＭＭＭＳＳＳＳをををを実実実実践践践践しておりしておりしておりしており、、、、市市市市のののの取取取取りりりり組組組組むむむむ１１１１８８８８００００のののの事務事務事務事務・・・・事事事事業業業業をすべてをすべてをすべてをすべて目標管理目標管理目標管理目標管理をしをしをしをし実行実行実行実行をををを義務義務義務義務づけているづけているづけているづけている。。。。        さらにさらにさらにさらに基本計画基本計画基本計画基本計画ではではではでは「「「「地域地域地域地域のののの環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり」」」」をををを提提提提案案案案しているしているしているしている。。。。地域地域地域地域のののの人人人人がががが地域地域地域地域のののの環境環境環境環境ををををつつつつくくくくりりりり育育育育てていくてていくてていくてていく仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを５５５５ステップにステップにステップにステップに分分分分けてけてけてけて提提提提案案案案しているしているしているしている。。。。地域地域地域地域のののの環境調環境調環境調環境調査査査査、、、、把握把握把握把握、、、、検討検討検討検討、、、、行行行行動動動動、、、、環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮指指指指針針針針策定策定策定策定・・・・見見見見直直直直しししし    であるであるであるである。。。。市市市市内内内内をををを４４４４地域地域地域地域にににに分分分分けけけけ実施実施実施実施したしたしたした調調調調査結果査結果査結果査結果をををを２００３２００３２００３２００３年年年年４４４４月月月月にににに発行発行発行発行するするするする。。。。地域環境地域環境地域環境地域環境ママママップップップップ等等等等ももももつつつつくるくるくるくる、、、、次次次次ぎにぎにぎにぎに地域地域地域地域別別別別環境活動推進会議環境活動推進会議環境活動推進会議環境活動推進会議をををを設設設設けけけけ議議議議論論論論のののの場場場場にしてにしてにしてにして検討検討検討検討をするをするをするをする    －－－－    このようにこのようにこのようにこのように進進進進めていくめていくめていくめていく。。。。        環境環境環境環境教育教育教育教育はははは幼幼幼幼児児児児からからからから高高高高齢齢齢齢者者者者まですべてのまですべてのまですべてのまですべての人人人人をををを対対対対象象象象にににに実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。人人人人づくりがすべてのづくりがすべてのづくりがすべてのづくりがすべての原原原原点点点点であるであるであるである。。。。幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園やややや保保保保育育育育所所所所のののの園園園園児児児児にもにもにもにも２００３２００３２００３２００３年年年年からからからから教教教教材材材材をををを考考考考ええええるるるる。。。。小小小小学学学学生生生生にはにはにはには環境環境環境環境副副副副読読読読本本本本をををを作作作作っておりっておりっておりっており４４４４年年年年生以生以生以生以上上上上全全全全員員員員にににに配配配配布布布布しているしているしているしている。。。。またまたまたまた１４１４１４１４校校校校からからからから１１１１校校校校３３３３人人人人のののの４２４２４２４２人人人人でででで環境環境環境環境探偵探偵探偵探偵団団団団ををををつつつつくりくりくりくり箱箱箱箱根原根原根原根原生林生林生林生林やペやペやペやペットットットットボボボボトルトルトルトル再再再再生生生生工工工工場場場場にににに行行行行きききき勉勉勉勉強強強強するするするする、、、、これをこれをこれをこれを年年年年 5555 回実施回実施回実施回実施するするするする。。。。中中中中学学学学生生生生にはにはにはには、、、、環境環境環境環境リーダーリーダーリーダーリーダー研研研研修修修修をををを毎毎毎毎年実施年実施年実施年実施しししし、、、、水水水水俣俣俣俣市市市市とととと屋屋屋屋久久久久島島島島にににに行行行行きききき環境環境環境環境へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを学習学習学習学習するするするする。。。。彼彼彼彼等等等等はははは環境環境環境環境をををを守守守守ろろろろうとするうとするうとするうとする人人人人のののの努努努努力力力力にににに感感感感動動動動したとしたとしたとしたと言言言言っているっているっているっている。。。。高高高高校校校校生以生以生以生以上上上上のののの一一一一般般般般にはにはにはには市民環境大学市民環境大学市民環境大学市民環境大学をををを開催開催開催開催しているしているしているしている。。。。2222 年年年年のののの終了終了終了終了年年年年限限限限内内内内にににに 14141414 回回回回のののの講義講義講義講義をするをするをするをする。。。。終了終了終了終了したしたしたした人人人人はエはエはエはエココココリーダーにリーダーにリーダーにリーダーに任任任任命命命命しししし、、、、環境環境環境環境ボボボボランテランテランテランティィィィアとしてアとしてアとしてアとして登登登登録録録録してもらうしてもらうしてもらうしてもらう方方方方法法法法もとっているもとっているもとっているもとっている。。。。        環境環境環境環境ボボボボランテランテランテランティィィィアアアア活動活動活動活動としてとしてとしてとして、、、、森森森森林林林林ボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアの推進推進推進推進をををを２００２２００２２００２２００２年度年度年度年度からからからから始始始始めためためためた。。。。一一一一般般般般市民対市民対市民対市民対象象象象ののののボボボボランテランテランテランティィィィアアアア体体体体験験験験学習学習学習学習とととと指指指指導導導導者育者育者育者育成成成成のフォのフォのフォのフォレレレレストインストラストインストラストインストラストインストラクタークタークタークター養養養養成成成成講講講講座座座座をををを開開開開いているいているいているいている。。。。指指指指導導導導者育者育者育者育成成成成講講講講座座座座にはにはにはには公公公公募募募募でででで応応応応募募募募したしたしたした３２３２３２３２人人人人がががが４４４４回回回回のののの講講講講習習習習をををを修修修修了了了了しししし、、、、全全全全員員員員がががが修修修修了了了了証証証証をうけたをうけたをうけたをうけた。。。。このこのこのこの３２３２３２３２人人人人のうちのうちのうちのうち、、、、２７２７２７２７人人人人がががが中心中心中心中心となってとなってとなってとなって市民団体市民団体市民団体市民団体「「「「三島三島三島三島フォフォフォフォレレレレストクラブストクラブストクラブストクラブ」」」」をををを立立立立ちちちち上上上上げるげるげるげる。。。。これらこれらこれらこれら市民市民市民市民がががが森森森森林林林林ボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアの養養養養成成成成にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ箱箱箱箱根根根根のののの山山山山をををを守守守守りりりりボボボボランテランテランテランティィィィアアアア意識意識意識意識をををを高高高高めていくことになるめていくことになるめていくことになるめていくことになる。。。。        （（（（４４４４））））東京都板橋区東京都板橋区東京都板橋区東京都板橋区        板橋区板橋区板橋区板橋区とエとエとエとエコポコポコポコポリスセンターのリスセンターのリスセンターのリスセンターの取取取取りりりり組組組組みみみみ。。。。    板橋区板橋区板橋区板橋区はははは、、、、１９９３１９９３１９９３１９９３年年年年にににに人人人人とととと環境環境環境環境のののの共生共生共生共生するするするする都都都都市市市市をををを目目目目指指指指してしてしてして「「「「エエエエコポコポコポコポリスリスリスリス板橋板橋板橋板橋」」」」環境環境環境環境都都都都市宣市宣市宣市宣言言言言をおこないをおこないをおこないをおこない、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい暮暮暮暮らしらしらしらし方方方方やややや事事事事業活動業活動業活動業活動をををを進進進進めながらめながらめながらめながら、、、、かけがかけがかけがかけがええええのないのないのないのない地球環境地球環境地球環境地球環境をををを子子子子孫孫孫孫にににに引引引引きききき継継継継いでいくことをいでいくことをいでいくことをいでいくことを区区区区民民民民のののの責責責責務務務務であることであることであることであること謳謳謳謳っているっているっているっている。。。。そそそそのののの実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ、、、、１９９５１９９５１９９５１９９５年年年年にににに総合学習総合学習総合学習総合学習のののの学習学習学習学習拠拠拠拠点点点点としてエとしてエとしてエとしてエコポコポコポコポリスセンターをリスセンターをリスセンターをリスセンターを開設開設開設開設したしたしたした。。。。        センターがサーセンターがサーセンターがサーセンターがサーババババーをもってネットをーをもってネットをーをもってネットをーをもってネットを組組組組みみみみ環境環境環境環境教育教育教育教育情情情情報収報収報収報収集集集集やややや子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが調調調調べべべべ学習学習学習学習をすをすをすをするためにるためにるためにるために環境環境環境環境教育教育教育教育ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの構築構築構築構築をををを１９９７１９９７１９９７１９９７年年年年にににに始始始始めためためためた。。。。１９９１９９１９９１９９８８８８年年年年にににに７７７７校校校校からからからから始始始始めためためためたがががが、、、、今今今今はははは全全全全校校校校にににに普及普及普及普及しているしているしているしている。。。。ブローブローブローブロードバドバドバドバンンンンドドドド化化化化はははは小小小小学学学学校校校校でででで終終終終わりわりわりわり、、、、中中中中学学学学校校校校でもでもでもでも２００３２００３２００３２００３年年年年にににに行行行行われるわれるわれるわれる。。。。        持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成にはにはにはには、、、、国民国民国民国民のののの環境環境環境環境にににに対対対対するするするする意識意識意識意識をををを変変変変ええええていくことがていくことがていくことがていくことが基本基本基本基本になになになになるとるとるとると考考考考ええええておりておりておりており、、、、エエエエココココポポポポリスセンターはリスセンターはリスセンターはリスセンターは、、、、①①①①物理物理物理物理的的的的なものなものなものなもの以外以外以外以外もももも含含含含めためためためた環境学習環境学習環境学習環境学習のののの場場場場のののの提提提提供供供供、、、、    ②②②②環境環境環境環境情情情情報報報報のののの発発発発信信信信、、、、③③③③環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい新新新新技術技術技術技術のののの紹介紹介紹介紹介・・・・啓啓啓啓発意識発意識発意識発意識啓啓啓啓発発発発    のののの役役役役割割割割をををを持持持持っているっているっているっている。。。。ソソソソ
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フトフトフトフト面面面面・・・・事事事事業業業業面面面面ではではではでは、、、、意識意識意識意識啓啓啓啓発発発発のののの手法手法手法手法としてとしてとしてとして、、、、環境環境環境環境ににににつつつついていていていて「「「「先先先先ずずずず知知知知るるるる、、、、考考考考ええええるるるる、、、、行動行動行動行動するするするする」」」」をををを事事事事業業業業運営運営運営運営のののの基本基本基本基本理念理念理念理念にしているにしているにしているにしている。。。。意識意識意識意識啓啓啓啓発発発発からからからから行動行動行動行動しししし、、、、パートナーのパートナーのパートナーのパートナーの形成形成形成形成をををを図図図図ることをることをることをることを狙狙狙狙いとしているいとしているいとしているいとしている。。。。        エエエエコポコポコポコポリスセンターができてリスセンターができてリスセンターができてリスセンターができて８８８８年経年経年経年経ったがったがったがったが、、、、環境環境環境環境講講講講座座座座・・・・環境環境環境環境観観観観察察察察会等会等会等会等のののの参加者参加者参加者参加者がグループがグループがグループがグループとしてとしてとしてとして分化分化分化分化しししし自自自自主主主主活動活動活動活動グループグループグループグループややややボボボボランテランテランテランティィィィアアアア、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＰＰＰＯＯＯＯがががが生生生生まれセンターのまれセンターのまれセンターのまれセンターの中中中中でででで事事事事業等業等業等業等をををを行行行行っているっているっているっている。。。。子子子子供供供供にににに遊遊遊遊びびびびやややや科学実科学実科学実科学実験験験験等等等等をををを自自自自主主主主的的的的にににに教教教教ええええてくれるグループてくれるグループてくれるグループてくれるグループ、、、、興興興興味味味味やややや関関関関心心心心、、、、趣趣趣趣味味味味等等等等環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを交交交交ええええ行動行動行動行動してくれるしてくれるしてくれるしてくれる自自自自主主主主活動活動活動活動グループグループグループグループ等等等等。。。。またまたまたまた、、、、エエエエコポコポコポコポリスセンタリスセンタリスセンタリスセンターのーのーのーの事事事事業協力業協力業協力業協力としてとしてとしてとして子子子子供供供供環境環境環境環境教室教室教室教室のののの指指指指導導導導やややや補助補助補助補助、、、、イイイイベベベベントにントにントにントに参加参加参加参加してくれるグループもあるしてくれるグループもあるしてくれるグループもあるしてくれるグループもある。。。。        もうもうもうもう１１１１つつつつ大大大大事事事事なのはなのはなのはなのは学学学学校校校校へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みでありみでありみでありみであり、、、、そそそそのののの１１１１つつつつがががが上述上述上述上述のののの１９９７１９９７１９９７１９９７年年年年からからからから始始始始めためためためた教教教教育育育育ネットワークであるネットワークであるネットワークであるネットワークである。。。。またまたまたまた、、、、２００２２００２２００２２００２年年年年からからからから総合学習総合学習総合学習総合学習がががが始始始始まりまりまりまり、、、、先先先先生生生生ももももややややっとっとっとっと授授授授業業業業のののの中中中中でででで環境学習環境学習環境学習環境学習やややや自自自自然然然然体体体体験験験験をををを取取取取りりりり組組組組むようになってきているむようになってきているむようになってきているむようになってきている。。。。センターはセンターはセンターはセンターは、、、、総合学習支援総合学習支援総合学習支援総合学習支援のののの形形形形でででで従従従従来来来来のののの環境環境環境環境教育教育教育教育にににに加加加加ええええ、、、、子子子子どもにどもにどもにどもに環境環境環境環境ミミミミニニニニ教室教室教室教室でででで簡簡簡簡単単単単なななな環境環境環境環境のののの実実実実験験験験ををををややややってもらったりってもらったりってもらったりってもらったり、、、、学学学学校校校校へへへへＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯのののの専専専専門門門門家家家家をををを講講講講師師師師としてとしてとしてとして派派派派遣遣遣遣をしているをしているをしているをしている。。。。啓啓啓啓発発発発としてとしてとしてとして環境環境環境環境家家家家計計計計簿簿簿簿のののの発想発想発想発想のもののもののもののもの（（（（エエエエココココチチチチャャャャレレレレンジンジンジンジ））））をををを小小小小学学学学校校校校５５５５年年年年生全生全生全生全員員員員３５００３５００３５００３５００人人人人にににに配配配配りりりり、、、、記記記記入入入入してもらってしてもらってしてもらってしてもらって回回回回収収収収するするするする。。。。立立立立派派派派なもなもなもなものをエのをエのをエのをエココココチチチチャャャャレレレレンジャーとしてンジャーとしてンジャーとしてンジャーとして表表表表彰彰彰彰しているしているしているしている。。。。総合学習総合学習総合学習総合学習のののの実施実施実施実施やややや、、、、学学学学校校校校をををを中心中心中心中心にしたにしたにしたにした地域地域地域地域、、、、世世世世代代代代ののののつつつつながりをターながりをターながりをターながりをターゲゲゲゲットとするットとするットとするットとする意識意識意識意識啓啓啓啓発発発発をををを実施実施実施実施しししし、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全のののの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成にむけにむけにむけにむけ学学学学校校校校をををを中心中心中心中心としたパートナーシップのとしたパートナーシップのとしたパートナーシップのとしたパートナーシップの構築構築構築構築にににに注注注注力力力力しているしているしているしている。。。。        これらのこれらのこれらのこれらの環境環境環境環境教育教育教育教育活動活動活動活動をををを進進進進めるめるめるめる上上上上でのでのでのでの問問問問題題題題にににに予予予予算算算算・・・・受益受益受益受益者者者者負負負負担担担担のののの問問問問題題題題があるがあるがあるがある。Ｎ。Ｎ。Ｎ。ＮＰＰＰＰＯＯＯＯのののの活動活動活動活動をををを支援支援支援支援するおするおするおするお金金金金のののの出出出出所所所所がががが難難難難しくなかなかしくなかなかしくなかなかしくなかなか名名名名案案案案がないがないがないがない。。。。またまたまたまた、、、、財財財財政難政難政難政難がががが続続続続くくくく中中中中でででで受受受受益益益益者者者者がががが講講講講師師師師料料料料等等等等のののの一一一一部部部部費費費費用用用用をををを負負負負担担担担すべきではないかというすべきではないかというすべきではないかというすべきではないかという意見意見意見意見がががが区役区役区役区役所所所所内内内内にあるにあるにあるにある。。。。しかしかしかしかしししし、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育ははははそそそそれではれではれではれでは人人人人がこなくなるのではないかとがこなくなるのではないかとがこなくなるのではないかとがこなくなるのではないかと危危危危惧惧惧惧しているしているしているしている。。。。今後今後今後今後のののの重要重要重要重要なななな課課課課題題題題であるであるであるである。。。。        ２２２２－－－－４４４４：：：：企業企業企業企業    （（（（１１１１））））富士電機富士電機富士電機富士電機        産業界産業界産業界産業界のののの代代代代表表表表としてではなくとしてではなくとしてではなくとしてではなく、、、、産業界産業界産業界産業界のののの１１１１員員員員としてのとしてのとしてのとしてのコメコメコメコメントであるントであるントであるントである。。。。        産業界産業界産業界産業界はははは今今今今までまでまでまで大大大大量量量量生生生生産産産産・・・・大大大大量消費量消費量消費量消費のののの社会経済社会経済社会経済社会経済システムをみずからシステムをみずからシステムをみずからシステムをみずから作作作作りりりり上上上上げてきたげてきたげてきたげてきた面面面面があがあがあがありりりり、、、、今後今後今後今後持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを作作作作っていくっていくっていくっていく責責責責務務務務はははは大大大大きいきいきいきい。。。。ユユユユーーーーザザザザーもエアーもエアーもエアーもエアココココンンンンややややテテテテレレレレビビビビののののリリリリモモモモココココンがンがンがンが壊壊壊壊れてれてれてれて使使使使ええええなくなったのでなくなったのでなくなったのでなくなったので新新新新しいものをしいものをしいものをしいものを買買買買うううう等等等等、、、、意識意識意識意識ややややモモモモラルのラルのラルのラルの問問問問題題題題もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、つつつつくるくるくるくる側側側側のののの産業界産業界産業界産業界にもにもにもにもそそそそうならないためにうならないためにうならないためにうならないために物物物物のののの考考考考ええええ方方方方をををを変変変変ええええてててて行行行行かなけれかなけれかなけれかなければばばばならないならないならないならない。。。。    私私私私のののの家家家家のののの電電電電話話話話はははは昔昔昔昔のダイのダイのダイのダイヤヤヤヤルルルル式式式式でででで新新新新しいしいしいしい機機機機能能能能ははははつつつついていないがいていないがいていないがいていないが電電電電話話話話機機機機能能能能はははは十十十十分分分分でありダイでありダイでありダイでありダイヤヤヤヤルをルをルをルを回回回回すことであのすことであのすことであのすことであの人人人人にかけているというにかけているというにかけているというにかけているという実実実実感感感感がありがありがありがあり気気気気にいっているにいっているにいっているにいっている。。。。ライフスタイルはライフスタイルはライフスタイルはライフスタイルは変変変変ええええていけるとていけるとていけるとていけると思思思思うがうがうがうが、、、、つつつつくるくるくるくる側側側側ががががそそそそういうものをういうものをういうものをういうものをつつつつくらないとくらないとくらないとくらないと受受受受けけけけ入入入入れられないれられないれられないれられない。。。。        持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成というというというという立立立立場場場場からからからから考考考考ええええてててて、、、、産業界産業界産業界産業界はははは物物物物ののののつつつつくりくりくりくり方方方方とサーとサーとサーとサービビビビスのスのスのスの提提提提供供供供をををを変変変変ええええるるるる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。このためにこのためにこのためにこのために次次次次ぎのぎのぎのぎの３３３３つつつつののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドがあるがあるがあるがある。。。。    ①①①①リリリリババババースースースースママママニニニニュュュュフフフファァァァククククチチチチャリングとエャリングとエャリングとエャリングとエココココデデデデザザザザイン・イン・イン・イン・環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの小小小小さいさいさいさい、、、、リリリリユユユユースがースがースがースが可能可能可能可能なななな、、、、        リサイクルのしリサイクルのしリサイクルのしリサイクルのしややややすいすいすいすい物物物物ををををつつつつくるくるくるくる。。。。そそそそのためののためののためののための技術開発技術開発技術開発技術開発やややや品品品品質質質質管理管理管理管理。。。。    ②②②②リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル・廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの静静静静脈脈脈脈産業産業産業産業をををを動動動動脈脈脈脈産業化産業化産業化産業化するするするする。。。。環境環境環境環境にににに優優優優しいからしいからしいからしいから社会社会社会社会がががが受受受受けけけけ入入入入れてくれてくれてくれてく        れるというれるというれるというれるという姿勢姿勢姿勢姿勢ではなくではなくではなくではなく、、、、そそそそれをれをれをれを動動動動脈脈脈脈産業産業産業産業とととと同同同同じじじじ主主主主流流流流のののの産業産業産業産業にしていくことにしていくことにしていくことにしていくこと。。。。グリーングリーングリーングリーン調調調調        達達達達はこれをはこれをはこれをはこれを加加加加速速速速するするするする。。。。    
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③③③③物物物物流流流流のののの情情情情流化流化流化流化。。。。物物物物のののの流流流流れをできるれをできるれをできるれをできるだだだだけけけけ情情情情報報報報のののの流流流流れにれにれにれに置置置置きききき換換換換ええええ、、、、物物物物のののの流流流流れをれをれをれを減減減減らすらすらすらす。。。。またまたまたまた地地地地        産地産地産地産地消消消消でででで、、、、地域地域地域地域のののの中中中中でででで物物物物をまわしリサイクルもリをまわしリサイクルもリをまわしリサイクルもリをまわしリサイクルもリユユユユースースースースもももも地域地域地域地域のののの中中中中でででで行行行行っていくっていくっていくっていく。。。。物物物物流流流流のののの        情情情情流化流化流化流化でリデでリデでリデでリデュュュュース・リース・リース・リース・リユユユユースのースのースのースの支援支援支援支援をををを考考考考ええええていくとていくとていくとていくと、、、、そそそそれにれにれにれに必要必要必要必要なななな情情情情報報報報サーサーサーサービビビビスがスがスがスが生生生生まままま        れれれれ情情情情報報報報系系系系のののの新新新新しいしいしいしいビビビビジネス・ジネス・ジネス・ジネス・雇雇雇雇用用用用創出創出創出創出がががが発発発発生生生生するするするする。。。。        さらにさらにさらにさらに具具具具体的体的体的体的なななな施策施策施策施策ををををだだだだすためのすためのすためのすための構想構想構想構想：：：：あるエリアをあるエリアをあるエリアをあるエリアを設定設定設定設定しししし、、、、そそそそのののの中中中中でででで３３３３つつつつののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドをををを使使使使ってってってって環境産業環境産業環境産業環境産業クラスタークラスタークラスタークラスター等等等等ををををつつつつくるくるくるくる。。。。複数複数複数複数企業企業企業企業がクラスターをがクラスターをがクラスターをがクラスターを形成形成形成形成してしてしてして連連連連携携携携しししし、、、、地産地地産地地産地地産地消消消消的的的的なななな考考考考ええええ方方方方でででで３３３３ＲＲＲＲをををを行行行行っていくっていくっていくっていく；；；；産産産産・・・・学学学学・・・・官官官官・・・・ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯでででで役役役役割割割割分分分分担担担担をををを明明明明確確確確にしてにしてにしてにして、、、、国国国国・・・・自治自治自治自治体体体体がががが規規規規制制制制緩緩緩緩和和和和ややややインセンテインセンテインセンテインセンティィィィブをブをブをブを与与与与ええええるるるる。。。。こうしてこうしてこうしてこうして具具具具体的体的体的体的なななな手法手法手法手法のののの研究研究研究研究をををを進進進進めていくめていくめていくめていく。。。。        （（（（２２２２））））    ＮＮＮＮＴＴＴＴＴＴＴＴ        ＮＮＮＮＴＴＴＴＴＴＴＴはははは環境環境環境環境理念理念理念理念としてエとしてエとしてエとしてエココココロジープログラムロジープログラムロジープログラムロジープログラム２１２１２１２１をををを制制制制定定定定しししし、、、、低低低低負荷負荷負荷負荷環境環境環境環境とととと持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社社社社会会会会システムのシステムのシステムのシステムの２２２２つつつつををををメメメメインテーインテーインテーインテーママママにににに挙挙挙挙げているげているげているげている。。。。低低低低環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷はははは、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＴＴＴＴＴＴＴＴ事事事事業業業業にににに関係関係関係関係があるがあるがあるがある、、、、例例例例えばえばえばえば電電電電話話話話帳帳帳帳はははは大大大大量量量量のののの紙紙紙紙資源資源資源資源をををを使使使使用用用用しているしているしているしている。。。。最最最最近近近近ではではではでは大大大大都都都都市市市市でででで電電電電話話話話帳帳帳帳のののの必要必要必要必要のののの有有有有無無無無をををを聞聞聞聞いいいいてててて、、、、必要必要必要必要のないのないのないのない方方方方にはにはにはには配配配配布布布布しないようにししないようにししないようにししないようにし、、、、インターネットでもインターネットでもインターネットでもインターネットでも検検検検索索索索がががが可能可能可能可能になっているになっているになっているになっている。。。。古古古古いいいい電電電電話話話話帳帳帳帳はリサイクルしてまたはリサイクルしてまたはリサイクルしてまたはリサイクルしてまた電電電電話話話話帳帳帳帳にしているにしているにしているにしている。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、廃棄通信廃棄通信廃棄通信廃棄通信設設設設備備備備、、、、たたたたととととえばえばえばえば電電電電線線線線ケケケケーブルのーブルのーブルのーブルの外外外外皮皮皮皮はははは産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物になるのでになるのでになるのでになるので検討検討検討検討をををを進進進進めているめているめているめている。。。。電電電電力力力力消費量消費量消費量消費量ははははＮＮＮＮＴＴＴＴＴＴＴＴグループグループグループグループ全全全全体体体体でででで全全全全国国国国のののの００００．．．．６６６６％％％％をををを使使使使っておりっておりっておりっておりそそそそれれれれだだだだけのけのけのけのＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２をををを排排排排出出出出していることになるしていることになるしていることになるしていることになる。。。。省省省省エネ・クリーンエネルエネ・クリーンエネルエネ・クリーンエネルエネ・クリーンエネルギギギギーーーー化化化化がががが大大大大きいきいきいきい課題課題課題課題であるであるであるである。。。。        循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会白白白白書書書書のシナリオのシナリオのシナリオのシナリオＣＣＣＣ・・・・環境産業発環境産業発環境産業発環境産業発展展展展型型型型はははは、、、、先進的先進的先進的先進的ＩＴＩＴＩＴＩＴ技術技術技術技術をををを使使使使うのがうのがうのがうのが１１１１つつつつのののの目目目目玉玉玉玉になっているがになっているがになっているがになっているが、、、、ＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡをををを使使使使ってってってって研究研究研究研究中中中中だだだだががががそそそそのののの効効効効果果果果はよくわからないはよくわからないはよくわからないはよくわからない。。。。一一一一方方方方、、、、ブローブローブローブロードバドバドバドバンンンンドドドド等等等等でででで高高高高速速速速インターネットをインターネットをインターネットをインターネットを接続接続接続接続するとするとするとすると、、、、家庭家庭家庭家庭ににににモモモモデムがデムがデムがデムが必要必要必要必要でででで電電電電話話話話にくらべるとにくらべるとにくらべるとにくらべると１００１００１００１００倍倍倍倍位電位電位電位電力力力力がががが必要必要必要必要でででで、、、、省電省電省電省電力力力力のののの技術開発技術開発技術開発技術開発がががが重要重要重要重要なななな課題課題課題課題であるであるであるである。。。。        シナリオシナリオシナリオシナリオＢＢＢＢ・ライフスタイル・ライフスタイル・ライフスタイル・ライフスタイル変変変変革型革型革型革型のののの環境環境環境環境共生共生共生共生社会社会社会社会システムにシステムにシステムにシステムに関連関連関連関連してしてしてして、、、、情情情情報報報報通信通信通信通信をををを使使使使っっっったたたた市民市民市民市民参加参加参加参加のののの促進促進促進促進ににににつつつついていていていて次次次次ぎのようなことをぎのようなことをぎのようなことをぎのようなことを考考考考ええええ開発開発開発開発をしているをしているをしているをしている：：：：元元元元のののの考考考考ええええ方方方方はははは、、、、ＩＴＩＴＩＴＩＴをををを使使使使いいいい身身身身のののの回回回回りをりをりをりを知知知知ることができることができることができることができ、、、、そそそそのことでのことでのことでのことで仲仲仲仲間間間間をををを知知知知ってってってって仲仲仲仲間間間間ををををつつつつくることができるくることができるくることができるくることができる。。。。岩岩岩岩手手手手県県県県・・・・国連大学国連大学国連大学国連大学とのとのとのとの共同共同共同共同プロジェクトはプロジェクトはプロジェクトはプロジェクトは、、、、身身身身のののの回回回回りをりをりをりを知知知知るというるというるというるという自自自自然然然然環境環境環境環境のフのフのフのフィィィィールールールールドドドドでのでのでのでの測測測測定定定定であったであったであったであった。。。。仲仲仲仲間間間間ををををつつつつくるということではくるということではくるということではくるということでは、、、、市民市民市民市民ネットワークネットワークネットワークネットワーク、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＰＰＰＯＯＯＯとのネットワーとのネットワーとのネットワーとのネットワーキキキキンンンングをグをグをグをややややっていくっていくっていくっていく；；；；このためにこのためにこのためにこのために、、、、滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県とのとのとのとの共同共同共同共同プロジェクトでプロジェクトでプロジェクトでプロジェクトでココココーデーデーデーディィィィネーションをネーションをネーションをネーションをややややるたるたるたるためのネットワーめのネットワーめのネットワーめのネットワーキキキキングをングをングをングをつつつつくっているくっているくっているくっている。。。。組織体組織体組織体組織体があるのではなくがあるのではなくがあるのではなくがあるのではなく、、、、ババババーーーーチチチチャルのインターネャルのインターネャルのインターネャルのインターネットットットット上上上上でのでのでのでの組織組織組織組織であるであるであるである。。。。        身身身身のののの回回回回りをりをりをりを知知知知るるるる活動活動活動活動：：：：岩岩岩岩手県手県手県手県のののの１１１１つつつつのののの例例例例はははは桜桜桜桜開開開開花花花花ママママップ・ップ・ップ・ップ・小中小中小中小中学学学学校校校校でででで桜桜桜桜のののの開開開開花花花花をしらべをしらべをしらべをしらべ、、、、点点点点のののの情情情情報報報報をインターネットでをインターネットでをインターネットでをインターネットで収収収収集集集集しししし面面面面のののの情情情情報報報報にしたにしたにしたにした。。。。秋版秋版秋版秋版はイはイはイはイチチチチョョョョウやウやウやウや桜桜桜桜のののの落落落落葉葉葉葉をををを使使使使ってってってって検検検検討討討討をををを進進進進めているめているめているめている。。。。このこのこのこの活動活動活動活動はははは、、、、岩岩岩岩手手手手だだだだけではなくけではなくけではなくけではなく秋秋秋秋田田田田、、、、青青青青森森森森でもでもでもでも実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。水水水水環境環境環境環境ににににつつつついてもいてもいてもいても簡簡簡簡単単単単なななな機機機機器器器器をををを使使使使ってってってって岩岩岩岩手手手手、、、、琵琶湖琵琶湖琵琶湖琵琶湖ででででややややっているっているっているっている。。。。        仲仲仲仲間間間間ををををつつつつくるくるくるくる活動活動活動活動：：：：びわこびわこびわこびわこ市民研究市民研究市民研究市民研究所所所所をををを２００１２００１２００１２００１年年年年８８８８月月月月にににに立立立立ちちちち上上上上げたげたげたげた。。。。ネットワークネットワークネットワークネットワーク上上上上ででででののののココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィとリアルなとリアルなとリアルなとリアルなココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィをををを繋繋繋繋ぐぐぐぐ役役役役割割割割をするをするをするをする。。。。人人人人とととと人人人人がががが知知知知りりりり合合合合うのがうのがうのがうのが目目目目的的的的であであであであるがるがるがるが行行行行政政政政・・・・企業企業企業企業・・・・市民団体市民団体市民団体市民団体のののの方方方方々々々々がががが実実実実名名名名ででてくるででてくるででてくるででてくる。。。。滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県はははは市民研究市民研究市民研究市民研究がががが盛盛盛盛んんんんななななとことことこところろろろであであであであるがるがるがるが、、、、２０２０２０２０以以以以上上上上のののの研究研究研究研究がががが行行行行われているわれているわれているわれている。。。。        （（（（３３３３））））    アミタアミタアミタアミタ    
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    アミタがアミタがアミタがアミタが現現現現在在在在行行行行っているっているっているっている地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの構想構想構想構想とととと事例事例事例事例をををを紹介紹介紹介紹介するするするする。。。。        アミタのアミタのアミタのアミタの事事事事業業業業をををを進進進進めるめるめるめる中中中中でででで、、、、工工工工業的業的業的業的メカメカメカメカニズムでニズムでニズムでニズムで循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築がががが可能可能可能可能かかかか、、、、貧貧貧貧困困困困からのからのからのからの脱脱脱脱出出出出ができたのかができたのかができたのかができたのか、、、、心心心心のののの豊豊豊豊かさがかさがかさがかさがええええられたのかとのられたのかとのられたのかとのられたのかとの思思思思いがいがいがいが常常常常にににに去去去去来来来来しているしているしているしている。。。。環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮型型型型のののの製品製品製品製品ををををつつつつくってもくってもくってもくっても売売売売れなけれれなけれれなけれれなければゴばゴばゴばゴミになるミになるミになるミになる。。。。リサイクルもリサイクルもリサイクルもリサイクルも、、、、現現現現在在在在はあるはあるはあるはある規模規模規模規模がががが必要必要必要必要であるかであるかであるかであるからららら、、、、ゴゴゴゴミのミのミのミの減少減少減少減少によってリサイクルによってリサイクルによってリサイクルによってリサイクル工工工工場場場場はははは不良不良不良不良資産資産資産資産となるとなるとなるとなる。。。。ゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションは産業産業産業産業のクラのクラのクラのクラスタリングでスタリングでスタリングでスタリングで廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを次次次次ぎのぎのぎのぎの資源資源資源資源にににに活用活用活用活用することであるすることであるすることであるすることであるがががが、、、、定定定定義義義義にににに更更更更なるなるなるなる進進進進歩歩歩歩系系系系がががが存在存在存在存在するするするするのではないかとのではないかとのではないかとのではないかと考考考考ええええているているているている。。。。        デンデンデンデンママママークでのークでのークでのークでの飲飲飲飲料容料容料容料容器器器器ををををガガガガラスラスラスラス瓶瓶瓶瓶にににに限限限限定定定定するするするする方針方針方針方針・これに・これに・これに・これに対対対対するするするするＧＧＧＧＡＴＴＡＴＴＡＴＴＡＴＴ違違違違反反反反訴訟訴訟訴訟訴訟とととと    １９９３１９９３１９９３１９９３年年年年のののの欧欧欧欧州州州州裁判裁判裁判裁判所所所所でのでのでのでの容認容認容認容認判判判判決決決決、、、、オランダ・オランダ・オランダ・オランダ・ドドドドイイイイツツツツ等等等等でのでのでのでの包包包包装装装装容容容容器器器器のののの規規規規制制制制、、、、１９９６１９９６１９９６１９９６年年年年からのからのからのからのＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14000140001400014000 シリーズのシリーズのシリーズのシリーズの普及普及普及普及、、、、最最最最近近近近のののの労労労労働働働働環境環境環境環境をををを規定規定規定規定するするするするＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ16000160001600016000 のののの議議議議論論論論はははは、、、、工工工工業業業業のみによってはのみによってはのみによってはのみによっては産業施策産業施策産業施策産業施策としてのとしてのとしてのとしての限限限限界界界界がありがありがありがあり、、、、国力国力国力国力をををを守守守守るためにはるためにはるためにはるためには環境環境環境環境、、、、労労労労働働働働環境環境環境環境（（（（人人人人権権権権））））がががが重要重要重要重要なななな要要要要因因因因になるとのになるとのになるとのになるとの流流流流れでありれでありれでありれであり、、、、グローグローグローグローババババル・スタンダール・スタンダール・スタンダール・スタンダードドドドとなってきているとなってきているとなってきているとなってきている。。。。        アミタはアミタはアミタはアミタはＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14000140001400014000系系系系がががが施行施行施行施行されてからされてからされてからされてから、、、、市市市市場場場場はははは環境市環境市環境市環境市場場場場、、、、そそそそしてしてしてして循環型市循環型市循環型市循環型市場場場場へとへとへとへと変変変変化化化化していくとしていくとしていくとしていくと予測予測予測予測しているしているしているしている。。。。このこのこのこの予測予測予測予測のもとにリスクにのもとにリスクにのもとにリスクにのもとにリスクにつつつついていていていて次次次次ぎのぎのぎのぎの仮仮仮仮説説説説をたてているをたてているをたてているをたてている。。。。    ①①①①廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは全全全全てててて市市市市場場場場のののの影響影響影響影響をををを受受受受けたものでありけたものでありけたものでありけたものであり、、、、製品製品製品製品もまたもまたもまたもまた市市市市場場場場のののの影響影響影響影響をををを受受受受けるけるけるける。。。。ココココストダストダストダストダウウウウンをンをンをンを図図図図るためにるためにるためにるために大規模大規模大規模大規模のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル化化化化をををを行行行行ったらどうなるかったらどうなるかったらどうなるかったらどうなるか。。。。プロセスはプロセスはプロセスはプロセスは固定化固定化固定化固定化しリスしリスしリスしリスクがクがクがクが内内内内在在在在するするするする。。。。地地地地方方方方公公公公共共共共団体団体団体団体やややや大企業大企業大企業大企業をををを組組組組んんんんでででで行行行行うリサイクルではうリサイクルではうリサイクルではうリサイクルでは成成成成功功功功事例事例事例事例はいままでなはいままでなはいままでなはいままでないのではないかいのではないかいのではないかいのではないか    ②②②②技術先行技術先行技術先行技術先行リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル。。。。日日日日本本本本はははは技術技術技術技術信信信信仰仰仰仰がががが強強強強いがいがいがいが、、、、技術技術技術技術がががが開発開発開発開発されたとしてもされたとしてもされたとしてもされたとしても事事事事業業業業がががが成成成成功功功功すすすするとはるとはるとはるとは限限限限らないらないらないらない    ③③③③環境環境環境環境によいものをによいものをによいものをによいものをつつつつくっくっくっくったからといってたからといってたからといってたからといって、、、、売売売売れるとはれるとはれるとはれるとは限限限限らないらないらないらない。。。。        企業企業企業企業がががが、、、、資本資本資本資本・・・・技術技術技術技術・・・・商商商商品品品品にににに頼頼頼頼ることはることはることはることは失敗失敗失敗失敗のののの原因原因原因原因であるであるであるである。。。。頼頼頼頼るべきはるべきはるべきはるべきは顧客顧客顧客顧客でありでありでありであり顧客顧客顧客顧客ニニニニーズにーズにーズにーズに合合合合うううう商商商商品品品品ををををつつつつくりくりくりくり出出出出すことすことすことすこと、、、、これがこれがこれがこれが環境環境環境環境ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの必必必必須須須須条件条件条件条件であるであるであるである。。。。        約約約約３０３０３０３０年年年年前前前前にににに、「、「、「、「ススススモモモモール・イズ・ール・イズ・ール・イズ・ール・イズ・ビュビュビュビューテーテーテーティィィィフルフルフルフル」」」」をををを発表発表発表発表したシャーしたシャーしたシャーしたシャーママママッッッッハハハハはははは「「「「経済学経済学経済学経済学がががが貧貧貧貧困困困困、、、、ストストストストレレレレスススス、、、、犯罪犯罪犯罪犯罪をををを回回回回避避避避できないできないできないできない経済学経済学経済学経済学であるならであるならであるならであるならばばばば、、、、もうもうもうもう一度見一度見一度見一度見直直直直しがしがしがしが必要必要必要必要ではなではなではなではないかいかいかいか」」」」とととと言言言言っているっているっているっている。。。。今今今今のののの経済学経済学経済学経済学はははは、、、、あくまであくまであくまであくまで行動動行動動行動動行動動機機機機をををを利利利利益益益益にににに規定規定規定規定しているがしているがしているがしているが、、、、環境環境環境環境やややや福福福福祉祉祉祉はははは利利利利益益益益のみでのみでのみでのみで動動動動いているのではないいているのではないいているのではないいているのではない。。。。経済学経済学経済学経済学はここのはここのはここのはここの行動動行動動行動動行動動機機機機ににににメメメメスをスをスをスを入入入入れていなれていなれていなれていないいいい。。。。人人人人ををををババババランスシートにのせていないランスシートにのせていないランスシートにのせていないランスシートにのせていない会計学会計学会計学会計学、、、、利利利利他他他他的的的的なななな満足満足満足満足行動行動行動行動のののの商商商商品品品品化化化化にににに努努努努力力力力していないしていないしていないしていない企業企業企業企業家家家家、、、、国民国民国民国民のののの生命生命生命生命・・・・財財財財産産産産・・・・環境環境環境環境をををを守守守守りエネルりエネルりエネルりエネルギギギギーーーーやややや食食食食糧糧糧糧のののの自自自自給給給給のののの方式方式方式方式をもたないをもたないをもたないをもたない国国国国家家家家。。。。そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ十十十十分分分分のののの責責責責務務務務をををを果果果果たしていないのではないかたしていないのではないかたしていないのではないかたしていないのではないか。。。。２００１２００１２００１２００１年年年年のののの実体経済実体経済実体経済実体経済のののの総総総総額額額額はははは７７７７．．．．４４４４兆兆兆兆ドドドドルルルルにににに対対対対しししし１１１１日日日日でででで動動動動くくくく為替為替為替為替総総総総額額額額はははは１１１１．．．．８８８８兆兆兆兆ドドドドルでルでルでルで８８８８００００－－－－９０９０９０９０倍倍倍倍大大大大きいきいきいきい。。。。貨貨貨貨幣幣幣幣経済経済経済経済がががが実体経済実体経済実体経済実体経済をををを凌凌凌凌駕駕駕駕しているしているしているしている。。。。これがこれがこれがこれが１００１００１００１００倍倍倍倍、、、、１５０１５０１５０１５０倍倍倍倍になったらになったらになったらになったら人類人類人類人類のののの進進進進歩歩歩歩とととと言言言言ええええるのるのるのるのだろだろだろだろうかうかうかうか。。。。これをこれをこれをこれを解解解解決決決決するするするするビビビビジネスジネスジネスジネスモモモモデルとデルとデルとデルと社会社会社会社会をををを作作作作ることがることがることがることが大大大大きいきいきいきい課題課題課題課題であるであるであるである。。。。        産業革産業革産業革産業革命以前命以前命以前命以前、、、、人人人人間間間間はははは生生生生活活活活圏圏圏圏のののの中中中中にににに経経経経済済済済圏圏圏圏がありがありがありがあり、、、、生生生生活活活活圏圏圏圏をををを破破破破壊壊壊壊してはしてはしてはしては経済経済経済経済圏圏圏圏がががが動動動動かなくかなくかなくかなくなることをなることをなることをなることを智恵智恵智恵智恵としてとしてとしてとして知知知知っていたっていたっていたっていた。。。。しかししかししかししかし、、、、産業革産業革産業革産業革命後命後命後命後はははは、、、、生生生生活活活活圏圏圏圏とととと経済経済経済経済圏圏圏圏がががが分分分分離離離離しこのシしこのシしこのシしこのシステムがステムがステムがステムが崩崩崩崩れれれれ当事者当事者当事者当事者意識意識意識意識がががが欠如欠如欠如欠如するようになってくるするようになってくるするようになってくるするようになってくる。。。。工工工工業業業業のののの時代時代時代時代であるであるであるである。。。。もうもうもうもう一度一度一度一度当事者当事者当事者当事者意識意識意識意識をををを復復復復活活活活させることがさせることがさせることがさせることが、、、、２１２１２１２１世世世世紀紀紀紀産業産業産業産業モモモモデルのデルのデルのデルのヒヒヒヒントになるのではないかントになるのではないかントになるのではないかントになるのではないか。。。。１１１１つつつつははははココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィのののの産業化産業化産業化産業化でありでありでありであり、、、、もうもうもうもう１１１１つつつつはははは産業産業産業産業ののののココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィ化化化化であるであるであるである。。。。        これにこれにこれにこれにそそそそったったったった事例事例事例事例をををを紹介紹介紹介紹介するするするする；；；；    ①①①①京都京都京都京都府府府府弥栄弥栄弥栄弥栄町町町町・・・・風風風風力力力力、、、、太太太太陽陽陽陽光光光光、、、、ババババイオイオイオイオガガガガスをスをスをスを利用利用利用利用しししし、、、、そそそそのエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーをーをーをーを利用利用利用利用してどのようしてどのようしてどのようしてどのよう
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なななな生生生生活活活活・・・・産業産業産業産業がががが成成成成りりりり立立立立つつつつのかののかののかののかの実実実実験験験験をををを試試試試みているみているみているみている。。。。近代近代近代近代化化化化をををを目目目目指指指指すよりすよりすよりすより、、、、超超超超先進的先進的先進的先進的なななな田舎田舎田舎田舎、、、、スーパースーパースーパースーパーカカカカントリーをントリーをントリーをントリーを目目目目指指指指そそそそうとしているうとしているうとしているうとしている。。。。    ②②②②神神神神奈奈奈奈川県川県川県川県ととととココココアになるアになるアになるアになる民民民民間間間間１１１１８８８８社社社社がががが発発発発足足足足させたさせたさせたさせた京京京京浜臨浜臨浜臨浜臨海部海部海部海部エエエエココココ産業産業産業産業モモモモデルデルデルデル事事事事業業業業創出創出創出創出協議協議協議協議会会会会。。。。様様様様々々々々なエなエなエなエココココ産業産業産業産業のののの創出創出創出創出・・・・事事事事業化業化業化業化をををを試試試試みるとともにみるとともにみるとともにみるとともに、、、、エエエエココココ産業産業産業産業をををを創出創出創出創出ししししややややすいすいすいすい社会社会社会社会シスシスシスシステムのテムのテムのテムの実実実実験験験験もももも計画計画計画計画しているしているしているしている。。。。        循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成でででで、Ｅ、Ｅ、Ｅ、ＥＰＲＰＲＰＲＰＲすなわちすなわちすなわちすなわち製造者製造者製造者製造者拡大拡大拡大拡大責責責責任任任任がががが主主主主流流流流になってきているがになってきているがになってきているがになってきているが、、、、販売販売販売販売者者者者責責責責任任任任というというというという考考考考ええええ方方方方がががが重要重要重要重要ではないかではないかではないかではないか。。。。販売販売販売販売者者者者とととと消費消費消費消費者者者者のののの信信信信頼頼頼頼関係関係関係関係になったになったになったになったほほほほうがうがうがうが消費消費消費消費者者者者ニーズニーズニーズニーズをををを形形形形にしにしにしにしややややすくすくすくすく、、、、受注受注受注受注生生生生産型産型産型産型工工工工業業業業へシフトしへシフトしへシフトしへシフトしややややすいすいすいすい。。。。またまたまたまた、、、、循環型産業循環型産業循環型産業循環型産業にににに静静静静脈脈脈脈産業産業産業産業はありはありはありはありええええないないないない。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに静静静静脈脈脈脈・・・・動動動動脈脈脈脈のののの区区区区別別別別はははは必要必要必要必要ないからであるないからであるないからであるないからである。。。。地球資源地球資源地球資源地球資源をををを有効有効有効有効にににに使使使使うことがうことがうことがうことが完完完完成成成成できてもできてもできてもできても、、、、相互相互相互相互にににに信信信信頼頼頼頼できないできないできないできない産業産業産業産業システムであってはならないからであるシステムであってはならないからであるシステムであってはならないからであるシステムであってはならないからである。。。。        （（（（４４４４））））    大大大大林林林林組組組組        建建建建設業設業設業設業とととと環境環境環境環境のかかわりをのかかわりをのかかわりをのかかわりを端端端端的的的的にににに示示示示すすすすＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２排排排排出出出出量量量量とととと建建建建設設設設廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物量量量量のののの数数数数字字字字をををを紹介紹介紹介紹介するするするする。。。。        日日日日本本本本ののののＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２排排排排出出出出量量量量のののの４２４２４２４２．．．．７７７７％％％％にににに建建建建設活動設活動設活動設活動がががが関関関関与与与与しているしているしているしている。。。。１９９５１９９５１９９５１９９５年年年年数数数数字字字字でででで、、、、施施施施工工工工部部部部分分分分はははは１１１１．．．．３３３３％％％％であるがであるがであるがであるが建建建建設設設設前前前前段階段階段階段階のののの資資資資材材材材生生生生産産産産・・・・２２２２次加次加次加次加工工工工・・・・輸送輸送輸送輸送でででで１７１７１７１７％％％％、、、、建建建建物物物物運運運運用用用用でででで２４２４２４２４．．．．４４４４％％％％排排排排出出出出されているされているされているされている。。。。建建建建設設設設廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物量量量量はははは１９９９１９９９１９９９１９９９年度年度年度年度数数数数字字字字でででで産産産産廃廃廃廃にににに占占占占めるめるめるめる比比比比率率率率はははは１９１９１９１９．．．．１１１１％％％％、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分量量量量ではではではでは２２２２割割割割になるのでになるのでになるのでになるので、、、、このこのこのこの削減削減削減削減もももも重要重要重要重要なななな課題課題課題課題であるであるであるである。。。。        したがってしたがってしたがってしたがって、、、、建建建建設業設業設業設業としてとしてとしてとして        ①①①①省省省省エネエネエネエネ建建建建築築築築のののの開発開発開発開発とととと普及普及普及普及    ②②②②省省省省資源設計資源設計資源設計資源設計＝＝＝＝施施施施工工工工でのでのでのでの資資資資材材材材削減削減削減削減・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル材材材材のののの利用利用利用利用    ③③③③環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮施施施施工工工工    がががが主要主要主要主要なななな取取取取りりりり組組組組みとなるみとなるみとなるみとなる。。。。ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション現現現現場場場場やややや省燃省燃省燃省燃費費費費運転運転運転運転等等等等はははは、、、、③③③③のののの範範範範疇疇疇疇にはいるにはいるにはいるにはいる。。。。        大大大大林林林林組組組組はははは国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミッションののゼロエミッションののゼロエミッションののゼロエミッションの考考考考ええええ方方方方にににに基基基基づきづきづきづき１９９９１９９９１９９９１９９９年年年年からからからから取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを開始開始開始開始しているしているしているしている。。。。そそそそのののの当当当当時時時時、、、、建建建建設業設業設業設業ではではではでは次次次次ぎのようなぎのようなぎのようなぎのような業界業界業界業界特特特特殊殊殊殊事事事事情情情情のためにゼロエミッションはのためにゼロエミッションはのためにゼロエミッションはのためにゼロエミッションは不不不不可能可能可能可能ではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考ええええられていたられていたられていたられていた：：：：①①①①受注受注受注受注産業産業産業産業であることであることであることであること、、、、②②②②大大大大勢勢勢勢のののの作作作作業業業業員員員員がががが施施施施工工工工にににに従事従事従事従事しししし、、、、工程工程工程工程ごごごごとにとにとにとに入入入入れれれれかわるかわるかわるかわる、、、、③③③③膨膨膨膨大大大大なななな種種種種類類類類とととと数数数数量量量量のののの資資資資材材材材がありがありがありがあり、、、、排排排排出出出出されるされるされるされる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの再再再再資源化資源化資源化資源化ルルルルートのートのートのートの確確確確立立立立がががが必要必要必要必要、、、、④④④④工工工工事期間事期間事期間事期間がががが長長長長いいいい、、、、⑤⑤⑤⑤重重重重層層層層構構構構造造造造によるによるによるによる生生生生産形産形産形産形態態態態：：：：元元元元請請請請とととと多多多多数数数数のののの協力業協力業協力業協力業者者者者。。。。        このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション現現現現場場場場としてとしてとしてとして二二二二大大大大看看看看板板板板現現現現場場場場：：：：丸丸丸丸ビビビビルとルとルとルと電通新電通新電通新電通新社社社社屋屋屋屋建建建建設設設設プロジェクトでプロジェクトでプロジェクトでプロジェクトで最最最最初初初初にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ。。。。２２２２つつつつのプロジェクトとものプロジェクトとものプロジェクトとものプロジェクトとも１９９９１９９９１９９９１９９９年年年年にににに着工着工着工着工してしてしてして    ２００２２００２２００２２００２年年年年にににに竣竣竣竣工工工工したしたしたした。。。。たたたただだだだしししし、、、、汚汚汚汚泥泥泥泥はゼロエミッションのはゼロエミッションのはゼロエミッションのはゼロエミッションの対対対対象象象象からからからから除除除除いているいているいているいている。。。。        現現現現場場場場でのゼロエミッションのでのゼロエミッションのでのゼロエミッションのでのゼロエミッションの取取取取りりりり組組組組みにはみにはみにはみには、、、、    ①①①①意識意識意識意識のののの共共共共有有有有ととととそそそそのためののためののためののための推進組織体推進組織体推進組織体推進組織体制制制制づくりとづくりとづくりとづくりと啓啓啓啓発発発発教育教育教育教育；；；；    ②②②②発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制    ③③③③徹底徹底徹底徹底的的的的分分分分別別別別；；；；    ④④④④再再再再資源化資源化資源化資源化ルートルートルートルート確確確確立立立立    のののの４４４４フフフファァァァクターがあるクターがあるクターがあるクターがある。。。。        発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制にはにはにはには大大大大別別別別してしてしてして次次次次ぎのぎのぎのぎの３３３３つつつつのののの方方方方法法法法があるがあるがあるがある：：：：①①①①仮仮仮仮説説説説資資資資材材材材のののの再再再再使使使使用用用用、、、、②②②②梱梱梱梱包包包包材材材材のののの削減削減削減削減、、、、③③③③本設資本設資本設資本設資材材材材のののの端材端材端材端材等等等等余余余余剰剰剰剰分分分分のののの削減削減削減削減。。。。実実実実例例例例：：：：①①①①溶溶溶溶接用接用接用接用ワーワーワーワーヤヤヤヤーをまいているプラステーをまいているプラステーをまいているプラステーをまいているプラスティィィィックックックック製製製製リールリールリールリール：：：：使使使使いいいい終終終終わったあとわったあとわったあとわったあとメメメメーーーーカカカカーにーにーにーに戻戻戻戻しししし再再再再利用利用利用利用。。。。廃廃廃廃プラがプラがプラがプラが５０５０５０５０㎥㎥㎥㎥減少減少減少減少したしたしたした；；；；梁梁梁梁のののの耐火耐火耐火耐火被被被被覆覆覆覆をするときをするときをするときをするとき使使使使用用用用するするするする養養養養生生生生用用用用薄薄薄薄手手手手ビビビビニールシートをニールシートをニールシートをニールシートを厚厚厚厚手手手手のシートにのシートにのシートにのシートに代代代代ええええ４４４４８８８８フローアでフローアでフローアでフローアで再再再再使使使使用用用用、、、、②②②②ダンダンダンダンボボボボールールールール箱箱箱箱をををを再再再再利用利用利用利用できるできるできるできる通通通通いいいい箱箱箱箱にににに変変変変更更更更；；；；カカカカーーーーペペペペットタイルのットタイルのットタイルのットタイルの２０２０２０２０枚枚枚枚１１１１パックパックパックパック包包包包装装装装をををを２００２００２００２００枚枚枚枚１１１１パックにパックにパックにパックに変変変変ええええ梱梱梱梱包包包包材材材材をををを６６６６割割割割以以以以上削減上削減上削減上削減。。。。③③③③のののの１１１１例例例例：：：：電通電通電通電通ビビビビルのオフルのオフルのオフルのオフィィィィスススス階階階階のスラのスラのスラのスラ
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ブうちでブうちでブうちでブうちで、、、、末端末端末端末端部部部部をプをプをプをプレキレキレキレキャストにャストにャストにャストに変変変変更更更更してしてしてして端端端端部部部部型型型型枠枠枠枠をををを無無無無くすことができくすことができくすことができくすことができ、、、、安安安安全全全全・・・・工工工工期期期期面面面面ででででもももも寄与寄与寄与寄与できたできたできたできた。。。。これはこれはこれはこれは、、、、現現現現場場場場のののの工工工工夫夫夫夫でででで工工工工法法法法をををを変変変変更更更更しししし成成成成功功功功したしたしたした例例例例であるであるであるである。。。。        徹底徹底徹底徹底的分的分的分的分別別別別にかにかにかにかんんんんしてはしてはしてはしては、、、、発発発発生生生生時時時時のののの分分分分別別別別のためのためのためのため捨捨捨捨ててててややややすくすくすくすく、、、、現現現現場場場場ではではではではひひひひたすらたすらたすらたすら分分分分別別別別すれすれすれすればばばばよいというシステムをよいというシステムをよいというシステムをよいというシステムを採用採用採用採用したしたしたした。。。。２２２２つつつつのののの現現現現場場場場ともともともとも最最最最盛盛盛盛期期期期にはにはにはには２１２１２１２１のののの分分分分別別別別用用用用ココココンテナーをセッンテナーをセッンテナーをセッンテナーをセットしていたトしていたトしていたトしていた。。。。        最最最最終終終終処処処処分分分分廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは分分分分別別別別されないされないされないされない混混混混合合合合廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物であるがであるがであるがであるが、、、、本社本社本社本社全全全全体体体体のののの２００１２００１２００１２００１年年年年目標目標目標目標値値値値はははは建建建建設設設設建建建建物物物物１１１１㎡㎡㎡㎡あたりあたりあたりあたり１５１５１５１５kkkkggggであるであるであるである。。。。電通電通電通電通現現現現場場場場はははは８８８８kkkkggggをををを目標目標目標目標にしていたがにしていたがにしていたがにしていたが最最最最終終終終的的的的ににににはははは 4.6k4.6k4.6k4.6kgggg////㎡㎡㎡㎡にににになりなりなりなり、、、、分分分分別別別別のののの効効効効果果果果がよくがよくがよくがよく出出出出たたたた。。。。        最最最最終終終終成成成成果果果果はははは、、、、電通新電通新電通新電通新社社社社屋屋屋屋：：：：再再再再資源化資源化資源化資源化１００１００１００１００％％％％最最最最終終終終処処処処分分分分量量量量ゼロゼロゼロゼロ、、、、丸丸丸丸ビビビビルルルル：：：：再再再再資源化資源化資源化資源化９７９７９７９７％％％％ととととなったなったなったなった。。。。たたたただだだだ、、、、丸丸丸丸ビビビビルではルではルではルでは当当当当初初初初再再再再資源化資源化資源化資源化できなかったものをできなかったものをできなかったものをできなかったものを施施施施工工工工中中中中にににに再再再再資源化資源化資源化資源化のののの方方方方法法法法とルーとルーとルーとルートをトをトをトを開発開発開発開発したのでゼロエミッションはしたのでゼロエミッションはしたのでゼロエミッションはしたのでゼロエミッションは達達達達成成成成できたとできたとできたとできたと評価評価評価評価しているしているしているしている。。。。        補補補補足説足説足説足説明明明明（（（（パネルパネルパネルパネル討議討議討議討議でのでのでのでの植植植植田教田教田教田教授授授授のののの問問問問題提題提題提題提起起起起にににに対対対対してしてしてして））））        丸丸丸丸ビビビビルとルとルとルと電通新電通新電通新電通新社社社社屋屋屋屋はははは、、、、当当当当社社社社のののの先先先先端端端端的的的的なななな事例事例事例事例でありでありでありであり、、、、多多多多くのくのくのくの現現現現場場場場ではではではでは次次次次のようなのようなのようなのような課題課題課題課題がががが残残残残っておりっておりっておりっており今後今後今後今後解解解解決決決決にににに向向向向けてけてけてけて検討検討検討検討をををを進進進進めるめるめるめる。。。。①①①①１０００１０００１０００１０００以以以以上上上上あるあるあるある現現現現場場場場ででででモモモモデルデルデルデル現現現現場場場場はまはまはまはまだだだだ５１５１５１５１であるであるであるである。。。。大大大大半半半半のののの中小中小中小中小のののの現現現現場場場場でででで同同同同様様様様のことをどのようにのことをどのようにのことをどのようにのことをどのように実実実実践践践践していくかしていくかしていくかしていくか。。。。現現現現場場場場のののの職職職職員員員員数数数数、、、、工工工工期期期期やややや金金金金銭銭銭銭的的的的余余余余裕裕裕裕、、、、ススススペペペペースースースース等等等等のののの課題課題課題課題があるがあるがあるがある。。。。環境環境環境環境報告書報告書報告書報告書にににに記記記記載載載載しているしているしているしている廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物量量量量からもからもからもからも、、、、全全全全社的社的社的社的にはまにはまにはまにはまだだだだ高高高高いいいい成成成成果果果果はでていないはでていないはでていないはでていない。。。。②②②②ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14001140011400114001 をををを全全全全社社社社従従従従業業業業員員員員をををを対対対対象象象象にとっているがにとっているがにとっているがにとっているが、、、、10,00010,00010,00010,000 人人人人のののの社社社社員員員員にはにはにはには環境活動環境活動環境活動環境活動をするときにをするときにをするときにをするときに温温温温度度度度差差差差があるがあるがあるがある。。。。同同同同一一一一レベレベレベレベルのルのルのルの環境活動環境活動環境活動環境活動をどのよをどのよをどのよをどのようにうにうにうに進進進進めてめてめてめて行行行行くのかくのかくのかくのか。。。。③③③③環境環境環境環境保保保保全全全全活動活動活動活動とととと利利利利益益益益創出創出創出創出のののの関係関係関係関係がががが数数数数字字字字的的的的にとれないにとれないにとれないにとれない部部部部分分分分がありがありがありがあり、、、、詳細詳細詳細詳細なななな数数数数字字字字をまをまをまをまだだだだ出出出出すことができていないすことができていないすことができていないすことができていない。。。。        またまたまたまた、、、、地域地域地域地域によってはによってはによってはによっては再再再再資源化設資源化設資源化設資源化設備備備備がなくがなくがなくがなく、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを分分分分別別別別してもしてもしてもしても利用利用利用利用できなくてできなくてできなくてできなくて最最最最終終終終処処処処分分分分をするをするをするをする等等等等、、、、努努努努力力力力がががが実実実実をををを結結結結ばばばばないとこないとこないとこないところろろろもあるもあるもあるもある。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物関連関連関連関連のののの法法法法律律律律がががが整整整整うううう一一一一方方方方、、、、複複複複雑雑雑雑化化化化してしてしてして手続手続手続手続きがきがきがきが複複複複雑雑雑雑になりになりになりになり業業業業務処理務処理務処理務処理ががががつつつつらいとらいとらいとらいと感感感感じじじじながらながらながらながら対対対対応応応応しているしているしているしている部部部部分分分分もあるもあるもあるもある。。。。        ２２２２－－－－５５５５．．．．ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ    （（（（１１１１））））    北九州活北九州活北九州活北九州活性性性性化協議会化協議会化協議会化協議会もったいないもったいないもったいないもったいない総研総研総研総研        もったいないもったいないもったいないもったいない総研総研総研総研はははは、、、、産学産学産学産学官官官官のののの入入入入ったったったった地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり団体団体団体団体であるであるであるである北九州活北九州活北九州活北九州活性性性性化協議会化協議会化協議会化協議会のののの１０１０１０１０周周周周年年年年記記記記念事念事念事念事業業業業としてとしてとしてとして設立設立設立設立されたされたされたされた。。。。物物物物をををを節節節節約約約約するするするするだだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、時時時時間間間間・・・・人人人人がががが使使使使いすてられていくいすてられていくいすてられていくいすてられていく時代時代時代時代のののの中中中中でででで、、、、本本本本当当当当のののの豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを追求追求追求追求することをすることをすることをすることを理念理念理念理念としているとしているとしているとしている。。。。        考考考考ええええ方方方方はははは、、、、①①①①行行行行政政政政・・・・事事事事業業業業者者者者・・・・市民市民市民市民のののの３３３３者者者者のののの環境環境環境環境情情情情報報報報連連連連携携携携をををを図図図図りながらりながらりながらりながら小小小小ささささいプロジェクトいプロジェクトいプロジェクトいプロジェクトをををを生生生生みみみみ出出出出ししししママママーーーーケケケケッテッテッテッティィィィングをしてングをしてングをしてングをして市市市市場場場場をををを作作作作りりりり上上上上げていくげていくげていくげていく、、、、②②②②２１２１２１２１世世世世紀紀紀紀型地域形成型地域形成型地域形成型地域形成はははは大大大大きいきいきいきいものをものをものをものを最最最最初初初初からめからめからめからめざざざざすのではなくすのではなくすのではなくすのではなく、、、、自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで地域密地域密地域密地域密着着着着的的的的なものをなものをなものをなものを集集集集めてめてめてめて内内内内発的地域形成発的地域形成発的地域形成発的地域形成、、、、dodododo（（（（行動行動行動行動））））のプロセスをのプロセスをのプロセスをのプロセスを重重重重視視視視しししし多多多多くのくのくのくの人人人人のののの知知知知恵恵恵恵をとりくをとりくをとりくをとりくんんんんでいくでいくでいくでいく    であるであるであるである。。。。        具具具具体体体体例例例例１１１１：：：：「「「「北九州北九州北九州北九州紙紙紙紙ええええこっパーこっパーこっパーこっパー」（」（」（」（トイトイトイトイレレレレットットットットペペペペーパーーパーーパーーパー）。）。）。）。    市民市民市民市民がスーパーがスーパーがスーパーがスーパー等等等等にににに出出出出すすすす紙紙紙紙・・・・牛乳牛乳牛乳牛乳パックをパックをパックをパックを行行行行政政政政がががが回回回回収収収収しししし製製製製紙紙紙紙工工工工場場場場ががががひひひひきとっていたがきとっていたがきとっていたがきとっていたが、、、、市市市市場場場場ができておらずができておらずができておらずができておらず検討検討検討検討がががが行行行行われていたのでこれにわれていたのでこれにわれていたのでこれにわれていたのでこれに参参参参画画画画しししし以以以以下下下下のののの活動活動活動活動をおこなったをおこなったをおこなったをおこなった。。。。    ①①①①会会会会員員員員企業企業企業企業にににに、、、、問問問問題題題題がなにでどういうがなにでどういうがなにでどういうがなにでどういう条件条件条件条件ならならならなら買買買買ううううかのかのかのかの調調調調査査査査    ②②②②インターネットインターネットインターネットインターネット会議会議会議会議でででで市民市民市民市民からからからから商商商商品品品品使使使使用用用用・・・・販販販販促促促促をををを考考考考ええええてもらうてもらうてもらうてもらう    ③③③③市市市市内小中内小中内小中内小中学学学学校校校校のののの子子子子供供供供からブランからブランからブランからブランドドドド名名名名ををををＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ協議会協議会協議会協議会をををを通通通通してしてしてして募募募募集集集集したしたしたした。。。。北九州北九州北九州北九州紙紙紙紙ええええこっパこっパこっパこっパ
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ーのブランーのブランーのブランーのブランドドドド名名名名がこうしてできたがこうしてできたがこうしてできたがこうしてできた    ④④④④パッパッパッパッケケケケージデージデージデージデザザザザインはインはインはインは、、、、市市市市内内内内専専専専門門門門学学学学校校校校生生生生からからからから募募募募集集集集してきめたしてきめたしてきめたしてきめた    ⑤⑤⑤⑤価価価価格格格格とととと商商商商品品品品訴訴訴訴求求求求はははは製製製製紙紙紙紙会社会社会社会社、、、、チチチチェーンストアェーンストアェーンストアェーンストア、、、、デパートデパートデパートデパート等等等等にににに行行行行ってきめたってきめたってきめたってきめた。。。。値値値値段段段段にはにはにはには一一一一番番番番ここここだだだだわったわったわったわった。。。。商商商商品品品品のののの情情情情報報報報をををを訴訴訴訴求求求求しししし、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済メメメメリットをリットをリットをリットを訴訴訴訴ええええたたたた。。。。そそそそしてしてしてして１１１１パックパックパックパック買買買買うとうとうとうと、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ協議会協議会協議会協議会にににに１１１１円円円円寄寄寄寄付付付付するがするがするがするが、、、、このこのこのこのメメメメッセージもッセージもッセージもッセージも流流流流したしたしたした。。。。環境環境環境環境モモモモラルラルラルラルだだだだけではけではけではけでは絶絶絶絶対対対対永永永永続続続続しないというしないというしないというしないという考考考考ええええでででで値値値値決決決決めをしてもらっためをしてもらっためをしてもらっためをしてもらった。。。。        このようなこのようなこのようなこのような活動活動活動活動のののの中中中中でででで、、、、行行行行政政政政・・・・会会会会員員員員企業企業企業企業・デパートも・デパートも・デパートも・デパートも協力協力協力協力をしてをしてをしてをして購購購購入入入入してくれるようになしてくれるようになしてくれるようになしてくれるようになりりりり、、、、平平平平成成成成１３１３１３１３年度年度年度年度のののの販売販売販売販売目標目標目標目標１０１０１０１０万万万万パックにパックにパックにパックに対対対対してしてしてして１６１６１６１６万万万万３０００３０００３０００３０００パックパックパックパック売売売売れてなおれてなおれてなおれてなお増増増増加加加加ししししているているているている。。。。        具具具具体体体体例例例例２２２２：：：：エスト・ラエスト・ラエスト・ラエスト・ラヴヴヴヴィィィィーーーーヌヌヌヌ（（（（スロー・オースロー・オースロー・オースロー・オーガガガガニックニックニックニックレレレレストランストランストランストラン）。）。）。）。    ２００１２００１２００１２００１年年年年のののの北九州北九州北九州北九州博博博博覧覧覧覧会会会会でででで、、、、もったいないもったいないもったいないもったいない総研総研総研総研がエがエがエがエココココレレレレストラン・グリーングリーンをストラン・グリーングリーンをストラン・グリーングリーンをストラン・グリーングリーンをプロデプロデプロデプロデュュュュースしたースしたースしたースした。。。。このこのこのこの博博博博覧覧覧覧会会会会でででで環境環境環境環境をテーをテーをテーをテーママママにににに一連一連一連一連のののの社会実社会実社会実社会実験験験験をををを構想構想構想構想するなかでするなかでするなかでするなかで、、、、来場者来場者来場者来場者    ２００２００２００２００万万万万人人人人をををを対対対対象象象象にににに「「「「食食食食」」」」をテーをテーをテーをテーママママとしたとしたとしたとした実実実実験験験験をををを構想構想構想構想したしたしたした。。。。このこのこのこの構想構想構想構想がががが、、、、地地地地元元元元有有有有名名名名レレレレストラストラストラストランンンン、、、、協会協会協会協会とのとのとのとの検討検討検討検討のののの結果結果結果結果、、、、エエエエココココレレレレストラン・グリーングリーンをストラン・グリーングリーンをストラン・グリーングリーンをストラン・グリーングリーンをややややることになったることになったることになったることになった。。。。実際実際実際実際のののの作作作作業業業業はははは、、、、もったいないもったいないもったいないもったいない総研総研総研総研、、、、エフエフエフエフココココープープープープ、、、、博博博博覧覧覧覧会協会会協会会協会会協会、、、、秋秋秋秋川川川川農農農農園園園園、、、、生生生生活活活活者者者者がががが料金料金料金料金・・・・食材食材食材食材等等等等をををを検討検討検討検討したしたしたした。。。。事事事事業業業業のののの内容内容内容内容はすべてはすべてはすべてはすべて公公公公開開開開しているがしているがしているがしているが、、、、売売売売上上上上はははは５７００５７００５７００５７００万万万万円円円円、、、、営営営営業利業利業利業利益益益益はははは１５０１５０１５０１５０万万万万であったであったであったであった。。。。このこのこのこの社会実社会実社会実社会実験験験験はははは、、、、資源循環型地域資源循環型地域資源循環型地域資源循環型地域づくりとづくりとづくりとづくりと新新新新ココココミミミミュュュュニテニテニテニティビィビィビィビジネスジネスジネスジネスモモモモデルというデルというデルというデルということでグッことでグッことでグッことでグッドドドドデデデデザザザザインインインイン賞賞賞賞をををを新新新新領領領領域域域域部門部門部門部門でででで受賞受賞受賞受賞したしたしたした。。。。        このこのこのこの博博博博覧覧覧覧会会会会でのでのでのでの社会実社会実社会実社会実験験験験成成成成功功功功ををををふふふふままままええええてててて、、、、エストラエストラエストラエストラヴヴヴヴィィィィーーーーヌヌヌヌをををを１０１０１０１０月月月月８８８８日日日日にオープンしたにオープンしたにオープンしたにオープンした。。。。将将将将来来来来ここでシェフここでシェフここでシェフここでシェフ、、、、市民市民市民市民をををを含含含含めてめてめてめて農農農農作作作作物物物物ををををつつつつくりくりくりくり料理料理料理料理するするするする。。。。ここでここでここでここで食食食食べるべるべるべる、、、、住住住住むというむというむというむという市民市民市民市民情情情情報報報報ステーションをステーションをステーションをステーションを事事事事業業業業者者者者とととと生生生生活活活活者者者者のののの出出出出会会会会いのいのいのいの場場場場をををを含含含含めてめてめてめてつつつつくっていくくっていくくっていくくっていく。。。。        （（（（２２２２））））    グローグローグローグローババババル・スル・スル・スル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンス・アライアンス・アライアンス・アライアンス（Ｇ（Ｇ（Ｇ（ＧＳＳＳＳＡＡＡＡ））））        ＧＧＧＧＳＳＳＳＡＡＡＡはははは、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを形成形成形成形成するためにはするためにはするためにはするためには、、、、多多多多くのくのくのくの方方方方々々々々・・・・市民市民市民市民がががが地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題のののの状況状況状況状況をををを理理理理解解解解しししし、、、、こういうこういうこういうこういう社会社会社会社会ををををつつつつくりたいというくりたいというくりたいというくりたいという願望願望願望願望・・・・方向性方向性方向性方向性をををを持持持持っていたっていたっていたっていただだだだくことがくことがくことがくことが必必必必須須須須であるとであるとであるとであると考考考考ええええているているているている。。。。あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは教育教育教育教育なのかもしれないがなのかもしれないがなのかもしれないがなのかもしれないが、、、、我我我我々々々々はははは社会的合意社会的合意社会的合意社会的合意とととと呼呼呼呼んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。社会社会社会社会的合意形成的合意形成的合意形成的合意形成のののの牽牽牽牽引引引引役役役役のののの役役役役割割割割がががが必要必要必要必要であるとであるとであるとであると思思思思っているっているっているっている。。。。        何何何何故故故故ススススポポポポーーーーツツツツとととと環境環境環境環境がががが関係関係関係関係あるのかあるのかあるのかあるのか。。。。ススススポポポポーーーーツツツツをするためにはをするためにはをするためにはをするためには、、、、周周周周りのりのりのりの環環環環境境境境がきれいながきれいながきれいながきれいな方方方方がいいことはがいいことはがいいことはがいいことは分分分分かっているかっているかっているかっている。。。。中中中中国国国国ではではではでは黄砂黄砂黄砂黄砂がががが問問問問題題題題になっているになっているになっているになっている。。。。きたるべききたるべききたるべききたるべき北北北北京京京京オリンオリンオリンオリンピピピピッッッックではクではクではクでは、、、、黄砂黄砂黄砂黄砂のなかではのなかではのなかではのなかではママママララララソソソソンはンはンはンは考考考考ええええられないられないられないられない。。。。シシシシドドドドニーのオリンニーのオリンニーのオリンニーのオリンピピピピックではックではックではックでは、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層がががが破破破破壊壊壊壊されされされされ有有有有害害害害なななな紫紫紫紫外外外外線線線線がががが強強強強くてくてくてくて、、、、戸戸戸戸外外外外でスでスでスでスポポポポーーーーツツツツををををややややるるるる選選選選手手手手はははは戦戦戦戦々々々々恐恐恐恐々々々々としていたとしていたとしていたとしていた。。。。ススススポポポポーーーーツツツツのできないのできないのできないのできない社会社会社会社会はははは人人人人生生生生がががが面面面面白白白白くなくなるくなくなるくなくなるくなくなる。。。。いいいいいいいい環境環境環境環境をををを未未未未来来来来のののの世世世世代代代代にににに残残残残していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考ええええるとるとるとると、、、、即即即即地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題であるであるであるである。。。。        ＧＧＧＧＳＳＳＳＡＡＡＡはははは３３３３年年年年前前前前にできたにできたにできたにできたＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯであるであるであるである。。。。新新新新しいしいしいしい社会社会社会社会ををををつつつつくるくるくるくる、、、、社会社会社会社会をををを変変変変革革革革するためにはするためにはするためにはするためには大大大大きいきいきいきい力力力力がいるがいるがいるがいる。。。。力力力力はははは        力力力力    ＝＝＝＝    人人人人数数数数    ××××    意識意識意識意識    ××××    行動行動行動行動    でででで決決決決まるとまるとまるとまると考考考考ええええているているているている。。。。ススススポポポポーーーーツツツツをををを愛愛愛愛するするするする人人人人はははは、、、、きれいなきれいなきれいなきれいな水水水水やややや空気空気空気空気、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち地球環境地球環境地球環境地球環境のののの大大大大切切切切さをしっているさをしっているさをしっているさをしっている。。。。世界世界世界世界にはにはにはには１０１０１０１０億億億億人人人人のスのスのスのスポポポポーーーーツツツツ愛愛愛愛好家好家好家好家がおりがおりがおりがおり社会社会社会社会のあらゆるとこのあらゆるとこのあらゆるとこのあらゆるところろろろでででで活活活活躍躍躍躍しているしているしているしている。。。。これらのこれらのこれらのこれらの人人人人々々々々がががが、、、、自分自分自分自分のののの意識意識意識意識をををを地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題にににに向向向向けてけてけてけて行動行動行動行動すれすれすれすればばばば必必必必ずずずず大大大大きいきいきいきい力力力力にににになってなってなってなって社会社会社会社会をををを変変変変ええええることができるることができるることができるることができる。Ｇ。Ｇ。Ｇ。ＧＳＳＳＳＡＡＡＡはこれをはこれをはこれをはこれを１０１０１０１０億億億億人人人人プロジェクトとプロジェクトとプロジェクトとプロジェクトと呼呼呼呼んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。    
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    しかししかししかししかし、、、、途上途上途上途上国国国国ではではではでは全全全全くくくく別別別別のののの感感感感覚覚覚覚であるであるであるである。。。。地域経済地域経済地域経済地域経済をあるをあるをあるをある程程程程度度度度底底底底上上上上げしていかないとげしていかないとげしていかないとげしていかないと、、、、こここここでこでこでこで議議議議論論論論しているようなことにすしているようなことにすしているようなことにすしているようなことにすぐぐぐぐ食食食食らいらいらいらいつつつついてくれないいてくれないいてくれないいてくれない。。。。        １１１１つつつつのののの手法手法手法手法としてとしてとしてとして、、、、サッサッサッサッカカカカーでエーでエーでエーでエココココフラッグをフラッグをフラッグをフラッグを掲掲掲掲げるようにしているげるようにしているげるようにしているげるようにしている。。。。サッサッサッサッカカカカーではーではーではーでは、、、、フフフフェアプェアプェアプェアプレレレレイフラッグがイフラッグがイフラッグがイフラッグが選選選選手手手手入場入場入場入場のののの時時時時ににににピピピピッッッッチチチチにににに入入入入ってくるがってくるがってくるがってくるが、、、、人人人人道問道問道問道問題題題題にににに非常非常非常非常にににに役役役役立立立立っていっていっていっているるるる。。。。これとこれとこれとこれと同同同同じじじじ考考考考ええええであるであるであるである。。。。国際国際国際国際フォーラム・フォーラム・フォーラム・フォーラム・ＧＧＧＧ－－－－ＦＦＦＦｏｒｏｒｏｒｏｒＳＳＳＳＥＥＥＥはスはスはスはスポポポポーーーーツツツツ業界業界業界業界・・・・用用用用品品品品メメメメーーーーカカカカー・ー・ー・ー・ＩＩＩＩＯＯＯＯＣＣＣＣ等等等等競競競競技団体技団体技団体技団体・・・・選選選選手手手手がががが一一一一緒緒緒緒にスにスにスにスポポポポーーーーツツツツ施設施設施設施設・イ・イ・イ・イベベベベント・ント・ント・ント・用用用用品品品品ににににつつつついていていていて環境環境環境環境保保保保全全全全をををを考考考考ええええ行動行動行動行動をするをするをするをする。。。。用用用用品品品品のののの３３３３ＲＲＲＲももももややややるるるる。。。。    AAAAcccctionstionstionstions    onononon    SSSSpppportsortsortsorts    andandandand    EEEEnvironnvironnvironnvironmmmmentententent                                    １１１１．．．．ススススポポポポーーーーツツツツ施設施設施設施設およびおよびおよびおよび自分自分自分自分をとりまくをとりまくをとりまくをとりまく環境環境環境環境のののの緑緑緑緑化化化化                                    ２２２２．．．．ススススポポポポーーーーツツツツイイイイベベベベントにおけるゼロエミッションのントにおけるゼロエミッションのントにおけるゼロエミッションのントにおけるゼロエミッションの推推推推進進進進                                    ３３３３．．．．ススススポポポポーーーーツツツツ用用用用品品品品のリデのリデのリデのリデュュュュースースースース、、、、リリリリユユユユーズーズーズーズ、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル        行動行動行動行動ははははホホホホップ・ステップ・ジャンプでップ・ステップ・ジャンプでップ・ステップ・ジャンプでップ・ステップ・ジャンプで進進進進めるめるめるめる。。。。ホホホホップはップはップはップは１１１１人人人人でもでもでもでも多多多多くのくのくのくの人人人人をををを地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題にむけるためエにむけるためエにむけるためエにむけるためエココココフラッグをフラッグをフラッグをフラッグをつつつつかうかうかうかう。。。。ステップにはステップにはステップにはステップにはＧＧＧＧ－－－－ＦＦＦＦｏｒｏｒｏｒｏｒＳＳＳＳＥＥＥＥをををを使使使使いいいい、、、、ジャンプにはジャンプにはジャンプにはジャンプには高高高高付加価付加価付加価付加価値値値値・・・・低低低低環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの社会社会社会社会づくりをづくりをづくりをづくりを強調強調強調強調しているしているしているしている。。。。途上途上途上途上国国国国にもクリエイテにもクリエイテにもクリエイテにもクリエイティィィィブなブなブなブな人人人人がいるがいるがいるがいる。。。。大大大大量量量量生生生生産産産産・・・・大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄ででででＧＧＧＧＤＤＤＤＰＰＰＰををををつつつつくるのではなくくるのではなくくるのではなくくるのではなく、、、、サイトのサイトのサイトのサイトの伝統伝統伝統伝統的的的的なわなわなわなわざざざざをををを使使使使っていきたいっていきたいっていきたいっていきたい。。。。ススススポポポポーーーーツツツツ愛愛愛愛好家好家好家好家はははは殆殆殆殆どどどど合意合意合意合意できるできるできるできる、、、、このためにこのためにこのためにこのために日日日日々々々々活動活動活動活動しているしているしているしている。。。。        
３３３３    研究会活動研究会活動研究会活動研究会活動のまとめのまとめのまとめのまとめ    ３３３３－－－－１１１１：：：：研究会活動研究会活動研究会活動研究会活動        ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦ２００２２００２２００２２００２年度研究会年度研究会年度研究会年度研究会ではではではでは、、、、研究研究研究研究機機機機関関関関からからからから持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会形成社会形成社会形成社会形成のためののためののためののための経済経済経済経済理理理理論論論論・・・・海外海外海外海外でのまちづくりでのまちづくりでのまちづくりでのまちづくり事例事例事例事例・・・・市民市民市民市民のライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルのライフスタイル改革等改革等改革等改革等、、、、国国国国からはからはからはからは持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会形成形成形成形成のためののためののためののための法法法法制制制制度等度等度等度等のののの枠枠枠枠組組組組みづくりとみづくりとみづくりとみづくりと循環型地域社会形成循環型地域社会形成循環型地域社会形成循環型地域社会形成のためののためののためののための施策施策施策施策・・・・環境産業環境産業環境産業環境産業育育育育成成成成支援策支援策支援策支援策およびおよびおよびおよび持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づくりのためのづくりのためのづくりのためのづくりのためのソソソソフトフトフトフト面面面面でのでのでのでの支援等支援等支援等支援等、、、、自治体自治体自治体自治体からはからはからはからは構想策定構想策定構想策定構想策定とととと推進推進推進推進しているしているしているしている具具具具体体体体例例例例、、、、企業企業企業企業およびおよびおよびおよびＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯからはからはからはからは自自自自らがらがらがらが実施実施実施実施しているゼロエミッションしているゼロエミッションしているゼロエミッションしているゼロエミッション活活活活動動動動やややや地域自治体地域自治体地域自治体地域自治体・・・・市民市民市民市民とのとのとのとの協協協協働事働事働事働事業業業業およびおよびおよびおよび循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のためののためののためののためのビビビビジネスジネスジネスジネスモモモモデルデルデルデル等等等等のののの貴貴貴貴重重重重なななな多多多多くのくのくのくの発表発表発表発表をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた。。。。これこれこれこれらららら諸機諸機諸機諸機関関関関のののの活動活動活動活動はははは、、、、全全全全体体体体としてとしてとしてとして自治体自治体自治体自治体のののの活動活動活動活動にににに集集集集約約約約ししししてててて実現実現実現実現されているとされているとされているとされていると考考考考ええええられられられられ、、、、自治体自治体自治体自治体のののの事例事例事例事例をををを総合総合総合総合してしてしてしてええええられるられるられるられる施策施策施策施策・・・・方針方針方針方針・・・・手法手法手法手法をもっをもっをもっをもってててて研究会研究会研究会研究会テーテーテーテーママママ「「「「地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの促進手法促進手法促進手法促進手法」」」」とするとするとするとする。。。。        ３３３３－－－－２２２２：：：：自治体自治体自治体自治体のののの活動活動活動活動    ３３３３－－－－２２２２－－－－１１１１：：：：全般全般全般全般        ２００２２００２２００２２００２年度年度年度年度にににに発表発表発表発表をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた８８８８自治体自治体自治体自治体ではではではでは、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会形成社会形成社会形成社会形成・まちづくりが・まちづくりが・まちづくりが・まちづくりが着着着着実実実実にににに進進進進展展展展しているしているしているしている。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、各自治体各自治体各自治体各自治体のののの地地地地勢勢勢勢・・・・人人人人口口口口・・・・地域地域地域地域特性特性特性特性・・・・産業構産業構産業構産業構造造造造等等等等はははは異異異異なるしなるしなるしなるし、、、、公害公害公害公害等環境等環境等環境等環境問問問問題対策題対策題対策題対策のののの歴歴歴歴史史史史やごやごやごやごみみみみ分分分分別収別収別収別収集集集集・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル活動活動活動活動のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの経経経経緯緯緯緯等等等等にもにもにもにも大大大大ききききいいいい相違相違相違相違があるからがあるからがあるからがあるから、、、、取取取取りりりり上上上上げげげげているているているている課題課題課題課題もももも多多多多岐岐岐岐にわたりにわたりにわたりにわたり活動活動活動活動のののの状況状況状況状況もももも一一一一様様様様でないでないでないでない。。。。しかししかししかししかし、、、、研究会研究会研究会研究会でのでのでのでの発表発表発表発表事例事例事例事例をみるをみるをみるをみる限限限限りりりり、、、、数数数数十十十十年年年年前前前前からからからから取取取取りりりり組組組組んんんんできたできたできたできた自治体自治体自治体自治体においてもあるいはにおいてもあるいはにおいてもあるいはにおいてもあるいは最最最最近近近近取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる自治体自治体自治体自治体においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法のののの精神精神精神精神あるいはエあるいはエあるいはエあるいはエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業におりこまれたにおりこまれたにおりこまれたにおりこまれた構想構想構想構想をををを共共共共有有有有しししし、、、、環境環境環境環境をををを維維維維持持持持しながらしながらしながらしながら地域地域地域地域のののの活活活活性性性性化化化化をををを目目目目指指指指してしてしてしてそそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの行行行行政政政政体体体体としてのとしてのとしてのとしての責責責責務務務務にのっとりにのっとりにのっとりにのっとり、、、、地域地域地域地域ににににママママッッッッチチチチするするするする循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成にむけたにむけたにむけたにむけた行動行動行動行動をををを積極的積極的積極的積極的にににに進進進進めめめめ成成成成果果果果をををを確確確確実実実実にしていることがにしていることがにしていることがにしていることが明明明明らかにされたらかにされたらかにされたらかにされた。。。。    
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    ３３３３－－－－２２２２－－－－２２２２：：：：２２２２つつつつのののの自治体自治体自治体自治体のののの事例事例事例事例        ８８８８自治体自治体自治体自治体はすべてすはすべてすはすべてすはすべてすばばばばらしいらしいらしいらしい構想構想構想構想のもとでのもとでのもとでのもとで立立立立派派派派なななな成成成成果果果果をあげているがをあげているがをあげているがをあげているが、、、、農農農農山山山山村村村村型自治体型自治体型自治体型自治体としてのとしてのとしてのとしての山形県立川町山形県立川町山形県立川町山形県立川町とととと先進先進先進先進工工工工業業業業都都都都市市市市としてのとしてのとしてのとしての北九州市北九州市北九州市北九州市をををを代代代代表表表表例例例例としてとしてとしてとして述述述述べるべるべるべる。。。。        ①①①①山形県立川町山形県立川町山形県立川町山形県立川町        このこのこのこの町町町町のののの目目目目玉玉玉玉はははは風風風風力発力発力発力発電電電電・・・・ウウウウインインインインドドドドミルとミルとミルとミルと生生生生ゴゴゴゴミからミからミからミから作作作作ったったったったココココンンンンポポポポストをストをストをストを利用利用利用利用したしたしたした有有有有機機機機米栽培米栽培米栽培米栽培であるであるであるである。。。。風風風風力発力発力発力発電電電電はははは日日日日本本本本のののの先先先先駆駆駆駆的的的的事事事事業業業業でよくでよくでよくでよく知知知知られているがられているがられているがられているが、、、、後者後者後者後者もすもすもすもすばばばばらしいらしいらしいらしい成成成成果果果果をををを上上上上げているげているげているげている。。。。町町町町内内内内でででで発発発発生生生生したしたしたした生生生生ゴゴゴゴミすべてをミすべてをミすべてをミすべてをココココンンンンポポポポストにストにストにストに変変変変ええええ、、、、町町町町内内内内のののの有有有有機機機機米栽培米栽培米栽培米栽培農農農農家家家家がががが有有有有機肥料機肥料機肥料機肥料としてとしてとしてとして利用利用利用利用しておりしておりしておりしており、、、、このこのこのこの有有有有機機機機米米米米をををを大大大大阪阪阪阪生生生生協協協協にににに販売販売販売販売しているしているしているしている。。。。清清清清野町野町野町野町長長長長はははは、、、、今後今後今後今後のののの農農農農家家家家はははは生生生生産産産産者者者者のののの顔顔顔顔のののの見見見見ええええるるるる、、、、しかもしかもしかもしかも消費消費消費消費者者者者とととと一体一体一体一体になったになったになったになった協力体協力体協力体協力体制制制制でででで農農農農業業業業をををを進行進行進行進行ししししていくことのていくことのていくことのていくことの重要性重要性重要性重要性をををを強調強調強調強調しているしているしているしている。。。。日日日日本本本本農農農農業業業業がががが将将将将来来来来のありのありのありのあり方方方方をををを模模模模索索索索するするするする中中中中でのでのでのでの卓卓卓卓見見見見であであであであるるるる。。。。第第第第２２２２回研究会回研究会回研究会回研究会でででで、、、、清清清清野町野町野町野町長長長長のののの講演講演講演講演タイトルタイトルタイトルタイトル「「「「これからのこれからのこれからのこれからの田舎田舎田舎田舎がおもしがおもしがおもしがおもしろろろろいいいい」」」」はははは、、、、これこれこれこれらのらのらのらの成成成成果果果果ををををふふふふままままええええたたたた表現表現表現表現でありでありでありであり、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域のづくりがのづくりがのづくりがのづくりが進進進進展展展展しているしているしているしている証証証証左左左左であるであるであるである。。。。        ③③③③北九州市北九州市北九州市北九州市        蓄蓄蓄蓄積積積積されたされたされたされたポポポポテンシャルのテンシャルのテンシャルのテンシャルの活用活用活用活用：：：：現現現現在在在在先導的先導的先導的先導的エエエエココココタタタタウウウウンとしてンとしてンとしてンとして計画計画計画計画がががが順順順順調調調調にににに進進進進んんんんでいるでいるでいるでいるがががが、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のエのエのエのエココココタタタタウウウウンンンン構想構想構想構想があってがあってがあってがあって、、、、種種種種々々々々のののの施策施策施策施策がでてきたのではないがでてきたのではないがでてきたのではないがでてきたのではない。。。。北九州市北九州市北九州市北九州市がががが高高高高度経済成度経済成度経済成度経済成長長長長時代時代時代時代のののの産業産業産業産業公害公害公害公害克服克服克服克服のののの歴歴歴歴史史史史のなかにのなかにのなかにのなかに、、、、行行行行政政政政のののの構想構想構想構想とととと政政政政策策策策・・・・産業界産業界産業界産業界とととと研究研究研究研究機機機機関関関関にににによるよるよるよる技術開発技術開発技術開発技術開発・・・・地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける合意形成合意形成合意形成合意形成プロセスプロセスプロセスプロセス推進推進推進推進のののの数数数数十十十十年年年年にわたるにわたるにわたるにわたる成成成成果果果果ががががベベベベースとースとースとースとしてしてしてして存在存在存在存在していたしていたしていたしていた。。。。そそそそのののの蓄蓄蓄蓄積積積積をををを新新新新しいしいしいしい環境調和型社会形成環境調和型社会形成環境調和型社会形成環境調和型社会形成のののの流流流流れにのせれにのせれにのせれにのせ推進推進推進推進するためにエするためにエするためにエするためにエココココタタタタウウウウンンンン構想構想構想構想をををを利用利用利用利用したしたしたした。。。。        またまたまたまた、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル構想構想構想構想をををを単単単単なるなるなるなる事事事事業構想業構想業構想業構想にににに矮矮矮矮小小小小化化化化せずせずせずせず、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育・・・・市民市民市民市民啓啓啓啓発発発発・・・・技術開発技術開発技術開発技術開発・・・・雇雇雇雇用用用用創出創出創出創出等等等等のののの総合的総合的総合的総合的視視視視野野野野でででで政政政政策構想策構想策構想策構想をををを構築構築構築構築しししし推進推進推進推進してしてしてして、、、、市民合意市民合意市民合意市民合意ががががええええられるられるられるられる地域開発地域開発地域開発地域開発政政政政策策策策にににに発発発発展展展展させていることもさせていることもさせていることもさせていることも強強強強みであるみであるみであるみである。。。。最最最最近近近近、、、、国国国国のののの要要要要請請請請であるであるであるであるＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢ処理処理処理処理施設施設施設施設のののの受受受受けけけけ入入入入れもれもれもれも、、、、これらのこれらのこれらのこれらの努努努努力力力力があってがあってがあってがあって可能可能可能可能になったものであるになったものであるになったものであるになったものである。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、海外交海外交海外交海外交流流流流はははは環境技術環境技術環境技術環境技術・リサイク・リサイク・リサイク・リサイクルルルル技術技術技術技術のののの集集集集積積積積されたされたされたされた総合力総合力総合力総合力をををを、、、、アジアアジアアジアアジア地地地地区区区区とのとのとのとの交交交交流流流流ツツツツールとしてールとしてールとしてールとして利用利用利用利用するものでするものでするものでするもので海外諸海外諸海外諸海外諸国国国国のののの環境改環境改環境改環境改善善善善にににに役役役役立立立立てるとともにてるとともにてるとともにてるとともに、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル資源資源資源資源およびおよびおよびおよび製品製品製品製品市市市市場場場場のののの構築構築構築構築やややや新新新新規規規規雇雇雇雇用開発用開発用開発用開発ににににもももも可能可能可能可能性性性性をををを拓拓拓拓くことになるくことになるくことになるくことになる。。。。    
    ３３３３－－－－２２２２－－－－３３３３：：：：地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの促進手法促進手法促進手法促進手法        上述上述上述上述のののの山形県立川町山形県立川町山形県立川町山形県立川町、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市をををを含含含含めめめめ、、、、発表発表発表発表をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた８８８８自治体自治体自治体自治体のののの持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会形社会形社会形社会形成成成成のためののためののためののための共通共通共通共通するするするする政政政政策策策策・・・・方針方針方針方針はははは次次次次ぎのぎのぎのぎの通通通通りであるりであるりであるりである。。。。        ①①①①自治体自治体自治体自治体がががが自自自自らのらのらのらの責責責責任任任任でででで将将将将来来来来のののの展展展展望望望望をもをもをもをもつつつつ                ・・・・広広広広いいいい視視視視野野野野でででで社会経済動社会経済動社会経済動社会経済動向向向向のののの変変変変化化化化、、、、国国国国のののの方針方針方針方針、、、、地域行地域行地域行地域行政政政政のありのありのありのあり方方方方をよむをよむをよむをよむ            ・・・・地域活地域活地域活地域活性性性性化化化化・まちお・まちお・まちお・まちおこしをこしをこしをこしを自自自自らがらがらがらが考考考考ええええ、、、、実施実施実施実施してしてしてして実実実実績績績績ををををつつつつくるくるくるくる            ・・・・地域地域地域地域でのでのでのでの行行行行政政政政、、、、企業企業企業企業、、、、市民市民市民市民のののの公公公公平平平平なななな役役役役割割割割分分分分担担担担をををを明明明明確確確確化化化化するするするする        ②②②②地域地域地域地域のののの強強強強さをさをさをさを活用活用活用活用するするするする            ・・・・地域地域地域地域のののの自自自自然然然然をををを守守守守るるるる            ・・・・地域地域地域地域のののの自自自自然然然然的的的的・・・・資源的強資源的強資源的強資源的強さをさをさをさを活用活用活用活用するするするする            ・・・・地域地域地域地域にににに蓄蓄蓄蓄積積積積されたされたされたされた人的人的人的人的・・・・社会的社会的社会的社会的・・・・技術的技術的技術的技術的財財財財産産産産をををを活用活用活用活用するするするする        ③③③③基本構想基本構想基本構想基本構想とととと政政政政策策策策をきめてをきめてをきめてをきめて行動行動行動行動するするするする    



 33

        ・・・・環境課題環境課題環境課題環境課題におけるにおけるにおけるにおける透透透透明明明明性性性性とととと情情情情報公報公報公報公開開開開のののの原原原原則則則則            ・・・・住住住住民民民民とのとのとのとの合意形成合意形成合意形成合意形成をををを時時時時間間間間をかけてをかけてをかけてをかけて行行行行ないないないない、、、、住住住住民民民民のののの参加参加参加参加・・・・参参参参画体画体画体画体制制制制ををををつつつつくりあげるくりあげるくりあげるくりあげる            ・・・・ごごごごみリサイクルみリサイクルみリサイクルみリサイクル等環境等環境等環境等環境問問問問題題題題をまちおこしのをまちおこしのをまちおこしのをまちおこしの総合総合総合総合政政政政策策策策とととと融融融融合合合合させるさせるさせるさせる            ・・・・国国国国のののの循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成政政政政策策策策をうまをうまをうまをうまくくくく利用利用利用利用するするするする            ・・・・環境活動環境活動環境活動環境活動でででで生生生生成成成成するリサイクルするリサイクルするリサイクルするリサイクル製品製品製品製品のののの利用利用利用利用およびグリーンおよびグリーンおよびグリーンおよびグリーン商商商商品品品品のののの市市市市場場場場開発開発開発開発にににに努努努努めるめるめるめる            ・・・・地域地域地域地域ににににママママッッッッチチチチしたしたしたした環境学習環境学習環境学習環境学習のののの進進進進めめめめ方方方方をををを考案考案考案考案しししし組織的組織的組織的組織的にににに実施実施実施実施するするするする            ・・・・小中小中小中小中学学学学校校校校でのでのでのでの環境学習環境学習環境学習環境学習をををを組織的組織的組織的組織的にににに進進進進めめめめ、、、、地域地域地域地域もももも協力協力協力協力・・・・参参参参画画画画できるできるできるできる体体体体制制制制ををををつつつつくるくるくるくる            ・・・・地域地域地域地域のののの研究研究研究研究機機機機関関関関をををを活用活用活用活用しししし、、、、地域地域地域地域ににににママママッッッッチチチチするするするする技術技術技術技術をををを開発開発開発開発するするするする        ④④④④行行行行政政政政はははは得得得得意分野意分野意分野意分野にににに活動活動活動活動をしをしをしをしぼぼぼぼりりりり、、、、得得得得意分野意分野意分野意分野でのでのでのでの活動活動活動活動をををを強化強化強化強化するするするする            ・・・・行行行行政政政政はははは全全全全体体体体のののの構想策定構想策定構想策定構想策定とインフラづくりにとインフラづくりにとインフラづくりにとインフラづくりに専専専専念念念念しししし、、、、民民民民間間間間にできることはにできることはにできることはにできることは民民民民間間間間にまかにまかにまかにまか                せるせるせるせる            ・・・・特特特特にリサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクル事事事事業業業業はははは、、、、初初初初動動動動段階段階段階段階がががが終終終終われわれわれわればばばば民民民民間主間主間主間主体体体体のののの活活活活動動動動にまかすにまかすにまかすにまかす            ・・・・環境環境環境環境にににに関関関関するするするする地域地域地域地域のののの研究研究研究研究・・・・開発開発開発開発ポポポポテンシャルをテンシャルをテンシャルをテンシャルを高高高高めるめるめるめる                ・・・・蓄蓄蓄蓄積積積積されされされされ育育育育成成成成されたされたされたされた環境技術環境技術環境技術環境技術をををを総合総合総合総合財財財財産産産産にににに仕仕仕仕立立立立てててて上上上上げるげるげるげる            ・・・・海外交海外交海外交海外交流流流流・・・・支援支援支援支援ののののツツツツールにールにールにールに環境技術環境技術環境技術環境技術・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル技術技術技術技術をををを活用活用活用活用するするするする        ３３３３－－－－３３３３：：：：持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をさらにをさらにをさらにをさらに進進進進めるためにめるためにめるためにめるために            第第第第５５５５回研究会回研究会回研究会回研究会でのシンでのシンでのシンでのシンポポポポジジジジウウウウムでムでムでムで司司司司会会会会ををををつつつつとめられたとめられたとめられたとめられた国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーラムラムラムラム三橋理事三橋理事三橋理事三橋理事・・・・自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代代代代表表表表がががが最後最後最後最後にににに述述述述べられたべられたべられたべられた締締締締めくくりのめくくりのめくくりのめくくりの言言言言葉葉葉葉をををを、、、、持続可持続可持続可持続可能能能能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をさらにをさらにをさらにをさらに進進進進めるためのめるためのめるためのめるための結結結結論論論論としたいとしたいとしたいとしたい。。。。            今今今今、、、、全全全全国各地国各地国各地国各地でさまでさまでさまでさまざざざざまなまなまなまな地域地域地域地域おこしがおこしがおこしがおこしが行行行行われわれわれわれ、、、、環境環境環境環境ががががキキキキーワーーワーーワーーワードドドドになっているになっているになっているになっている。。。。おいおいおいおいでになってでになってでになってでになってごごごごららららんんんんになれになれになれになればばばば、、、、ヒヒヒヒントがいントがいントがいントがいろろろろいいいいろろろろあるあるあるある。。。。個個個個別別別別例例例例をををを挙挙挙挙げることもできるがげることもできるがげることもできるがげることもできるが、、、、時時時時間間間間のののの関係関係関係関係でででで割割割割愛愛愛愛せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得ないのはないのはないのはないのは残残残残念念念念であるであるであるである。。。。        新新新新しいことをしいことをしいことをしいことをややややるるるる場場場場合合合合、、、、例例例例えばえばえばえば 100100100100人人人人のののの世界世界世界世界があれがあれがあれがあればばばば、、、、自分自分自分自分がががが変変変変わることでまずわることでまずわることでまずわることでまず 99999999対対対対１１１１のののの世界世界世界世界ををををつつつつくるくるくるくる。。。。99999999 対対対対１１１１がががが 95959595 対対対対５５５５になりになりになりになり、、、、90909090 対対対対 10101010 のののの世界世界世界世界になるとになるとになるとになると世世世世のののの中中中中はははは確確確確実実実実にににに変変変変わりわりわりわり始始始始めるめるめるめる。。。。そそそそのくらいののくらいののくらいののくらいの決決決決意意意意でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでいかないとでいかないとでいかないとでいかないと世世世世のののの中中中中をををを変変変変ええええることはできないとることはできないとることはできないとることはできないと思思思思うううう。。。。例例例例えばえばえばえばゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションという言言言言葉葉葉葉はははは、、、、私私私私がががが新新新新聞聞聞聞社社社社にいたときににいたときににいたときににいたときに日日日日本経済本経済本経済本経済新新新新聞聞聞聞でででで 94949494 年年年年にににに初初初初めてめてめてめて使使使使ったがったがったがったが、、、、反反反反対意見対意見対意見対意見がががが多多多多かったかったかったかった。。。。私私私私はゼロエミッションというはゼロエミッションというはゼロエミッションというはゼロエミッションというキキキキーワーーワーーワーーワードドドドでででで新新新新しいしいしいしい風風風風をををを作作作作りりりり出出出出したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いいいい、、、、仲仲仲仲間間間間のののの反反反反対対対対をををを押押押押しししし切切切切ってってってって使使使使ったったったった。。。。今今今今、、、、ゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションという言言言言葉葉葉葉はははは非常非常非常非常にににに普及普及普及普及しているしているしているしている。。。。個個個個人人人人がががが決決決決意意意意してしてしてして何何何何かかかかやろやろやろやろうとうとうとうと思思思思うとうとうとうと、、、、かなりのことができるかなりのことができるかなりのことができるかなりのことができる。。。。        私私私私がががが去去去去年大学年大学年大学年大学ででででＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14001140011400114001 にににに取取取取りりりり組組組組むにむにむにむに当当当当たりたりたりたり、、、、学学学学生生生生にににに私私私私のテーのテーのテーのテーママママ研究会研究会研究会研究会ははははＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14001140011400114001 にににに取取取取りりりり組組組組むからむからむからむから、、、、興興興興味味味味のあるのあるのあるのある人人人人はははは手手手手をををを挙挙挙挙げげげげろろろろとととと言言言言ったらったらったらったら２２２２人人人人しかいなかったしかいなかったしかいなかったしかいなかった。。。。私私私私はははは、、、、そそそそのののの２２２２人人人人にににに大体大体大体大体 99999999対対対対１１１１でででで始始始始めるのめるのめるのめるのだだだだからからからから、、、、98989898対対対対２２２２はははは上上上上出来出来出来出来だだだだとととと言言言言ったったったった。。。。１１１１年年年年たったたったたったたった今今今今、、、、私私私私のののの周周周周辺辺辺辺にはテーにはテーにはテーにはテーママママ研究会研究会研究会研究会をををを含含含含めてめてめてめて２０２０２０２０名名名名以以以以上上上上のののの学学学学生生生生がががが集集集集まってまってまってまって、、、、そそそそのののの学学学学生生生生たちがたちがたちがたちが中心中心中心中心になになになになってってってってＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14001140011400114001 のののの認認認認証証証証取取取取得得得得にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、何何何何とかとかとかとか取取取取得得得得できるとこできるとこできるとこできるところろろろまでこぎまでこぎまでこぎまでこぎつつつつけたけたけたけた。。。。こうとこうとこうとこうと決決決決めたらめたらめたらめたら、、、、人人人人はどうはどうはどうはどう思思思思おうとおうとおうとおうと自分自分自分自分ででででややややっていくというっていくというっていくというっていくという決決決決意意意意をををを持持持持ってってってってややややらないとらないとらないとらないと、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題はははは成成成成就就就就しないとしないとしないとしないと思思思思うううう。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの木木木木俣俣俣俣ささささんんんんのおのおのおのお話話話話をををを聞聞聞聞いていてもいていてもいていてもいていても、、、、共通共通共通共通するするするする面面面面があるとがあるとがあるとがあると思思思思っっっったたたた。。。。99999999 対対対対１１１１からのスタートとからのスタートとからのスタートとからのスタートと思思思思えばえばえばえば、、、、まずはまずはまずはまずは自分自分自分自分がががが踏踏踏踏みみみみ切切切切ることることることることだろだろだろだろうううう。。。。そんそんそんそんなななな取取取取りりりり組組組組みみみみがががが環境環境環境環境問問問問題題題題にはにはにはには必要必要必要必要ではないかとではないかとではないかとではないかと今日今日今日今日のシンのシンのシンのシンポポポポジジジジウウウウムのムのムのムの締締締締めくくりにめくくりにめくくりにめくくりに言言言言わせていたわせていたわせていたわせていただだだだきききき、、、、
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閉閉閉閉じじじじさせていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。        ３３３３－－－－４４４４：：：：今後今後今後今後のののの活動活動活動活動方針方針方針方針（（（（山山山山路路路路国連大学国連大学国連大学国連大学ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦ会会会会長長長長））））        以以以以下下下下はははは、、、、山山山山路路路路会会会会長長長長がががが第第第第５５５５回研究会回研究会回研究会回研究会のののの最後最後最後最後にににに述述述述べたべたべたべた国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムのののの今後今後今後今後のののの活動活動活動活動方針方針方針方針であるであるであるである。。。。        今日今日今日今日はははは植植植植田田田田先先先先生生生生ははははじじじじめめめめ大大大大変変変変おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中をををを諸諸諸諸先先先先生方生方生方生方はおいでいたはおいでいたはおいでいたはおいでいただだだだきききき、、、、最後最後最後最後のののの締締締締めくくりめくくりめくくりめくくりもももも本本本本当当当当にににに熱熱熱熱のののの入入入入ったったったった本本本本音音音音のデのデのデのディィィィススススカカカカッションができたとッションができたとッションができたとッションができたと私私私私もももも大大大大変変変変喜喜喜喜んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。会会会会場場場場におにおにおにお越越越越しのしのしのしの皆皆皆皆様様様様方方方方もももも、、、、そそそそれにれにれにれに参加参加参加参加していたしていたしていたしていただだだだきききき、、、、本本本本当当当当にありがとうにありがとうにありがとうにありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。環境環境環境環境にににに対対対対してしてしてして熱熱熱熱をををを燃燃燃燃ややややしているしているしているしている仲仲仲仲間間間間うちうちうちうちだだだだからからからから、、、、本本本本音音音音でのでのでのでの議議議議論論論論がしがしがしがし易易易易いということはあいということはあいということはあいということはあろろろろうがうがうがうが、、、、しかししかししかししかし、、、、外外外外へへへへ出出出出てててて環境環境環境環境にににに関関関関心心心心のののの薄薄薄薄いいいい人人人人のののの間間間間にににに立立立立ってもってもってもっても、、、、ここでここでここでここで話話話話されたようにされたようにされたようにされたように本本本本音音音音でででで話話話話しししし、、、、自分自分自分自分のののの言言言言っていることがっていることがっていることがっていることが世界世界世界世界のためのためのためのため、、、、世世世世のののの中中中中のためのためのためのため、、、、未未未未来来来来世世世世代代代代のためにいいのためにいいのためにいいのためにいいんだんだんだんだということをということをということをということを考考考考ええええてててて、、、、決決決決然然然然とととと話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        私私私私のののの雑雑雑雑駁駁駁駁なななな感感感感想想想想をををを述述述述べさせていたべさせていたべさせていたべさせていただだだだくとくとくとくと、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＰＰＰＯＯＯＯのののの資資資資金問金問金問金問題題題題にににに関連関連関連関連してはしてはしてはしては、、、、環境環境環境環境のののの日日日日をををを目目目目指指指指しししし、、、、環境環境環境環境宝宝宝宝くくくくじじじじをををを発行発行発行発行してもらったらどうかとしてもらったらどうかとしてもらったらどうかとしてもらったらどうかと思思思思うううう。。。。そそそそのののの宝宝宝宝くくくくじじじじのののの１１１１等等等等はははは１１１１億円億円億円億円ぐぐぐぐららららいはいはいはいは差差差差しししし上上上上げないとげないとげないとげないと金金金金はははは集集集集まらないまらないまらないまらない。。。。そそそそしてしてしてして、、、、そそそそのののの金金金金額額額額はははは全部全部全部全部環境環境環境環境ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯにににに向向向向けてけてけてけて環境環境環境環境省省省省ががががばばばばらまいていたらまいていたらまいていたらまいていただだだだいたらよいたらよいたらよいたらよろろろろしいのではないかしいのではないかしいのではないかしいのではないか。。。。少少少少しはしはしはしは不不不不真真真真面面面面目目目目なとこなとこなとこなところろろろもあっていいもあっていいもあっていいもあっていいのではないかのではないかのではないかのではないか。。。。我我我我々々々々はいいことをはいいことをはいいことをはいいことをややややるのでるのでるのでるので、、、、こういうこともこういうこともこういうこともこういうことも許許許許されるされるされるされる。。。。脱脱脱脱線線線線してもいいのしてもいいのしてもいいのしてもいいのではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うううう。。。。        物物物物もももも言言言言いようでいようでいようでいようで、、、、環境環境環境環境だだだだけよりサステイナけよりサステイナけよりサステイナけよりサステイナビビビビリテリテリテリティィィィーとーとーとーと言言言言うとうとうとうと、、、、もっともっともっともっと賛賛賛賛成成成成してくれるしてくれるしてくれるしてくれる人人人人がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんいるのではないかいるのではないかいるのではないかいるのではないか。。。。環境環境環境環境だだだだけけけけだだだだとととと経済経済経済経済はどうなるとはどうなるとはどうなるとはどうなると言言言言うううう人人人人もあらわれるがもあらわれるがもあらわれるがもあらわれるが、、、、サステイナサステイナサステイナサステイナビビビビリテリテリテリティィィィーでーでーでーで環境環境環境環境もももも経済経済経済経済もももも社会社会社会社会もとなるともとなるともとなるともとなると、、、、みみみみんんんんなななな賛賛賛賛成成成成せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得なくなってなくなってなくなってなくなってくるのではないかくるのではないかくるのではないかくるのではないか。。。。そそそそのようなのようなのようなのような幅幅幅幅のののの広広広広げげげげ方方方方もあるともあるともあるともあると思思思思うううう。。。。環境環境環境環境税税税税やややや炭炭炭炭素素素素税税税税のののの話話話話もももも、、、、そそそそのまのまのまのまままままだだだだとととと産業界産業界産業界産業界としてはとしてはとしてはとしては抵抗抵抗抵抗抵抗がががが出出出出てくるかもしれないがてくるかもしれないがてくるかもしれないがてくるかもしれないが、、、、今今今今のののの市市市市場場場場経済経済経済経済はははは未未未未来来来来世世世世代代代代はははは参加参加参加参加ししししていないていないていないていない。。。。未未未未来来来来世世世世代代代代のののの代代代代弁弁弁弁をするをするをするをする気気気気持持持持ちにちにちにちに立立立立つつつつとととと、、、、みみみみんんんんなななな納納納納得得得得するのではないかするのではないかするのではないかするのではないか。。。。未未未未来来来来世世世世代代代代がががが今今今今このこのこのこの市市市市場場場場経済経済経済経済にににに参加参加参加参加していたらしていたらしていたらしていたら、、、、ここここんんんんなななな湯湯湯湯水水水水のようにのようにのようにのように資源資源資源資源をををを使使使使ううううややややりりりり方方方方はははは許許許許さないさないさないさないだろだろだろだろうううう。。。。そそそそれをれをれをれを市市市市場場場場経済経済経済経済でででで代代代代弁弁弁弁するにはするにはするにはするには、、、、経済的経済的経済的経済的なななな手手手手段段段段でなけれでなけれでなけれでなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。そそそそうするとうするとうするとうすると、、、、税税税税金金金金でありでありでありであり、、、、報報報報奨奨奨奨金金金金やややや罰罰罰罰金金金金になるとになるとになるとになると思思思思うううう。。。。        今今今今回回回回をもってをもってをもってをもって５５５５回回回回のののの研究会研究会研究会研究会がががが終終終終わるがわるがわるがわるが、ＺＥＦ、ＺＥＦ、ＺＥＦ、ＺＥＦ事務局事務局事務局事務局とととと皆皆皆皆様様様様方方方方のののの協力協力協力協力によってによってによってによって進進進進められめられめられめられたたたた結果結果結果結果だだだだとととと思思思思うううう。。。。このこのこのこの様子様子様子様子をををを見見見見てててて国連大学国連大学国連大学国連大学ののののヒヒヒヒンンンンケケケケルルルル学学学学長長長長もももも大大大大変感変感変感変感激激激激しししし、、、、もっともっともっともっと続続続続けたいけたいけたいけたいともおっしともおっしともおっしともおっしゃゃゃゃっていたっていたっていたっていた。。。。私私私私もももも坂坂坂坂本本本本ささささんんんんとととと相相相相談談談談しししし、、、、ぜぜぜぜひひひひまたまたまたまた思思思思いをいをいをいを新新新新たにしてたにしてたにしてたにして続続続続けさせていけさせていけさせていけさせていたたたただだだだけたらどうかとけたらどうかとけたらどうかとけたらどうかと思思思思うううう。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をリサをリサをリサをリサイクルのイクルのイクルのイクルの社会社会社会社会とととと感感感感じじじじているているているている人人人人がががが多多多多いといといといと思思思思うがうがうがうが、、、、決決決決してしてしてしてそんそんそんそんなになになになに単純単純単純単純なものではないなものではないなものではないなものではない。。。。今今今今まではまではまではまでは何何何何でもかでもかでもかでもかんんんんでもリサイクルとでもリサイクルとでもリサイクルとでもリサイクルと言言言言ったがったがったがったが、、、、京京京京都都都都議定議定議定議定書書書書がががが約約約約束束束束したしたしたした２００２００２００２００８８８８年年年年にににに近近近近づいてくるとづいてくるとづいてくるとづいてくると、、、、恐恐恐恐らくらくらくらく２００５２００５２００５２００５年年年年ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから環境環境環境環境省省省省ももももリサイクルよりもリサイクルよりもリサイクルよりもリサイクルよりも省省省省エネのエネのエネのエネの方方方方にににに突突突突然然然然傾傾傾傾いてきていてきていてきていてきて、、、、リサイクルもリサイクルもリサイクルもリサイクルも見見見見直直直直しのしのしのしの時時時時期期期期になるのではになるのではになるのではになるのではないかないかないかないか。。。。リサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクルにつつつついてはできいてはできいてはできいてはでき上上上上がったものががったものががったものががったものが本本本本当当当当にににに世世世世のののの中中中中のののの役役役役にににに立立立立っているかっているかっているかっているか、、、、エエエエネルネルネルネルギギギギーのーのーのーの使使使使いいいい方方方方もももも考考考考ええええててててややややらなけれらなけれらなけれらなければばばばならないならないならないならない時時時時期期期期がががが来来来来るのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思うううう。。。。以以以以上上上上私私私私のののの感感感感想想想想ををををつつつつけけけけ加加加加ええええさせていたさせていたさせていたさせていただだだだきききき、、、、５５５５回回回回にわたったにわたったにわたったにわたった研究会研究会研究会研究会のののの終終終終わりとしますわりとしますわりとしますわりとします。。。。皆皆皆皆様様様様ののののごごごご協協協協力力力力のおかげでここまでのおかげでここまでのおかげでここまでのおかげでここまで進進進進みましたみましたみましたみました。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。            
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４４４４    議事録議事録議事録議事録    ４４４４－－－－１１１１    第第第第１１１１回研究会議回研究会議回研究会議回研究会議事事事事録録録録        
国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム        ２００２２００２２００２２００２年度研究会年度研究会年度研究会年度研究会    地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの促進手法促進手法促進手法促進手法    第第第第１１１１回回回回ワークショップワークショップワークショップワークショップ                                            日日日日        時時時時：：：：2002200220022002年年年年９９９９月月月月27272727日日日日（（（（金金金金））））        13131313時時時時30303030分分分分～～～～                                                            場場場場        所所所所：：：：国連大学国連大学国連大学国連大学高高高高等研究等研究等研究等研究所所所所        １１１１階階階階セミナールームセミナールームセミナールームセミナールーム                                    講講講講    演演演演：：：：①①①①環境環境環境環境省省省省循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進室室長補佐室室長補佐室室長補佐室室長補佐            染染染染野野野野憲憲憲憲治治治治氏氏氏氏                                                    ②②②②経済経済経済経済産業産業産業産業省省省省環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進室長室長室長室長            国国国国友宏俊氏友宏俊氏友宏俊氏友宏俊氏                                    パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションッションッションッション：：：：                                    パネリストパネリストパネリストパネリスト                                        環境環境環境環境省省省省循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進室室長補佐室室長補佐室室長補佐室室長補佐                            染染染染野野野野憲憲憲憲治治治治氏氏氏氏                                        経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省環境環境環境環境政政政政策課課策課課策課課策課課長補佐長補佐長補佐長補佐                                小鑓隆史氏小鑓隆史氏小鑓隆史氏小鑓隆史氏                                        岩岩岩岩手県資源循環推進課課手県資源循環推進課課手県資源循環推進課課手県資源循環推進課課長補佐長補佐長補佐長補佐                                舟舟舟舟山山山山道夫氏道夫氏道夫氏道夫氏                                        徳島徳島徳島徳島県循環型社会推進課課県循環型社会推進課課県循環型社会推進課課県循環型社会推進課課長補佐長補佐長補佐長補佐                            山山山山田田田田和和和和弘氏弘氏弘氏弘氏                                        富士電機富士電機富士電機富士電機環境環境環境環境システムシステムシステムシステム本本本本部事部事部事部事業企画業企画業企画業企画室室長室室長室室長室室長            赤松赤松赤松赤松和和和和彦氏彦氏彦氏彦氏                                    司司司司会会会会        国連国連国連国連大学大学大学大学ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト                        坂坂坂坂本本本本憲憲憲憲一一一一氏氏氏氏        司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））        定定定定刻刻刻刻なのでなのでなのでなので始始始始めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきますきますきますきます。。。。私私私私はははは本本本本日日日日のののの司司司司会会会会をををを務務務務めるめるめるめる国連大学国連大学国連大学国連大学ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦプロジェプロジェプロジェプロジェクトのクトのクトのクトの坂坂坂坂本本本本ですですですです。。。。本本本本日日日日はははは皆皆皆皆様様様様おおおお忙忙忙忙しいとこしいとこしいとこしいところろろろ、、、、またまたまたまた遠遠遠遠方方方方からおいでいたからおいでいたからおいでいたからおいでいただだだだきききき、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。        国連大学国連大学国連大学国連大学はははは94949494年年年年にゼロエミッションというにゼロエミッションというにゼロエミッションというにゼロエミッションというココココンセプトをンセプトをンセプトをンセプトを発表発表発表発表しししし、、、、皆皆皆皆様様様様ののののごごごご支援支援支援支援をををを得得得得てててて日日日日本各地本各地本各地本各地でででで非常非常非常非常にににに活発活発活発活発にににに運運運運動動動動がががが推進推進推進推進されているされているされているされている。。。。そそそそのののの運運運運動動動動をさらにをさらにをさらにをさらに加加加加速速速速するためするためするためするため、、、、2000200020002000年年年年ににににゼロエミッションフォーラムをゼロエミッションフォーラムをゼロエミッションフォーラムをゼロエミッションフォーラムを設立設立設立設立したしたしたした。。。。ゼロエミッションフォーラムはゼロエミッションフォーラムはゼロエミッションフォーラムはゼロエミッションフォーラムは国連大学国連大学国連大学国連大学とととと一体一体一体一体になりになりになりになり、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ではではではではややややりにくりにくりにくりにくいいいい活動活動活動活動をををを積極的積極的積極的積極的にににに支援支援支援支援しているしているしているしている。。。。昨昨昨昨年度年度年度年度はははは特特特特にににに自治体自治体自治体自治体のののの皆皆皆皆様様様様とととと一一一一緒緒緒緒にににに１１１１つつつつのののの研究会研究会研究会研究会をををを行行行行ったったったった。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成をををを目目目目指指指指しししし、、、、研究会研究会研究会研究会ⅠⅠⅠⅠがリサがリサがリサがリサイクルイクルイクルイクル推進推進推進推進、、、、ⅡⅡⅡⅡがががが環境学習環境学習環境学習環境学習とととと市民意識市民意識市民意識市民意識のののの改革改革改革改革としてとしてとしてとして計計計計７７７７回回回回のワークショップをのワークショップをのワークショップをのワークショップを開催開催開催開催したしたしたした。。。。研究会研究会研究会研究会のののの成成成成果果果果はははは本本本本文文文文（（（（３５０３５０３５０３５０頁頁頁頁））））とととと、、、、発表発表発表発表いたいたいたいただだだだいたいたいたいた皆皆皆皆様様様様からいたからいたからいたからいただだだだいたいたいたいた資資資資料料料料をををを元元元元にしたにしたにしたにした資資資資料料料料編編編編（（（（３５０３５０３５０３５０頁頁頁頁））））のののの２２２２冊冊冊冊をををを報告書報告書報告書報告書としてとしてとしてとして本年本年本年本年５５５５月月月月にににに発行発行発行発行したしたしたした。。。。本年度本年度本年度本年度ははははそそそそのののの活動活動活動活動をををを受受受受けけけけ、、、、自治体自治体自治体自治体だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、産業界産業界産業界産業界ののののごごごご意見意見意見意見もももも伺伺伺伺いながらいながらいながらいながら、、、、テーテーテーテーママママににににつつつついていていていて数数数数カカカカ月検討月検討月検討月検討してきたしてきたしてきたしてきた。。。。特特特特にテーにテーにテーにテーママママのののの設定設定設定設定ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学、、、、ゼロエミッションフォゼロエミッションフォゼロエミッションフォゼロエミッションフォーラムがーラムがーラムがーラムが単単単単独独独独でででで決決決決めるのめるのめるのめるのではなくではなくではなくではなく、、、、皆皆皆皆様様様様方方方方ののののごごごご希望希望希望希望やややや必要必要必要必要にににに沿沿沿沿ってテーってテーってテーってテーママママをををを決決決決定定定定するするするする方式方式方式方式をとりをとりをとりをとり、、、、自治体自治体自治体自治体からからからから５５５５名名名名、、、、産業界産業界産業界産業界からからからから５５５５名名名名のののの皆皆皆皆様様様様にににに委員委員委員委員としてとしてとしてとしてごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきききき、、、、２２２２カカカカ月月月月にわたりテーにわたりテーにわたりテーにわたりテーママママのののの決決決決定定定定のののの検討検討検討検討
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をしたをしたをしたをした。。。。        本年度本年度本年度本年度はははは「「「「地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの促進手法促進手法促進手法促進手法」」」」をテーをテーをテーをテーママママにににに５５５５回回回回のののの研究研究研究研究会会会会をををを開催開催開催開催するするするする予予予予定定定定であるがであるがであるがであるが、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のみでののみでののみでののみでの研究会研究会研究会研究会だだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、自治体自治体自治体自治体のすのすのすのすばばばばらしいらしいらしいらしい成成成成果果果果をををを現地現地現地現地でででで見学見学見学見学させていたさせていたさせていたさせていただだだだきききき、、、、討議討議討議討議をををを行行行行うううう地域開催研究会地域開催研究会地域開催研究会地域開催研究会もももも計画計画計画計画しているしているしているしている。。。。第第第第２２２２回研回研回研回研究会究会究会究会はははは山形県立川町山形県立川町山形県立川町山形県立川町、、、、３３３３回回回回目目目目はははは11111111月月月月にににに北九州市北九州市北九州市北九州市でででで開催開催開催開催するするするする予予予予定定定定でありでありでありであり、、、、皆皆皆皆様様様様にににに時時時時間間間間のののの都都都都合合合合ががががつつつつけけけけばばばば現地現地現地現地でのでのでのでの研究会研究会研究会研究会にもにもにもにもごごごご参加参加参加参加をいたをいたをいたをいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        本本本本日日日日はははは、、、、まずまずまずまず環境環境環境環境省省省省のののの循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進室室長補佐室室長補佐室室長補佐室室長補佐のののの染染染染野野野野様様様様からからからから「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向けてけてけてけて：：：：３３３３つつつつのシナリオのシナリオのシナリオのシナリオ」」」」のののの題題題題でででで約約約約50505050分分分分講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだきますきますきますきます。。。。環境環境環境環境省省省省はははは、、、、2000200020002000年年年年５５５５月月月月にににに成立成立成立成立したしたしたした循環型社会形成推進法循環型社会形成推進法循環型社会形成推進法循環型社会形成推進法をををを受受受受けけけけ、、、、昨昨昨昨年度年度年度年度１１１１回回回回目目目目のののの白白白白書書書書、、、、本年度本年度本年度本年度２２２２回回回回目目目目のののの白白白白書書書書をををを発行発行発行発行したしたしたした。。。。染染染染野野野野ささささんんんんははははそそそそのののの執筆執筆執筆執筆責責責責任任任任者者者者でありでありでありであり、、、、これからこれからこれからこれから日日日日本本本本のののの社会社会社会社会をどのようにしてをどのようにしてをどのようにしてをどのようにして持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向けていくかけていくかけていくかけていくか、、、、大大大大きなきなきなきな構想構想構想構想でででで政政政政策策策策をををを検討検討検討検討なさっているなさっているなさっているなさっている方方方方であるであるであるである。。。。        そそそそれではれではれではれでは、、、、染染染染野野野野室長補佐室長補佐室長補佐室長補佐からよからよからよからよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        染染染染野野野野室長補佐室長補佐室長補佐室長補佐        たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介にあずかりましたにあずかりましたにあずかりましたにあずかりました環境環境環境環境省省省省のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル対策対策対策対策部部部部循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進室室室室室長補佐室長補佐室長補佐室長補佐のののの染染染染野野野野ですですですです。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法はははは平平平平成成成成12121212年年年年５５５５月月月月にできにできにできにでき上上上上がりがりがりがり、、、、完全完全完全完全にににに施行施行施行施行されたのがされたのがされたのがされたのが13131313年年年年１１１１月月月月であるであるであるである。。。。現現現現在在在在、、、、循環型社会形成推進法循環型社会形成推進法循環型社会形成推進法循環型社会形成推進法にににに基基基基づきづきづきづき、、、、国国国国ではではではでは循環型社会形成推進基本計画循環型社会形成推進基本計画循環型社会形成推進基本計画循環型社会形成推進基本計画ををををつつつつくることになっているくることになっているくることになっているくることになっている。。。。法法法法律律律律上上上上はははは平平平平成成成成15151515年年年年10101010月月月月までにまでにまでにまでにつつつつくれくれくれくればばばばよいがよいがよいがよいが、、、、こういうこういうこういうこういう重要重要重要重要なななな課題課題課題課題ははははぜぜぜぜひひひひもっともっともっともっと早早早早くくくくつつつつくるべきとのくるべきとのくるべきとのくるべきとの総総総総理理理理のののの意意意意向向向向がありがありがありがあり、、、、半半半半年年年年前前前前倒倒倒倒しをしてしをしてしをしてしをして本年度本年度本年度本年度中中中中、、、、来来来来年年年年３３３３月月月月末末末末までにまでにまでにまでに循環型社会形成推進基本計画循環型社会形成推進基本計画循環型社会形成推進基本計画循環型社会形成推進基本計画ををををつつつつくることになっているくることになっているくることになっているくることになっている。。。。我我我我がががが国国国国のののの場場場場合合合合、、、、環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画がありがありがありがあり、、、、環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画のうちのうちのうちのうち特特特特にににに重要重要重要重要であるであるであるである循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成にににに関関関関するするするする部部部部分分分分をををを中心中心中心中心ににににつつつつくるくるくるくる計画計画計画計画となるがとなるがとなるがとなるが、、、、計画計画計画計画のののの内容内容内容内容ににににつつつついてはいてはいてはいては本本本本日日日日追追追追加加加加でででで配付配付配付配付したしたしたした資資資資料料料料でででで説説説説明明明明させてさせてさせてさせていたいたいたいただだだだくくくく。。。。まずまずまずまず、、、、ここではここではここではここでは基基基基礎礎礎礎的的的的なななな話話話話としてとしてとしてとして、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会はははは現現現現在在在在どういうどういうどういうどういう状況状況状況状況になっていになっていになっていになっていてててて、、、、どどどどんんんんなななな課題課題課題課題がががが残残残残っているのかっているのかっているのかっているのか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは今今今今何何何何がががが整理整理整理整理されているかをされているかをされているかをされているかを説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。おおおお話話話話のののの内容内容内容内容はははは、、、、昔昔昔昔からあるからあるからあるからある環境環境環境環境白白白白書書書書とはとはとはとは別別別別のののの部部部部署署署署でででで循環循環循環循環白白白白書書書書をををを昨昨昨昨年年年年からからからから書書書書いていいていいていいているるるる。。。。今今今今年年年年のののの白白白白書書書書はははは序序序序章章章章及及及及びびびび２２２２章章章章はははは私私私私がががが執筆執筆執筆執筆しししし、、、、全全全全体体体体のののの取取取取りまとめをさせていたりまとめをさせていたりまとめをさせていたりまとめをさせていただだだだいいいいたたたた。。。。そそそそれらもれらもれらもれらも紹介紹介紹介紹介しながらしながらしながらしながら話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだくくくく。。。。        今今今今年年年年のののの循環循環循環循環白白白白書書書書のののの序序序序章章章章でででで取取取取りりりり上上上上げたのはげたのはげたのはげたのは、、、、昨昨昨昨年年年年はははは江戸江戸江戸江戸時代時代時代時代、、、、四四四四大大大大文文文文明明明明、、、、中中中中正正正正ののののヨヨヨヨーロッーロッーロッーロッパパパパ等等等等歴歴歴歴史史史史的的的的なななな変変変変遷遷遷遷ででででごごごごみとどうかかわってきたかみとどうかかわってきたかみとどうかかわってきたかみとどうかかわってきたか紹介紹介紹介紹介したがしたがしたがしたが、、、、もうもうもうもう少少少少しししし身身身身近近近近でかでかでかでかつつつつ今今今今のののの社社社社会構会構会構会構造造造造がどうなっているかをがどうなっているかをがどうなっているかをがどうなっているかを振振振振りりりり返返返返るにはるにはるにはるには、、、、昭昭昭昭和和和和30303030年年年年代代代代、、、、戦戦戦戦後後後後のののの復復復復興期興期興期興期からからからから考考考考ええええるのがいるのがいるのがいるのがいいいいいだろだろだろだろうとうとうとうと、、、、今今今今年年年年のののの白白白白書書書書ではではではでは昭昭昭昭和和和和のののの暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを少少少少しししし見見見見直直直直していこうとしていこうとしていこうとしていこうと書書書書かせていたかせていたかせていたかせていただだだだいたいたいたいた。。。。20202020世世世世紀紀紀紀のののの我我我我がががが国国国国がががが得得得得たたたた「「「「豊豊豊豊かさかさかさかさ」」」」とはとはとはとは、、、、昭昭昭昭和和和和30303030年年年年代代代代はははは消費消費消費消費はははは美美美美徳徳徳徳であるということでであるということでであるということでであるということで戦戦戦戦後後後後のののの復復復復興興興興があったがあったがあったがあった。。。。三三三三種種種種のののの神器神器神器神器といったといったといったといった電電電電化化化化製品製品製品製品がががが家家家家にににに入入入入っていくこっていくこっていくこっていくことがとがとがとが豊豊豊豊かさのかさのかさのかさの象徴象徴象徴象徴であであであであったったったった時代時代時代時代であるであるであるである。。。。これらはこれらはこれらはこれらは、、、、朝朝朝朝起起起起きるきるきるきる時時時時間間間間がががが遅遅遅遅くてもくてもくてもくても済済済済むむむむ、、、、女女女女性性性性がががが社会社会社会社会にににに進進進進出出出出できるできるできるできる等等等等、、、、時時時時間間間間ををををつつつつくりくりくりくり出出出出してくれたことはしてくれたことはしてくれたことはしてくれたことは大大大大変変変変いいいいいいいい効効効効果果果果であったであったであったであった。。。。一一一一方方方方、、、、昭昭昭昭和和和和40404040年年年年代代代代ににににそそそそれがさられがさられがさられがさらにににに進進進進みみみみ、、、、カカカカラーテラーテラーテラーテレレレレビビビビ、、、、クーラークーラークーラークーラー、、、、カカカカーのーのーのーの３３３３ＣＣＣＣ商商商商品品品品ががががふえふえふえふえ、、、、豊豊豊豊かになるかになるかになるかになる反反反反面面面面、、、、当当当当時時時時のののの世世世世論論論論調調調調査査査査ではではではでは公害公害公害公害、、、、物価物価物価物価、、、、交通事交通事交通事交通事故故故故がががが非常非常非常非常ににににふえふえふえふえていることをていることをていることをていることを問問問問題題題題視視視視するするするする結果結果結果結果がががが出出出出ているているているている。。。。例例例例えばえばえばえば本本本本当当当当にににに豊豊豊豊かになったとかになったとかになったとかになったと思思思思うかとうかとうかとうかと聞聞聞聞かれてもかれてもかれてもかれても、、、、豊豊豊豊かになったかならないかがかになったかならないかがかになったかならないかがかになったかならないかが拮抗拮抗拮抗拮抗しししし、、、、必必必必ずしもずしもずしもずしも物物物物があがあがあがあふふふふれるれるれるれる社会社会社会社会をもってをもってをもってをもって豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを実実実実感感感感できるわけでもないというのができるわけでもないというのができるわけでもないというのができるわけでもないというのが昭昭昭昭和和和和40404040年年年年代代代代
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のののの当当当当時時時時のののの人人人人たちのアンたちのアンたちのアンたちのアンケケケケートートートート結果結果結果結果にもにもにもにも出出出出ているているているている。。。。        昭昭昭昭和和和和50505050年年年年代代代代になるとになるとになるとになると、、、、いいいいやややや応応応応なしになしになしになしに石石石石油油油油ショックがありショックがありショックがありショックがあり、、、、我我我我がががが国国国国のののの産業構産業構産業構産業構造造造造はははは省省省省エネエネエネエネ、、、、省省省省資源型資源型資源型資源型にににに移移移移行行行行していくしていくしていくしていく。。。。昭昭昭昭和和和和60606060年年年年代代代代以以以以降降降降、、、、低低低低経済成経済成経済成経済成長長長長のののの時代時代時代時代をををを迎迎迎迎ええええるとるとるとると同同同同時時時時にににに、、、、資本資本資本資本スススストックもトックもトックもトックも十十十十分分分分整備整備整備整備されされされされ、、、、急急急急激激激激なななな建建建建設設設設よりよりよりより建建建建てかてかてかてかええええ等等等等にシフトしにシフトしにシフトしにシフトし、、、、我我我我がががが国国国国のののの資本資本資本資本ストックがストックがストックがストックが成成成成熟熟熟熟化化化化したしたしたした時代時代時代時代になるになるになるになる。。。。こういうこういうこういうこういう変変変変遷遷遷遷をををを経経経経てどのようなてどのようなてどのようなてどのような社会社会社会社会をををを築築築築きききき上上上上げたかとげたかとげたかとげたかと考考考考ええええれれれればばばば、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産・・・・大大大大量消費量消費量消費量消費・・・・大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄型型型型とととと俗俗俗俗にににに言言言言われるがわれるがわれるがわれるが、、、、こういうこういうこういうこういう社会社会社会社会をををを昭昭昭昭和和和和はははは過過過過ごごごごしてきたしてきたしてきたしてきたのではないかとのではないかとのではないかとのではないかと思思思思うううう。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、経済成経済成経済成経済成長長長長をををを否否否否定定定定するわけではないがするわけではないがするわけではないがするわけではないが、、、、特特特特にににに大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄がががが気気気気になるになるになるになる。。。。これによるこれによるこれによるこれによる環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷がががが現現現現在非常在非常在非常在非常にににに問問問問題題題題になってきているになってきているになってきているになってきている。。。。        具具具具体的体的体的体的にどのようなにどのようなにどのようなにどのような負荷負荷負荷負荷があったかがあったかがあったかがあったか。。。。国立環境研究国立環境研究国立環境研究国立環境研究所所所所をををを中心中心中心中心にににに我我我我がががが国国国国のののの物物物物質収質収質収質収支支支支、、、、ママママテテテテリアルフローをリアルフローをリアルフローをリアルフローを今今今今研究研究研究研究しているがしているがしているがしているが、、、、2000200020002000年年年年のののの数数数数字字字字をををを見見見見るとるとるとると、、、、我我我我がががが国国国国でででで１１１１年年年年間間間間にににに投投投投入入入入されるされるされるされる物物物物質質質質量量量量はははは21.321.321.321.3億億億億トンあるとトンあるとトンあるとトンあると言言言言っているっているっているっている。。。。内内内内訳訳訳訳をををを見見見見るとるとるとると、、、、輸輸輸輸入入入入でででで7.87.87.87.8億億億億トントントントン、、、、国国国国内内内内からからからから出出出出てくてくてくてくるものがるものがるものがるものが11.411.411.411.4トントントントン、、、、輸輸輸輸入入入入とととと国国国国内内内内はははは基本的基本的基本的基本的ににににババババージンージンージンージン資源資源資源資源中心中心中心中心になるとになるとになるとになると思思思思うがうがうがうが、、、、再生再生再生再生資源資源資源資源はははは2.32.32.32.3億億億億トンであるトンであるトンであるトンである。。。。ここまでここまでここまでここまで見見見見てててて何何何何をををを思思思思うかというとうかというとうかというとうかというと、、、、21.321.321.321.3億億億億トンのトンのトンのトンの総総総総物物物物質質質質投投投投入入入入量量量量とととと比比比比べべべべ、、、、2.32.32.32.3億億億億トンのトンのトンのトンの再再再再生生生生資源資源資源資源というのはというのはというのはというのは少少少少しししし少少少少ないのではないかないのではないかないのではないかないのではないか。。。。        このこのこのこの21.321.321.321.3億億億億トンというトンというトンというトンという数数数数字字字字はははは、、、、我我我我がががが国国国国のののの資源資源資源資源投投投投入入入入としてとしてとしてとして適適適適切切切切かということもかということもかということもかということも気気気気になるになるになるになる。。。。例例例例えばえばえばえば今今今今からからからから約約約約30303030年年年年前前前前のののの昭昭昭昭和和和和45454545年年年年はははは、、、、総総総総物物物物質質質質投投投投入入入入量量量量はははは15.415.415.415.4億億億億トントントントン、、、、30303030年年年年間間間間かけてかけてかけてかけて1.41.41.41.4倍倍倍倍ぐぐぐぐららららいまでいまでいまでいまで膨膨膨膨ららららんだんだんだんだ。。。。物物物物質質質質をををを非常非常非常非常にににに投投投投入入入入してしてしてして生生生生産産産産しているというのはしているというのはしているというのはしているというのは量量量量からもからもからもからも言言言言ええええるるるる。。。。投投投投入入入入さささされたものはれたものはれたものはれたものは、、、、国国国国内内内内にににに製品製品製品製品やややや建建建建物物物物等等等等にににに残残残残っているストックがっているストックがっているストックがっているストックが11.511.511.511.5億億億億トンあるとトンあるとトンあるとトンあると推計推計推計推計されるされるされるされる。。。。一一一一方方方方、、、、輸輸輸輸出出出出されるものがされるものがされるものがされるものが１１１１億億億億トントントントン、、、、消費消費消費消費されるものがされるものがされるものがされるものが9.39.39.39.3億億億億トンとなりトンとなりトンとなりトンとなり、、、、このこのこのこの内内内内訳訳訳訳がエネルがエネルがエネルがエネルギギギギーでーでーでーで4.24.24.24.2億億億億トントントントン、、、、一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物がががが0.50.50.50.5億億億億トントントントン、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが2.42.42.42.4億億億億トントントントン、、、、ここまででここまででここまででここまでで7.17.17.17.1億億億億トトトトンがエネルンがエネルンがエネルンがエネルギギギギーとーとーとーとごごごごみでみでみでみで出出出出ているているているている。。。。総総総総物物物物質質質質投投投投入入入入量量量量がががが21.321.321.321.3億億億億トンでトンでトンでトンで、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうどそそそそのののの３３３３分分分分のののの１１１１ははははごごごごみとエネルみとエネルみとエネルみとエネルギギギギーになっているーになっているーになっているーになっている。。。。これまたこれでこれまたこれでこれまたこれでこれまたこれで本本本本当当当当によいのかというによいのかというによいのかというによいのかという感感感感じじじじをををを受受受受けるけるけるける。。。。そそそそのののの他他他他食食食食料料料料とととと散散散散布布布布等等等等のののの形形形形でででで使使使使っているがっているがっているがっているが、、、、非常非常非常非常にににに大大大大量量量量なななな資源資源資源資源をををを投投投投入入入入しししし、、、、リサイクルがリサイクルがリサイクルがリサイクルが余余余余りりりり進進進進まずまずまずまず、、、、しかもむしかもむしかもむしかもむだだだだになっているになっているになっているになっている非非非非効率的効率的効率的効率的なななな生生生生産産産産のののの物物物物質質質質フローになっていないかというのフローになっていないかというのフローになっていないかというのフローになっていないかというのがこのがこのがこのがこの図図図図をををを見見見見てのてのてのての我我我我々々々々のののの問問問問題意識題意識題意識題意識であるであるであるである。。。。        実実実実をををを申申申申せせせせばばばば、、、、このこのこのこの数数数数字字字字のののの中中中中にはあらわれないがにはあらわれないがにはあらわれないがにはあらわれないが、、、、このこのこのこの他他他他にににに隠隠隠隠れたフローれたフローれたフローれたフロー、、、、ドドドドイイイイツツツツののののヴヴヴヴッッッッババババタールタールタールタール氏氏氏氏がががが言言言言われるわれるわれるわれるエエエエココココロジロジロジロジカカカカルリルリルリルリュュュュックサックというックサックというックサックというックサックという言言言言葉葉葉葉がありがありがありがあり、、、、こういうこういうこういうこういう資源資源資源資源をををを算算算算出出出出するときにはするときにはするときにはするときには、、、、当当当当然然然然道道道道路路路路整備整備整備整備をしてをしてをしてをして木木木木をををを切切切切りりりり倒倒倒倒すすすす等等等等、、、、実実実実はいはいはいはいろろろろいいいいろろろろなフローにはなフローにはなフローにはなフローには出出出出てこてこてこてこないないないない数数数数字字字字でででで使使使使っているっているっているっている部部部部分分分分があるがあるがあるがある。。。。隠隠隠隠れたフローとれたフローとれたフローとれたフローと言言言言うことができるがうことができるがうことができるがうことができるが、、、、隠隠隠隠れたフローはれたフローはれたフローはれたフローは特特特特にににに国国国国外外外外のののの場場場場合合合合、、、、非常非常非常非常にににに大大大大量量量量にににに発発発発生生生生することがすることがすることがすることが多多多多くくくく、、、、１１１１生生生生産産産産するのにするのにするのにするのに３３３３倍倍倍倍のののの隠隠隠隠れたフローれたフローれたフローれたフローもありもありもありもあり、、、、隠隠隠隠れたフローのれたフローのれたフローのれたフローの問問問問題題題題もあるもあるもあるもある。。。。        一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物のののの総総総総排排排排出出出出量量量量はははは5,1455,1455,1455,145万万万万トントントントン、、、、１１１１人人人人当当当当たりたりたりたり１１１１日日日日平平平平均均均均ではではではでは1.11.11.11.1キキキキロになるがロになるがロになるがロになるが、、、、事事事事業業業業系系系系一一一一廃廃廃廃もももも一一一一緒緒緒緒にににに割割割割りりりり込込込込んだんだんだんだ数数数数字字字字になるになるになるになる。。。。家庭家庭家庭家庭からからからから出出出出されるされるされるされる平平平平均均均均量量量量はははは700700700700グラムグラムグラムグラム程程程程度度度度でありでありでありであり、、、、事事事事業業業業系系系系一一一一廃廃廃廃もももも含含含含めてめてめてめて全部全部全部全部割割割割りりりり戻戻戻戻すとすとすとすと１１１１人人人人当当当当たりたりたりたり１１１１日日日日1.11.11.11.1キキキキロとなりロとなりロとなりロとなり、、、、35353535年年年年前前前前にににに700700700700グラムグラムグラムグラムだだだだったのをったのをったのをったのを見見見見るとるとるとると個個個個人人人人個個個個人人人人がががが家家家家からからからから出出出出すものがすものがすものがすものが1.51.51.51.5倍倍倍倍ににににふえふえふえふえているているているている。。。。明治明治明治明治、、、、大大大大正時代正時代正時代正時代はははは約約約約200200200200グラムグラムグラムグラムだだだだったとったとったとったと言言言言われているのでわれているのでわれているのでわれているので、、、、現現現現代代代代のののの暮暮暮暮らしはらしはらしはらしは５５５５倍倍倍倍以以以以上上上上になっているになっているになっているになっている。。。。最最最最終終終終処処処処分分分分にににに回回回回るのはるのはるのはるのは1,0001,0001,0001,000万万万万トンであるトンであるトンであるトンである。。。。一一一一方方方方、、、、産産産産廃廃廃廃はははは総総総総排排排排出出出出量量量量はははは４４４４億億億億トントントントン、、、、再生再生再生再生利用利用利用利用量量量量はははは１１１１億億億億7,0007,0007,0007,000万万万万トントントントン、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分量量量量はははは5,0005,0005,0005,000万万万万トンになるトンになるトンになるトンになる。。。。産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの方方方方がががが再生再生再生再生利用利用利用利用されているのはされているのはされているのはされているのは、、、、性状性状性状性状やややや一一一一括括括括してしてしてして同同同同じじじじ場場場場所所所所からからからから排排排排出出出出されるされるされるされる等等等等、、、、確確確確かにかにかにかに批批批批判判判判されているがされているがされているがされているが、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分量量量量のののの具具具具体的体的体的体的なななな数数数数字字字字をををを見見見見れれれればばばば一一一一般廃棄物以般廃棄物以般廃棄物以般廃棄物以上上上上にににに非常非常非常非常ににににふえふえふえふえるるるる。。。。生生生生産産産産工程工程工程工程のののの見見見見直直直直しししし等等等等がががが必要必要必要必要であるというであるというであるというであるという本本本本
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研究会研究会研究会研究会でのでのでのでの提言提言提言提言もももも、、、、こういうこういうこういうこういう問問問問題意識題意識題意識題意識からからからから来来来来るのではないかるのではないかるのではないかるのではないか。。。。        ではではではでは、、、、今今今今までまでまでまで取取取取りりりり組組組組んんんんでいたものはでいたものはでいたものはでいたものは数数数数字字字字としてとしてとしてとして効効効効果果果果があらわれないかというとがあらわれないかというとがあらわれないかというとがあらわれないかというと、、、、そそそそういういういういうこともないうこともないうこともないうこともない。。。。単単単単位位位位ＧＧＧＧＤＤＤＤＰＰＰＰはははは、、、、同同同同じじじじＧＧＧＧＤＤＤＤＰＰＰＰをををを生生生生産産産産するにするにするにするに当当当当たりたりたりたり、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てにてにてにてに回回回回るるるる量量量量をどのをどのをどのをどのぐぐぐぐらいになるかをらいになるかをらいになるかをらいになるかを割割割割りりりり戻戻戻戻したしたしたした数数数数字字字字であるであるであるである。。。。環境効率環境効率環境効率環境効率性性性性のののの逆逆逆逆数数数数的的的的なななな値値値値になるとになるとになるとになると思思思思うがうがうがうが、、、、長長長長いいいい方方方方がががが産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、短短短短いいいい方方方方がががが一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物であるであるであるである。。。。特特特特にににに産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はわかりはわかりはわかりはわかりややややすいがすいがすいがすいが、、、、昭昭昭昭和和和和60606060年年年年からからからから比比比比べべべべ、、、、平平平平成成成成11111111年年年年までまでまでまで一定一定一定一定してしてしてして下下下下がってきているがってきているがってきているがってきている。。。。昭昭昭昭和和和和66660000年年年年はははは単単単単位位位位ＧＧＧＧＤＤＤＤＰＰＰＰ当当当当たりたりたりたり26262626万万万万トンがトンがトンがトンが埋埋埋埋めめめめ立立立立てにてにてにてに回回回回っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、11111111年年年年ではではではでは10101010万万万万トンとトンとトンとトンと半半半半分分分分以以以以下下下下のののの埋埋埋埋立立立立量量量量でででで済済済済ませているとませているとませているとませていると言言言言ええええるるるる。。。。方向方向方向方向的的的的にはにはにはには我我我我々々々々がががが間間間間違違違違ったことをしていないことはったことをしていないことはったことをしていないことはったことをしていないことは確認確認確認確認できるができるができるができるが、、、、ススススピピピピーーーードやドやドやドや効効効効率率率率性性性性等等等等もももも考考考考ええええなけれなけれなけれなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。        本本本本日日日日のののの参加参加参加参加のののの皆皆皆皆様様様様にはにはにはには釈迦釈迦釈迦釈迦にににに説説説説法法法法かもしれないがかもしれないがかもしれないがかもしれないが、、、、少少少少しおしおしおしお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだくとくとくとくと、、、、国国国国がががが廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物やややや資源効率資源効率資源効率資源効率性性性性のののの問問問問題等題等題等題等にににに対対対対応応応応するにするにするにするに当当当当たりたりたりたり、、、、どのようなことをどのようなことをどのようなことをどのようなことを施策施策施策施策のののの基本基本基本基本理念理念理念理念としとしとしとしているかがているかがているかがているかが２２２２点点点点あるあるあるある。。。。１１１１つつつつはははは排排排排出者出者出者出者責責責責任任任任であるであるであるである。。。。公害公害公害公害防止防止防止防止のののの場場場場合合合合、、、、汚汚汚汚染者染者染者染者負負負負担担担担のののの原原原原則則則則（（（（ＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰ））））のののの考考考考ええええ方方方方があるががあるががあるががあるが、、、、これをこれをこれをこれを廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にににに適適適適用用用用したしたしたした場場場場合合合合のののの考考考考ええええ方方方方であるであるであるである。。。。出出出出したしたしたした人人人人がががが適正適正適正適正なリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクル処理処理処理処理をををを行行行行うべきうべきうべきうべきだだだだとととと思思思思うううう。。。。たたたただだだだしししし、、、、出出出出したしたしたした人人人人にもにもにもにも能力能力能力能力があるがあるがあるがある。。。。産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは民民民民（（（（事事事事業業業業者者者者））））がががが出出出出せせせせばばばば民民民民がががが処理処理処理処理するのがするのがするのがするのが原原原原則則則則であるがであるがであるがであるが、、、、個個個個人人人人がががが出出出出したしたしたした一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物をををを個個個個人人人人がががが自自自自家家家家処理処理処理処理するのがするのがするのがするのが適適適適当当当当かというとかというとかというとかというと、、、、効率的効率的効率的効率的なななな処理処理処理処理等等等等がなかなかできないがなかなかできないがなかなかできないがなかなかできない問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。個個個個人人人人がががが出出出出したしたしたした場場場場合合合合はははは分分分分別別別別なりなりなりなり、、、、自治体自治体自治体自治体のののの協力協力協力協力をををを得得得得てててて税税税税金金金金としてとしてとしてとして集集集集めためためためた費費費費用用用用でででで処理処理処理処理してもらうしてもらうしてもらうしてもらう。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、各各各各個個個個人人人人もももも責責責責務務務務はあるがはあるがはあるがはあるが、、、、排排排排出者出者出者出者責責責責任任任任のののの考考考考ええええでみずからでみずからでみずからでみずから処理処理処理処理をしていこうというをしていこうというをしていこうというをしていこうというのがのがのがのが１１１１つつつつであるであるであるである。。。。        一一一一方方方方、、、、ススススウウウウェーデンのルンェーデンのルンェーデンのルンェーデンのルンドドドド大学大学大学大学からからからから始始始始まったとまったとまったとまったと聞聞聞聞いているがいているがいているがいているが、、、、ＩＩＩＩＰＰＰＰＰＰＰＰ等等等等のののの概概概概念念念念のののの１１１１つつつつとしてとしてとしてとしてＥＥＥＥＰＲＰＲＰＲＰＲがががが昨昨昨昨今今今今話題話題話題話題としてよくとしてよくとしてよくとしてよく出出出出るるるる。。。。生生生生産産産産者者者者がががが製品製品製品製品をををを生生生生産産産産してしてしてして売売売売っていくがっていくがっていくがっていくが、、、、実際実際実際実際ににににははははそそそそれがれがれがれが廃棄廃棄廃棄廃棄されたされたされたされた後後後後にもにもにもにも一定一定一定一定のののの責責責責任任任任があるのではないかというがあるのではないかというがあるのではないかというがあるのではないかという考考考考ええええ方方方方をををを指指指指摘摘摘摘しているしているしているしている。。。。製品製品製品製品設計設計設計設計のののの工工工工夫夫夫夫やややや材材材材質質質質成分成分成分成分のののの表示表示表示表示、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄されたされたされたされた後後後後のののの引引引引きききき取取取取りりりり、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル実施等実施等実施等実施等のののの責責責責任任任任をををを持持持持つつつつべきべきべきべきだだだだというのがというのがというのがというのがＥＥＥＥＰＲＰＲＰＲＰＲであるであるであるである。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、責責責責任任任任をををを持持持持つつつつこととこととこととことと費費費費用用用用をををを負負負負担担担担することはすることはすることはすることは切切切切りりりり離離離離されたされたされたされた問問問問題題題題でありでありでありであり、、、、生生生生産産産産者者者者ががががややややりりりり得得得得ることをることをることをることを生生生生産産産産者者者者ににににややややっていたっていたっていたっていただだだだくがくがくがくが、、、、そそそそれにかれにかれにかれにかかるかるかるかる費費費費用用用用はははは生生生生産産産産者者者者やややや消費消費消費消費者間者間者間者間でででで市市市市場場場場メカメカメカメカニズムのニズムのニズムのニズムの中中中中でででで分分分分担担担担をしていくことになるとをしていくことになるとをしていくことになるとをしていくことになると考考考考ええええらららられているれているれているれている。。。。        少少少少しかみしかみしかみしかみ砕砕砕砕くとくとくとくと、、、、例例例例えばえばえばえば我我我我々々々々廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを規規規規制制制制するするするする、、、、処理処理処理処理するするするする側側側側からすれからすれからすれからすればばばば、、、、自治体自治体自治体自治体がががが廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを処理処理処理処理しようとすれしようとすれしようとすれしようとすればばばば一定一定一定一定のののの能力能力能力能力しかないしかないしかないしかない。。。。せいせいせいせいぜぜぜぜいいいいごごごごみをみをみをみを集集集集めるパッめるパッめるパッめるパッカカカカーーーー車車車車がありがありがありがあり、、、、そそそそれをれをれをれを処理処理処理処理するためのするためのするためのするための破破破破砕砕砕砕やややや焼却焼却焼却焼却のののの工工工工場場場場があるがあるがあるがあるだだだだけでけでけでけで、、、、すべてのすべてのすべてのすべてのごごごごみをみをみをみを処理処理処理処理してくしてくしてくしてくだだだださいさいさいさいとととと言言言言われてわれてわれてわれて本本本本当当当当にににに処理処理処理処理しししし切切切切れるのかれるのかれるのかれるのか問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。        昨昨昨昨年年年年、、、、約約約約250250250250のののの自治体自治体自治体自治体にどにどにどにどんんんんなななな問問問問題題題題でででで困困困困っているかっているかっているかっているか聞聞聞聞いたことがあるいたことがあるいたことがあるいたことがある。。。。廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理法法法法にはにはにはには適正適正適正適正処理困難物処理困難物処理困難物処理困難物のののの制制制制度度度度がありがありがありがあり、、、、ベベベベッッッッドドドド、、、、ババババッテリーッテリーッテリーッテリー等等等等はははは処理困難物処理困難物処理困難物処理困難物としてとしてとしてとして指指指指定定定定しているしているしているしている。。。。実際実際実際実際にににに現現現現場場場場でででで出出出出てくるてくるてくるてくるごごごごみでみでみでみで悩悩悩悩んんんんでいるものででいるものででいるものででいるもので一一一一番番番番目目目目立立立立ったのはったのはったのはったのは農農農農薬薬薬薬、、、、塗塗塗塗料料料料等化学等化学等化学等化学薬薬薬薬品系品系品系品系であったであったであったであった。。。。使使使使用用用用者者者者がががが何何何何をををを混混混混ぜぜぜぜたかわからないしたかわからないしたかわからないしたかわからないし、、、、液液液液体体体体なのでなのでなのでなので燃燃燃燃ややややすこともすこともすこともすことも難難難難しいしいしいしい。。。。自治体自治体自治体自治体のののの清清清清掃掃掃掃業業業業にににに携携携携わるわるわるわる人人人人にににに全部全部全部全部をををを任任任任せてできるのかせてできるのかせてできるのかせてできるのか問問問問題題題題がありがありがありがあり、、、、もちもちもちもちろんろんろんろん使使使使ったったったった人人人人にもにもにもにも責責責責任任任任ががががあるあるあるある。。。。使使使使ったったったった人人人人からからからから回回回回収収収収するといってもするといってもするといってもするといっても、、、、メメメメーーーーカカカカーはーはーはーは引引引引きききき取取取取らないしらないしらないしらないし、、、、どこへもどこへもどこへもどこへも持持持持っていっていっていっていきようがなけれきようがなけれきようがなけれきようがなければばばば多分多分多分多分そそそそのののの辺辺辺辺にににに出出出出してしまいしてしまいしてしまいしてしまい、、、、だだだだれがれがれがれが責責責責任任任任をををを持持持持つつつつかわからないかわからないかわからないかわからない状況状況状況状況になっになっになっになってしまうてしまうてしまうてしまう。。。。そそそそのののの他他他他にににに困困困困っているものとしてっているものとしてっているものとしてっているものとして、、、、破破破破砕砕砕砕でででで爆爆爆爆発発発発してしてしてして事事事事故故故故のもとになるスプのもとになるスプのもとになるスプのもとになるスプレレレレーーーー缶缶缶缶、、、、発発発発火火火火のののの原因原因原因原因になるになるになるになるボボボボタンタンタンタン電池電池電池電池、、、、大型大型大型大型家家家家具具具具等等等等があったがあったがあったがあった。。。。変変変変わったとこわったとこわったとこわったところろろろではではではでは仏壇仏壇仏壇仏壇、、、、神神神神棚棚棚棚、、、、ボボボボ



 40

ウウウウリングのリングのリングのリングの球球球球、、、、漬漬漬漬物物物物石石石石、、、、家家家家でででで取取取取りりりりつつつつけられるけられるけられるけられるカカカカーーーーポポポポートートートート等等等等があったがあったがあったがあった。。。。物物物物はははは使使使使用用用用したしたしたした人人人人にはにはにはにはそそそそれなりのれなりのれなりのれなりの利利利利益益益益があるががあるががあるががあるが、、、、売売売売ったことによってったことによってったことによってったことによって利利利利潤潤潤潤をををを得得得得ているているているている企業企業企業企業のののの責責責責任任任任がゼロでないのがゼロでないのがゼロでないのがゼロでないのもももも確確確確かであるかであるかであるかである。。。。資源有効利用促進法資源有効利用促進法資源有効利用促進法資源有効利用促進法、、、、容容容容リリリリ法法法法、、、、特特特特定定定定家庭家庭家庭家庭用用用用機機機機器器器器再再再再商商商商品品品品化法化法化法化法――――家家家家電電電電リサイリサイリサイリサイクルクルクルクル法法法法はははは、Ｅ、Ｅ、Ｅ、ＥＰＲＰＲＰＲＰＲというというというというメメメメーーーーカカカカーーーーやややや自治体自治体自治体自治体がががが負負負負担担担担しししし、、、、個個個個人人人人もももも分分分分別別別別にににに協力協力協力協力したりしたりしたりしたり費費費費用用用用をををを負負負負担担担担することでみすることでみすることでみすることでみんんんんなのなのなのなの役役役役割割割割分分分分担担担担をしていくことををしていくことををしていくことををしていくことを盛盛盛盛りりりり込込込込んんんんであるであるであるである。。。。        ＥＥＥＥＰＲＰＲＰＲＰＲがががが効効効効いてくるといてくるといてくるといてくると、、、、例例例例えばえばえばえば初初初初期期期期ののののペペペペットットットットボボボボトルからトルからトルからトルから今今今今ののののペペペペットットットットボボボボトルはトルはトルはトルは３３３３分分分分のののの１１１１程程程程度度度度のののの重重重重さになったりさになったりさになったりさになったり、、、、家家家家電電電電でもでもでもでも設計設計設計設計をををを工工工工夫夫夫夫してしてしてして部品部品部品部品点点点点数数数数をををを減減減減らしらしらしらし、、、、素材素材素材素材もプもプもプもプラスラスラスラスチチチチックをックをックをックを使使使使わないわないわないわない等等等等いいいいろろろろいいいいろろろろなななな工工工工夫夫夫夫がされているがされているがされているがされている。Ｅ。Ｅ。Ｅ。ＥＰＲＰＲＰＲＰＲはははは直直直直接接接接概概概概念念念念にはにはにはには入入入入っていないがっていないがっていないがっていないが、、、、そそそそのののの他他他他にににに建建建建設設設設リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルやややや食食食食品品品品リサイクルがあるリサイクルがあるリサイクルがあるリサイクルがある。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ををををつつつつくるにくるにくるにくるに当当当当たってたってたってたって重要重要重要重要なのはなのはなのはなのは、、、、再生再生再生再生されてされてされてされて出出出出てきたてきたてきたてきた商商商商品品品品ががががママママーーーーケケケケットでットでットでットで回回回回っていくことであるっていくことであるっていくことであるっていくことである。。。。値値値値段段段段のののの問問問問題題題題があってがあってがあってがあって難難難難ししししいがいがいがいが、、、、そそそそのののの一一一一助助助助となるとなるとなるとなる法法法法律律律律としてとしてとしてとしてつつつつくったのがグリーンくったのがグリーンくったのがグリーンくったのがグリーン購購購購入入入入法法法法でででで、、、、国国国国、、、、自治体等自治体等自治体等自治体等公公公公共共共共的的的的なななな機機機機関関関関がががが積極的積極的積極的積極的にににに再生再生再生再生されたされたされたされた品物品物品物品物をををを使使使使っていこうというっていこうというっていこうというっていこうという法法法法律律律律であるであるであるである。。。。今今今今国会国会国会国会でででで成立成立成立成立したしたしたした自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ももももＥＥＥＥＰＲＰＲＰＲＰＲのののの概概概概念念念念がががが入入入入ったったったった法法法法律律律律であるであるであるである。。。。このようにいこのようにいこのようにいこのようにいろろろろいいいいろろろろなななな法法法法律律律律をををを今今今今までまでまでまでもももも整備整備整備整備してきたがしてきたがしてきたがしてきたが、、、、今今今今後後後後もももも必要必要必要必要にににに応応応応じじじじてててて検討検討検討検討していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけないといけないといけないといけないと思思思思うううう。。。。        循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法ににににつつつついていていていて簡簡簡簡単単単単にににに紹介紹介紹介紹介するとするとするとすると、、、、法法法法律律律律のののの中中中中ではではではでは循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会はははは廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物とととと在在在在庫庫庫庫品品品品のののの発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制をしをしをしをし、、、、出出出出ないようにするないようにするないようにするないようにする。。。。どうしてもどうしてもどうしてもどうしても出出出出てしまうものはてしまうものはてしまうものはてしまうものは適正適正適正適正かかかかつつつつ循循循循環的環的環的環的にににに利用利用利用利用するするするする。。。。どうしてもどうしてもどうしてもどうしても循環的利用循環的利用循環的利用循環的利用ができなけれができなけれができなけれができなければばばば、、、、適正適正適正適正処処処処分分分分をををを徹底徹底徹底徹底することによりすることによりすることによりすることにより、、、、天天天天然然然然資源資源資源資源のののの消費抑消費抑消費抑消費抑制制制制しししし、、、、環境環境環境環境賦賦賦賦課課課課をををを提言提言提言提言しようというのがこのしようというのがこのしようというのがこのしようというのがこの法法法法律律律律のののの考考考考ええええるるるる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会でででであるあるあるある。。。。        循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法のののの基本基本基本基本原原原原則則則則としてとしてとしてとして、、、、リデリデリデリデュュュュースースースース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、ママママテリアル・リテリアル・リテリアル・リテリアル・リサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを優優優優先先先先しししし、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしてもだだだだめならサーめならサーめならサーめならサーママママル・リル・リル・リル・リサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、適正適正適正適正処処処処分分分分のののの順順順順序序序序でいくのでいくのでいくのでいくのがががが基本的基本的基本的基本的にはにはにはには廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、循環社会形成循環社会形成循環社会形成循環社会形成にはよかにはよかにはよかにはよかろろろろうううう。。。。たたたただだだだしししし、、、、このこのこのこの場場場場合合合合にににに別別別別なななな環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷ががががふふふふええええてしまうてしまうてしまうてしまう、、、、例例例例えばえばえばえばエネルエネルエネルエネルギギギギーをーをーをーを使使使使ってむってむってむってむだだだだなリサイクルをすることがあってはならないなリサイクルをすることがあってはならないなリサイクルをすることがあってはならないなリサイクルをすることがあってはならない。。。。そそそそのののの意意意意味味味味ではではではでは、、、、全全全全体体体体としてとしてとしてとして環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの低減低減低減低減にににに有効有効有効有効であるであるであるである場場場場合合合合はははは必必必必ずしもこのずしもこのずしもこのずしもこの順順順順序序序序にこにこにこにこだだだだわわわわらないらないらないらない場場場場合合合合もあるともあるともあるともあると明明明明記記記記しているしているしているしている。。。。我我我我がががが国国国国のののの循環基本計画循環基本計画循環基本計画循環基本計画ををををつつつつくることもこのくることもこのくることもこのくることもこの法法法法律律律律でででで書書書書いいいいてありてありてありてあり、、、、こういうこういうこういうこういう計画計画計画計画はははは何何何何本本本本つつつつくってもなかなかくってもなかなかくってもなかなかくってもなかなか効効効効果果果果がなくがなくがなくがなく、、、、絵絵絵絵にかいたもちにもなってにかいたもちにもなってにかいたもちにもなってにかいたもちにもなっていないいないいないいない気気気気がしてがしてがしてがしてつつつつくるくるくるくる方方方方もももも少少少少しししし悲悲悲悲しいがしいがしいがしいが、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ意意意意味味味味のあるのあるのあるのある計画計画計画計画ををををつつつつくくくくろろろろうとうとうとうと取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。こういうこういうこういうこういう手手手手順順順順をををを踏踏踏踏んんんんでででで５５５５年年年年ごごごごとにとにとにとに見見見見直直直直しをしていくことになっているしをしていくことになっているしをしていくことになっているしをしていくことになっている。。。。        次次次次のののの資資資資料料料料ではではではでは、、、、今今今今このこのこのこの計画計画計画計画がどこまでがどこまでがどこまでがどこまで来来来来たかというとたかというとたかというとたかというと、、、、循環基本法施行循環基本法施行循環基本法施行循環基本法施行からスタートしからスタートしからスタートしからスタートし、、、、今今今今年年年年１１１１月月月月にににに指指指指針針針針をををを出出出出しししし、、、、白白白白書書書書にもにもにもにも載載載載せているせているせているせている。。。。今今今今、、、、各界各界各界各界からのからのからのからのヒヒヒヒアリングをアリングをアリングをアリングを行行行行っておりっておりっておりっており、、、、諮諮諮諮問問問問はまはまはまはまだだだだしていないしていないしていないしていない。。。。諮諮諮諮問問問問はははは11111111月月月月ごろごろごろごろにににに行行行行ううううつつつつもりであるもりであるもりであるもりである。。。。10101010月月月月はははは６６６６カカカカ所所所所ほほほほどどどど周周周周りりりり、、、、各各各各地域地域地域地域でででで取取取取りりりり組組組組まれているまれているまれているまれている自治体自治体自治体自治体、ＮＧＯ、Ｎ、ＮＧＯ、Ｎ、ＮＧＯ、Ｎ、ＮＧＯ、ＮＰＰＰＰＯ、Ｏ、Ｏ、Ｏ、事事事事業業業業者者者者からからからから計画計画計画計画ににににつつつついてのいてのいてのいての意見意見意見意見をををを伺伺伺伺ううううとともにとともにとともにとともに、、、、地域地域地域地域でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを教教教教ええええてもらうためてもらうためてもらうためてもらうため、、、、早速早速早速早速、、、、10101010月月月月１１１１日日日日のののの仙台仙台仙台仙台でのでのでのでのヒヒヒヒアリアリアリアリングをングをングをングを皮切皮切皮切皮切りにりにりにりに来来来来月月月月はははは巡巡巡巡業業業業ををををするするするする予予予予定定定定であるであるであるである。。。。        またまたまたまた、、、、白白白白書書書書のののの序序序序章章章章のののの話話話話にににに戻戻戻戻るるるる。。。。国国国国のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな制制制制度度度度やややや計画計画計画計画ををををつつつつくるくるくるくる取取取取りりりり組組組組みはあるがみはあるがみはあるがみはあるが、、、、もうもうもうもう少少少少しししし身身身身近近近近なななな話話話話にににに戻戻戻戻るとるとるとると、、、、実際実際実際実際にににに我我我我々々々々のののの暮暮暮暮らしはらしはらしはらしは巡巡巡巡回社会回社会回社会回社会をををを意識意識意識意識してかしないでかしてかしないでかしてかしないでかしてかしないでか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな変変変変わるわるわるわる兆兆兆兆しがあるしがあるしがあるしがある。。。。我我我我々々々々のののの暮暮暮暮らしではらしではらしではらしでは「「「「スロースロースロースロー」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉がががが最最最最近近近近雑雑雑雑誌誌誌誌、、、、テテテテレレレレビビビビ、、、、ラジオラジオラジオラジオ番番番番組組組組でででで取取取取りりりり上上上上げられているがげられているがげられているがげられているが、、、、スローライフスローライフスローライフスローライフ、、、、スローフースローフースローフースローフードドドド、、、、スローなスタイルでスローなスタイルでスローなスタイルでスローなスタイルでいきましいきましいきましいきましょょょょうとうとうとうと言言言言われているわれているわれているわれている。。。。スローというスローというスローというスローという文文文文言言言言がはがはがはがはややややったったったった１１１１つつつつのののの原因原因原因原因としてとしてとしてとして「「「「スロー・スロー・スロー・スロー・イズ・イズ・イズ・イズ・ビュビュビュビューテーテーテーティィィィフルフルフルフル」」」」というというというという明治学明治学明治学明治学院院院院大学大学大学大学のののの辻辻辻辻信信信信一先一先一先一先生生生生がががが書書書書かれたかれたかれたかれた本本本本がががが昨昨昨昨年年年年出出出出版版版版されたされたされたされた。。。。
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我我我我々々々々はははは大大大大量量量量生生生生産産産産・・・・大大大大量消費量消費量消費量消費のののの社会社会社会社会ををををつつつつくってしまったためにくってしまったためにくってしまったためにくってしまったために、、、、かかかかええええってってってって本本本本当当当当のゆとりがなのゆとりがなのゆとりがなのゆとりがなくなったのではないかということをくなったのではないかということをくなったのではないかということをくなったのではないかということを言言言言っているっているっているっている。。。。スローというスローというスローというスローという言言言言葉葉葉葉にににに「「「「エエエエココココロジロジロジロジカカカカルルルル」「」「」「」「ササササステーナブルステーナブルステーナブルステーナブル」」」」といったといったといったといった意意意意味味味味をををを込込込込めてめてめてめて著著著著書書書書のののの中中中中ではではではでは書書書書かれておりかれておりかれておりかれており、、、、現現現現代代代代社会社会社会社会のののの巨巨巨巨大化大化大化大化、、、、加加加加速速速速化化化化、、、、グローグローグローグローババババルルルル化化化化にににに対対対対するアンするアンするアンするアンチチチチテーゼとしてテーゼとしてテーゼとしてテーゼとして、、、、慎慎慎慎ましましましましややややかなかなかなかな経済経済経済経済、、、、生生生生活活活活のののの技術技術技術技術やややや伝統伝統伝統伝統的的的的なななな知知知知恵恵恵恵、、、、消費消費消費消費生生生生活活活活、、、、人人人人とととと自自自自然然然然ののののつつつつながりながりながりながり、、、、特特特特ににににつつつつながりといったことをながりといったことをながりといったことをながりといったことを先先先先生生生生はははは強調強調強調強調されされされされていたがていたがていたがていたが、、、、こういうものをこういうものをこういうものをこういうものを提唱提唱提唱提唱していきたいというしていきたいというしていきたいというしていきたいという話話話話であるであるであるである。。。。        最最最最初初初初のののの家家家家電製品電製品電製品電製品ももももそそそそうであるがうであるがうであるがうであるが、、、、物物物物をををを得得得得ることがることがることがることが時時時時間間間間をををを得得得得ることにることにることにることにつつつつながったながったながったながった効効効効果果果果はははは当当当当然然然然あったがあったがあったがあったが、、、、そそそそれがれがれがれが余余余余りにもりにもりにもりにも行行行行きききき過過過過ぎぎぎぎ、、、、物物物物をををを得得得得るためにるためにるためにるために時時時時間間間間をををを使使使使うといううといううといううという逆逆逆逆転転転転現現現現象象象象をををを生生生生じじじじているのがているのがているのがているのが今今今今のののの暮暮暮暮らしらしらしらし方方方方ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うううう。。。。非常非常非常非常にににに感感感感傷傷傷傷的的的的というかというかというかというか、、、、情情情情緒緒緒緒的的的的なななな話話話話ではあるではあるではあるではあるがががが、、、、何何何何かどこかでこういうことをかどこかでこういうことをかどこかでこういうことをかどこかでこういうことを実実実実感感感感するするするする。。。。そそそそれがれがれがれが多分多分多分多分いいいいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろでスローというでスローというでスローというでスローということをことをことをことを提唱提唱提唱提唱していったりしていったりしていったりしていったり、、、、そそそそれがれがれがれが暮暮暮暮らしらしらしらし方方方方のののの実際実際実際実際のののの変変変変化化化化ににににつつつつながっているながっているながっているながっている理理理理由由由由のののの１１１１つつつつではではではではないかないかないかないか。。。。        例例例例えばえばえばえば中中中中古古古古品小品小品小品小売売売売業業業業のののの推推推推移移移移をををを見見見見るとるとるとると、、、、今今今今、、、、大型大型大型大型店店店店舗舗舗舗化化化化されたリサイクルショップがたくされたリサイクルショップがたくされたリサイクルショップがたくされたリサイクルショップがたくささささんんんん出出出出てきててきててきててきて、、、、不不不不況況況況のののの中中中中でもでもでもでも売売売売れていくれていくれていくれていく。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、経済的経済的経済的経済的なななな理理理理由由由由もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、１１１１つつつつのスロのスロのスロのスローなーなーなーな暮暮暮暮らしらしらしらし方方方方をををを求求求求めるものになっているからともめるものになっているからともめるものになっているからともめるものになっているからとも考考考考ええええられるられるられるられる。。。。フリーフリーフリーフリーママママーーーーケケケケットのットのットのットの普及普及普及普及ややややスローフースローフースローフースローフードドドド、、、、土土土土地地地地土土土土地地地地、、、、地域地域地域地域ででででつつつつくられたものをくられたものをくられたものをくられたものを地域地域地域地域でででで消費消費消費消費するするするする地産地地産地地産地地産地消消消消等等等等がががが提唱提唱提唱提唱されされされされているているているている。。。。        一一一一方方方方、、、、ビビビビジネスもいジネスもいジネスもいジネスもいろろろろいいいいろろろろなななな変変変変化化化化があるがあるがあるがある。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる静静静静脈脈脈脈分野分野分野分野とととと言言言言われるわれるわれるわれる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処理処理処理処理、、、、リデリデリデリデュュュュースースースース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクルに携携携携わるわるわるわるビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの中中中中でででで、、、、たたたただだだだ単単単単にににに出出出出てきててきててきててきて処理処理処理処理するするするするだだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、問問問問題題題題解解解解決決決決型型型型ののののビビビビジネスとしてジネスとしてジネスとしてジネスとして、、、、リースでリースでリースでリースで企業企業企業企業向向向向けにけにけにけにビビビビルにあるルにあるルにあるルにある蛍蛍蛍蛍光光光光管管管管をををを１１１１カカカカ月月月月幾幾幾幾らでらでらでらで契約契約契約契約しししし、、、、切切切切れたときのれたときのれたときのれたときの交交交交換換換換やややや廃棄廃棄廃棄廃棄されたものもされたものもされたものもされたものも企業企業企業企業でででで引引引引きききき取取取取ってってってって廃棄廃棄廃棄廃棄するするするする。。。。ビビビビルルルル管理管理管理管理のののの蛍蛍蛍蛍光光光光管部管部管部管部分分分分をををを契約契約契約契約でででで対対対対応応応応していくしていくしていくしていく。。。。これはこれはこれはこれは多分企業多分企業多分企業多分企業にとってもにとってもにとってもにとっても顧客顧客顧客顧客のののの抱抱抱抱ええええ込込込込みといみといみといみといううううメメメメリットがありリットがありリットがありリットがあり、、、、一一一一方方方方、、、、使使使使うううう側側側側にしてもにしてもにしてもにしても廃棄廃棄廃棄廃棄のののの心配心配心配心配がないがないがないがない。。。。3,0003,0003,0003,000本本本本がががが採採採採算算算算分分分分岐岐岐岐点点点点だだだだとととと聞聞聞聞いているがいているがいているがいているが、、、、普普普普通通通通にににに買買買買うよりうよりうよりうより安安安安くくくく管理管理管理管理できるできるできるできるメメメメリットがあるリットがあるリットがあるリットがある。。。。両両両両者者者者ににににメメメメリットがあるリットがあるリットがあるリットがあるビビビビジジジジネスでありネスでありネスでありネスであり、、、、本年本年本年本年４４４４月月月月からからからから松松松松下下下下電電電電器器器器がががが始始始始められためられためられためられた。。。。動動動動脈脈脈脈／／／／静静静静脈脈脈脈ででででココココララララボレボレボレボレーションでーションでーションでーションで行行行行っっっっていくていくていくていく例例例例としてはとしてはとしてはとしては、、、、トトトトヨヨヨヨタがタがタがタが自動自動自動自動車車車車部品部品部品部品のリサイクルにのリサイクルにのリサイクルにのリサイクルに関関関関しししし、、、、動動動動脈脈脈脈でででで車車車車ををををつつつつくりくりくりくり、、、、修修修修理理理理のののの際際際際にににに静静静静脈脈脈脈とととと言言言言われるわれるわれるわれる中中中中古古古古パーパーパーパーツツツツをををを扱扱扱扱っていたっていたっていたっていた大手企業大手企業大手企業大手企業がががが供供供供給給給給しししし、、、、そそそそのののの業業業業者者者者をシステムでをシステムでをシステムでをシステムでつつつつななななぐぐぐぐことでうまくことでうまくことでうまくことでうまく回回回回転転転転させていくさせていくさせていくさせていく。。。。そそそそれれれれぞぞぞぞれがれがれがれが行行行行うのではうのではうのではうのではなくなくなくなく、、、、そそそそういうういうういうういう方方方方法法法法もあるもあるもあるもある。。。。        個個個個人人人人にににに向向向向けられたけられたけられたけられた例例例例ではではではでは、、、、東東東東芝芝芝芝ではではではでは学学学学生生生生単単単単身身身身赴赴赴赴任任任任者向者向者向者向けにけにけにけに２２２２年年年年～～～～４４４４年年年年間間間間、、、、月月月月々々々々3,0003,0003,0003,000円円円円～～～～4,0004,0004,0004,000円円円円でででで全全全全自動自動自動自動洗濯洗濯洗濯洗濯機機機機、、、、オーブンオーブンオーブンオーブンつつつつきききき電電電電子子子子レレレレンジンジンジンジ、、、、ビビビビデオデオデオデオつつつつきテきテきテきテレレレレビビビビ、、、、ツツツツーーーードドドドアアアア冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫のののの４４４４製品製品製品製品をまとめてをまとめてをまとめてをまとめてレレレレンタルしンタルしンタルしンタルし、、、、単単単単身身身身赴赴赴赴任任任任なりなりなりなり大学大学大学大学にいるにいるにいるにいる期間期間期間期間終了終了終了終了後後後後、、、、返返返返してしてしてして実実実実家家家家にににに戻戻戻戻れれれればばばばいいというサーいいというサーいいというサーいいというサービビビビスをスをスをスを始始始始めているめているめているめている。。。。このこのこのこの辺辺辺辺はははは法法法法律律律律ができたからができたからができたからができたから云云云云々々々々ではなくではなくではなくではなく、、、、知知知知恵恵恵恵のののの出出出出しししし合合合合いでいでいでいで消費消費消費消費者者者者のニーズをのニーズをのニーズをのニーズを酌酌酌酌みみみみ取取取取りりりり、、、、提提提提案案案案するするするする形形形形でででで企業企業企業企業がががが行行行行っていくっていくっていくっていく。。。。企業企業企業企業のののの利利利利潤潤潤潤にもにもにもにもつつつつなななながりがりがりがり、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの低減低減低減低減にもにもにもにもつつつつながるながるながるながる。。。。どちらがどちらがどちらがどちらが先先先先かかかか、、、、何何何何をををを意識意識意識意識しているかはあるしているかはあるしているかはあるしているかはあるがががが、、、、実際実際実際実際にこういうにこういうにこういうにこういう動動動動きがあるきがあるきがあるきがある。。。。環境環境環境環境ビビビビジネスにジネスにジネスにジネスにつつつついてはいてはいてはいては後後後後ほほほほどどどど経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省からからからから説説説説明明明明があるがあるがあるがある。。。。静静静静脈脈脈脈ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの市市市市場場場場予測予測予測予測規模規模規模規模はははは環境環境環境環境省省省省とととと経産経産経産経産省省省省でででで数数数数字字字字がずれているががずれているががずれているががずれているが、、、、環境環境環境環境省省省省のののの数数数数値値値値でででで推推推推測測測測すすすするとるとるとると2010201020102010年年年年でででで18181818兆兆兆兆円円円円市市市市場場場場、、、、41414141万万万万人人人人のののの雇雇雇雇用用用用者者者者がいるとがいるとがいるとがいると言言言言われているわれているわれているわれている。。。。        もうもうもうもう１１１１つつつつ、、、、国民国民国民国民のののの意識意識意識意識ににににつつつついてはこいてはこいてはこいてはこんんんんなななな特特特特徴徴徴徴があるがあるがあるがある。。。。去去去去年年年年７７７７月月月月のののの世世世世論論論論調調調調査査査査のののの結果結果結果結果ではではではでは「「「「ごごごごみみみみ問問問問題題題題にににに関関関関心心心心がありますかがありますかがありますかがありますか」」」」とととと聞聞聞聞くとくとくとくと９９９９割割割割がががが「「「「あるあるあるある」」」」とととと答答答答ええええるるるる。。。。男男男男女女女女差差差差をををを見見見見るとるとるとると割割割割とととと女女女女性性性性がががが熱熱熱熱心心心心なななな傾傾傾傾向向向向がありがありがありがあり、、、、若若若若いいいい男男男男性性性性がががが苦苦苦苦手手手手であるであるであるである。。。。一一一一例例例例をををを挙挙挙挙げれげれげれげればばばば「「「「ごごごごみのみのみのみの分分分分別別別別をしますかをしますかをしますかをしますか」」」」
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とととと聞聞聞聞くとくとくとくと、、、、女女女女性性性性はどのはどのはどのはどの世世世世代代代代をををを見見見見てもてもてもても８８８８割割割割～～～～９９９９割割割割がしているがしているがしているがしている。。。。男男男男性性性性にににに聞聞聞聞くとくとくとくと、、、、30303030代代代代以以以以上上上上はははは75757575％％％％以以以以上上上上になるがになるがになるがになるが、、、、20202020代代代代のののの男男男男性性性性はははは55555555％％％％でででで若若若若いいいい男男男男性性性性でででで分分分分別別別別しているしているしているしている人人人人はははは少少少少ないないないない。。。。推推推推測測測測ではではではでは男男男男性性性性もももも30303030歳歳歳歳ぐぐぐぐらいになるとらいになるとらいになるとらいになると結結結結婚婚婚婚するするするする人人人人ががががふえふえふえふえ、、、、奥奥奥奥ささささんんんんにににに言言言言われてしわれてしわれてしわれてしつつつつけがけがけがけが始始始始まるまるまるまる。。。。20202020代代代代はしはしはしはしつつつつけけけけがされていないためがされていないためがされていないためがされていないため、、、、分分分分別別別別しないのではないかしないのではないかしないのではないかしないのではないか。。。。女女女女性性性性におにおにおにお願願願願いしていしていしていして分分分分別別別別もできないもできないもできないもできない男男男男性性性性ととととはおはおはおはおつつつつきききき合合合合いできないといできないといできないといできないと「「「「アンアンアンアンアンアンアンアン」」」」等等等等にににに書書書書いてもらうといてもらうといてもらうといてもらうと、、、、きっときっときっときっと若若若若いいいい男男男男性性性性ももももごごごごみのみのみのみの分分分分別別別別をするようになるのではないかをするようになるのではないかをするようになるのではないかをするようになるのではないか。。。。これをどうにかこれをどうにかこれをどうにかこれをどうにか政政政政策策策策にににに生生生生かせないかというのがかせないかというのがかせないかというのがかせないかというのが目目目目下下下下のののの私私私私のののの課題課題課題課題であるがであるがであるがであるが、、、、若若若若いいいい男男男男性性性性はははは余余余余りりりり分分分分別別別別をををを熱熱熱熱心心心心ににににややややるるるる気気気気ははははないようであるないようであるないようであるないようである。。。。        たたたただだだだしししし、、、、若若若若いいいい人人人人たちがたちがたちがたちが全全全全然然然然いいことをいいことをいいことをいいことをややややっていないかというとっていないかというとっていないかというとっていないかというとそそそそうでもなくてうでもなくてうでもなくてうでもなくて、、、、例例例例えばえばえばえばレレレレンタルンタルンタルンタル製品製品製品製品をよくをよくをよくをよく使使使使うううう、、、、中中中中古古古古品品品品をををを利用利用利用利用しているしているしているしている、、、、中中中中古古古古品品品品をををを扱扱扱扱ううううババババザザザザーーーー、、、、フリーフリーフリーフリーママママーーーーケケケケッッッットにトにトにトに行行行行くくくく等等等等はははは若若若若いいいい人人人人のののの方方方方がダブルスがダブルスがダブルスがダブルスココココアアアア以以以以上上上上にににに熱熱熱熱心心心心であるであるであるである。。。。中中中中古古古古品品品品利用利用利用利用ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、20202020代代代代男男男男性性性性はははは23232323％％％％がががが「「「「イエスイエスイエスイエス」」」」でででで、、、、全全全全体体体体平平平平均均均均がががが11111111％％％％でででで倍倍倍倍以以以以上上上上であるであるであるである。。。。女女女女性性性性もももも若若若若いいいい人人人人はははは13131313％％％％ででででやややややややや高高高高くくくく、、、、若若若若いいいい人人人人はははは中中中中古古古古品品品品のののの利用等利用等利用等利用等にににに抵抗抵抗抵抗抵抗感感感感がががが余余余余りなくなってきているりなくなってきているりなくなってきているりなくなってきている。。。。昔昔昔昔のののの日日日日本本本本のののの消費消費消費消費者者者者はははは非常非常非常非常にきれいにきれいにきれいにきれい好好好好きできできできで、、、、人人人人がががが使使使使ったものなったものなったものなったものなんんんんかというかというかというかという感感感感じじじじだだだだとととと言言言言われていたがわれていたがわれていたがわれていたが、、、、人人人人がががが使使使使ったったったった後後後後はははは気気気気持持持持ちがちがちがちが悪悪悪悪いからいからいからいから嫌嫌嫌嫌だだだだとととと売売売売れないとれないとれないとれないと思思思思われたわれたわれたわれた冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫もももも今今今今はははは結結結結構構構構出出出出ているているているている。。。。物物物物をををを人人人人同士同士同士同士のののの間間間間でででで譲譲譲譲りりりり渡渡渡渡してしてしてして長長長長くくくく使使使使うことにうことにうことにうことに関関関関してしてしてして、、、、若若若若いいいい人人人人のののの間間間間ではではではでは抵抗抵抗抵抗抵抗感感感感がががが薄薄薄薄れてきているのではれてきているのではれてきているのではれてきているのではないかというないかというないかというないかという気気気気がするがするがするがする。。。。        たたたただだだだ、、、、こういうこういうこういうこういう人人人人たちもたちもたちもたちも含含含含めてめてめてめて、、、、どういうどういうどういうどういう社会社会社会社会ををををつつつつくっていくのがいいかとくっていくのがいいかとくっていくのがいいかとくっていくのがいいかと聞聞聞聞くとくとくとくと、、、、若若若若いいいい人人人人たちがたちがたちがたちが特特特特にににに顕著顕著顕著顕著であるがであるがであるがであるが、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産・・・・大大大大量消費量消費量消費量消費はははは維維維維持持持持しながらしながらしながらしながら、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル等等等等のののの出出出出口口口口のののの対対対対応応応応でででで循環社会循環社会循環社会循環社会ををををつつつつくっていこうというくっていこうというくっていこうというくっていこうという回回回回答答答答がががが45454545％％％％、、、、全全全全体体体体ではではではでは25252525％％％％ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで一一一一番番番番多多多多いいいい。。。。一一一一方方方方、、、、廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理、、、、天天天天然然然然資源資源資源資源のののの問問問問題等題等題等題等をををを聞聞聞聞けけけけばばばば、、、、移移移移行行行行するのもするのもするのもするのもややややむをむをむをむを得得得得ないといないといないといないというううう人人人人もももも20202020％％％％ぐぐぐぐらいいるらいいるらいいるらいいる。。。。生生生生活活活活水水水水準準準準がががが落落落落ちてもいいからちてもいいからちてもいいからちてもいいから、、、、循環社会循環社会循環社会循環社会にににに行行行行かなけれかなけれかなけれかなければばばばいけないいけないいけないいけないというというというという人人人人がががが20202020％％％％ぐぐぐぐらいいるらいいるらいいるらいいる。。。。そそそそうううう考考考考ええええるとるとるとると、、、、大体大体大体大体みみみみんんんんなななな考考考考ええええることはることはることはることは、、、、循環社会循環社会循環社会循環社会にににに行行行行くこくこくこくことはともかくとはともかくとはともかくとはともかく、、、、そそそそのののの行行行行きききき方方方方としてとしてとしてとして消消消消極的極的極的極的かかかか積極的積極的積極的積極的かかかか、、、、なるべくなるべくなるべくなるべく出出出出口口口口ででででややややってくれとってくれとってくれとってくれと結結結結構構構構割割割割れるのがれるのがれるのがれるのが結果結果結果結果であるであるであるである。。。。        ではではではでは、、、、考考考考ええええ方方方方がががが割割割割れるのでれるのでれるのでれるので、、、、本本本本日日日日のののの話話話話のタイトルにもなっているがのタイトルにもなっているがのタイトルにもなっているがのタイトルにもなっているが、、、、どどどどんんんんなななな社会社会社会社会があながあながあながあなたはいいとたはいいとたはいいとたはいいと思思思思うかうかうかうか。。。。何何何何かかかか字字字字句句句句があってがあってがあってがあって対対対対比比比比するわけではなくするわけではなくするわけではなくするわけではなく、、、、ばばばばららららばばばばらとイらとイらとイらとイメメメメージをージをージをージを３３３３つつつつぐぐぐぐらいらいらいらい並並並並べべべべ、、、、どういうイどういうイどういうイどういうイメメメメージにージにージにージに近近近近いかをいかをいかをいかを今今今今年年年年のののの白白白白書書書書ではではではでは聞聞聞聞くことにしたくことにしたくことにしたくことにした。。。。白白白白書書書書のののの中中中中にはにはにはにはがきをがきをがきをがきを入入入入れれれれ、、、、後後後後でででで返返返返信信信信をををを求求求求めたらめたらめたらめたら、、、、１１１１つつつつ目目目目のののの技術開発推進型技術開発推進型技術開発推進型技術開発推進型シナリオでシナリオでシナリオでシナリオで、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、出出出出口口口口でででで回回回回していくしていくしていくしていく、、、、エンエンエンエンドドドドオブパイプでオブパイプでオブパイプでオブパイプで回回回回していくイしていくイしていくイしていくイメメメメージがージがージがージが強強強強くくくく、、、、今今今今のののの生生生生産産産産なりなりなりなり何何何何なりのなりのなりのなりの体体体体系系系系をどをどをどをどんんんんどどどどんんんん伸伸伸伸ばばばばしていくしていくしていくしていく。。。。高高高高層層層層ののののママママンションンションンションンションやややや物物物物をどをどをどをどんんんんどどどどんつんつんつんつくりくりくりくり、、、、大規模大規模大規模大規模なリサイなリサイなリサイなリサイクルクルクルクル技術技術技術技術、、、、スーパーエスーパーエスーパーエスーパーエココココタタタタウウウウンンンン等等等等ををををつつつつくりくりくりくり、、、、技術技術技術技術をををを海外海外海外海外にににに移転移転移転移転するするするする。。。。エネルエネルエネルエネルギギギギーとしてーとしてーとしてーとして取取取取りりりり出出出出しししし、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産・・・・大大大大量消費量消費量消費量消費・・・・大大大大量量量量循環循環循環循環でででで工工工工業社会業社会業社会業社会ををををつつつつくっていくのがくっていくのがくっていくのがくっていくのがＡＡＡＡのイのイのイのイメメメメージであージであージであージであるるるる。。。。        ＢＢＢＢのののの社会社会社会社会はははは、、、、一一一一転転転転してしてしてして生生生生産産産産はよいはよいはよいはよいだろだろだろだろうううう。。。。もうもうもうもう少少少少しししし自自自自然然然然のあるのあるのあるのある暮暮暮暮らしらしらしらし、、、、親親親親しめるしめるしめるしめる暮暮暮暮らしらしらしらしにライフスタイルをにライフスタイルをにライフスタイルをにライフスタイルを変変変変ええええていくていくていくていく。。。。生生生生活活活活ペペペペースがースがースがースがスローダスローダスローダスローダウウウウンするのでンするのでンするのでンするので、、、、都都都都市市市市とととと都都都都市市市市でででで移移移移動動動動するよりするよりするよりするより、、、、交通交通交通交通手手手手段段段段もももも路面路面路面路面電電電電車車車車やややや自自自自転転転転車車車車でいいしでいいしでいいしでいいし、、、、ワークシェアリングをしてワークシェアリングをしてワークシェアリングをしてワークシェアリングをして家家家家にににに早早早早くくくく帰帰帰帰りりりり、、、、賃賃賃賃金金金金がががが低低低低いいいい分分分分、、、、自分自分自分自分のののの家家家家のことはのことはのことはのことは自分自分自分自分ででででやろやろやろやろうとうとうとうと農農農農園園園園やややや家家家家事事事事等等等等のののの労労労労働働働働提提提提供供供供やややや地域活動地域活動地域活動地域活動にににに参加参加参加参加することですることですることですることで福祉福祉福祉福祉やややや環境等環境等環境等環境等にににに熱熱熱熱心心心心にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいくでいくでいくでいく。。。。ココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィーでーでーでーで生生生生活活活活していくしていくしていくしていく社会社会社会社会であるであるであるである。。。。土土土土地地地地土土土土地地地地ででででつつつつくられたくられたくられたくられた顔顔顔顔のののの見見見見ええええるるるる農農農農産産産産品品品品もももも消費消費消費消費していくことができるしていくことができるしていくことができるしていくことができる。。。。北北北北欧欧欧欧等等等等をををを意識意識意識意識したしたしたした社会社会社会社会ををををつつつつくっていったらどうかというのがくっていったらどうかというのがくっていったらどうかというのがくっていったらどうかというのがＢＢＢＢのイのイのイのイメメメメージであるージであるージであるージである。。。。    
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    ＣＣＣＣはははは環境産業発環境産業発環境産業発環境産業発展展展展型型型型とととと言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、ＡＡＡＡ、、、、ＢＢＢＢのののの中中中中庸庸庸庸的的的的なとこなとこなとこなところろろろもあるがもあるがもあるがもあるが、、、、生生生生活活活活、、、、暮暮暮暮らしらしらしらしのののの風風風風景景景景はさはさはさはさほほほほどどどど今今今今とととと変変変変わらないわらないわらないわらない。。。。多多多多少少少少自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの利用利用利用利用やややや環境環境環境環境にににに負荷負荷負荷負荷をををを与与与与ええええないないないない技術技術技術技術はかなりはかなりはかなりはかなり進進進進んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。ビビビビジネススタイルジネススタイルジネススタイルジネススタイル、、、、リースリースリースリースややややレレレレンタルショップがンタルショップがンタルショップがンタルショップがふえふえふえふえたりたりたりたり、、、、環境関環境関環境関環境関連連連連ののののビビビビジネスがジネスがジネスがジネスが伸伸伸伸びたりすることによりびたりすることによりびたりすることによりびたりすることにより、、、、経済経済経済経済ももももそそそそここここそそそそここここ保保保保ちながらちながらちながらちながら、、、、一一一一方方方方でででで暮暮暮暮らしもらしもらしもらしもＩＩＩＩＴＴＴＴをををを使使使使うことでうことでうことでうことで移移移移動動動動をををを減減減減らしらしらしらし、、、、物物物物のリースでのリースでのリースでのリースで暮暮暮暮らしをシンプルにするらしをシンプルにするらしをシンプルにするらしをシンプルにする。。。。家家家家にににに余余余余りたくさりたくさりたくさりたくさんんんん物物物物をををを置置置置かないでかないでかないでかないで暮暮暮暮らせるようにすることでらせるようにすることでらせるようにすることでらせるようにすることでごごごごみをみをみをみを出出出出ないようにするないようにするないようにするないようにする。。。。環境環境環境環境のののの効率効率効率効率性性性性をををを非常非常非常非常にににに重重重重視視視視したしたしたした社会社会社会社会ががががＣＣＣＣのイのイのイのイメメメメージであるージであるージであるージである。。。。        ＡＡＡＡ、、、、ＢＢＢＢ、、、、ＣＣＣＣのののの差異差異差異差異がわかりにくいかもしれないががわかりにくいかもしれないががわかりにくいかもしれないががわかりにくいかもしれないが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと違違違違うイうイうイうイメメメメージのージのージのージの社会社会社会社会をををを考考考考ええええてててて「「「「どうですかどうですかどうですかどうですか」」」」とととと聞聞聞聞いたいたいたいた。。。。そそそそのののの前前前前にシナリオにシナリオにシナリオにシナリオ自自自自身身身身をををを国立環境研究国立環境研究国立環境研究国立環境研究所所所所のののの経済経済経済経済モモモモデルでデルでデルでデルで計計計計算算算算したとこしたとこしたとこしたところろろろ、、、、もともとのもともとのもともとのもともとの前前前前提提提提がこうなるようにがこうなるようにがこうなるようにがこうなるように書書書書いてあるがいてあるがいてあるがいてあるが、、、、ＡＡＡＡはははは経済成経済成経済成経済成長長長長率率率率がががが高高高高くなりくなりくなりくなり、、、、技術技術技術技術もももも伸伸伸伸びるのでびるのでびるのでびるので廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの減減減減量量量量もももも進進進進むむむむだろだろだろだろうううう。。。。たたたただだだだしししし、、、、大大大大量量量量循環社会循環社会循環社会循環社会はエネルはエネルはエネルはエネルギギギギーをーをーをーを使使使使いいいい、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２にににに関関関関するするするする排排排排出出出出量量量量にににに別途別途別途別途取取取取りりりり組組組組まなけれまなけれまなけれまなければばばばいけないといういけないといういけないといういけないという問問問問題題題題がががが残残残残るるるる。。。。ＢＢＢＢではではではでは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２ともにどともにどともにどともにどんんんんとととと減減減減るがるがるがるが、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか技術技術技術技術がががが進進進進歩歩歩歩しないしないしないしない。。。。ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２はははは３３３３つつつつのシナリオののシナリオののシナリオののシナリオの中中中中ででででＢＢＢＢがががが一一一一番減番減番減番減るがるがるがるが、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にににに関関関関してはしてはしてはしては徐徐徐徐々々々々にににに減減減減りりりり方方方方がががが鈍鈍鈍鈍くなるくなるくなるくなる。。。。場場場場合合合合によってはによってはによってはによってはＡＡＡＡにもにもにもにも抜抜抜抜かれるかれるかれるかれるのがのがのがのがＢＢＢＢのイのイのイのイメメメメージージージージであるであるであるである。。。。経済経済経済経済もももも一一一一番低番低番低番低調調調調であるであるであるである。。。。ＣＣＣＣのパターンではのパターンではのパターンではのパターンでは、、、、経済経済経済経済ももももＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２ももももＡＡＡＡととととＢＢＢＢのののの真真真真んんんん中中中中、、、、たたたただだだだしししし、、、、ごごごごみにみにみにみに関関関関してしてしてしてだだだだけはけはけはけは非常非常非常非常にシンプルにしてにシンプルにしてにシンプルにしてにシンプルにして、、、、物物物物をををを所所所所有有有有するよりするよりするよりするより機機機機能能能能提提提提供供供供型型型型のののの社会社会社会社会ををををつつつつくりくりくりくり、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物自自自自身身身身はははは最最最最大大大大にににに減少減少減少減少するというするというするというするという結果結果結果結果がががが出出出出ているているているている。。。。        こういうことでこういうことでこういうことでこういうことで、、、、我我我我がががが国国国国がががが目目目目指指指指すすすす循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会はどれでしはどれでしはどれでしはどれでしょょょょうとうとうとうと今今今今年年年年のののの白白白白書書書書でででで聞聞聞聞いたいたいたいた。。。。今今今今はははは200200200200通通通通ぐぐぐぐらいらいらいらい返返返返ってきているがってきているがってきているがってきているが、、、、８８８８月月月月時点時点時点時点でででで返返返返ってきたってきたってきたってきた150150150150通通通通ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの結果結果結果結果をををを取取取取りまとめりまとめりまとめりまとめてみたてみたてみたてみた。。。。今今今今聞聞聞聞かれたかれたかれたかれた印印印印象象象象ではではではでは、、、、ＡＡＡＡ、、、、ＢＢＢＢ、、、、ＣＣＣＣのどれがいいとのどれがいいとのどれがいいとのどれがいいと思思思思われたかわれたかわれたかわれたか、、、、アンアンアンアンケケケケートをとらートをとらートをとらートをとらせていたせていたせていたせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。――――会会会会場場場場によってによってによってによって全全全全然違然違然違然違いいいい、、、、１１１１回回回回だだだだけけけけＡＡＡＡがががが大大大大数数数数をををを占占占占めためためためた。。。。東東東東大大大大でででで授授授授業業業業してしてしてして若若若若いいいい人人人人にににに聞聞聞聞いたらいたらいたらいたらほほほほととととんんんんどどどどＡＡＡＡだだだだったったったった。。。。比比比比較較較較的年的年的年的年齢齢齢齢層層層層がががが高高高高いといといといとＢＢＢＢがががが多多多多いいいい。。。。割割割割とととと若若若若いいいい年年年年齢齢齢齢層層層層のときにのときにのときにのときにＣＣＣＣがががが多多多多いいいい。。。。はがきのはがきのはがきのはがきの結果結果結果結果はははは半半半半分分分分以以以以上上上上ががががＢＢＢＢでありでありでありであり、、、、３３３３～～～～４４４４割割割割ががががＣＣＣＣ、、、、ＡＡＡＡはははは一一一一番少番少番少番少ななななかったかったかったかった。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、白白白白書書書書をををを読読読読んだんだんだんだというというというというババババイアスがあるのでイアスがあるのでイアスがあるのでイアスがあるので、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷がありがありがありがありそそそそうなうなうなうなＡＡＡＡをををを選選選選ばばばばないというのはあるがないというのはあるがないというのはあるがないというのはあるが、、、、ＢＢＢＢがががが全全全全体的体的体的体的にににに人人人人気気気気がががが高高高高いいいい。。。。特特特特にににに40404040代代代代以以以以降降降降のののの男男男男性性性性ににににＢＢＢＢがががが受受受受けるけるけるけるのはのはのはのは、、、、仕仕仕仕事事事事をしてをしてをしてをして疲疲疲疲れるとれるとれるとれるとＢＢＢＢがいいとがいいとがいいとがいいと言言言言うのではないかというのがうのではないかというのがうのではないかというのがうのではないかというのが１１１１つつつつのののの傾傾傾傾向向向向であるであるであるである。。。。        このようなアンこのようなアンこのようなアンこのようなアンケケケケートをおートをおートをおートをお遊遊遊遊びびびび的的的的にににに行行行行うことによりうことによりうことによりうことにより、、、、できれできれできれできればばばばみみみみんんんんなにいなにいなにいなにいろろろろいいいいろろろろ関関関関心心心心をををを持持持持ってもらいたいとってもらいたいとってもらいたいとってもらいたいと思思思思ってってってって書書書書いたのがいたのがいたのがいたのが今今今今年年年年のののの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会白白白白書書書書であるであるであるである。。。。このこのこのこの中中中中ではではではでは暮暮暮暮らしのらしのらしのらしのスタイルスタイルスタイルスタイル、、、、ビビビビジネスのスタイルをジネスのスタイルをジネスのスタイルをジネスのスタイルを変変変変ええええていくていくていくていく意意意意味味味味でででで、、、、リデリデリデリデュュュュースースースース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルをしていくということでをしていくということでをしていくということでをしていくということで「「「「リ・スタイルリ・スタイルリ・スタイルリ・スタイル」」」」というというというという造造造造語語語語ををををつつつつくりくりくりくり、、、、盛盛盛盛んんんんにににに呼呼呼呼びかけているびかけているびかけているびかけている。。。。リ・スタイルというリ・スタイルというリ・スタイルというリ・スタイルという言言言言葉葉葉葉ででででウウウウェブをェブをェブをェブをつつつつくりくりくりくり、、、、環境環境環境環境省省省省ののののホホホホームームームームペペペページからもージからもージからもージからも入入入入っていけるっていけるっていけるっていける。。。。ココココンサートンサートンサートンサート会会会会場場場場やややや海海海海ののののごごごごみみみみ拾拾拾拾いいいい、、、、学学学学園園園園祭祭祭祭ででででごごごごみをみをみをみを出出出出さないさないさないさない工工工工夫夫夫夫等等等等のののの事例事例事例事例をををを紹介紹介紹介紹介したりしたりしたりしたり、、、、身身身身近近近近でででで活動活動活動活動しているしているしているしているＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯややややリサイクルショップリサイクルショップリサイクルショップリサイクルショップ、、、、物物物物をををを修修修修理理理理してくれるおしてくれるおしてくれるおしてくれるお店店店店等等等等のののの検検検検索索索索ができができができができるものるものるものるもの、、、、有有有有名名名名なななな人人人人のインタのインタのインタのインタビュビュビュビューーーー等等等等をををを載載載載せているせているせているせている。。。。もうもうもうもう少少少少しししし充充充充実実実実してしてしてしてココココミミミミュュュュニニニニケケケケーションーションーションーションをををを図図図図るるるる場場場場ををををつつつつくりたいくりたいくりたいくりたい。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、漫漫漫漫画画画画のパンフのパンフのパンフのパンフレレレレットットットット等等等等ももももつつつつくりくりくりくり、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育ををををぜぜぜぜひひひひ充充充充実実実実ししししていきたいていきたいていきたいていきたい。。。。小小小小学学学学校校校校のののの総合学習総合学習総合学習総合学習のののの中中中中でででで、、、、子子子子供供供供たちにたちにたちにたちにごごごごみのみのみのみの問問問問題題題題をををを考考考考ええええるきっかけをるきっかけをるきっかけをるきっかけをつつつつくっくっくっくってもらいたいてもらいたいてもらいたいてもらいたい。。。。子子子子供供供供ががががややややるとるとるとると、、、、家家家家にににに帰帰帰帰っておっておっておってお父父父父ささささんんんんにににに「「「「ごごごごみをちみをちみをちみをちゃゃゃゃんんんんとととと分分分分けなきけなきけなきけなきゃゃゃゃだだだだめでめでめでめでししししょょょょうううう」」」」とととと言言言言うようになるのでうようになるのでうようになるのでうようになるので、、、、きっときっときっときっと大人大人大人大人にもにもにもにも波波波波及及及及するのではないかともくするのではないかともくするのではないかともくするのではないかともくろんろんろんろんでいるでいるでいるでいる。。。。        「「「「循環型社会形成推進基本計画循環型社会形成推進基本計画循環型社会形成推進基本計画循環型社会形成推進基本計画ににににつつつついていていていて（（（（たたきたたきたたきたたき台台台台）」）」）」）」のののの資資資資料料料料ににににつつつついていていていて最後最後最後最後にににに触触触触れさせてれさせてれさせてれさせていたいたいたいただだだだくくくく。。。。循環基本計画循環基本計画循環基本計画循環基本計画をををを３３３３月月月月までにまとめるがまでにまとめるがまでにまとめるがまでにまとめるが、、、、10101010月月月月はははは全全全全国国国国５５５５カカカカ所所所所ででででヒヒヒヒアリングをアリングをアリングをアリングを行行行行うううう。。。。
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これまでこれまでこれまでこれまで指指指指針針針針にににに基基基基づいてづいてづいてづいて議議議議論論論論してきたことをしてきたことをしてきたことをしてきたことを、、、、基本計画基本計画基本計画基本計画のののの素素素素案案案案のののの素素素素案案案案でありでありでありであり、、、、これからもこれからもこれからもこれからもっとっとっとっと変変変変わっていくとわっていくとわっていくとわっていくと思思思思うがうがうがうが、、、、文章文章文章文章にまとめたのがにまとめたのがにまとめたのがにまとめたのが本資本資本資本資料料料料であるであるであるである。。。。        大大大大きなきなきなきな構成構成構成構成としてとしてとしてとして、、、、最最最最初初初初にににに「「「「現現現現状状状状とととと課題課題課題課題」」」」がありがありがありがあり、「、「、「、「現現現現状状状状」」」」はははは本本本本日日日日話話話話したようなしたようなしたようなしたような内容内容内容内容がががが書書書書いてあるいてあるいてあるいてある。「。「。「。「課題課題課題課題」」」」もももも同同同同様様様様であるであるであるである。。。。これはこれはこれはこれは審審審審議会議会議会議会でででで議議議議論論論論しておりしておりしておりしており、、、、各各各各省省省省協議等協議等協議等協議等をををを行行行行っているっているっているっているわけではなくわけではなくわけではなくわけではなく、、、、環境環境環境環境省省省省及及及及びびびび中央中央中央中央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会のののの中中中中でのでのでのでの議議議議論論論論でありでありでありであり、、、、政政政政府府府府全全全全体体体体としてどうとしてどうとしてどうとしてどう思思思思わわわわれるかれるかれるかれるか聞聞聞聞いているわけではないいているわけではないいているわけではないいているわけではない。。。。今今今今までのまでのまでのまでの議議議議論論論論のののの中中中中ではではではでは、、、、特特特特にににに再生再生再生再生資源資源資源資源にプラスしてにプラスしてにプラスしてにプラスしてババババイイイイオオオオママママスススス資源資源資源資源をもっとをもっとをもっとをもっと使使使使っっっっていくべきではないかというていくべきではないかというていくべきではないかというていくべきではないかという認認認認識識識識があるがあるがあるがある。。。。たたたただだだだしししし、、、、持続的利用持続的利用持続的利用持続的利用がががが可能可能可能可能となるようにとなるようにとなるようにとなるように管理管理管理管理されたされたされたされたババババイオイオイオイオママママスススス資源資源資源資源というというというという条件条件条件条件はははは頭頭頭頭ににににつつつつくがくがくがくが、、、、これらによりこれらによりこれらによりこれらにより脱脱脱脱化化化化石石石石化化化化、、、、脱脱脱脱鉱鉱鉱鉱物物物物資源化資源化資源化資源化をすることでをすることでをすることでをすることで持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会ををををつつつつくっていけるくっていけるくっていけるくっていける。。。。自自自自然然然然にににに負荷負荷負荷負荷をかけなをかけなをかけなをかけないということであるいということであるいということであるいということである。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、そそそそういうものがゼロになるわけではないのでういうものがゼロになるわけではないのでういうものがゼロになるわけではないのでういうものがゼロになるわけではないので、、、、可能可能可能可能なななな範範範範囲囲囲囲でででで再生再生再生再生資源資源資源資源にににに置置置置きかきかきかきかええええていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考考考考ええええているているているている。。。。        ３３３３ペペペページのージのージのージの２２２２、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のイのイのイのイメメメメージはージはージはージは、、、、先先先先ほほほほどのシナリオどのシナリオどのシナリオどのシナリオＡＡＡＡ、、、、ＢＢＢＢ、、、、ＣＣＣＣのののの話話話話とまとまとまとまざざざざったったったった絵絵絵絵であるがであるがであるがであるが、、、、審審審審議会議会議会議会のののの中中中中でででで実際実際実際実際にににに具具具具体的体的体的体的ににににごごごごみをみをみをみを減減減減らしてらしてらしてらして負荷負荷負荷負荷をををを与与与与ええええないとないとないとないと言言言言ってもってもってもっても、、、、どどどどんんんんなななな社社社社会会会会になっていくのかになっていくのかになっていくのかになっていくのか見見見見ええええないないないない。。。。共通認共通認共通認共通認識識識識はははは、、、、経済経済経済経済がががが停滞停滞停滞停滞したりしたりしたりしたり、、、、暗暗暗暗いいいい社会社会社会社会、、、、我我我我慢慢慢慢すすすするるるる社会社会社会社会ををををつつつつくるのはくるのはくるのはくるのは違違違違ううううだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思っているっているっているっている。。。。そそそそのためにどのためにどのためにどのためにどんんんんなことをなことをなことをなことをややややりりりり、、、、こういうこういうこういうこういう社社社社会会会会だだだだったらったらったらったらぜぜぜぜひひひひ全全全全員員員員がががが目目目目指指指指したいとしたいとしたいとしたいと思思思思ええええるるるる社会社会社会社会をここにをここにをここにをここに絵絵絵絵でででで描描描描きたいときたいときたいときたいと考考考考ええええているているているている。。。。自自自自然然然然のののの循環循環循環循環はこうなりはこうなりはこうなりはこうなり、、、、暮暮暮暮らしはこうらしはこうらしはこうらしはこう変変変変わりわりわりわり、、、、ビビビビジネスもジネスもジネスもジネスも物物物物づくりもづくりもづくりもづくりも、、、、こういうこういうこういうこういう意識意識意識意識でこでこでこでこんんんんなななな取取取取りりりり組組組組みがあるみがあるみがあるみがある。。。。各各各各主主主主体体体体ががががそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ取取取取りりりり組組組組みをしみをしみをしみをし、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物もももも安安安安心心心心してしてしてして処理処理処理処理されていくといされていくといされていくといされていくということをうことをうことをうことを６６６６ペペペページまでージまでージまでージまで書書書書いているいているいているいている。。。。わかりわかりわかりわかりややややすくすくすくすく書書書書くべしということなのでくべしということなのでくべしということなのでくべしということなので、、、、少少少少しししし砕砕砕砕けてけてけてけて書書書書いたいたいたいたつつつつもりであるもりであるもりであるもりである。。。。        ７７７７ペペペページにージにージにージに「「「「基基基基本計画本計画本計画本計画にににに盛盛盛盛りりりり込込込込むむむむ数数数数値値値値目標目標目標目標」」」」がありがありがありがあり、、、、本計画本計画本計画本計画のののの１１１１つつつつのののの肝肝肝肝になるがになるがになるがになるが、、、、環境環境環境環境基本計画基本計画基本計画基本計画ではではではでは具具具具体的体的体的体的なななな数数数数値値値値目標目標目標目標はははは実実実実はははは定定定定められていないめられていないめられていないめられていない。。。。参考参考参考参考にににに指指指指標標標標がががが幾幾幾幾つつつつかかかか取取取取りりりり上上上上げらげらげらげられているれているれているれているだだだだけであるがけであるがけであるがけであるが、、、、循環計画循環計画循環計画循環計画ではではではでは具具具具体的体的体的体的なななな数数数数値値値値目標目標目標目標をををを設定設定設定設定すべきしとのすべきしとのすべきしとのすべきしとの前前前前からのからのからのからの課題課題課題課題がありがありがありがあり、、、、今今今今回回回回このこのこのこの目標目標目標目標をををを達達達達成成成成するというものをきちするというものをきちするというものをきちするというものをきちんんんんととととつつつつくくくくろろろろうとうとうとうと思思思思っているっているっているっている。。。。そそそそれをれをれをれをつつつつくることでくることでくることでくることで、、、、そそそそのののの数数数数値値値値をををを達達達達成成成成したかしないかしたかしないかしたかしないかしたかしないか、、、、後後後後々々々々のののの見見見見直直直直しのしのしのしのチチチチェックにェックにェックにェックに使使使使ええええるとるとるとると思思思思ってってってっているいるいるいる。。。。大大大大きくきくきくきく目標目標目標目標はははは２２２２つつつつありありありあり、、、、１１１１つつつつははははママママテリアルフローにテリアルフローにテリアルフローにテリアルフローに関関関関するするするする目標目標目標目標であるであるであるである。。。。ママママテリアルテリアルテリアルテリアルフローにフローにフローにフローに関関関関するするするする目標目標目標目標はははは入入入入口口口口とととと循環循環循環循環とととと出出出出口口口口のののの３３３３点点点点にににに分分分分けけけけているているているている。。。。入入入入口口口口はははは資源資源資源資源生生生生産産産産性性性性のののの概概概概念念念念をををを使使使使いいいい、、、、天天天天然然然然資源資源資源資源としてとしてとしてとして投投投投入入入入されているものがされているものがされているものがされているものがＧＧＧＧＤＤＤＤＰＰＰＰにににに比比比比してどれしてどれしてどれしてどれだだだだけなのかけなのかけなのかけなのか、、、、よりよりよりより効率的効率的効率的効率的にににに少少少少ないないないない投投投投入入入入量量量量ででででＧＧＧＧＤＤＤＤＰＰＰＰをををを大大大大きくきくきくきくつつつつくりくりくりくり出出出出すすすす社会社会社会社会になっているかがになっているかがになっているかがになっているかが入入入入口口口口であるであるであるである。。。。出出出出口口口口はははは、、、、最後最後最後最後ににににごごごごみとしてどれみとしてどれみとしてどれみとしてどれだだだだけけけけ捨捨捨捨てているのかてているのかてているのかてているのか、、、、なるべくなるべくなるべくなるべく捨捨捨捨てないてないてないてない方方方方がいいがいいがいいがいいだろだろだろだろうううう。。。。間間間間のののの循環循環循環循環はははは、、、、データをとるデータをとるデータをとるデータをとる関係関係関係関係でリサイクルのみになってしまうがでリサイクルのみになってしまうがでリサイクルのみになってしまうがでリサイクルのみになってしまうが、、、、再生再生再生再生利用利用利用利用、、、、どれどれどれどれだだだだけけけけぐぐぐぐるっとるっとるっとるっと回回回回っているっているっているっている輪輪輪輪がががが太太太太くなっているかがくなっているかがくなっているかがくなっているかが２２２２番番番番目目目目であるであるであるである。。。。        このこのこのこの３３３３点点点点でとりでとりでとりでとり、、、、さらにさらにさらにさらにそそそそれをれをれをれを補補補補足足足足するものとしてするものとしてするものとしてするものとして天天天天然然然然資源資源資源資源とはとはとはとは言言言言いいいいつつつつつつつつもももも、、、、どどどどんんんんなななな天天天天然然然然資源資源資源資源をををを投投投投入入入入しているのかしているのかしているのかしているのか。。。。金属金属金属金属鉱鉱鉱鉱物物物物、、、、非非非非金属金属金属金属鉱鉱鉱鉱物物物物、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはババババイオイオイオイオママママスススス系系系系のかすのかすのかすのかす等等等等いいいいろろろろいいいいろろろろありありありあり、、、、化化化化石石石石からからからから金属金属金属金属、、、、金属金属金属金属からからからから非非非非金属金属金属金属、、、、非非非非金属金属金属金属からからからからババババイオイオイオイオママママスといったスといったスといったスといった相互相互相互相互のののの代代代代替替替替ののののシェアをシェアをシェアをシェアを決決決決めてしまうのがいいことともめてしまうのがいいことともめてしまうのがいいことともめてしまうのがいいこととも余余余余りりりり思思思思ええええないのでないのでないのでないので、、、、そそそそこにこにこにこに目標目標目標目標をををを定定定定めるわけではめるわけではめるわけではめるわけではないがないがないがないが、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも計計計計測測測測はしていくはしていくはしていくはしていく。。。。国国国国内内内内でででで回回回回っているかっているかっているかっているか、、、、国際的国際的国際的国際的にににに回回回回っているかもっているかもっているかもっているかも一一一一長長長長一一一一短短短短はあるかとはあるかとはあるかとはあるかと思思思思うがうがうがうが、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも計計計計測測測測はしていこうとはしていこうとはしていこうとはしていこうと思思思思っているっているっているっている。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、最新最新最新最新のののの話題話題話題話題だだだだとととと言言言言っていたっていたっていたっていた隠隠隠隠れたフローれたフローれたフローれたフロー、、、、今今今今ははははほほほほととととんんんんどデータがないかどデータがないかどデータがないかどデータがないか、、、、リリリリユユユユースがどうースがどうースがどうースがどう回回回回っているっているっているっているかはいかはいかはいかはいろろろろいいいいろろろろ分分分分析析析析していくしていくしていくしていく予予予予定定定定であるであるであるである。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは個個個個別別別別品目品目品目品目ごごごごとのフローとのフローとのフローとのフローもももも取取取取りりりり上上上上げていくげていくげていくげていく
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必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思っているっているっているっている。。。。        もうもうもうもう１１１１つつつつのののの目標目標目標目標はははは取組取組取組取組指指指指標標標標にににに関関関関するするするする目標目標目標目標でありでありでありであり、、、、もっともっともっともっと国民国民国民国民にににに身身身身近近近近なななな目標目標目標目標としてとしてとしてとして、、、、どのどのどのどのようにようにようにようにごごごごみみみみ問問問問題題題題のののの意識意識意識意識がががが向向向向上上上上しているとかしているとかしているとかしているとか、、、、分分分分別別別別にににに協力協力協力協力しているかがしているかがしているかがしているかが変変変変わっていくかわっていくかわっていくかわっていくか。。。。１１１１人人人人１１１１日日日日ごごごごみをどのみをどのみをどのみをどのぐぐぐぐらいらいらいらい出出出出しているかしているかしているかしているか、、、、もっともっともっともっと減減減減らせたかをらせたかをらせたかをらせたかを目標目標目標目標にににに書書書書きききき、、、、みみみみんんんんなでなでなでなでチチチチェッェッェッェックしてみたらどうかクしてみたらどうかクしてみたらどうかクしてみたらどうか。。。。個個個個別別別別のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル法等法等法等法等でででで設定設定設定設定されているされているされているされている目標目標目標目標がががが達達達達成成成成しているかしているかしているかしているか。。。。循循循循環環環環ビビビビジネスがジネスがジネスがジネスが順順順順調調調調にににに育育育育っているかっているかっているかっているか。。。。これがこれがこれがこれが取組取組取組取組のののの目標目標目標目標でででで、、、、よりよりよりより具具具具体的体的体的体的なななな自分自分自分自分たちがたちがたちがたちが実行実行実行実行すすすするものにるものにるものにるものに関関関関するするするする目標目標目標目標をををを書書書書いていくいていくいていくいていく。。。。        ((((3333))))ははははそそそそのののの他他他他でででで、、、、以以以以上上上上はははは政政政政府府府府のののの目標目標目標目標というというというという形形形形でででで書書書書いていくがいていくがいていくがいていくが、、、、例例例例えばえばえばえば経団連経団連経団連経団連がががが自自自自主主主主行動計行動計行動計行動計画画画画でででで目標目標目標目標ををををつつつつくっていたりくっていたりくっていたりくっていたり、、、、業界業界業界業界ががががママママイイイイババババックのックのックのックの持持持持参参参参率率率率をををを上上上上げようというげようというげようというげようという目標目標目標目標ををををつつつつくったくったくったくったりするりするりするりする。。。。これらのこともこれらのこともこれらのこともこれらのことも取取取取りりりり上上上上げげげげ、、、、こちらでこちらでこちらでこちらで目標目標目標目標をををを立立立立てるのではなくてるのではなくてるのではなくてるのではなく、、、、立立立立てたてたてたてた目標目標目標目標をををを頑張頑張頑張頑張ってってってって達達達達成成成成されたのかどうかされたのかどうかされたのかどうかされたのかどうか、、、、ぜぜぜぜひひひひ国国国国でもでもでもでもウウウウォッォッォッォッチチチチしてしてしてして協力協力協力協力できるものはできるものはできるものはできるものは協力協力協力協力していったらしていったらしていったらしていったらどうかというどうかというどうかというどうかという意意意意味味味味でででで３３３３番番番番目目目目ににににそそそそのののの他他他他ががががつつつついているいているいているいている。。。。        ４４４４はははは「「「「国国国国のののの取組取組取組取組」」」」でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな施策施策施策施策、、、、５５５５はははは国民国民国民国民、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＰＰＰＯ、ＮＧＯ、Ｏ、ＮＧＯ、Ｏ、ＮＧＯ、Ｏ、ＮＧＯ、事事事事業業業業者者者者、、、、自治体自治体自治体自治体がががが何何何何ををををややややっていくかというっていくかというっていくかというっていくかという取組取組取組取組がががが書書書書いてあるがいてあるがいてあるがいてあるが、、、、よりよりよりより具具具具体的体的体的体的にににに書書書書いていけるようにこれからいていけるようにこれからいていけるようにこれからいていけるようにこれからチチチチャャャャレレレレンジをしなけンジをしなけンジをしなけンジをしなけれれれればばばばいけないいけないいけないいけない。。。。できできできでき上上上上がったがったがったがった計画計画計画計画にににに関関関関してはしてはしてはしては「「「「循環基本計画循環基本計画循環基本計画循環基本計画のフォローのフォローのフォローのフォローアップアップアップアップ」」」」ということでフォローアップをということでフォローアップをということでフォローアップをということでフォローアップを続続続続けけけけ、、、、白白白白書書書書でででで報告報告報告報告していくことをしていくことをしていくことをしていくことを考考考考ええええているているているている。。。。        14141414ペペペページージージージ以以以以降降降降はははは、、、、自自自自然然然然のののの大大大大きなきなきなきな循環循環循環循環のののの中中中中でででで経済社会経済社会経済社会経済社会がどうがどうがどうがどう流流流流れていくのかのれていくのかのれていくのかのれていくのかの見見見見通通通通しのしのしのしの図図図図、、、、目標目標目標目標のどののどののどののどの部部部部分分分分をををを押押押押ささささええええるというるというるというるという見見見見通通通通しししし図図図図。。。。16161616ペペペページージージージ以以以以降降降降はははは、、、、循環循環循環循環のののの量量量量はここにははここにははここにははここには出出出出ていていていていないがないがないがないが、、、、入入入入口口口口、、、、出出出出口口口口のののの資源資源資源資源生生生生産産産産性性性性やややや最最最最終終終終処処処処分分分分量量量量はははは数数数数字字字字がありがありがありがあり、、、、過過過過去去去去のトのトのトのトレレレレンンンンドドドドのデータのデータのデータのデータやややや国際的国際的国際的国際的なななな比比比比較較較較、、、、種別種別種別種別のデータをのデータをのデータをのデータを載載載載せているせているせているせている。。。。23232323ペペペページージージージ以以以以降降降降はははは、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな現行現行現行現行あるあるあるある目標目標目標目標、、、、既既既既にににに自自自自主主主主的的的的にににに行行行行っていたりっていたりっていたりっていたり、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな法法法法律律律律でででで行行行行っているっているっているっている目標目標目標目標をををを並並並並べているべているべているべている。。。。今今今今のとこのとこのとこのところろろろはこはこはこはこんんんんなものがあるということでなものがあるということでなものがあるということでなものがあるということで、、、、さらにもっとさらにもっとさらにもっとさらにもっと磨磨磨磨いていくいていくいていくいていく作作作作業業業業をををを行行行行うううう。。。。        私私私私のののの話話話話はははは以以以以上上上上であるがであるがであるがであるが、、、、循環基本計画循環基本計画循環基本計画循環基本計画はこのはこのはこのはこの後後後後、、、、11111111月月月月にににに東京東京東京東京にににに帰帰帰帰りりりり、、、、審審審審議会議会議会議会にまたにまたにまたにまた諮諮諮諮問問問問しししし、、、、12121212月月月月末末末末かかかか１１１１月明月明月明月明けてからかもしれないがけてからかもしれないがけてからかもしれないがけてからかもしれないが、、、、パブリックパブリックパブリックパブリックコメコメコメコメントントントント等等等等でででで意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いていくいていくいていくいていくこともあるのでこともあるのでこともあるのでこともあるので、、、、ぜぜぜぜひひひひごごごご関関関関心心心心をををを持持持持っていたっていたっていたっていただだだだきききき、、、、わからないわからないわからないわからない点点点点やややや必要必要必要必要なことがあれなことがあれなことがあれなことがあればばばば、、、、ごごごご連連連連絡絡絡絡をとっていたをとっていたをとっていたをとっていただだだだけたらけたらけたらけたらごごごご説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        司司司司会会会会        どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。質質質質問問問問、、、、コメコメコメコメントントントント等等等等もおありかともおありかともおありかともおありかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、次次次次のののの国国国国友友友友室長室長室長室長ののののごごごご講演講演講演講演のののの後後後後でパでパでパでパネルデネルデネルデネルディィィィススススカカカカッションをッションをッションをッションを考考考考ええええているのでているのでているのでているので、、、、そそそそこでまたこでまたこでまたこでまたごごごご意見意見意見意見をいたをいたをいたをいただだだだきますきますきますきます。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        引引引引きききき続続続続きききき、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進室長室長室長室長のののの国国国国友友友友様様様様からからからから２２２２番番番番目目目目のののの講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだきますきますきますきます。。。。        国国国国友室長友室長友室長友室長はははは、、、、現現現現在在在在、、、、環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進室長室長室長室長のののの要要要要職職職職にあるがにあるがにあるがにあるが、、、、今今今今年年年年６６６６月月月月までまでまでまで２２２２年年年年間間間間、、、、多治多治多治多治見市見市見市見市にににに出向出向出向出向されされされされ自治体行自治体行自治体行自治体行政政政政のののの現現現現場場場場でででで多多多多くのくのくのくの貢献貢献貢献貢献をされましたをされましたをされましたをされました。。。。国国国国とととと自治体自治体自治体自治体のおのおのおのお立立立立場場場場をををを含含含含めめめめ、、、、おおおお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだけるものとけるものとけるものとけるものと期待期待期待期待しておりますしておりますしておりますしております。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        国国国国友室長友室長友室長友室長        出出出出席席席席者者者者リストをリストをリストをリストを見見見見させていたさせていたさせていたさせていただだだだくとくとくとくと、、、、自治体自治体自治体自治体のののの方方方方がががが多多多多いようであるいようであるいようであるいようである。。。。私私私私はははは７７７７月月月月１１１１日日日日にこにこにこにこちらにちらにちらにちらに着任着任着任着任したがしたがしたがしたが、、、、そそそそのののの前前前前はははは岐阜岐阜岐阜岐阜県多治見市県多治見市県多治見市県多治見市のののの企画企画企画企画部長部長部長部長としてとしてとしてとして環境環境環境環境をををを含含含含めてめてめてめて各各各各部部部部のののの話話話話をまをまをまをまとめるとめるとめるとめる立立立立場場場場でででで仕仕仕仕事事事事をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいていたいていたいていたいていた。。。。多治見市多治見市多治見市多治見市はははは名古名古名古名古屋屋屋屋市市市市のののの一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物にににに対対対対してしてしてして一一一一
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般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物持持持持込込込込税税税税をををを設設設設けているけているけているけている。。。。本本本本日日日日のののの新新新新聞聞聞聞等等等等でもでもでもでも自治自治自治自治省省省省がががが産産産産廃廃廃廃持持持持込込込込税税税税をををを承承承承認認認認するするするする話話話話がががが出出出出てててていたがいたがいたがいたが、、、、一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物ににににつつつついていていていて承承承承認認認認されているのはされているのはされているのはされているのは多治見市多治見市多治見市多治見市だだだだけであるけであるけであるけである。。。。歴歴歴歴史史史史的経的経的経的経緯緯緯緯やややや中部中部中部中部地域地域地域地域におけるいにおけるいにおけるいにおけるいろろろろいいいいろろろろなななな地域構地域構地域構地域構造造造造のののの問問問問題題題題もありもありもありもあり、、、、賛賛賛賛否否否否両論両論両論両論があったとがあったとがあったとがあったと思思思思うがうがうがうが、、、、そそそそのようなのようなのようなのような政政政政策策策策もももも本年度本年度本年度本年度からからからから多治見市多治見市多治見市多治見市でででで行行行行われるのにわれるのにわれるのにわれるのに加加加加わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだいたいたいたいた。。。。        昨昨昨昨年年年年、、、、経産経産経産経産省省省省のののの人人人人間間間間からからからから、、、、エエエエココココタタタタウウウウンンンン等等等等のののの話話話話がががが自治体自治体自治体自治体のののの皆皆皆皆ささささんんんんににににごごごご関関関関心心心心があるがあるがあるがあるだろだろだろだろうとうとうとうということでいうことでいうことでいうことで話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいていたがいていたがいていたがいていたが、、、、今今今今年年年年はテーはテーはテーはテーママママをエをエをエをエココココタタタタウウウウンンンン以外以外以外以外のののの環境環境環境環境ビビビビジネスジネスジネスジネス、、、、企業活動企業活動企業活動企業活動にににに関関関関してしてしてして結結結結構世構世構世構世のののの中変中変中変中変わってきているというおわってきているというおわってきているというおわってきているというお話話話話をををを皆皆皆皆ささささんんんんににににごごごご紹介紹介紹介紹介しながらしながらしながらしながら、、、、地地地地域域域域におけるにおけるにおけるにおける企業企業企業企業とととと環境環境環境環境、、、、産業産業産業産業とととと環境環境環境環境のおのおのおのお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思っているっているっているっている。。。。        本本本本日日日日のののの話話話話のアのアのアのアウウウウトラインとしてのトラインとしてのトラインとしてのトラインとしての産業産業産業産業のののの将将将将来来来来像像像像とととと環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの動動動動向向向向、、、、循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築ののののためのいためのいためのいためのいろろろろいいいいろろろろなななな法法法法律律律律的的的的なななな話話話話、、、、先先先先ほほほほどどどど環境環境環境環境省省省省からからからから話話話話もあったのでもあったのでもあったのでもあったので、、、、詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは省省省省いていていていて進進進進めさめさめさめさせていたせていたせていたせていただだだだきききき、、、、環境産業環境産業環境産業環境産業振興振興振興振興のためののためののためののための支援策支援策支援策支援策としてどのようなことをとしてどのようなことをとしてどのようなことをとしてどのようなことを経産経産経産経産省省省省がががが行行行行ってってってっているいるいるいるかのかのかのかの話話話話がががが４４４４番番番番目目目目にあるにあるにあるにある。。。。５５５５番番番番目目目目にににに、、、、産業産業産業産業とととと企業企業企業企業、、、、産業産業産業産業とととと環境環境環境環境のののの問問問問題題題題ににににつつつついていていていて、、、、国国国国からからからから命命命命令令令令されずにされずにされずにされずに環境対策環境対策環境対策環境対策、、、、環境経環境経環境経環境経営営営営をををを企業活動企業活動企業活動企業活動のののの中中中中にににに折折折折りりりり込込込込んんんんでいるでいるでいるでいる世世世世のののの中中中中になってきたというになってきたというになってきたというになってきたというおおおお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだくくくく。。。。６６６６番番番番目目目目でででで、、、、そそそそのようなのようなのようなのような環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮経経経経営営営営のののの方向性方向性方向性方向性ににににつつつついてのいてのいてのいての我我我我々々々々のののの見見見見方方方方をををを話話話話させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        まずまずまずまず「「「「環境関連産業環境関連産業環境関連産業環境関連産業のののの将将将将来性来性来性来性」」」」ではではではでは、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろとととと市市市市場場場場、、、、雇雇雇雇用用用用がががが伸伸伸伸びるびるびるびる。。。。ななななぜぜぜぜ伸伸伸伸びるのかびるのかびるのかびるのか、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題にににに対対対対するするするする社会社会社会社会のののの要要要要求求求求はははは決決決決してしてしてして弱弱弱弱まることはなくまることはなくまることはなくまることはなく、、、、強強強強まるまるまるまる方向方向方向方向であることはであることはであることはであることはだだだだれもれもれもれもががががごごごご理理理理解解解解いたいたいたいただだだだけるとけるとけるとけると思思思思うううう。。。。例例例例えばえばえばえば地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化問問問問題題題題ににににつつつついてもいてもいてもいても、、、、ヨハヨハヨハヨハネスブルグのネスブルグのネスブルグのネスブルグの地球地球地球地球ササササミットミットミットミット等等等等でもでもでもでも議議議議論論論論されているとおりされているとおりされているとおりされているとおり、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな対策対策対策対策をどういうをどういうをどういうをどういう手法手法手法手法でとるかはでとるかはでとるかはでとるかは別別別別にしてにしてにしてにしてもももも、、、、社会的社会的社会的社会的なななな要要要要請請請請はははは決決決決してしてしてして弱弱弱弱まることはないとまることはないとまることはないとまることはないと思思思思うううう。。。。地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化にににに悪悪悪悪いいいいＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２排排排排出出出出やややや温暖温暖温暖温暖化化化化ガガガガスのスのスのスの削減削減削減削減等等等等のののの経済界経済界経済界経済界をををを初初初初めめめめ各各各各主主主主体体体体のののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは決決決決してしてしてして弱弱弱弱められるめられるめられるめられる状況状況状況状況にはないにはないにはないにはないだろだろだろだろうとうとうとうと考考考考ええええるるるる。。。。        廃棄物問廃棄物問廃棄物問廃棄物問題題題題もしかりでありもしかりでありもしかりでありもしかりであり、、、、国国国国内内内内のののの処処処処分分分分場場場場のののの問問問問題等題等題等題等もももも今今今今よりよりよりより制約制約制約制約がががが余余余余りなかったりなかったりなかったりなかった時代時代時代時代ももももあったかもしれないがあったかもしれないがあったかもしれないがあったかもしれないが、、、、今今今今はもうはもうはもうはもうそそそそのようなのようなのようなのような時代時代時代時代ではないではないではないではない。。。。昔昔昔昔でででで言言言言えばえばえばえば、、、、各自治体各自治体各自治体各自治体、、、、企業企業企業企業もももも、、、、あるあるあるある程程程程度持度持度持度持っていきっていきっていきっていき先先先先があったかもしれないががあったかもしれないががあったかもしれないががあったかもしれないが、、、、今今今今はもうないはもうないはもうないはもうない。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ができるができるができるができるだだだだけけけけ最最最最終終終終処処処処分分分分されないされないされないされない方方方方向向向向でででで、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学がががが言言言言われるゼロエミッションのわれるゼロエミッションのわれるゼロエミッションのわれるゼロエミッションの方向方向方向方向にににに行行行行かかかかざざざざるをるをるをるを得得得得なななないというのはどのいというのはどのいというのはどのいというのはどの自治体自治体自治体自治体もももも同同同同じじじじかとかとかとかと思思思思うううう。。。。        さらにさらにさらにさらに、、、、新新新新たなたなたなたな環境環境環境環境問問問問題題題題はははは化学化学化学化学物物物物質質質質のののの問問問問題題題題であるであるであるである。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの経済活動経済活動経済活動経済活動のののの中中中中でででで消費消費消費消費者者者者ののののニーズにニーズにニーズにニーズに応応応応じじじじたたたた多多多多様様様様なななな製品製品製品製品がががが開発開発開発開発されされされされ、、、、多多多多様様様様なななな製品製品製品製品、、、、多多多多機機機機能能能能なものをなものをなものをなものを開発開発開発開発しようとしようとしようとしようと思思思思うとうとうとうと、、、、当当当当然然然然新新新新しいしいしいしい化学化学化学化学物物物物質質質質ををををつつつつくらなけれくらなけれくらなけれくらなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。これはこれはこれはこれは社会社会社会社会のののの要要要要請請請請としてとしてとしてとして、、、、そそそそのようなのようなのようなのような方方方方向向向向がががが企業活動企業活動企業活動企業活動としてとしてとしてとして行行行行われわれわれわれ、、、、そそそそうなるとうなるとうなるとうなると必必必必ずしもずしもずしもずしも安安安安全性全性全性全性をきちをきちをきちをきちんんんんとアセスできないものまとアセスできないものまとアセスできないものまとアセスできないものまでででで使使使使われるようになってしまうわれるようになってしまうわれるようになってしまうわれるようになってしまう。。。。そそそそれらにれらにれらにれらに対対対対しししし、、、、あるあるあるある程程程程度企業度企業度企業度企業にきちにきちにきちにきちんんんんとととと管理管理管理管理をしてもらをしてもらをしてもらをしてもらおうといおうといおうといおうということでできたうことでできたうことでできたうことでできた法法法法律律律律ががががＰＲＴＲＰＲＴＲＰＲＴＲＰＲＴＲ法法法法であるであるであるである。。。。当当当当然然然然、、、、危危危危険険険険性性性性がががが明明明明らかになっているもらかになっているもらかになっているもらかになっているものはのはのはのは化化化化審審審審法法法法でででで取取取取りりりり締締締締まるがまるがまるがまるが、、、、そそそそうではないものにうではないものにうではないものにうではないものにつつつついてもきちいてもきちいてもきちいてもきちんんんんとととと経済活動経済活動経済活動経済活動のののの中中中中でででで管理管理管理管理しししし、、、、法的法的法的法的なななな機機機機関関関関にににに登登登登録録録録してくしてくしてくしてくだだだださいというのがさいというのがさいというのがさいというのがＰＲＴＲＰＲＴＲＰＲＴＲＰＲＴＲ法法法法であるであるであるである。。。。化学化学化学化学物物物物質質質質にににに対対対対するするするする社会社会社会社会のののの見見見見方方方方もももも非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しくなりしくなりしくなりしくなり、、、、このようなものをこのようなものをこのようなものをこのようなものを意識意識意識意識したしたしたした企業活動企業活動企業活動企業活動もももも広広広広まってくるまってくるまってくるまってくる状況状況状況状況であるであるであるである。。。。        要要要要するにするにするにするに、、、、社会社会社会社会のののの需需需需要要要要がががが非常非常非常非常にににに環境環境環境環境をををを求求求求めておりめておりめておりめており、、、、そそそそれはれはれはれは決決決決してしてしてして弱弱弱弱まることなくまることなくまることなくまることなく強強強強まるまるまるまる。。。。そそそそうするとうするとうするとうすると、、、、供供供供給給給給サイサイサイサイドドドドのののの経済活動経済活動経済活動経済活動としてもとしてもとしてもとしても、、、、そそそそのようなのようなのようなのような消費消費消費消費者者者者ニーズはニーズはニーズはニーズは当当当当然然然然つつつつかまなくかまなくかまなくかまなくてはいけないのでてはいけないのでてはいけないのでてはいけないので、、、、環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたしたビビビビジネスはジネスはジネスはジネスは当当当当然然然然伸伸伸伸びるというのがびるというのがびるというのがびるというのがだだだだれもがれもがれもがれもが考考考考ええええることることることることではないかではないかではないかではないか。。。。そそそそれをサれをサれをサれをサポポポポートするートするートするートする上上上上でのあるでのあるでのあるでのある意意意意味味味味でのでのでのでのココココンサルタントンサルタントンサルタントンサルタント、、、、例例例例えばえばえばえば省省省省エネでエネでエネでエネで言言言言
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うエスうエスうエスうエスココココ事事事事業業業業のののの若干若干若干若干サイサイサイサイドドドド的的的的なものであるがなものであるがなものであるがなものであるが、、、、そそそそのようなのようなのようなのようなビビビビジネスもジネスもジネスもジネスも幾幾幾幾つつつつかかかか生生生生まれまれまれまれつつつつつつつつああああるのがるのがるのがるのが今今今今のののの世世世世のののの中中中中のののの見見見見方方方方なのではないかとなのではないかとなのではないかとなのではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。        今日今日今日今日のののの環境環境環境環境問問問問題題題題のののの特特特特徴徴徴徴としてとしてとしてとして、、、、地球的規模地球的規模地球的規模地球的規模のののの空空空空間間間間的的的的広広広広がりがりがりがり、、、、時時時時間間間間的的的的広広広広がりがあるがりがあるがりがあるがりがある。。。。地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化問問問問題題題題、、、、特特特特ににににＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２のののの問問問問題等題等題等題等ににににつつつついてはいてはいてはいてはそそそそうであるがうであるがうであるがうであるが、、、、1960196019601960年年年年代代代代、、、、1970197019701970年年年年代代代代のののの公害公害公害公害問問問問題題題題はははは非常非常非常非常にににに局局局局所所所所的的的的でありでありでありであり、、、、発発発発生生生生源源源源もももも非常非常非常非常によくわかるによくわかるによくわかるによくわかる。。。。そそそそのののの対策対策対策対策をををを講講講講ずるためにずるためにずるためにずるために日日日日本本本本はははは何何何何ををををややややっっっってきたかというとてきたかというとてきたかというとてきたかというと、、、、当当当当然排然排然排然排出出出出規規規規制制制制なりなりなりなり総総総総量量量量規規規規制制制制をををを行行行行ってきたがってきたがってきたがってきたが、、、、企業構企業構企業構企業構造造造造とのとのとのとの関係関係関係関係、、、、特特特特にににに自治体自治体自治体自治体とのとのとのとの関係関係関係関係でででで一一一一番番番番大大大大きかったのはきかったのはきかったのはきかったのは、、、、企業企業企業企業のののの立地構立地構立地構立地構造造造造がががが変変変変わったことであるわったことであるわったことであるわったことである。。。。ここここここここでもでもでもでも都都都都会会会会にににに近近近近いいいい自治体自治体自治体自治体とととと比比比比較較較較的地的地的地的地方方方方のののの方方方方がいるががいるががいるががいるが、、、、東京都東京都東京都東京都ではではではでは都内都内都内都内にあったにあったにあったにあった工工工工場場場場がががが環境環境環境環境制制制制約約約約にににに耐耐耐耐ええええ切切切切れなくなりれなくなりれなくなりれなくなり、、、、千千千千葉葉葉葉県県県県やややや埼埼埼埼玉玉玉玉県県県県にににに移移移移動動動動したしたしたした。。。。今今今今何何何何がががが起起起起こっているかというとこっているかというとこっているかというとこっているかというと、、、、化化化化学学学学物物物物質質質質のののの問問問問題題題題やややや廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの問問問問題題題題があるとがあるとがあるとがあると、、、、さらにさらにさらにさらにそそそそこでもこでもこでもこでも耐耐耐耐ええええられなるられなるられなるられなる。。。。自治体自治体自治体自治体のののの政政政政策策策策でででで行行行行われていたかどうかわからないがわれていたかどうかわからないがわれていたかどうかわからないがわれていたかどうかわからないが、、、、国国国国のののの立地立地立地立地政政政政策策策策としてはとしてはとしてはとしては明明明明確確確確ににににそそそそういうういうういうういう意識意識意識意識をををを持持持持ってってってってややややってきたわけでありってきたわけでありってきたわけでありってきたわけであり、、、、環境対策環境対策環境対策環境対策をあるをあるをあるをある意意意意味味味味でのでのでのでの立地立地立地立地政政政政策策策策でででで解解解解決決決決できたのができたのができたのができたのが60606060年年年年代代代代、、、、70707070年年年年代代代代のののの問問問問題題題題だだだだとととと思思思思っているっているっているっている。。。。        たたたただだだだ、、、、今今今今のののの問問問問題題題題はははは、、、、空空空空間間間間的的的的広広広広がりがりがりがりやややや時時時時間間間間的的的的広広広広がりがありがりがありがりがありがりがあり、、、、そそそそれれれれだだだだけではけではけではけでは解解解解決決決決できないできないできないできない。。。。あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる主主主主体体体体がががが取取取取りりりり組組組組まなけれまなけれまなけれまなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。かかかかつつつつ自治体自治体自治体自治体においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、地地地地方方方方分分分分権権権権のののの中中中中でででで国国国国もももも金金金金がないためがないためがないためがないため、、、、国国国国からからからから来来来来るるるる交付金交付金交付金交付金制制制制度度度度がががが非常非常非常非常にににに危危危危うくなっているうくなっているうくなっているうくなっている。。。。合合合合併併併併をしないようなをしないようなをしないようなをしないような自自自自治体治体治体治体にはにはにはには交付金交付金交付金交付金をををを出出出出さないというようなさないというようなさないというようなさないというような時代時代時代時代のののの中中中中でででで、、、、産業産業産業産業振興振興振興振興なりなりなりなり企業企業企業企業誘致誘致誘致誘致がががが非常非常非常非常にににに取取取取りりりりざざざざたされているとたされているとたされているとたされていると思思思思うううう。。。。たたたただだだだ、、、、企業企業企業企業誘致誘致誘致誘致はもうできないはもうできないはもうできないはもうできない。。。。企業企業企業企業誘致誘致誘致誘致はははは国際的国際的国際的国際的なななな競争競争競争競争のののの手手手手段段段段になっておりになっておりになっておりになっており、、、、固定資産固定資産固定資産固定資産税税税税をたをたをたをただだだだにするとかにするとかにするとかにするとか、、、、職職職職員員員員のののの人人人人件件件件費費費費をををを全部全部全部全部自治体自治体自治体自治体がががが出出出出すすすす等等等等のダンのダンのダンのダンピピピピングングングング的的的的なななな支援支援支援支援をををを行行行行うううう東東東東南南南南アジアのアジアのアジアのアジアの国国国国がががが非常非常非常非常にににに多多多多くなってきておりくなってきておりくなってきておりくなってきており、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの自治体自治体自治体自治体レレレレベベベベルでルでルでルで企業企業企業企業誘致誘致誘致誘致がががが非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい時代時代時代時代になっているとになっているとになっているとになっていると思思思思うううう。。。。中部中部中部中部地域地域地域地域でででで100100100100億円億円億円億円規模規模規模規模のののの予予予予算算算算ををををもってもってもってもって工工工工場場場場をををを誘致誘致誘致誘致したしたしたした自治体自治体自治体自治体もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、非常非常非常非常におにおにおにお金金金金がかかるしがかかるしがかかるしがかかるし、、、、そそそそれれれれだだだだけではけではけではけでは市民市民市民市民がががが納納納納得得得得しないしないしないしない問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。企業企業企業企業誘致誘致誘致誘致はははは地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける財財財財源源源源確確確確保保保保のみならのみならのみならのみならばばばば、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題のののの側面側面側面側面もももも非常非常非常非常にににに多多多多いいいい。。。。地域地域地域地域のののの経済活動経済活動経済活動経済活動なりなりなりなり社会構社会構社会構社会構造造造造のののの中中中中でででで環境環境環境環境問問問問題題題題をいかにをいかにをいかにをいかに解解解解決決決決していくかをしていくかをしていくかをしていくかを考考考考ええええていていていていかなけれかなけれかなけれかなければばばばいけないいけないいけないいけない時代時代時代時代になってしまったになってしまったになってしまったになってしまった。。。。        例例例例えばえばえばえば昨昨昨昨年年年年来来来来、、、、当省当省当省当省でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろ説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだいたエいたエいたエいたエココココタタタタウウウウンンンン制制制制度度度度がががが平平平平成成成成９９９９年度年度年度年度からからからから出出出出ているがているがているがているが、、、、あるあるあるある意意意意味味味味でででで県県県県のののの環境環境環境環境部部部部のののの皆皆皆皆様様様様とのおとのおとのおとのおつつつつきききき合合合合いができたといができたといができたといができたと非常非常非常非常にににに喜喜喜喜んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。環境環境環境環境事事事事業業業業をををを地地地地元元元元にににに誘致誘致誘致誘致することですることですることですることで地域地域地域地域のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりやややや活活活活性性性性化化化化をををを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、雇雇雇雇用用用用ももももそそそそこでこでこでこで創出創出創出創出していくしていくしていくしていく、、、、問問問問題意識題意識題意識題意識をををを持持持持つつつつ自治体自治体自治体自治体がががが非常非常非常非常にににに多多多多くなってきたのではないかくなってきたのではないかくなってきたのではないかくなってきたのではないか。。。。そそそそれをれをれをれを地地地地方方方方分分分分権権権権社会社会社会社会、、、、さらにはさらにはさらにはさらには地地地地方方方方財財財財政政政政のののの逼逼逼逼迫迫迫迫というというというという中中中中でででで、、、、よりよりよりより自治体自治体自治体自治体のののの方方方方にににに環境環境環境環境ビビビビジネスにジネスにジネスにジネスに目目目目をををを持持持持っていたっていたっていたっていただだだだきききき、、、、そそそそれをできるれをできるれをできるれをできるだだだだけけけけ地域地域地域地域のののの活活活活性性性性化化化化にににに活用活用活用活用していたしていたしていたしていただだだだけるようなけるようなけるようなけるような方向方向方向方向ででででややややりたりたりたりたいといといといと思思思思うううう。。。。そそそそういうことがういうことがういうことがういうことが持続可能持続可能持続可能持続可能なななな経済社会構築経済社会構築経済社会構築経済社会構築のののの上上上上でででで重要重要重要重要ななななのではないかのではないかのではないかのではないか。。。。        特特特特にににに環境環境環境環境ビビビビジネスはいジネスはいジネスはいジネスはいろろろろいいいいろろろろなななな側面側面側面側面がありがありがありがあり、、、、資資資資料料料料３３３３ペペペページのージのージのージの下下下下のののの方方方方にににに環境環境環境環境ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの項項項項目目目目をををを書書書書かせていたかせていたかせていたかせていただだだだいているがいているがいているがいているが、、、、このこのこのこの中中中中でででで自治体自治体自治体自治体にににに関係関係関係関係があるとこがあるとこがあるとこがあるところろろろもももも非常非常非常非常にににに多多多多いいいい。。。。例例例例ええええばばばば最最最最終終終終処処処処分分分分、、、、一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物はははは、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの自治体自治体自治体自治体でででで振振振振りりりり返返返返っていたっていたっていたっていただだだだきききき、、、、そそそそのののの辺辺辺辺ののののビビビビジネスジネスジネスジネスはははは一体一体一体一体だだだだれがれがれがれが担担担担っているかっているかっているかっているか。。。。私私私私がいたがいたがいたがいた多治見市多治見市多治見市多治見市ではではではでは完全完全完全完全直営直営直営直営でありでありでありであり、、、、市市市市営営営営ででででごごごごみのみのみのみの回回回回収収収収、、、、さらにはさらにはさらにはさらには処理処処理処処理処処理処分分分分、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分までまでまでまで――――最最最最終終終終処処処処分分分分はははは名古名古名古名古屋屋屋屋ににににややややってもらっていたがってもらっていたがってもらっていたがってもらっていたが、、、、すべてすべてすべてすべて官官官官営営営営、、、、公営公営公営公営であったであったであったであった。。。。東京都東京都東京都東京都もももも官官官官営営営営、、、、都都都都営営営営であるがであるがであるがであるが、、、、一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物のののの処処処処分分分分費費費費用用用用ははははキキキキログラムログラムログラムログラム60606060円円円円とととと言言言言われていわれていわれていわれているるるる。。。。皆皆皆皆様様様様のののの自治体自治体自治体自治体ではおではおではおではお幾幾幾幾らでしらでしらでしらでしょょょょうかうかうかうか。。。。多治見市多治見市多治見市多治見市ではではではではそそそそれよりもれよりもれよりもれよりも安安安安かかかかったがったがったがったが、、、、そそそそれはれはれはれは人人人人件件件件費費費費のののの違違違違いかといかといかといかと思思思思うううう。。。。キキキキログラムログラムログラムログラム60606060円円円円あれあれあれあればばばば、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななビビビビジネスがジネスがジネスがジネスが生生生生
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まれるまれるまれるまれる可能可能可能可能性性性性があるがあるがあるがある。。。。かかかかつつつつキキキキログラムログラムログラムログラム60606060円円円円をををを財財財財政政政政上上上上負負負負担担担担することがすることがすることがすることが地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体のののの行行行行政政政政改革改革改革改革のののの中中中中でででで許許許許されるかどうかのされるかどうかのされるかどうかのされるかどうかの議議議議論論論論もももも当当当当然然然然あるとあるとあるとあると思思思思うしうしうしうし、、、、東京都東京都東京都東京都もももも非常非常非常非常にににに悩悩悩悩んんんんでいるとでいるとでいるとでいると思思思思うううう。。。。ビビビビジネスジネスジネスジネスチチチチャンスはいャンスはいャンスはいャンスはいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろにににに転転転転がっているとがっているとがっているとがっていると思思思思うのでうのでうのでうので、、、、そそそそういうういうういうういう目目目目でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろととととごごごご覧覧覧覧いたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばいいといいといいといいと思思思思っているっているっているっている。。。。        「「「「経済経済経済経済とととと環境環境環境環境のののの統統統統合合合合」」」」のののの資資資資料料料料ではではではでは、、、、循環型社会形成促進基本法循環型社会形成促進基本法循環型社会形成促進基本法循環型社会形成促進基本法をををを政政政政府府府府全全全全体体体体でででで議議議議論論論論するするするする中中中中でででで、、、、経経経経産産産産省省省省としてもとしてもとしてもとしても循環型経済循環型経済循環型経済循環型経済ビビビビジョンをジョンをジョンをジョンをつつつつくるくるくるくる中中中中でででで議議議議論論論論をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいたいたいたいた。。。。一一一一番番番番左左左左側側側側からからからから経済活動経済活動経済活動経済活動にににに投投投投入入入入されるされるされるされる資源資源資源資源・エネル・エネル・エネル・エネルギギギギーーーー、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる天天天天然然然然資源資源資源資源ややややエネルエネルエネルエネルギギギギーーーー資源資源資源資源がががが投投投投入入入入されされされされ、、、、経済社会経済社会経済社会経済社会システムがシステムがシステムがシステムが成成成成りりりり立立立立っているがっているがっているがっているが、、、、そそそそのののの投投投投入入入入量量量量をできるをできるをできるをできるだだだだけけけけ極極極極小小小小化化化化しししし、、、、さらにさらにさらにさらに経済活動経済活動経済活動経済活動からからからから排排排排出出出出されるいされるいされるいされるいろろろろいいいいろろろろななななごごごごみみみみ、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２等等等等をををを極極極極小小小小化化化化していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。これはこれはこれはこれは何何何何をををを言言言言っっっっているかというとているかというとているかというとているかというと、、、、天天天天然然然然資源資源資源資源のののの利用効率利用効率利用効率利用効率をできるをできるをできるをできるだだだだけけけけ高高高高めることでありめることでありめることでありめることであり、、、、そそそそこにこにこにこにビビビビジネスジネスジネスジネスチチチチャンスがあるにャンスがあるにャンスがあるにャンスがあるに違違違違いないいないいないいない。。。。例例例例えばえばえばえばこれまでこれまでこれまでこれまで石石石石油油油油のののの利用効率利用効率利用効率利用効率はははは、、、、発発発発電電電電であれであれであれであればばばば発発発発電電電電効率効率効率効率にににに変変変変わりわりわりわり、、、、石石石石油油油油化学産業化学産業化学産業化学産業ではあるではあるではあるではある意意意意味味味味でのでのでのでの利用効率利用効率利用効率利用効率のののの概概概概念念念念がががが出出出出てくるとてくるとてくるとてくると思思思思うがうがうがうが、、、、さらにさらにさらにさらに利用利用利用利用効率効率効率効率をををを高高高高めることによりめることによりめることによりめることにより、、、、何何何何度度度度もももも資源資源資源資源をををを使使使使うことになるうことになるうことになるうことになる。。。。そそそそういうういうういうういう意意意意味味味味でのでのでのでのビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの機機機機会会会会はははは当当当当然然然然ありありありあり、、、、そそそそういうことをういうことをういうことをういうことを市市市市場場場場のののの中中中中にににに盛盛盛盛りりりり込込込込んんんんでいくでいくでいくでいく。。。。民民民民間間間間企業企業企業企業、、、、経済界経済界経済界経済界のののの方方方方々々々々もももも、、、、循環型循環型循環型循環型やややや地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化とととと言言言言うとうとうとうと、、、、いかにもいかにもいかにもいかにも我我我我慢慢慢慢のののの経経経経営営営営をををを強強強強いているイいているイいているイいているイメメメメージがあるがージがあるがージがあるがージがあるが、、、、そそそそうううういうものではいうものではいうものではいうものでは決決決決してしてしてして持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会システムではないシステムではないシステムではないシステムではない。。。。経済的経済的経済的経済的にににに成成成成りりりり立立立立ちちちち得得得得るるるる持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会なりなりなりなり経済経済経済経済システムをシステムをシステムをシステムをつつつつくっていきたいというくっていきたいというくっていきたいというくっていきたいという思思思思いでいでいでいでつつつつくらせていたくらせていたくらせていたくらせていただだだだいているのがいているのがいているのがいているのが循循循循環型経済環型経済環型経済環型経済であるであるであるである。。。。        次次次次にににに、、、、３３３３年年年年前前前前にににに国連大学国連大学国連大学国連大学のののの方方方方からいたからいたからいたからいただだだだいたいたいたいた資資資資料料料料をををを用用用用いさせていたいさせていたいさせていたいさせていただだだだいたがいたがいたがいたが、、、、概概概概念念念念的的的的にににに非常非常非常非常におもしにおもしにおもしにおもしろろろろくくくく整理整理整理整理されているとされているとされているとされていると思思思思うううう。。。。一一一一番下番下番下番下のののの左左左左側側側側はははは産業産業産業産業管理管理管理管理、、、、右右右右側側側側がががが環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷であであであであるるるる。。。。産業産業産業産業管理管理管理管理はははは、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは品品品品質質質質をよくするをよくするをよくするをよくする管理管理管理管理手法手法手法手法でありでありでありであり、、、、労労労労務務務務安安安安全全全全的的的的なものでなものでなものでなもので、、、、今今今今でででで言言言言えばえばえばえばＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14001140011400114001のののの概概概概念念念念であるであるであるである。。。。右右右右側側側側のののの下下下下のののの環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷はははは、、、、ごごごごみみみみややややＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２をををを少少少少なくするこなくするこなくするこなくすることがいかにもとがいかにもとがいかにもとがいかにもベベベベクトルがクトルがクトルがクトルが違違違違うううう方向方向方向方向にににに向向向向いているがいているがいているがいているが、、、、実実実実はははは右右右右側側側側のエミッションののエミッションののエミッションののエミッションの削減削減削減削減とととと左左左左側側側側のののの効率効率効率効率のののの向向向向上上上上はははは同同同同じベじベじベじベクトルにクトルにクトルにクトルに向向向向いているいているいているいている。。。。環境環境環境環境とととと経経経経営営営営をををを一体的一体的一体的一体的なシステムでなシステムでなシステムでなシステムで行行行行うのがゼうのがゼうのがゼうのがゼロエミッションのイニシアロエミッションのイニシアロエミッションのイニシアロエミッションのイニシアチチチチブであるとブであるとブであるとブであると国連大学国連大学国連大学国連大学はははは述述述述べているべているべているべている。。。。３３３３年年年年前前前前にににに私私私私がこれをがこれをがこれをがこれを見見見見たたたたときにはときにはときにはときには、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省でででで似似似似たようなたようなたようなたような環境環境環境環境のののの仕仕仕仕事事事事ををををややややっていたがっていたがっていたがっていたが、、、、世世世世のののの中中中中のののの議議議議論論論論としてはなとしてはなとしてはなとしてはなんんんんかかかかピピピピンとこないようなンとこないようなンとこないようなンとこないような時代時代時代時代であったであったであったであった。。。。たたたただだだだ、、、、今今今今年年年年７７７７月月月月からからからから環境環境環境環境のののの仕仕仕仕事事事事にににに戻戻戻戻ってみるとってみるとってみるとってみると、、、、このようなことをこのようなことをこのようなことをこのようなことを経経経経営営営営のののの中中中中にににに組組組組みみみみ込込込込んんんんでででで行行行行われているわれているわれているわれている企業企業企業企業がががが非常非常非常非常にににに多多多多くなってきたというくなってきたというくなってきたというくなってきたというのがここのがここのがここのがここ３３３３年年年年来来来来のののの非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな違違違違いではないかいではないかいではないかいではないか。。。。        「「「「循環型経済循環型経済循環型経済循環型経済ビビビビジョンジョンジョンジョン」」」」はははは循環型経済社会基本法循環型経済社会基本法循環型経済社会基本法循環型経済社会基本法のののの前前前前段段段段ににににつつつつくらせていたくらせていたくらせていたくらせていただだだだいたいたいたいた。。。。最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場のののの制約制約制約制約のののの問問問問題題題題でででで廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処処処処分分分分量量量量はははは、、、、一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物とととと産産産産廃廃廃廃をををを両両両両方方方方合合合合わせたわせたわせたわせた数数数数字字字字をををを出出出出させさせさせさせていたていたていたていただだだだいているがいているがいているがいているが、、、、0.80.80.80.8億億億億トンのトンのトンのトンの最最最最終終終終処処処処分分分分量量量量がありがありがありがあり、、、、いかにこれいかにこれいかにこれいかにこれをををを削減削減削減削減していくかしていくかしていくかしていくか、、、、環境環境環境環境パフォーパフォーパフォーパフォーママママンスをンスをンスをンスを経済社会経済社会経済社会経済社会全全全全体体体体でよくしていこうということがでよくしていこうということがでよくしていこうということがでよくしていこうということが議議議議論論論論のののの発発発発端端端端ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うううう。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、資源資源資源資源のののの制約制約制約制約としてとしてとしてとして、、、、鉱鉱鉱鉱物物物物資源資源資源資源のののの可採年可採年可採年可採年数数数数、、、、石石石石油油油油はははは40404040年年年年とよくとよくとよくとよく言言言言うがうがうがうが、、、、銅銅銅銅、、、、鉛鉛鉛鉛、、、、亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛等等等等もももも決決決決してしてしてして無無無無限限限限大大大大ではないのでではないのでではないのでではないので、、、、そそそそれらのれらのれらのれらの可採年可採年可採年可採年数数数数もももも考考考考ええええていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばいけないしいけないしいけないしいけないし、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、有有有有害害害害化学化学化学化学物物物物質質質質のののの問問問問題等題等題等題等もあもあもあもあろろろろうとうとうとうと思思思思うううう。。。。        そそそそのののの中中中中でででで循環型経済循環型経済循環型経済循環型経済システムとはシステムとはシステムとはシステムとは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの統統統統合合合合でありでありでありであり、、、、資源資源資源資源エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー効率効率効率効率のののの最最最最大化大化大化大化ということでのということでのということでのということでの投投投投入入入入とととと排排排排出出出出をををを最小最小最小最小化化化化するするするする上上上上でのでのでのでの資源効率資源効率資源効率資源効率をいかにをいかにをいかにをいかに高高高高めてめてめてめていくかいくかいくかいくか。。。。主主主主体体体体はははは企業企業企業企業だだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、事事事事業業業業者者者者、、、、消費消費消費消費者者者者、、、、行行行行政政政政のパートナーシップがのパートナーシップがのパートナーシップがのパートナーシップが重要重要重要重要であであであであるるるる。。。。産業技術産業技術産業技術産業技術がいかにがいかにがいかにがいかにそそそそのののの中中中中でででで役役役役立立立立つつつつかかかか、、、、非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なものであることをなものであることをなものであることをなものであることを言言言言わせていたわせていたわせていたわせていただだだだ
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いているいているいているいている。。。。市市市市場場場場規模規模規模規模はははは、、、、そそそそういうういうういうういう意意意意味味味味からいうとかなりからいうとかなりからいうとかなりからいうとかなり伸伸伸伸びるであびるであびるであびるであろろろろうううう。。。。        廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル対策対策対策対策のののの再再再再構築構築構築構築としてとしてとしてとして、、、、これまでこれまでこれまでこれまで容容容容器器器器包包包包装装装装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、家家家家電電電電、、、、自動自動自動自動車車車車、、、、自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法がががが法法法法律律律律化化化化されたがされたがされたがされたが、、、、そそそそういうものからういうものからういうものからういうものから対対対対象象象象物物物物質質質質をいかにをいかにをいかにをいかに拡大拡大拡大拡大しししし、、、、どちどちどちどちらかというとリサイクルらかというとリサイクルらかというとリサイクルらかというとリサイクル中心中心中心中心だだだだったものをリデったものをリデったものをリデったものをリデュュュュースースースースややややリリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、さらにはさらにはさらにはさらにはエネルエネルエネルエネルギギギギーをとるサーーをとるサーーをとるサーーをとるサーママママルルルル等等等等もももも含含含含めてめてめてめて考考考考ええええていこうというていこうというていこうというていこうという方向方向方向方向をををを出出出出したしたしたした。。。。        循環型循環型循環型循環型社会構築社会構築社会構築社会構築のためのためのためのため、、、、我我我我々々々々がががが見見見見るるるる上上上上でででで世世世世のののの中中中中のどういうことをのどういうことをのどういうことをのどういうことを考考考考ええええていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばいいいいけないのかけないのかけないのかけないのか。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなことをなことをなことをなことを考考考考ええええててててややややらなけれらなけれらなけれらなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。下下下下のののの右右右右とととと左左左左にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろ書書書書かせていたかせていたかせていたかせていただだだだいているいているいているいている。。。。左左左左側側側側ではではではでは、、、、市市市市場場場場においてにおいてにおいてにおいて正正正正当当当当にににに環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮活動活動活動活動がががが評価評価評価評価されされされされるるるる仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを考考考考ええええなけれなけれなけれなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。製品製品製品製品がががが幾幾幾幾らららら環境環境環境環境にににに優優優優しいといってもしいといってもしいといってもしいといっても、、、、そそそそれがれがれがれが正正正正当当当当にわにわにわにわかるかるかるかる仕仕仕仕掛掛掛掛けづくりがけづくりがけづくりがけづくりが難難難難しいしいしいしい。。。。環境環境環境環境のののの側面側面側面側面ははははココココミミミミュュュュニニニニケケケケーションがーションがーションがーションが非常非常非常非常にににに大大大大事事事事であるであるであるである。。。。あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは、、、、自治体自治体自治体自治体のののの行革行革行革行革もももも市民市民市民市民参加参加参加参加、、、、情情情情報公報公報公報公開開開開のののの手法手法手法手法がとられているががとられているががとられているががとられているが、、、、まさしくまさしくまさしくまさしくそそそそういういういういうものをうものをうものをうものを環境環境環境環境政政政政策策策策のののの中中中中でもでもでもでも企業企業企業企業はははは求求求求められるめられるめられるめられるしししし、、、、生生生生産産産産者者者者もももも求求求求められているとめられているとめられているとめられていると思思思思うううう。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、民民民民間間間間におけるにおけるにおけるにおける環境環境環境環境投投投投資資資資、、、、環境産業環境産業環境産業環境産業のののの企業化支援企業化支援企業化支援企業化支援、、、、エエエエココココタタタタウウウウンンンン的的的的なななな手法手法手法手法ややややＰＰＰＰＦＦＦＦＩＩＩＩ的的的的なななな手法手法手法手法にににによりよりよりより公公公公的的的的なななな資資資資金金金金をををを活用活用活用活用しながらしながらしながらしながら、、、、民民民民間参入間参入間参入間参入をををを進進進進めていくこともめていくこともめていくこともめていくことも考考考考ええええていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばいけないけないけないけないいいい。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、ＩＴＩＴＩＴＩＴ化化化化によるによるによるによる循環経済循環経済循環経済循環経済システムのシステムのシステムのシステムの徹底徹底徹底徹底でのいでのいでのいでのいろろろろいいいいろろろろなななな情情情情報報報報提提提提供供供供システムをきシステムをきシステムをきシステムをきちちちちんんんんとしていかなけれとしていかなけれとしていかなけれとしていかなければばばばいけないしいけないしいけないしいけないし、、、、環境環境環境環境省省省省がががが考考考考ええええているているているている不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄されないようなされないようなされないようなされないようなＩＴＩＴＩＴＩＴのののの活用活用活用活用ももももややややっていかなけれっていかなけれっていかなけれっていかなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。あとあとあとあと、、、、産業産業産業産業間間間間連連連連携携携携ということでのということでのということでのということでの素材素材素材素材、、、、組組組組みみみみ立立立立てててて、、、、部品部品部品部品、、、、さらにはさらにはさらにはさらには資源産業等資源産業等資源産業等資源産業等のののの連連連連携携携携もももも考考考考ええええていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。        右右右右側側側側でででではははは、、、、消費消費消費消費者者者者、、、、行行行行政政政政のののの役役役役割割割割分分分分担担担担でのいでのいでのいでのいろろろろいいいいろろろろなななな法的法的法的法的なななな整備整備整備整備、、、、あとはあとはあとはあとは規規規規制制制制のののの強化強化強化強化とととと緩緩緩緩和和和和であるであるであるである。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの国国国国のののの環境環境環境環境政政政政策体策体策体策体系系系系はははは、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには規規規規制制制制的的的的なななな手法手法手法手法がががが結結結結構多構多構多構多かったかったかったかった。。。。たたたただだだだ、、、、規規規規制制制制をすることによってをすることによってをすることによってをすることによって持続可能持続可能持続可能持続可能なななな経済社会経済社会経済社会経済社会がががが生生生生まれるまれるまれるまれる。。。。例例例例えばえばえばえば自治体経自治体経自治体経自治体経営営営営はははは戦戦戦戦後数後数後数後数十十十十年年年年のののの交付交付交付交付税税税税におけるいにおけるいにおけるいにおけるいろろろろいいいいろろろろなななな規規規規制制制制等等等等をををを受受受受けけけけ、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なものになってきたかというとなものになってきたかというとなものになってきたかというとなものになってきたかというと、、、、地地地地方方方方分分分分権権権権のののの議議議議論論論論ははははそそそそうではないうではないうではないうではない。。。。自治体自治体自治体自治体のののの創創創創意意意意工工工工夫夫夫夫、、、、さらにさらにさらにさらに自治体自治体自治体自治体独独独独自自自自のののの発意発意発意発意をををを重重重重視視視視してしてしてして経経経経営営営営をさせていくべきであるというのがをさせていくべきであるというのがをさせていくべきであるというのがをさせていくべきであるというのが地地地地方方方方分分分分権権権権社会社会社会社会のののの議議議議論論論論であるであるであるである。。。。そそそそのののの点点点点からするとからするとからするとからすると、、、、環境環境環境環境のののの側面側面側面側面でもでもでもでも60606060年年年年代代代代、、、、70707070年年年年代代代代のののの産業産業産業産業公害公害公害公害はははは企業企業企業企業のののの社会的社会的社会的社会的責責責責任任任任がががが求求求求められるようなめられるようなめられるようなめられるような社会社会社会社会にににに対対対対してしてしてして非常非常非常非常にににに悪悪悪悪影響影響影響影響をををを与与与与ええええたたたた時代時代時代時代だだだだったとったとったとったと思思思思うううう。。。。そそそそういうものをういうものをういうものをういうものを改改改改善善善善させていくさせていくさせていくさせていく上上上上ではではではでは、、、、規規規規制制制制手法手法手法手法がががが非常非常非常非常にににに重要重要重要重要であったであったであったであった時代時代時代時代があったがあったがあったがあった。。。。        たたたただだだだ、、、、今今今今我我我我々々々々がががが抱抱抱抱ええええているているているている地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化問問問問題題題題やややや廃棄物問廃棄物問廃棄物問廃棄物問題題題題、、、、さらにはさらにはさらにはさらには化学化学化学化学物物物物質質質質のののの問問問問題題題題はははは、、、、明明明明らかにらかにらかにらかに社会社会社会社会やややや人人人人間間間間のののの健康健康健康健康にににに害害害害をををを及及及及ぼぼぼぼすものなのかというとすものなのかというとすものなのかというとすものなのかというと、、、、必必必必ずしもずしもずしもずしもそそそそうはうはうはうは言言言言ええええないないないない可可可可能能能能性性性性がありがありがありがあり、、、、例例例例えばえばえばえばＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２ににににつつつついてもいてもいてもいても、、、、あるあるあるある企業企業企業企業はははは何何何何トントントントン以以以以上上上上出出出出してはいけないとしてはいけないとしてはいけないとしてはいけないと規規規規制制制制がでがでがでができないきないきないきない。。。。例例例例えばえばえばえば化学化学化学化学物物物物質質質質ににににつつつついてもいてもいてもいても、、、、ダイオダイオダイオダイオキキキキシンシンシンシンややややＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢのようにのようにのようにのように明明明明らかにらかにらかにらかに健康健康健康健康にににに被被被被害害害害があるものはがあるものはがあるものはがあるものは当当当当然然然然国国国国がががが規規規規制制制制しししし、、、、使使使使用用用用させないさせないさせないさせない措措措措置置置置をををを講講講講じじじじるがるがるがるが、、、、そそそそうではないうではないうではないうではない化学化学化学化学物物物物質質質質ににににつつつついてはいてはいてはいてはＰＲＴＲＰＲＴＲＰＲＴＲＰＲＴＲ法等法等法等法等のののの手法手法手法手法でででで情情情情報報報報的手法的手法的手法的手法、、、、自自自自主主主主的的的的なななな管理管理管理管理をををを求求求求めていくめていくめていくめていく手法手法手法手法論論論論もももも徐徐徐徐々々々々にににに出出出出ててててきているきているきているきている。。。。地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化ににににつつつついてはいてはいてはいては経団連経団連経団連経団連のののの自自自自主主主主行動計画行動計画行動計画行動計画ををををつつつつくらせてくらせてくらせてくらせて自自自自主主主主的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをしていたしていたしていたしていただだだだいているがいているがいているがいているが、、、、国国国国全全全全体体体体がががが６６６６％％％％下下下下げるげるげるげる中中中中でででで経団連経団連経団連経団連はゼロはゼロはゼロはゼロ％％％％とととと言言言言っているっているっているっている。。。。例例例例えばえばえばえば廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの世界等世界等世界等世界等でもいでもいでもいでもいろろろろいいいいろろろろななななカカカカイイイイドドドドラインをラインをラインをラインをつつつつくりくりくりくり、、、、業界業界業界業界にににに自自自自主主主主的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいたでいたでいたでいただだだだくくくくようなようなようなような手法手法手法手法論論論論もももも徐徐徐徐々々々々にににに環境環境環境環境政政政政策策策策のののの中中中中でもでもでもでも議議議議論論論論をされをされをされをされつつつつつつつつあるのがあるのがあるのがあるのが今今今今のののの現現現現状状状状かとかとかとかと思思思思うううう。。。。        市町市町市町市町村村村村のののの広広広広域域域域処理処理処理処理はははは、、、、広広広広域連合等域連合等域連合等域連合等のののの中中中中ででででごごごごみをみをみをみを広広広広域的域的域的域的にリにリにリにリサイクルされているサイクルされているサイクルされているサイクルされている事例事例事例事例もももも数数数数多多多多くあるとくあるとくあるとくあると思思思思うううう。。。。例例例例えばえばえばえばエエエエココココタタタタウウウウンンンン等等等等のののの事例事例事例事例でもでもでもでも、、、、広広広広域的域的域的域的にににに集集集集められためられためられためられた一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物のののの焼却焼却焼却焼却灰灰灰灰をセをセをセをセメメメメントにリサイクルするントにリサイクルするントにリサイクルするントにリサイクルする等等等等のののの事例事例事例事例もももも数数数数多多多多くなってきたくなってきたくなってきたくなってきた。。。。このようなこのようなこのようなこのような自治体自治体自治体自治体のののの広広広広域連域連域連域連
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携携携携ををををビビビビジネスにジネスにジネスにジネスに結結結結びびびびつつつつけていくけていくけていくけていく事例事例事例事例もももも、、、、エエエエココココタタタタウウウウンのンのンのンの中中中中でででで幾幾幾幾つつつつかできているのではないかかできているのではないかかできているのではないかかできているのではないかとととと思思思思うううう。。。。        グリーングリーングリーングリーン公公公公共共共共調調調調達達達達、、、、グリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入はははは、、、、購購購購入入入入とととと調調調調達達達達はははは経済界経済界経済界経済界ではではではでは分分分分けてけてけてけて考考考考ええええているがているがているがているが、、、、ググググリーンリーンリーンリーン購購購購入入入入はどのようなはどのようなはどのようなはどのような法人法人法人法人でもでもでもでも買買買買うううう紙紙紙紙やややや電電電電器器器器ややややパパパパソソソソココココンンンン等等等等があるががあるががあるががあるが、、、、グリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入法法法法のののの中中中中ででででＢＢＢＢtotototoＧＧＧＧだだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、ＢＢＢＢtotototoＢＢＢＢ、、、、ＢＢＢＢtotototoＣＣＣＣのののの世界世界世界世界までまでまでまで徐徐徐徐々々々々にににに広広広広まっていっているまっていっているまっていっているまっていっているのがのがのがのが現現現現状状状状でででではないかはないかはないかはないか。。。。グリーングリーングリーングリーン調調調調達達達達はははは、、、、部品部品部品部品とかとかとかとか部部部部材材材材のののの調調調調達達達達であるがであるがであるがであるが、、、、海外海外海外海外、、、、特特特特にににに消費消費消費消費者者者者保護保護保護保護等等等等がががが非非非非常常常常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい欧欧欧欧州州州州のののの政政政政策策策策でいくとでいくとでいくとでいくと、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではグリーンではグリーンではグリーンではグリーン調調調調達達達達なりグリーンなりグリーンなりグリーンなりグリーン購購購購入入入入基基基基準準準準がががが日日日日本本本本よりもよりもよりもよりも厳厳厳厳しいとこしいとこしいとこしいところろろろもあるもあるもあるもある。。。。そそそそれはあるれはあるれはあるれはある意意意意味味味味でのでのでのでの欧欧欧欧州州州州におけるにおけるにおけるにおける貿貿貿貿易易易易障障障障壁壁壁壁ををををつつつつくるくるくるくる。。。。海外海外海外海外かかかからのらのらのらの輸輸輸輸入入入入をできるをできるをできるをできるだだだだけさせないというけさせないというけさせないというけさせないという国国国国内内内内産業産業産業産業保護保護保護保護的的的的なななな発想発想発想発想もももも当当当当然然然然あるがあるがあるがあるが、、、、非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい環境環境環境環境面面面面でのでのでのでの輸輸輸輸入入入入規規規規制制制制ををををひひひひいているいているいているいているＥＥＥＥＵＵＵＵ等等等等もあるもあるもあるもある。。。。たたたただだだだ、、、、そそそそういうものにういうものにういうものにういうものに対対対対しししし、、、、当当当当然然然然日日日日本企本企本企本企業業業業はははは対対対対応応応応しているしているしているしている。。。。当当当当然然然然、、、、組組組組みみみみ立立立立ててててメメメメーーーーカカカカーーーーだだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、グリーンなサプライグリーンなサプライグリーンなサプライグリーンなサプライチチチチェーンェーンェーンェーンママママネジネジネジネジメメメメントをントをントをントを構築構築構築構築しないしないしないしないとととと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなかビビビビジネスにならないジネスにならないジネスにならないジネスにならない時代時代時代時代になってきているのがになってきているのがになってきているのがになってきているのが現現現現状状状状かとかとかとかと思思思思うううう。。。。        環境環境環境環境教育教育教育教育やややや消費消費消費消費者者者者へのへのへのへの啓啓啓啓発普及発普及発普及発普及はははは、、、、私私私私もももも自治体自治体自治体自治体にににに行行行行ってってってって教育教育教育教育とととと学習学習学習学習がががが政政政政策策策策上上上上明明明明らかにらかにらかにらかに分分分分けてけてけてけて議議議議論論論論されているとされているとされているとされていると初初初初めてめてめてめて知知知知ったったったった。。。。皆皆皆皆様様様様はははは教育教育教育教育委員委員委員委員会等会等会等会等にににに仕仕仕仕事事事事でででで行行行行くこともあるとくこともあるとくこともあるとくこともあると思思思思うううう。。。。昔昔昔昔はははは社会社会社会社会教育教育教育教育課課課課とととと言言言言っていたっていたっていたっていた課課課課がここがここがここがここ10101010年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい生生生生涯涯涯涯学習課学習課学習課学習課にににに変変変変わったわったわったわった。。。。環境環境環境環境のののの面面面面でもでもでもでも、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育とととと言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、押押押押ししししつつつつけるのもけるのもけるのもけるのも変変変変だだだだとととと私私私私はははは思思思思っているっているっているっている。。。。環境学習環境学習環境学習環境学習ををををしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思っているっているっているっている市民市民市民市民ややややＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯのののの方方方方々々々々はははは非常非常非常非常にににに多多多多いいいい。。。。総合的総合的総合的総合的なななな学習等学習等学習等学習等のののの場場場場でででで環境環境環境環境をををを勉勉勉勉強強強強させたいとさせたいとさせたいとさせたいと思思思思っているっているっているっている教育者教育者教育者教育者もももも結結結結構構構構いるいるいるいる。。。。企業企業企業企業のののの中中中中でででで環境環境環境環境面面面面のののの対策対策対策対策をきちをきちをきちをきちんんんんとととと講講講講じじじじられてられてられてられているいるいるいる人人人人材材材材はははは、、、、地域地域地域地域にもにもにもにも非常非常非常非常にににに数数数数多多多多くいらっしくいらっしくいらっしくいらっしゃゃゃゃるるるる。。。。そそそそういうういうういうういう人人人人材材材材をををを積極的積極的積極的積極的にににに使使使使いながらいながらいながらいながら、、、、このようなものをこのようなものをこのようなものをこのようなものを進進進進めていったらいいのではないかとめていったらいいのではないかとめていったらいいのではないかとめていったらいいのではないかと私私私私はははは思思思思っているっているっているっている。。。。経済界経済界経済界経済界のののの人人人人たちにたちにたちにたちに国国国国がががが環境環境環境環境すべきすべきすべきすべきだだだだとととと言言言言わないわないわないわない方方方方がいいのではないかがいいのではないかがいいのではないかがいいのではないか、、、、そそそそれよりもれよりもれよりもれよりも経済界経済界経済界経済界のののの方方方方々々々々がががが環境学習環境学習環境学習環境学習のののの教教教教材材材材になってあげたらいいではないかとになってあげたらいいではないかとになってあげたらいいではないかとになってあげたらいいではないかと述述述述べているべているべているべている。。。。企業企業企業企業のののの社会的社会的社会的社会的責責責責任任任任をををを果果果果たすとかたすとかたすとかたすとか、、、、市民市民市民市民としてとしてとしてとして環境環境環境環境のののの側面側面側面側面でででで地域地域地域地域にににに根差根差根差根差したいというしたいというしたいというしたいという企業企業企業企業もももも非常非常非常非常にににに多多多多くなってきたのでくなってきたのでくなってきたのでくなってきたので、、、、自治自治自治自治体体体体ももももそそそそういうういうういうういう目目目目でででで地地地地元元元元企業等企業等企業等企業等をををを見見見見るとるとるとると非常非常非常非常にまちづくりににまちづくりににまちづくりににまちづくりに役役役役立立立立つつつつのではないかのではないかのではないかのではないかとととと思思思思うううう。。。。最最最最後後後後にににに環境調和型環境調和型環境調和型環境調和型のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの話話話話もももも出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。        廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの減減減減量量量量化化化化目標目標目標目標量量量量はははは、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分量量量量をいかにをいかにをいかにをいかに減減減減らすかであるらすかであるらすかであるらすかである。。。。このこのこのこの辺辺辺辺もももも先先先先ほほほほどのどのどのどの環境環境環境環境省省省省のおのおのおのお話話話話とととと似似似似ているのでているのでているのでているので省省省省かせていたかせていたかせていたかせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        ７７７７ペペペページのージのージのージの上上上上のののの資資資資料料料料はははは、、、、経産経産経産経産省省省省なりなりなりなり他省庁他省庁他省庁他省庁のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル法法法法ののののカバカバカバカバレレレレージをージをージをージを示示示示したしたしたした絵絵絵絵であであであであるるるる。。。。例例例例えばえばえばえば産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが年年年年間間間間約約約約４４４４億億億億トンありトンありトンありトンあり、、、、そそそそのののの中中中中でででで建建建建設業設業設業設業のののの建建建建築築築築廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが20202020％％％％、、、、8,0008,0008,0008,000万万万万トントントントン、、、、農農農農業業業業のののの家畜家畜家畜家畜排排排排せせせせつつつつ物物物物がががが20202020％％％％、、、、8,0008,0008,0008,000万万万万トンをトンをトンをトンを占占占占めているがめているがめているがめているが、、、、そそそそれがどういうれがどういうれがどういうれがどういう法体法体法体法体系系系系でででで規規規規制制制制されているかされているかされているかされているか見見見見ていたていたていたていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ではではではでは、、、、建建建建設業設業設業設業はははは建建建建設設設設廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物対策対策対策対策リリリリサイサイサイサイクルがあるクルがあるクルがあるクルがある。。。。工工工工事事事事現現現現場場場場からからからから出出出出たたたた廃廃廃廃材材材材はできるはできるはできるはできるだだだだけリサイクルしなけれけリサイクルしなけれけリサイクルしなけれけリサイクルしなければばばばいけないといけないといけないといけないと企業企業企業企業にににに義務義務義務義務をかけているがをかけているがをかけているがをかけているが、、、、これはこれはこれはこれは自治体自治体自治体自治体のののの権限権限権限権限でありでありでありであり、、、、市町市町市町市町村村村村にににに権限権限権限権限がおりているとこがおりているとこがおりているとこがおりているところろろろもあもあもあもあるかもしれないるかもしれないるかもしれないるかもしれない。。。。運運運運用用用用のののの中中中中ででででビビビビジネスジネスジネスジネスチチチチャンスがャンスがャンスがャンスが生生生生まれてきているまれてきているまれてきているまれてきている。。。。        ハハハハウウウウススススメメメメーーーーカカカカーーーーやややや工工工工務務務務店店店店、、、、さらにはさらにはさらにはさらには建建建建設会社設会社設会社設会社、、、、ゼネゼネゼネゼネココココンンンン等等等等もももも、、、、このこのこのこの義務義務義務義務はははは守守守守らなけれらなけれらなけれらなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。守守守守ったったったった場場場場合合合合、、、、そそそそれをれをれをれを何何何何にににに使使使使うかというとうかというとうかというとうかというと、、、、動動動動脈脈脈脈、、、、静静静静脈脈脈脈というというというという言言言言いいいい方方方方をするとをするとをするとをすると、、、、静静静静脈脈脈脈としてとしてとしてとして取取取取りりりり扱扱扱扱うのではなくうのではなくうのではなくうのではなく、、、、当当当当然然然然建建建建物物物物をををを建建建建てるのはてるのはてるのはてるのは動動動動脈脈脈脈系系系系のののの仕仕仕仕事事事事でありでありでありであり、、、、動動動動脈脈脈脈にいかにいかにいかにいかにににに戻戻戻戻すかをすかをすかをすかを企業企業企業企業はははは考考考考ええええるるるる。。。。例例例例えばえばえばえばエエエエココココタタタタウウウウンンンン等等等等でででで幾幾幾幾つつつつかかかか対対対対象象象象をををを準備準備準備準備したことはあるがしたことはあるがしたことはあるがしたことはあるが、、、、木木木木材材材材ののののチチチチップでップでップでップで住住住住宅宅宅宅のののの構構構構造造造造材材材材ををををつつつつくりくりくりくり、、、、もうもうもうもう１１１１度度度度家家家家をををを建建建建てたりてたりてたりてたり、、、、建建建建築築築築材材材材にににに戻戻戻戻すすすすビビビビジネスジネスジネスジネスモモモモデデデデ
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ルをルをルをルをつつつつくるくるくるくる企業企業企業企業もももも非常非常非常非常にににに多多多多くなってきているくなってきているくなってきているくなってきている。。。。公公公公共事共事共事共事業業業業やややや建建建建築関係築関係築関係築関係のののの需需需需要要要要がががが多多多多いいいい市町市町市町市町村村村村ににににとってはとってはとってはとっては、、、、建建建建築築築築廃廃廃廃材材材材がががが非常非常非常非常にににに多多多多くくくく出出出出るためるためるためるため、、、、地地地地元元元元にににに企業企業企業企業にとってはよりにとってはよりにとってはよりにとってはより多多多多くのくのくのくのビビビビジネスジネスジネスジネスチチチチャンスがャンスがャンスがャンスがそそそそこにあるこにあるこにあるこにある。。。。そそそそういうういうういうういう観点観点観点観点でででで企業企業企業企業といといといといろろろろいいいいろろろろ接接接接触触触触しながらしながらしながらしながら、、、、ビビビビジネスをいかにジネスをいかにジネスをいかにジネスをいかに振振振振興興興興するかのするかのするかのするかの目目目目ででででごごごごららららんんんんいたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばおもしおもしおもしおもしろろろろいしいしいしいし、、、、地域地域地域地域のののの活活活活性性性性化化化化にもにもにもにも役役役役立立立立つつつつ。。。。        農農農農業業業業のののの家畜家畜家畜家畜排排排排せせせせつつつつ物物物物もももも法法法法があるがあるがあるがある。。。。食食食食品品品品もももも農農農農水水水水省省省省関係関係関係関係なのであわせてなのであわせてなのであわせてなのであわせて言言言言うがうがうがうが、、、、要要要要するにするにするにするに生生生生ごごごごみみみみ系系系系はははは埋埋埋埋めめめめ立立立立てられたりてられたりてられたりてられたり、、、、焼却焼却焼却焼却処処処処分分分分されるのがされるのがされるのがされるのが現現現現状状状状であるであるであるである。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろなななな自治体自治体自治体自治体でででで環境基環境基環境基環境基本本本本条例条例条例条例ををををつつつつくられているくられているくられているくられている中中中中ではではではでは、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ最最最最終終終終処処処処分分分分しないというしないというしないというしないという目標目標目標目標をををを各先進自治体各先進自治体各先進自治体各先進自治体はははは考考考考ええええられているとられているとられているとられていると思思思思うううう。。。。できれできれできれできればばばばサーサーサーサーママママルリサイクルしたりルリサイクルしたりルリサイクルしたりルリサイクルしたり、、、、さらにはさらにはさらにはさらには燃料燃料燃料燃料化化化化してしてしてして自分自分自分自分でででで持持持持っているっているっているっている焼却焼却焼却焼却施設施設施設施設でででで電電電電力力力力をとりをとりをとりをとり、、、、温温温温水水水水プールをプールをプールをプールをつつつつくることもあるかもしれないくることもあるかもしれないくることもあるかもしれないくることもあるかもしれない。。。。        私私私私がががが赴赴赴赴任任任任していたしていたしていたしていた多治見市多治見市多治見市多治見市もももも、、、、ダイオダイオダイオダイオキキキキシンシンシンシン規規規規制制制制がありがありがありがあり、、、、120120120120億円億円億円億円かけてかけてかけてかけて焼却焼却焼却焼却施設施設施設施設をををを建建建建ててててかかかかええええたたたた。。。。人人人人口口口口10101010万万万万のののの市市市市でででで120120120120億円億円億円億円はははは市市市市政政政政始始始始まってまってまってまって以来以来以来以来のののの大発大発大発大発注注注注だだだだったらしいがったらしいがったらしいがったらしいが、、、、そそそそれでれでれでれで熱熱熱熱をををを取取取取りりりり出出出出しししし、、、、中部電中部電中部電中部電力力力力にににに売売売売ることにることにることにることにしてしてしてして地地地地元元元元ではではではでは使使使使っていないっていないっていないっていない。。。。そそそそういうういうういうういう意意意意味味味味でのサーでのサーでのサーでのサーママママルルルルリサイクルをしていくリサイクルをしていくリサイクルをしていくリサイクルをしていく。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、ダイオダイオダイオダイオキキキキシンシンシンシン対策対策対策対策のののの焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉でありでありでありであり、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック等等等等のののの産産産産廃廃廃廃もももも燃燃燃燃ややややせるせるせるせる。。。。議会議会議会議会からからからから、、、、せっかくせっかくせっかくせっかく120120120120億円億円億円億円もかけてもかけてもかけてもかけて立立立立派派派派なななな焼却焼却焼却焼却場場場場ををををつつつつくったのくったのくったのくったのだだだだからからからから、、、、産産産産廃廃廃廃をををを引引引引きききき受受受受けてけてけてけて金金金金もうけをしもうけをしもうけをしもうけをし、、、、熱熱熱熱をとってをとってをとってをとって中部電中部電中部電中部電力力力力にににに売売売売ったらいいのではないかったらいいのではないかったらいいのではないかったらいいのではないか、、、、どうせどうせどうせどうせ多治見市多治見市多治見市多治見市だだだだけのけのけのけのごごごごみではみではみではみでは、、、、あのあのあのあの焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉はもったいないとおっしはもったいないとおっしはもったいないとおっしはもったいないとおっしゃゃゃゃるるるる議議議議員員員員もいたもいたもいたもいた。。。。これはおこれはおこれはおこれはおもしもしもしもしろろろろいいいい発想発想発想発想ではないかとではないかとではないかとではないかと議議議議論論論論がされたががされたががされたががされたが、、、、ビビビビジネスジネスジネスジネスチチチチャンスはャンスはャンスはャンスは多多多多いしいしいしいし、、、、自治体自治体自治体自治体ビビビビジネスジネスジネスジネスはははは、、、、ままままだだだだままままだだだだ発発発発掘掘掘掘されていないのかもしれないされていないのかもしれないされていないのかもしれないされていないのかもしれない。。。。パブリックパブリックパブリックパブリックビビビビジジジジネスネスネスネス等等等等最最最最近近近近はよくはよくはよくはよく議議議議論論論論さささされているがれているがれているがれているが、、、、環境関係環境関係環境関係環境関係はネタがはネタがはネタがはネタが多多多多いのでいのでいのでいので考考考考ええええるるるる材材材材料料料料にされたらいかがかとにされたらいかがかとにされたらいかがかとにされたらいかがかと思思思思うううう。。。。そそそそのののの下下下下にににに電電電電力力力力、、、、ガガガガスススス、、、、熱熱熱熱、、、、鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼、、、、鉱鉱鉱鉱業等業等業等業等があるががあるががあるががあるが、、、、ガガガガイイイイドドドドラインでラインでラインでラインで減減減減らすらすらすらす努努努努力力力力をしているをしているをしているをしている。。。。        左左左左側側側側がががが一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物でありでありでありであり、、、、家家家家電電電電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルやややや自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル等等等等ででででカバカバカバカバレレレレージはージはージはージは行行行行ってってってっているがいるがいるがいるが、、、、当当当当然然然然一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物はははは自治体自治体自治体自治体がががが絡絡絡絡むむむむ。。。。市民市民市民市民のののの分分分分別別別別負負負負担担担担をををを考考考考ええええなくてはいけないのでなくてはいけないのでなくてはいけないのでなくてはいけないので、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの自治体自治体自治体自治体にににに応応応応じじじじてててて市民市民市民市民がががが参加参加参加参加されされされされややややすいすいすいすい分分分分別別別別回回回回収収収収のありのありのありのあり方方方方をををを導導導導入入入入されているのでされているのでされているのでされているのではないかはないかはないかはないか。。。。例例例例えばえばえばえば多治見市多治見市多治見市多治見市はははは23232323分分分分別別別別をををを行行行行いいいい、、、、環境環境環境環境省省省省のののの資資資資料料料料でででで分分分分別別別別数数数数がががが多多多多いいいい自治体自治体自治体自治体ランランランランキキキキンンンングのグのグのグのベベベベストテストテストテストテンにンにンにンに入入入入るのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思ったがったがったがったが、、、、入入入入らないらないらないらない。。。。もっともっともっともっと多多多多いとこいとこいとこいところろろろがあるがあるがあるがある。。。。ももももちちちちろんろんろんろん、、、、数数数数ええええ方方方方にもよるがにもよるがにもよるがにもよるが、、、、リサイクルルートさリサイクルルートさリサイクルルートさリサイクルルートさええええきちきちきちきちんんんんとととと確確確確保保保保できるとできるとできるとできると幾幾幾幾らでもらでもらでもらでも分分分分別別別別ししししたかいはあるたかいはあるたかいはあるたかいはある。。。。そそそそこらこらこらこら辺辺辺辺をををを市民市民市民市民にわかるようにすることによりにわかるようにすることによりにわかるようにすることによりにわかるようにすることにより、、、、積極的積極的積極的積極的にににに分分分分けてくれるけてくれるけてくれるけてくれる世世世世界界界界はははは当当当当然然然然あるとあるとあるとあると思思思思うううう。。。。一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな法法法法制制制制度度度度はははは用意用意用意用意させていたさせていたさせていたさせていただだだだいていていていているといるといるといると思思思思うがうがうがうが、、、、そそそそれでれでれでれで年年年年間間間間5,0005,0005,0005,000トンのすべてのトンのすべてのトンのすべてのトンのすべてのごごごごみがみがみがみがカバカバカバカバーされているわけではないーされているわけではないーされているわけではないーされているわけではない。。。。いいいいかにリサイクルルートにかにリサイクルルートにかにリサイクルルートにかにリサイクルルートに乗乗乗乗せていけるかがせていけるかがせていけるかがせていけるかが、、、、あるあるあるある意意意意味味味味でのでのでのでのビビビビジネスジネスジネスジネスチチチチャンスャンスャンスャンスだだだだとととと思思思思うううう。。。。        資資資資料料料料８８８８ペペペページはージはージはージは、、、、品目品目品目品目別別別別のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルガガガガイイイイドドドドラインをラインをラインをラインを産構産構産構産構審審審審ににににつつつつくっていたくっていたくっていたくっていただだだだきききき、、、、自自自自主主主主的的的的にににに各各各各製造製造製造製造メメメメーーーーカカカカーーーーやややや各業各業各業各業種種種種にににに守守守守っていたっていたっていたっていただだだだいているいているいているいている。。。。        ９９９９ペペペページはージはージはージはビビビビジネスジネスジネスジネス支援策支援策支援策支援策になるになるになるになる。。。。環境産業環境産業環境産業環境産業というとというとというとというと、、、、何何何何となくとなくとなくとなくココココンサルタントンサルタントンサルタントンサルタントやややや評価評価評価評価ビビビビジネスジネスジネスジネス等等等等をイをイをイをイメメメメージしてしまうがージしてしまうがージしてしまうがージしてしまうが、、、、我我我我々々々々がががが言言言言っているっているっているっている環境産業環境産業環境産業環境産業はははは、、、、環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮をしているをしているをしているをしている企業活動企業活動企業活動企業活動すべてをすべてをすべてをすべてを指指指指したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っているっているっているっている。。。。普普普普通通通通のののの製造製造製造製造メメメメーーーーカカカカーもーもーもーも、、、、環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮をををを経経経経営営営営していしていしていしているのであれるのであれるのであれるのであればばばば環境産業環境産業環境産業環境産業であるとであるとであるとであると考考考考ええええているているているている。。。。環境環境環境環境配慮事配慮事配慮事配慮事業業業業をををを行行行行うううう企業企業企業企業のののの活動活動活動活動をををを支援支援支援支援するたするたするたするためのめのめのめの体体体体系系系系としてとしてとしてとして、、、、技術開発技術開発技術開発技術開発のののの支援支援支援支援やややや国国国国みずからがみずからがみずからがみずからが行行行行うううう環境技術開発環境技術開発環境技術開発環境技術開発のののの革革革革新新新新的的的的なものなものなものなもの、、、、実用実用実用実用化技術開発化技術開発化技術開発化技術開発というこというこというこということでとでとでとで企業企業企業企業にににに補助金補助金補助金補助金をををを出出出出すものもあるすものもあるすものもあるすものもある。。。。あとはあとはあとはあとは施設施設施設施設やややや設設設設備備備備投投投投資資資資にににに対対対対するするするするリスクをどうするかであるリスクをどうするかであるリスクをどうするかであるリスクをどうするかである。。。。例例例例えばえばえばえば60606060年年年年代代代代、、、、70707070年年年年代代代代のののの産業産業産業産業公害公害公害公害がががが起起起起きたときにきたときにきたときにきたときに、、、、企業企業企業企業はははは公公公公害害害害対策対策対策対策をををを講講講講じじじじたたたた。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、公害公害公害公害防止装防止装防止装防止装置置置置をををを導導導導入入入入してしてしてして公害公害公害公害をををを減減減減らしていったがらしていったがらしていったがらしていったが、、、、そそそそれらはれらはれらはれらは
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通通通通常常常常のののの設設設設備備備備投投投投資資資資のののの概概概概念念念念とはとはとはとは全全全全くくくく違違違違うううう。。。。設設設設備備備備投投投投資資資資はははは毎毎毎毎年年年年償償償償却却却却をしてをしてをしてをして何何何何年年年年かでかでかでかでペペペペイしないとイしないとイしないとイしないと、、、、投投投投資資資資されたされたされたされたココココストがストがストがストが回回回回収収収収されないとされないとされないとされないと設設設設備備備備投投投投資資資資はしないのがはしないのがはしないのがはしないのが企業経企業経企業経企業経営営営営であるであるであるである。。。。60606060年年年年代代代代、、、、70707070年年年年代代代代のののの投投投投資資資資はははは、、、、完全完全完全完全にににに義務義務義務義務的的的的にににに国国国国がががが規規規規制制制制をををを出出出出すことでなされたすことでなされたすことでなされたすことでなされた環境環境環境環境投投投投資資資資でありでありでありであり、、、、投投投投資計資計資計資計算算算算、、、、回回回回収収収収計計計計算算算算をしないでをしないでをしないでをしないで投投投投資資資資をされているをされているをされているをされている例例例例がががが結結結結構構構構多多多多いといといといと聞聞聞聞いているいているいているいている。。。。        たたたただだだだ、、、、これはこれはこれはこれは近近近近年大年大年大年大幅幅幅幅にににに変変変変わりわりわりわり、、、、例例例例えばえばえばえばリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの施設施設施設施設ももももそそそそうであるがうであるがうであるがうであるが、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ででででのリのリのリのリユユユユースースースースややややゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの工工工工場場場場のののの設設設設備備備備投投投投資資資資ココココストをどうストをどうストをどうストをどう見見見見るかはるかはるかはるかは、、、、各企業各企業各企業各企業はははは国際国際国際国際競競競競争下争下争下争下でででで大大大大変変変変厳厳厳厳しいしいしいしい環境環境環境環境にににに置置置置かれるためかれるためかれるためかれるため、、、、回回回回収収収収できないようなできないようなできないようなできないような設設設設備備備備投投投投資資資資はしないとはしないとはしないとはしないと思思思思うううう。。。。たたたただだだだ、、、、回回回回収収収収年年年年限限限限がががが通通通通常常常常であれであれであれであればばばば３３３３年年年年なのがなのがなのがなのが５５５５年年年年～～～～６６６６年年年年になるとになるとになるとになると、、、、かなりかなりかなりかなり国際国際国際国際競争競争競争競争力力力力をををを失失失失ってってってってしまうのでしまうのでしまうのでしまうので、、、、価価価価格格格格にににに全部全部全部全部転転転転嫁嫁嫁嫁しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけないのでリスクがあるいけないのでリスクがあるいけないのでリスクがあるいけないのでリスクがある。。。。できるできるできるできるだだだだけけけけ持続可能持続可能持続可能持続可能なななな経済経済経済経済システムにするためシステムにするためシステムにするためシステムにするため、、、、リスクをとってあげるのがリスクをとってあげるのがリスクをとってあげるのがリスクをとってあげるのが企業化企業化企業化企業化リスクのリスクのリスクのリスクの軽軽軽軽減減減減のののの考考考考ええええ方方方方だだだだとととと思思思思うううう。。。。そそそそういういういういうううう意意意意味味味味でのでのでのでの低低低低利利利利融融融融資資資資やややや利利利利子子子子補補補補給給給給、、、、エエエエココココタタタタウウウウンンンン等等等等のののの設設設設備備備備投投投投資資資資補助金補助金補助金補助金的的的的なものもなものもなものもなものもあるとあるとあるとあると思思思思うううう。。。。        ３３３３番番番番目目目目がどちらかというとがどちらかというとがどちらかというとがどちらかというと本本本本日日日日ののののメメメメインテーインテーインテーインテーママママであるであるであるである環境経環境経環境経環境経営営営営管理管理管理管理支援支援支援支援であるであるであるである。。。。環境環境環境環境ママママネジネジネジネジメメメメントシステムントシステムントシステムントシステム、、、、環境会計環境会計環境会計環境会計、、、、環境環境環境環境報告書報告書報告書報告書等等等等ははははＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14000140001400014000シリーズのとこシリーズのとこシリーズのとこシリーズのところろろろでででで後後後後ほほほほどどどど詳詳詳詳しくしくしくしく説説説説明明明明するがするがするがするが、、、、別別別別にににに国国国国やややや国際国際国際国際機機機機関関関関がががが定定定定めたわけではなくめたわけではなくめたわけではなくめたわけではなく、、、、あくまであくまであくまであくまで経済界経済界経済界経済界がががが自自自自主主主主的的的的にににに定定定定めためためためた基基基基準準準準ががががＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯであるであるであるである。。。。そそそそれをれをれをれを民民民民間間間間企業企業企業企業のののの独独独独自自自自のののの発意発意発意発意によってによってによってによって導導導導入入入入するかどうかをするかどうかをするかどうかをするかどうかを決決決決めめめめているているているている。。。。環境会計環境会計環境会計環境会計、、、、環境環境環境環境報告書報告書報告書報告書もももも、、、、環境環境環境環境省省省省とととと経産経産経産経産省省省省ががががガガガガイイイイドドドドラインをラインをラインをラインをつつつつくったがくったがくったがくったが、、、、ガガガガイイイイドドドドラインどおりラインどおりラインどおりラインどおりややややれれれればばばば事事事事足足足足りりりりることではないることではないることではないることではない。。。。そそそそういうものがきっかけとしてういうものがきっかけとしてういうものがきっかけとしてういうものがきっかけとしてふえふえふえふえてきたてきたてきたてきた効効効効果果果果はあったかもしれないがはあったかもしれないがはあったかもしれないがはあったかもしれないが、、、、自治体自治体自治体自治体のののの情情情情報公報公報公報公開開開開がががが自治自治自治自治省省省省にににに言言言言われてわれてわれてわれてややややっているのとっているのとっているのとっているのと違違違違うとうとうとうと同同同同様様様様にににに、、、、金金金金融融融融機機機機関関関関のののの情情情情報公報公報公報公開開開開もももも、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ問問問問題題題題があったからがあったからがあったからがあったからややややるようになったるようになったるようになったるようになった面面面面はあるかはあるかはあるかはあるかもしれないがもしれないがもしれないがもしれないが、、、、金金金金融融融融庁庁庁庁ががががややややれとれとれとれと言言言言ってってってってややややっているわけではないっているわけではないっているわけではないっているわけではない。。。。非常非常非常非常にににに自自自自主主主主的的的的なななな社会的社会的社会的社会的責責責責務務務務をををを果果果果たしたりたしたりたしたりたしたり、、、、きちきちきちきちんんんんとととと環境対策環境対策環境対策環境対策にににに対対対対するするするする消費消費消費消費者者者者のののの理理理理解解解解をををを求求求求めるめるめるめる観点観点観点観点でのでのでのでの情情情情報公報公報公報公開開開開がががが進進進進みみみみつつつつつつつつあるとあるとあるとあると思思思思うううう。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、環境調和型環境調和型環境調和型環境調和型製品製品製品製品・サー・サー・サー・サービビビビスのスのスのスの普及普及普及普及としてとしてとしてとして、、、、ＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡ、、、、ＤＤＤＤｆｆｆｆＥ、Ｅ、Ｅ、Ｅ、環境環境環境環境ララララベベベベルルルル等等等等のののの開発等開発等開発等開発等もももも行行行行ってきたってきたってきたってきた。。。。        政政政政府府府府によるグリーンによるグリーンによるグリーンによるグリーン調調調調達達達達のののの実施実施実施実施ではではではでは、、、、ＢＢＢＢtotototoＧＧＧＧがとりあがとりあがとりあがとりあええええずずずず法法法法制制制制化化化化されているされているされているされている。。。。社会経済社会経済社会経済社会経済基基基基盤盤盤盤整理整理整理整理支援支援支援支援ではではではでは、、、、規規規規制制制制緩緩緩緩和和和和ややややＩＴＩＴＩＴＩＴ化化化化、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育等等等等がががが大大大大事事事事なのではないかとなのではないかとなのではないかとなのではないかと書書書書かせていたかせていたかせていたかせていただだだだいたいたいたいた。。。。規規規規制制制制手法等手法等手法等手法等でででで導導導導入入入入するのではなくするのではなくするのではなくするのではなく、、、、企業企業企業企業にできるにできるにできるにできるだだだだけけけけ自自自自主主主主的的的的なななな環境活動環境活動環境活動環境活動をををを行行行行ってってってってもらうことがもらうことがもらうことがもらうことが企業企業企業企業のののの競争競争競争競争力強化力強化力強化力強化にににに役役役役立立立立つつつつ社会社会社会社会になってきたとになってきたとになってきたとになってきたと思思思思うううう。。。。欧欧欧欧州州州州ではではではでは、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな動動動動機機機機はあるにせよはあるにせよはあるにせよはあるにせよ、、、、そそそそういうういうういうういう市市市市場場場場ををををつつつつくりくりくりくり上上上上げてきたしげてきたしげてきたしげてきたし、、、、日日日日本本本本のののの供供供供給給給給者者者者ももももそそそそれにれにれにれに対対対対応応応応してしてしてしてきたきたきたきた。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、日日日日本国本国本国本国内内内内においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、グリーングリーングリーングリーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママ的的的的なななな人人人人たちもたちもたちもたちも多多多多くなりくなりくなりくなり、、、、さらさらさらさらにサプライにサプライにサプライにサプライチチチチェーンのェーンのェーンのェーンの中中中中でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなものをなものをなものをなものを供供供供給給給給するにするにするにするに当当当当たりたりたりたり、、、、ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14000140001400014000をををを通通通通っていなっていなっていなっていなくてはくてはくてはくては入入入入れないとかれないとかれないとかれないとか、、、、例例例例えばえばえばえば公公公公共共共共工工工工事事事事等等等等をするをするをするをする際際際際にににに地地地地元元元元のののの企業企業企業企業ににににＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14001140011400114001なりなりなりなりＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ9000900090009000をあるをあるをあるをある種種種種のののの応応応応札札札札条件条件条件条件にされているにされているにされているにされている自治体自治体自治体自治体もももも多多多多くなりくなりくなりくなり、、、、社会社会社会社会へのへのへのへの定定定定着着着着をををを見見見見つつつつつつつつあるあるあるある。。。。ももももちちちちろんろんろんろん、、、、経済界経済界経済界経済界側側側側のののの努努努努力力力力ででででそそそそうなってきているのではないかうなってきているのではないかうなってきているのではないかうなってきているのではないか。。。。        あくまであくまであくまであくまで企業企業企業企業がががが自自自自主主主主的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの中中中中でででで決決決決めてきているシステムであることをまずめてきているシステムであることをまずめてきているシステムであることをまずめてきているシステムであることをまずごごごご理理理理解解解解いたいたいたいただだだだきながらきながらきながらきながら、、、、ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14000140001400014000取取取取得得得得のののの意意意意義義義義等等等等をををを後後後後ほほほほどどどど読読読読んんんんでいたでいたでいたでいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思うううう。。。。経経経経営営営営ココココストのストのストのストの改改改改善善善善効効効効果果果果があるのはがあるのはがあるのはがあるのは事事事事実実実実であるであるであるである。。。。潜潜潜潜在在在在的的的的リスクがリスクがリスクがリスクが非常非常非常非常にににに回回回回避避避避されされされされ、、、、経経経経営営営営戦戦戦戦略略略略上上上上、、、、国国国国際的際的際的際的なななな企業企業企業企業のののの信信信信用用用用、、、、グリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入のののの調調調調達達達達にににに対対対対応応応応できるというできるというできるというできるという意意意意味味味味でででで、、、、ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14001140011400114001取取取取得得得得のののの意意意意義義義義がががが非常非常非常非常にありにありにありにあり、、、、実際実際実際実際ににににそそそそれはれはれはれは市市市市場場場場のののの中中中中でででで評価評価評価評価されているされているされているされている。。。。自治体自治体自治体自治体やややや経産経産経産経産省省省省のののの地地地地方方方方のののの出出出出先先先先やややや環境環境環境環境省省省省ももももＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14001140011400114001をををを取取取取得得得得しているがしているがしているがしているが、、、、環境環境環境環境側面側面側面側面だだだだけのけのけのけのママママネジネジネジネジメメメメントシステムではないントシステムではないントシステムではないントシステムではない
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とととと思思思思うううう。。。。私私私私もももも自治体自治体自治体自治体にいたときにはにいたときにはにいたときにはにいたときには市市市市長長長長等等等等ともよくともよくともよくともよく議議議議論論論論をしていたがをしていたがをしていたがをしていたが、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな行行行行政政政政改改改改革革革革なりなりなりなり政政政政策策策策評価評価評価評価、、、、経経経経営営営営評価評価評価評価をするをするをするをする上上上上でででで、、、、ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14000140001400014000のプランのプランのプランのプラン、、、、ドドドドゥゥゥゥーーーー、、、、シーシーシーシー、、、、チチチチェックェックェックェック、、、、アクションがアクションがアクションがアクションが実実実実態態態態的的的的にににに行行行行われているわれているわれているわれている企業企業企業企業とととと行行行行われていないわれていないわれていないわれていない企業企業企業企業ではではではでは、、、、当当当当然然然然ママママネジネジネジネジメメメメントントントント強強強強化化化化のののの度合度合度合度合いはいはいはいは違違違違いいいい、、、、環境環境環境環境だだだだけではないけではないけではないけではない。。。。        環境会計環境会計環境会計環境会計ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、環境環境環境環境省省省省とととと経産経産経産経産省省省省でででで環境会計環境会計環境会計環境会計ののののガガガガイイイイドドドドラインをラインをラインをラインを出出出出させていたさせていたさせていたさせていただだだだいいいいいいいいたりたりたりたり、、、、最最最最近近近近ではではではでは環境会計環境会計環境会計環境会計をををを出出出出されるされるされるされる自治体自治体自治体自治体もももも多多多多くなってきたくなってきたくなってきたくなってきた。。。。環境対策環境対策環境対策環境対策にどのくらいおにどのくらいおにどのくらいおにどのくらいお金金金金がかかりがかかりがかかりがかかり、、、、どのくらいどのくらいどのくらいどのくらい効効効効果果果果があったかをがあったかをがあったかをがあったかを知知知知りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思っているっているっているっている日日日日本本本本のののの市民市民市民市民もももも多多多多いいいい。。。。各各各各主主主主体体体体ができるができるができるができるだだだだけけけけ努努努努力力力力をするということでをするということでをするということでをするということで、、、、ガガガガイイイイドドドドラインにこラインにこラインにこラインにこだだだだわるわるわるわる話話話話ではないとではないとではないとではないと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、１１１１つつつつのののの参考参考参考参考にしていたにしていたにしていたにしていただだだだけれけれけれければばばばいいのではないかいいのではないかいいのではないかいいのではないか。。。。        環境環境環境環境報告書報告書報告書報告書もしかりでありもしかりでありもしかりでありもしかりであり、、、、環境環境環境環境報告書報告書報告書報告書ををををベベベベースにしたースにしたースにしたースにした企業企業企業企業格格格格付付付付もももも最最最最近近近近はははは行行行行われておりわれておりわれておりわれており、、、、関関関関心心心心のあるのあるのあるのある自治体自治体自治体自治体もあるともあるともあるともあると思思思思うううう。。。。各企業各企業各企業各企業にとっにとっにとっにとってててて何何何何をををを情情情情報報報報提提提提供供供供したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っているかはっているかはっているかはっているかは当当当当然違然違然違然違うとうとうとうと思思思思うしうしうしうし、、、、各企業各企業各企業各企業がががが社会的社会的社会的社会的責責責責務務務務をををを果果果果たたたたそそそそうとうとうとうと行行行行っているとこっているとこっているとこっているところろろろををををごごごご理理理理解解解解いたいたいたいただだだだきなきなきなきながらがらがらがら見見見見ていたていたていたていただだだだけれけれけれければばばばいいといいといいといいと思思思思うううう。。。。        ＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡはははは製品製品製品製品のライフサイクル・アセスのライフサイクル・アセスのライフサイクル・アセスのライフサイクル・アセスメメメメントでありントでありントでありントであり、、、、資源採取資源採取資源採取資源採取からからからから廃棄廃棄廃棄廃棄までのまでのまでのまでの段階段階段階段階ででででいいいいろろろろいいいいろろろろなななな環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷をををを与与与与ええええることをることをることをることを、、、、研究手法研究手法研究手法研究手法ややややいいいいろろろろいいいいろろろろなななな生生生生産産産産プロセスのエネルプロセスのエネルプロセスのエネルプロセスのエネルギギギギーーーー使使使使用用用用状状状状態態態態等等等等をををを見見見見ながらながらながらながら評価評価評価評価しようということであるしようということであるしようということであるしようということである。。。。例例例例えばえばえばえば自動自動自動自動車車車車製品製品製品製品をををを例例例例にとるとにとるとにとるとにとると、、、、自動自動自動自動車車車車はははは当当当当然然然然鉄鉄鉄鉄をををを使使使使いいいい、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック、、、、ガガガガラスもラスもラスもラスも使使使使うううう。。。。生生生生産産産産段階段階段階段階、、、、さらにはさらにはさらにはさらには組組組組みみみみ立立立立てててて段階段階段階段階、、、、使使使使用用用用段階段階段階段階、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄するするするする。。。。自動自動自動自動車車車車リサイクルでリサイクルでリサイクルでリサイクルで分分分分解解解解しししし、、、、分分分分解解解解するのはするのはするのはするのはほほほほととととんんんんどどどど手手手手作作作作業業業業でででで余余余余りエネりエネりエネりエネルルルルギギギギーをーをーをーを食食食食わないがわないがわないがわないが、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分をするをするをするをする段階段階段階段階、、、、どのどのどのどの段階段階段階段階がががが一一一一番番番番環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷がががが大大大大きいかというときいかというときいかというときいかというと自動自動自動自動車車車車等等等等ではではではでは使使使使用用用用段階段階段階段階であるであるであるである。。。。約約約約10101010年年年年間間間間使使使使ってってってって15151515万万万万キキキキロロロロぐぐぐぐらいらいらいらい走走走走ることをることをることをることを前前前前提提提提にににに試算試算試算試算するするするするとととと、、、、88888888％％％％ぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは使使使使用用用用段階段階段階段階ででででＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２がががが出出出出ていることがわかるていることがわかるていることがわかるていることがわかる。。。。経産経産経産経産省省省省ではではではでは、、、、このようなこのようなこのようなこのような研究研究研究研究開発開発開発開発をををを平平平平成成成成10101010年年年年からからからから５５５５年年年年間間間間行行行行ってきたってきたってきたってきた。。。。        ＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡ的的的的なななな手法手法手法手法はははは各企業各企業各企業各企業がががが独独独独自自自自にににに行行行行っているっているっているっている。。。。我我我我々々々々がががが扱扱扱扱っているデータっているデータっているデータっているデータベベベベースもースもースもースも、、、、あるあるあるある意意意意味味味味でででで各業界各業界各業界各業界ごごごごとのとのとのとの経経経経験験験験値値値値的的的的なものでありなものでありなものでありなものであり、、、、企業企業企業企業によってによってによってによって全全全全然違然違然違然違うううう。。。。よくあるよくあるよくあるよくある議議議議論論論論としてとしてとしてとしてはははは、、、、電電電電力会社力会社力会社力会社によってもによってもによってもによっても１１１１キキキキロワットアワーロワットアワーロワットアワーロワットアワー当当当当たりのたりのたりのたりの環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷はははは違違違違うとうとうとうと理理理理解解解解していたしていたしていたしていただだだだいいいいたらいいのではないかたらいいのではないかたらいいのではないかたらいいのではないか。。。。原原原原子子子子力力力力比比比比率率率率のののの高高高高いとこいとこいとこいところろろろははははＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡがががが少少少少なくなくなくなく、、、、石炭石炭石炭石炭比比比比率率率率のののの高高高高いとこいとこいとこいところろろろはははは多多多多いといういといういといういという問問問問題題題題もあるもあるもあるもある。。。。例例例例えばえばえばえば廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの輸送輸送輸送輸送やややや物物物物流等流等流等流等においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、当当当当然然然然環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷がががが出出出出るしるしるしるし、、、、ＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡというのはというのはというのはというのは地域地域地域地域性性性性はははは結結結結構構構構あるあるあるある概概概概念念念念であるであるであるである。。。。平平平平成成成成10101010年年年年からからからから５５５５年年年年間間間間、、、、ナショナルナショナルナショナルナショナルプロジェクトをプロジェクトをプロジェクトをプロジェクトを進進進進めめめめ、、、、完完完完璧璧璧璧とはとはとはとは言言言言ええええないがないがないがないが、、、、データデータデータデータベベベベースがースがースがースが構築構築構築構築されされされされつつつつつつつつあるあるあるある。。。。社会経済社会経済社会経済社会経済活動活動活動活動におけるにおけるにおけるにおけるＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡもももも定定定定着着着着していることもありしていることもありしていることもありしていることもあり、、、、今後今後今後今後はははは地地地地方方方方のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな環境環境環境環境政政政政策策策策やややや企業企業企業企業立地立地立地立地政政政政策策策策ににににＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡをををを役役役役立立立立てるてるてるてる方向方向方向方向でででで今今今今進進進進めているめているめているめている。。。。平平平平成成成成15151515年度年度年度年度予予予予算算算算ではではではでは、、、、３３３３～～～～４４４４県県県県をををを対対対対象象象象にににに不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄でおでおでおでお悩悩悩悩みのみのみのみの県県県県、、、、新新新新しいしいしいしい企業立地企業立地企業立地企業立地でおでおでおでお悩悩悩悩みのみのみのみの県等県等県等県等、、、、新新新新たなたなたなたな産業産業産業産業政政政政策策策策にににに伴伴伴伴うううう環境環境環境環境影影影影響響響響評価評価評価評価、、、、ＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡ的的的的なものでなものでなものでなもので分分分分析析析析しししし、、、、自治体自治体自治体自治体のののの環境環境環境環境政政政政策策策策におにおにおにお役役役役立立立立ていたていたていたていただだだだくくくく予予予予算算算算をををを要要要要求求求求してしてしてしているいるいるいる。。。。今今今今、、、、非常非常非常非常にににに関関関関心心心心のあるのあるのあるのある自治体自治体自治体自治体からからからから、、、、ぜぜぜぜひひひひうちのうちのうちのうちの県県県県ででででややややってってってってほほほほしいとしいとしいとしいと問問問問いいいい合合合合わせをいわせをいわせをいわせをいたたたただだだだいているいているいているいている。。。。        環境環境環境環境ララララベベベベルにルにルにルにつつつついてはいてはいてはいては、、、、タイプタイプタイプタイプⅠⅠⅠⅠ、、、、タイプタイプタイプタイプⅡⅡⅡⅡ、、、、タイプタイプタイプタイプⅢⅢⅢⅢとあるとあるとあるとある。。。。タイプタイプタイプタイプⅠⅠⅠⅠはははは第三者認第三者認第三者認第三者認証証証証をををを必要必要必要必要とするとするとするとするママママークでありークでありークでありークであり、、、、日日日日本本本本ではエではエではエではエコマコマコマコマークークークーク等等等等をタイプをタイプをタイプをタイプⅠⅠⅠⅠママママークとークとークとークと言言言言うううう。。。。タイプタイプタイプタイプⅡⅡⅡⅡはははは各企業各企業各企業各企業がががが独独独独自自自自ににににつつつつくられているものでありくられているものでありくられているものでありくられているものであり、、、、自自自自己己己己宣言宣言宣言宣言方式方式方式方式のラのラのラのラベベベベルとしてルとしてルとしてルとしてＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ上上上上はあるはあるはあるはある。。。。タイプタイプタイプタイプⅢⅢⅢⅢはかなりはかなりはかなりはかなり複複複複雑雑雑雑でででで、、、、特特特特にににに欧欧欧欧州等州等州等州等のののの環境規環境規環境規環境規制制制制のののの厳厳厳厳しいしいしいしい市市市市場場場場にににに対対対対してしてしてして物物物物をををを売売売売りりりり込込込込むむむむ場場場場合合合合、、、、製品製品製品製品データシートデータシートデータシートデータシート、、、、製品製品製品製品環境環境環境環境情情情情報報報報開示開示開示開示シートシートシートシート等等等等、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷はどのくらいかはどのくらいかはどのくらいかはどのくらいか、、、、使使使使っているっているっているっている化化化化
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学学学学物物物物質質質質等等等等までまでまでまで出出出出さないとなかなかさないとなかなかさないとなかなかさないとなかなか物物物物がががが売売売売れないれないれないれない時代時代時代時代になってきているになってきているになってきているになってきている。。。。そそそそれらをれらをれらをれらを第三者第三者第三者第三者ががががわかるようなわかるようなわかるようなわかるような客客客客観観観観情情情情報報報報でラでラでラでラベベベベルルルル化化化化しようというのがタイプしようというのがタイプしようというのがタイプしようというのがタイプⅢⅢⅢⅢであるであるであるである。。。。日日日日本本本本でもエでもエでもエでもエココココリーフリーフリーフリーフプロジェクトをプロジェクトをプロジェクトをプロジェクトを経産経産経産経産省省省省でででで進進進進めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだいているいているいているいている。。。。        ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14000140001400014000のののの絡絡絡絡みでのみでのみでのみでの環境経環境経環境経環境経営営営営手法手法手法手法のののの手法手法手法手法論論論論をををを見見見見てきたがてきたがてきたがてきたが、、、、ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14000140001400014000シリーズのシリーズのシリーズのシリーズの中中中中でででで日日日日本人本人本人本人にとってにとってにとってにとって定定定定性性性性的的的的なななな基基基基準準準準、、、、社社社社長長長長ががががきちきちきちきちんんんんとととと環境環境環境環境目標目標目標目標をををを宣言宣言宣言宣言することすることすることすること等等等等があるがあるがあるがある。。。。ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14001140011400114001はははは環境環境環境環境ママママネジネジネジネジメメメメントシステムのントシステムのントシステムのントシステムの規規規規約約約約、、、、ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14010140101401014010はははは環境環境環境環境監監監監査査査査のののの基基基基準準準準であるであるであるである。。。。４４４４番番番番目目目目のののの環境環境環境環境パフォーパフォーパフォーパフォーママママンスンスンスンス評価評価評価評価ははははＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14031140311403114031のののの規規規規約約約約があるがあるがあるがある。。。。環境経環境経環境経環境経営営営営のののの手続手続手続手続をををを決決決決めていこうめていこうめていこうめていこうとととと国際基国際基国際基国際基準準準準がががが決決決決められているめられているめられているめられている。。。。下側下側下側下側はははは製品製品製品製品のののの環境対環境対環境対環境対応応応応のののの規規規規範範範範をををを基基基基準準準準化化化化しようということでしようということでしようということでしようということで、、、、ＤＤＤＤｆｆｆｆＥＥＥＥはどういうはどういうはどういうはどういう点点点点にににに着着着着目目目目してしてしてして設計設計設計設計することがすることがすることがすることが環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮にににに役役役役立立立立ったったったった設計設計設計設計なのかであるなのかであるなのかであるなのかである。。。。自自自自治体治体治体治体でもでもでもでも中小中小中小中小企業企業企業企業のののの振興振興振興振興策等策等策等策等、、、、地域地域地域地域にエにエにエにエココココデデデデザザザザインインインイン協議会等協議会等協議会等協議会等ををををつつつつくられているくられているくられているくられている自治体自治体自治体自治体もももも多多多多いのではないかいのではないかいのではないかいのではないか。。。。そそそそれらのれらのれらのれらの発想発想発想発想ががががＤＤＤＤｆｆｆｆＥＥＥＥであるであるであるである。。。。部品部品部品部品点点点点数数数数がががが変変変変わったりわったりわったりわったり、、、、組組組組みみみみ立立立立てててて工程工程工程工程がががが組組組組みみみみ立立立立てしてしてしてしややややすいすいすいすい、、、、リリリリユユユユースしースしースしースしややややすいすいすいすい設計設計設計設計ががががＤＤＤＤｆｆｆｆＥＥＥＥであるであるであるである。。。。ライフサイクルアセスライフサイクルアセスライフサイクルアセスライフサイクルアセスメメメメントントントントはははは先先先先ほほほほどどどど述述述述べたがべたがべたがべたが、、、、そそそそれらをれらをれらをれらを客客客客観観観観的的的的にににに市民市民市民市民やややや消費消費消費消費者者者者にわかってもらうのがにわかってもらうのがにわかってもらうのがにわかってもらうのが環境環境環境環境ララララベベベベルであルであルであルであるるるる。。。。企業活動企業活動企業活動企業活動でででで行行行行っているっているっているっている環境環境環境環境配慮事配慮事配慮事配慮事業業業業をいかにをいかにをいかにをいかに第三者第三者第三者第三者、、、、市民市民市民市民、、、、行行行行政政政政、、、、消費消費消費消費者者者者にににに理理理理解解解解してしてしてしてもらうかがもらうかがもらうかがもらうかが環境環境環境環境ココココミミミミュュュュニニニニケケケケーションーションーションーションガガガガイイイイドドドドラインであるラインであるラインであるラインである。。。。        このようなものがこのようなものがこのようなものがこのようなものが国際基国際基国際基国際基準準準準のののの中中中中でででで決決決決められておりめられておりめられておりめられており、、、、これもこれもこれもこれも経済界経済界経済界経済界独独独独自自自自のものであるのものであるのものであるのものである。。。。国国国国ののののババババックアップックアップックアップックアップ等等等等もありながらもありながらもありながらもありながら、、、、こういうこういうこういうこういう施策施策施策施策ががががつつつつくられくられくられくられつつつつつつつつあるあるあるある。。。。ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯのののの中中中中でもでもでもでも、、、、最最最最近近近近はははは国国国国内内内内でもでもでもでも議議議議論論論論されているがされているがされているがされているが、、、、企業企業企業企業のののの社会的社会的社会的社会的責責責責任任任任をををを基基基基準準準準にしようではないかというにしようではないかというにしようではないかというにしようではないかという世世世世のののの中中中中のののの動動動動きもあるきもあるきもあるきもある。。。。環境環境環境環境面面面面ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14001140011400114001はははは1996199619961996年年年年にできにできにできにでき、、、、６６６６年年年年目目目目になってになってになってになって自自自自主主主主的的的的なななな経経経経営営営営管理管理管理管理手法手法手法手法がここがここがここがここ数数数数年年年年間間間間かなりかなりかなりかなり定定定定着着着着してきたしてきたしてきたしてきた時代時代時代時代になっているになっているになっているになっている。。。。        最後最後最後最後ののののペペペページにージにージにージに、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題をををを巡巡巡巡るるるる状況状況状況状況があるがあるがあるがある。。。。環境環境環境環境問問問問題題題題にににに対対対対するするするする社会社会社会社会からのからのからのからの要要要要求求求求はははは非常非常非常非常にににに多多多多くなりくなりくなりくなり、、、、従来従来従来従来のののの上限上限上限上限設計的設計的設計的設計的なななな規規規規制制制制ではではではでは効効効効果果果果がががが十十十十分分分分でないでないでないでない。。。。ＳＳＳＳＯＯＯＯｘｘｘｘ、ＮＯ、ＮＯ、ＮＯ、ＮＯｘｘｘｘ等等等等のののの社会社会社会社会にににに対対対対すすすするるるる影響影響影響影響、、、、さらにはさらにはさらにはさらには人体人体人体人体にににに対対対対するするするする影響影響影響影響ででででだだだだれもがれもがれもがれもが納納納納得得得得しししし得得得得るるるる規規規規制制制制をををを国国国国はははは設設設設けなくてはいけなけなくてはいけなけなくてはいけなけなくてはいけないがいがいがいが、、、、そそそそれれれれだだだだけけけけ守守守守っていてもっていてもっていてもっていても環境環境環境環境問問問問題題題題はははは解解解解決決決決しないしないしないしない時代時代時代時代になってしまになってしまになってしまになってしまったったったった。。。。あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる経済経済経済経済主主主主体体体体、、、、家家家家計計計計もももも国国国国もももも企業企業企業企業というというというという経済経済経済経済主主主主体体体体もももも同同同同様様様様であるがであるがであるがであるが、、、、自自自自主主主主的的的的にににに環境経環境経環境経環境経営営営営ををををややややっていかなっていかなっていかなっていかなけれけれけれければばばばいけないいけないいけないいけない時代時代時代時代になってしまったになってしまったになってしまったになってしまった。。。。企業企業企業企業側側側側もももも環境環境環境環境とととと経済経済経済経済をををを両両両両立立立立させたさせたさせたさせた企業経企業経企業経企業経営営営営をををを行行行行うううう会社会社会社会社がががが多多多多くなってきているのがくなってきているのがくなってきているのがくなってきているのが最最最最近近近近のののの物物物物のののの見見見見方方方方であるであるであるである。。。。        右右右右側側側側にににに環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮企業活動企業活動企業活動企業活動をををを巡巡巡巡るるるる課題課題課題課題とととと書書書書いてあるがいてあるがいてあるがいてあるが、、、、環境経環境経環境経環境経営営営営手法手法手法手法、、、、例例例例えばえばえばえばＥＥＥＥＭＭＭＭＳＳＳＳ、、、、環環環環境境境境ママママネジネジネジネジメメメメントントントント、、、、環境会計環境会計環境会計環境会計、、、、さらにはさらにはさらにはさらには情情情情報公報公報公報公開開開開がががが進進進進みみみみつつつつつつつつあるがあるがあるがあるが、、、、そそそそれがれがれがれが日日日日本国本国本国本国内内内内市市市市場場場場ににににおいてなかなかおいてなかなかおいてなかなかおいてなかなか評価評価評価評価されていないされていないされていないされていない問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、環境経環境経環境経環境経営営営営にににに対対対対するするするする外外外外見的見的見的見的なななな取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも見見見見えつつえつつえつつえつつあるあるあるある。。。。例例例例えばえばえばえば国国国国がががが出出出出したしたしたしたガガガガイイイイドドドドララララインインインインやややや格格格格付付付付会社会社会社会社のののの格格格格付付付付等等等等もももも出出出出てきておりてきておりてきておりてきており、、、、ランランランランキキキキングをングをングをングを上上上上げるためにげるためにげるためにげるために行行行行うようなとこうようなとこうようなとこうようなところろろろもあったりもあったりもあったりもあったり、、、、若干若干若干若干本本本本質論質論質論質論をををを欠欠欠欠いたいたいたいた議議議議論論論論がががが出出出出つつつつつつつつあるあるあるある。。。。環境経環境経環境経環境経営営営営をををを議議議議論論論論できるようになってよかったのではないかというできるようになってよかったのではないかというできるようになってよかったのではないかというできるようになってよかったのではないかという見見見見方方方方もももも一一一一方方方方ではではではではあるがあるがあるがあるが、、、、環境環境環境環境報告書報告書報告書報告書やややや環境会計環境会計環境会計環境会計ののののガガガガイイイイドドドドラインラインラインライン等等等等、、、、国国国国がががが出出出出したものにしたものにしたものにしたものにつつつついていていていて企業企業企業企業がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろなななな使使使使いいいい方方方方をしをしをしをし始始始始めためためためた。。。。エエエエココココフフフファァァァンンンンドドドド等等等等ももももそそそそうであるしうであるしうであるしうであるし、、、、新新新新聞聞聞聞社社社社がががが行行行行っているっているっているっている格格格格付付付付等等等等ももももそそそそうであるうであるうであるうである。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろなななな格格格格付付付付会社会社会社会社ががががそそそそれでれでれでれでココココンサルタントをするようになりンサルタントをするようになりンサルタントをするようになりンサルタントをするようになり、、、、そそそそういうものういうものういうものういうもののありのありのありのあり方方方方自体自体自体自体をををを問問問問うううう議議議議論論論論がががが今今今今行行行行われわれわれわれ、、、、真真真真のののの環境経環境経環境経環境経営営営営とはとはとはとは何何何何かをかをかをかを議議議議論論論論するするするする時代時代時代時代ににににややややっっっっとなっとなっとなっとなってきたとてきたとてきたとてきたと思思思思うううう。。。。        欧欧欧欧州等州等州等州等ではではではでは、、、、企業企業企業企業のののの自自自自主主主主的的的的なななな環境環境環境環境ママママネジネジネジネジメメメメントをントをントをントを重重重重視視視視したしたしたした環境行環境行環境行環境行政政政政がががが行行行行われているとこわれているとこわれているとこわれているところろろろがががが多多多多くなってきているのもくなってきているのもくなってきているのもくなってきているのも、、、、国際的国際的国際的国際的なななな流流流流れとしてはれとしてはれとしてはれとしては見見見見ていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、
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利利利利害害害害関係関係関係関係者者者者であるであるであるである市民市民市民市民ややややＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯによるによるによるによる企業行動企業行動企業行動企業行動にににに対対対対するするするする評価評価評価評価もももも、、、、客客客客観観観観性性性性にににに欠欠欠欠けるとのけるとのけるとのけるとの意見意見意見意見があったりがあったりがあったりがあったり、、、、ココココミミミミュュュュニニニニケケケケーションがなかなかうまくいかないことはどこのーションがなかなかうまくいかないことはどこのーションがなかなかうまくいかないことはどこのーションがなかなかうまくいかないことはどこの社会社会社会社会でもあるでもあるでもあるでもある。。。。私私私私もももも自治体自治体自治体自治体にいたときににいたときににいたときににいたときに、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＰＰＰＯＯＯＯのののの担当部長担当部長担当部長担当部長でもありでもありでもありでもあり、、、、福祉福祉福祉福祉とととと環境環境環境環境、、、、男男男男女女女女共同参共同参共同参共同参画画画画とととと子子子子どどどどものものものもの権権権権利利利利、、、、国際国際国際国際交交交交流流流流ののののＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯのののの方方方方々々々々のののの関係関係関係関係をををを見見見見るにるにるにるにつつつつけけけけ、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおけるＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯのののの議議議議論論論論はははは決決決決してしてしてして中央中央中央中央におけるにおけるにおけるにおけるＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯのののの議議議議論論論論のようなきれいのようなきれいのようなきれいのようなきれいごごごごとではないととではないととではないととではないと思思思思うううう。。。。いかにいかにいかにいかにココココミミミミュュュュニニニニケケケケーーーーションがションがションがションが難難難難しいかしいかしいかしいか、、、、環境環境環境環境面面面面でのでのでのでのココココミミミミュュュュニニニニケケケケーションをいかにしていくかーションをいかにしていくかーションをいかにしていくかーションをいかにしていくか、、、、行行行行政政政政をををを含含含含めてめてめてめて考考考考ええええていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばいけないいけないいけないいけない時代時代時代時代になっているになっているになっているになっている。。。。いかにいかにいかにいかに企業行動企業行動企業行動企業行動のののの中中中中にににに自立的自立的自立的自立的なななな環境経環境経環境経環境経営営営営をををを組組組組みみみみ込込込込むかをむかをむかをむかを今後今後今後今後はははは考考考考ええええていきたいていきたいていきたいていきたい。。。。当当当当然然然然、、、、そそそそのののの中中中中でのでのでのでの環境環境環境環境ビビビビジネスもジネスもジネスもジネスも考考考考ええええていくがていくがていくがていくが、、、、ビビビビジネスをジネスをジネスをジネスを担担担担うううう経経経経営営営営のありのありのありのあり方方方方もももも考考考考ええええていかないとていかないとていかないとていかないと社会社会社会社会にににに定定定定着着着着しないしないしないしない時代時代時代時代になってきているとになってきているとになってきているとになってきているというのがいうのがいうのがいうのが最最最最近近近近のののの私私私私どもどもどもども経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のののの環境環境環境環境政政政政策策策策のののの流流流流れであるれであるれであるれである。。。。        若干若干若干若干おおおお時時時時間間間間をオーをオーをオーをオーババババーしたがーしたがーしたがーしたが、、、、ごごごご清清清清聴聴聴聴ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        司司司司会会会会        有有有有難難難難ううううござござござございましたいましたいましたいました。。。。経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省はははは産業産業産業産業振興政振興政振興政振興政策策策策がががが課題課題課題課題であったがであったがであったがであったが、、、、最後最後最後最後におっしにおっしにおっしにおっしゃゃゃゃらららられたれたれたれた国国国国のののの環境経環境経環境経環境経営営営営重重重重視視視視のののの政政政政策策策策はははは大大大大変重要変重要変重要変重要なななな力強力強力強力強いいいい方針方針方針方針ですですですです。。。。またまたまたまた、、、、自治体自治体自治体自治体やややや企業企業企業企業はもちはもちはもちはもちろろろろんんんん、、、、家家家家計計計計もももも環境経環境経環境経環境経営営営営をををを考考考考ええええてててて進進進進まなけれまなけれまなけれまなければばばばならないとならないとならないとならないと我我我我々々々々にもにもにもにも努努努努力力力力をををを要要要要請請請請されたものとされたものとされたものとされたものと思思思思いますいますいますいます。。。。どうもどうもどうもどうも有有有有難難難難ううううござござござございましたいましたいましたいました。。。。もうもうもうもう１１１１度度度度拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        ここでここでここでここで約約約約10101010分分分分のののの休憩休憩休憩休憩をとらせていたをとらせていたをとらせていたをとらせていただだだだきますきますきますきます。。。。                                                            〔〔〔〔                休休休休                        憩憩憩憩                〕〕〕〕    司司司司会会会会        再再再再開開開開しししし、、、、パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションにッションにッションにッションに入入入入らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますきますきますきます。。。。本本本本日日日日パパパパネリストとしてネリストとしてネリストとしてネリストとしてごごごご    参加参加参加参加いたいたいたいただだだだいているのはいているのはいているのはいているのは、、、、先先先先ほほほほどどどど講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた環境環境環境環境省省省省のののの染染染染野野野野室長室長室長室長、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のののの小小小小    鑓鑓鑓鑓課課課課長補佐長補佐長補佐長補佐、、、、岩岩岩岩手県手県手県手県のののの船船船船山資源循環推進課課山資源循環推進課課山資源循環推進課課山資源循環推進課課長補佐長補佐長補佐長補佐、、、、徳島徳島徳島徳島県県県県のののの山山山山田田田田循環型社会推進課課循環型社会推進課課循環型社会推進課課循環型社会推進課課長長長長    補佐補佐補佐補佐、、、、企業企業企業企業としてとしてとしてとして富士電機赤松富士電機赤松富士電機赤松富士電機赤松環境環境環境環境システムシステムシステムシステム本本本本部事部事部事部事業企画業企画業企画業企画室室長室室長室室長室室長ですですですです。。。。        先先先先ほほほほどどどど染染染染野野野野様様様様、、、、国国国国友友友友様様様様からからからから国国国国のおのおのおのお立立立立場場場場でのでのでのでの講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだきましたがきましたがきましたがきましたが、、、、このパネルこのパネルこのパネルこのパネル討議討議討議討議でででではははは、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの促進手法促進手法促進手法促進手法をををを目標目標目標目標においてにおいてにおいてにおいて意見意見意見意見交交交交換換換換をさせてをさせてをさせてをさせていたいたいたいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。先先先先ほほほほどどどど染染染染野野野野様様様様、、、、国国国国友友友友様様様様ががががごごごご指指指指摘摘摘摘になられたようにになられたようにになられたようにになられたように、、、、自治体自治体自治体自治体においてもにおいてもにおいてもにおいても企業企業企業企業においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、各各各各サイトにおいサイトにおいサイトにおいサイトにおいてててて非常非常非常非常にににに積極的積極的積極的積極的にににに行動行動行動行動なさっているなさっているなさっているなさっている。。。。自治体自治体自治体自治体ではではではでは、、、、国国国国のののの方針方針方針方針をををを踏踏踏踏ままままええええながらながらながらながら、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは国国国国のののの方針方針方針方針をををを超超超超ええええてててて独独独独自自自自のののの方針方針方針方針をおをおをおをお考考考考ええええになっていらっしになっていらっしになっていらっしになっていらっしゃゃゃゃるるるる。。。。企業企業企業企業においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、事事事事業業業業としてとしてとしてとして循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成をををを理念理念理念理念におきながらにおきながらにおきながらにおきながら環境環境環境環境事事事事業業業業をををを推進推進推進推進されていされていされていされているるるる。。。。        まずまずまずまず最最最最初初初初にににに、、、、新新新新しいパネリストしいパネリストしいパネリストしいパネリスト３３３３名名名名にににに10101010分分分分をめどにおをめどにおをめどにおをめどにお話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただだだだいたいたいたいた後後後後、、、、環境環境環境環境省省省省、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のおのおのおのお２２２２人人人人からからからから５５５５分分分分ずずずずつつつつののののごごごご意見意見意見意見をおをおをおをお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします。。。。そそそそのののの後後後後、、、、20202020分分分分ないしないしないしないし30303030分分分分フロフロフロフロアのアのアのアの皆皆皆皆様様様様ののののごごごご意見意見意見意見をいたをいたをいたをいただだだだきながらきながらきながらきながら、、、、討議討議討議討議をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        ではではではでは、、、、最最最最初初初初にににに舟舟舟舟山山山山様様様様かかかかららららごごごご発表発表発表発表をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        舟舟舟舟山課山課山課山課長補佐長補佐長補佐長補佐        資源循環資源循環資源循環資源循環、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを担当担当担当担当したのはしたのはしたのはしたのは本年本年本年本年４４４４月月月月からでからでからでからで不不不不案内案内案内案内なとこなとこなとこなところろろろもあるがもあるがもあるがもあるが、、、、今今今今、、、、我我我我々々々々のののの県県県県でででで非常非常非常非常にににに困困困困っているっているっているっている事例事例事例事例があるがあるがあるがある。。。。そそそそこからこからこからこから出出出出発発発発してしてしてして今後今後今後今後、、、、岩岩岩岩手県手県手県手県でどのようなでどのようなでどのようなでどのような資源循環資源循環資源循環資源循環
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のためののためののためののための取取取取りりりり組組組組みをしたらいいかなどみをしたらいいかなどみをしたらいいかなどみをしたらいいかなど、、、、現現現現在在在在、、、、12121212月議会月議会月議会月議会をををを目目目目途途途途にににに条例条例条例条例形成形成形成形成のためののためののためののための作作作作業業業業をををを行行行行っているのでっているのでっているのでっているので、、、、このあたりをこのあたりをこのあたりをこのあたりをごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        ななななぜぜぜぜ条例条例条例条例がががが必要必要必要必要となったかとなったかとなったかとなったか。。。。岩岩岩岩手県手県手県手県はははは国連大学国連大学国連大学国連大学とのゼロエミッションとのゼロエミッションとのゼロエミッションとのゼロエミッション等等等等にににに係係係係るるるる連連連連携携携携やややや社社社社会的会的会的会的なななな背背背背景景景景からからからから、「、「、「、「いわていわていわていわて循環型循環型循環型循環型廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理構想構想構想構想」」」」をををを定定定定めためためためた。。。。一一一一方方方方、、、、青青青青森森森森県境県境県境県境でででで豊豊豊豊島島島島をををを上上上上回回回回るるるる倍倍倍倍ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを捨捨捨捨てられていることがわかるてられていることがわかるてられていることがわかるてられていることがわかる等等等等、、、、非常非常非常非常にににに困困困困ったったったった状況状況状況状況がありがありがありがあり、、、、このよこのよこのよこのようなことがうなことがうなことがうなことが起起起起きないようにするためにはどうしたらいいかをきないようにするためにはどうしたらいいかをきないようにするためにはどうしたらいいかをきないようにするためにはどうしたらいいかを我我我我々々々々はははは目目目目指指指指していったしていったしていったしていった。。。。        循環型構想循環型構想循環型構想循環型構想のののの中中中中ではではではでは、、、、４４４４つつつつののののココココンセプトをンセプトをンセプトをンセプトを基本基本基本基本にしているにしているにしているにしている。。。。①①①①原原原原則則則則としてとしてとしてとして岩岩岩岩手県手県手県手県内内内内でででで発発発発生生生生したものをしたものをしたものをしたものを岩岩岩岩手県手県手県手県内内内内でででで処理処理処理処理することすることすることすること。。。。②②②②排排排排出者出者出者出者責責責責任任任任をををを明明明明確確確確にしながらにしながらにしながらにしながら一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物とととと産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、紙紙紙紙等等等等はははは片片片片やややや一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物でありでありでありであり、、、、産業界産業界産業界産業界からからからから出出出出たたたた一一一一部部部部のものはのものはのものはのものは産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とととと非常非常非常非常にににに分分分分かりにくいかりにくいかりにくいかりにくい。。。。たたたただだだだしししし、、、、処理方処理方処理方処理方法法法法やややや循環循環循環循環方方方方法法法法がががが同同同同じじじじこともありこともありこともありこともあり、、、、これをこれをこれをこれを合合合合わせてわせてわせてわせて処理処理処理処理するするするする仕仕仕仕組組組組みはできないかみはできないかみはできないかみはできないか。。。。③③③③岩岩岩岩手県手県手県手県はははは平平平平成成成成７７７７年年年年にににに公公公公共共共共関関関関与与与与のののの廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理施設施設施設施設をををを県県県県南南南南ににににつつつつくっているくっているくっているくっている。。。。岩岩岩岩手県手県手県手県はははは非常非常非常非常にににに広広広広くくくく、、、、端端端端からからからから端端端端までまでまでまで200200200200キキキキロありロありロありロあり、、、、県県県県南南南南だだだだけけけけ整備整備整備整備してもしてもしてもしても県北県北県北県北のののの方方方方でもでもでもでも困困困困っているっているっているっている。。。。今後今後今後今後、、、、資源循環資源循環資源循環資源循環のののの観点観点観点観点からもっとリサイクルからもっとリサイクルからもっとリサイクルからもっとリサイクルややややさまさまさまさまざざざざまなことがでまなことがでまなことがでまなことができるようなセンターをきるようなセンターをきるようなセンターをきるようなセンターをつつつつくりたいくりたいくりたいくりたい。。。。④④④④またまたまたまた、、、、業業業業者育者育者育者育成成成成をしていきたいをしていきたいをしていきたいをしていきたい側面側面側面側面があるがあるがあるがある。。。。こうしこうしこうしこうしたことをたことをたことをたことをココココンセプトにンセプトにンセプトにンセプトに、、、、地域地域地域地域のののの計画計画計画計画もももも含含含含めてめてめてめて循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ををををつつつつくっていきたいというくっていきたいというくっていきたいというくっていきたいという構想構想構想構想をををを策定策定策定策定したしたしたした。。。。        一一一一方方方方、、、、青青青青森森森森県境県境県境県境とのとのとのとの間間間間にありとあらゆるものがにありとあらゆるものがにありとあらゆるものがにありとあらゆるものが捨捨捨捨てられていたてられていたてられていたてられていた。。。。かなりかなりかなりかなり長期間長期間長期間長期間捨捨捨捨てられてられてられてられていたのをていたのをていたのをていたのを我我我我々々々々はわからなかったはわからなかったはわからなかったはわからなかった。。。。今後今後今後今後はははは知事知事知事知事のののの指指指指示示示示によりによりによりにより外外外外部部部部のののの有識有識有識有識者者者者によりによりによりにより、、、、岩岩岩岩手県手県手県手県はははは責責責責任任任任はなかったのかということなどをはなかったのかということなどをはなかったのかということなどをはなかったのかということなどを明明明明らかにすることとしているらかにすることとしているらかにすることとしているらかにすることとしている、、、、またまたまたまた、、、、原原原原状状状状回回回回復復復復ををををしていかなくてはならないしていかなくてはならないしていかなくてはならないしていかなくてはならない。。。。岩岩岩岩手県手県手県手県側側側側のののの16161616ヘヘヘヘクタールクタールクタールクタール、、、、青青青青森森森森県県県県側側側側がががが11111111ヘヘヘヘクタールのクタールのクタールのクタールの場場場場所所所所にににに、、、、両両両両方方方方でででで82828282万万万万立立立立米米米米のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが捨捨捨捨てられていたてられていたてられていたてられていた。。。。岩岩岩岩手県手県手県手県側側側側ではではではでは15151515万万万万立立立立方方方方米米米米でででで、、、、82828282万万万万立立立立方方方方米米米米のかのかのかのかなりのなりのなりのなりの部部部部分分分分がががが青青青青森森森森県県県県であるがであるがであるがであるが、、、、青青青青森森森森県県県県のののの業業業業者者者者がががが自分自分自分自分のののの土土土土地地地地、、、、県境県境県境県境のののの一一一一番番番番小高小高小高小高いとこいとこいとこいところろろろでででで道道道道路路路路のののの行行行行きどまりのきどまりのきどまりのきどまりの場場場場所所所所にににに許許許許可可可可をををを持持持持ってってってって処理処理処理処理施設施設施設施設をををを行行行行っていたっていたっていたっていた。。。。一一一一方方方方、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄はははは、、、、具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、夕夕夕夕方方方方暗暗暗暗くなってからくなってからくなってからくなってから自分自分自分自分のののの土土土土地地地地にににに穴穴穴穴をををを掘掘掘掘りりりり、、、、夜夜夜夜中中中中にににに関関関関東東東東やそやそやそやそのののの近近近近県県県県からからからから廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを持持持持っていってっていってっていってっていって埋埋埋埋めめめめ、、、、朝朝朝朝にはにはにはには全全全全くもとのくもとのくもとのくもとの状状状状態態態態にににに戻戻戻戻すことをすことをすことをすことを繰繰繰繰りりりり返返返返していたしていたしていたしていた。。。。特特特特別別別別管理管理管理管理産業産業産業産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物等等等等になるとになるとになるとになると思思思思うがうがうがうが、、、、有有有有害害害害なものはなものはなものはなものは全全全全量量量量撤撤撤撤去去去去することをすることをすることをすることを岩岩岩岩手県手県手県手県はははは現現現現在在在在考考考考ええええているているているている。。。。        こういったこういったこういったこういった事件事件事件事件からからからから、、、、いずれいずれいずれいずれ何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でででで対策対策対策対策をををを立立立立てててててててて、、、、岩岩岩岩手県手県手県手県としてとしてとしてとして外外外外からからからから廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは入入入入ってってってってほほほほしくないしくないしくないしくない。。。。このことをこのことをこのことをこのことを経済的経済的経済的経済的なななな手法手法手法手法、、、、税税税税金金金金であったりであったりであったりであったり、、、、外外外外からからからから入入入入ってくるってくるってくるってくる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にににに対対対対するするするする協力協力協力協力金金金金をいたをいたをいたをいただだだだくことでのくことでのくことでのくことでの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制やややや、、、、そそそそれれれれ（（（（税税税税収収収収などなどなどなど））））をゼロエミッをゼロエミッをゼロエミッをゼロエミッションのションのションのションの推進推進推進推進にににに役役役役立立立立てたりすることがてたりすることがてたりすることがてたりすることが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。    客客客客観観観観的的的的なななな形形形形でででで有有有有価物価物価物価物とととと廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを何何何何とかしてとかしてとかしてとかして明明明明確確確確にしたいにしたいにしたいにしたい。。。。    廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にににに関関関関するするするする新新新新たなたなたなたな取組取組取組取組はははは、、、、広広広広域的域的域的域的なななな対策対策対策対策がががが必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、北北北北東東東東北北北北３３３３県県県県ではではではでは知事知事知事知事がサミッがサミッがサミッがサミットでいトでいトでいトでいろろろろいいいいろろろろなななな合意合意合意合意をしているをしているをしているをしている。。。。そそそそのののの中中中中でででで廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ににににつつつついてもいてもいてもいても一一一一緒緒緒緒ににににややややっていこうとっていこうとっていこうとっていこうと合意合意合意合意ががががなされておりなされておりなされておりなされており、、、、そそそそのののの中中中中でででで対対対対応応応応していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。    悪悪悪悪質質質質なななな業業業業者者者者はどはどはどはどんんんんどどどどんんんん排排排排除除除除しししし、、、、優優優優良良良良なななな業業業業者者者者ににににつつつついてはいてはいてはいては例例例例えばマえばマえばマえばマルルルル優優優優ママママークをークをークをークをつつつつけるけるけるける等等等等、、、、ラララランクづけしてンクづけしてンクづけしてンクづけして皆皆皆皆様様様様がわかりがわかりがわかりがわかりややややすいすいすいすい形形形形でででで行行行行っていきたいっていきたいっていきたいっていきたい。。。。基基基基金金金金をををを使使使使ってってってって原原原原状状状状回回回回復復復復のののの仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをつつつつくりたいとくりたいとくりたいとくりたいと考考考考ええええているているているている。。。。        制制制制度的度的度的度的なななな整理整理整理整理としてとしてとしてとして、、、、そそそそれらをれらをれらをれらを条例条例条例条例化化化化するためするためするためするため、、、、ここにここにここにここに書書書書いてあることいてあることいてあることいてあること（（（（屋屋屋屋外外外外放放放放置置置置物物物物等等等等へのへのへのへの規規規規制制制制、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物業業業業者者者者保保保保証証証証金金金金制制制制度度度度などなどなどなど））））をををを盛盛盛盛りりりり込込込込みみみみ、、、、規規規規制制制制ははははきっちりきっちりきっちりきっちり行行行行いたいいたいいたいいたい。。。。    本本本本日日日日皆皆皆皆様様様様おおおお集集集集まりのまりのまりのまりの目目目目的的的的はははは循環循環循環循環でありでありでありであり、、、、そそそそちらにちらにちらにちらにつつつついておいておいておいてお話話話話をしたいをしたいをしたいをしたい。。。。規規規規制制制制のののの延延延延長長長長でででで不不不不法法法法
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投投投投棄棄棄棄などになどになどになどにつつつついてはきちいてはきちいてはきちいてはきちんんんんとしたとしたとしたとした基基基基金金金金制制制制度等度等度等度等をををを設設設設けけけけ、、、、片片片片づけていくことになるがづけていくことになるがづけていくことになるがづけていくことになるが、、、、資源循資源循資源循資源循環環環環のののの担担担担いいいい手手手手づくりもきちづくりもきちづくりもきちづくりもきちんんんんとととと行行行行っていかなけれっていかなけれっていかなけれっていかなければばばばならないならないならないならない。。。。現現現現在在在在検討検討検討検討しているしているしているしている税税税税制制制制度度度度ではではではでは、、、、いたいたいたいただだだだいたいたいたいた税税税税金金金金でゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションを進進進進めるためのめるためのめるためのめるための仕仕仕仕組組組組みづくりにみづくりにみづくりにみづくりに対対対対してしてしてして支援支援支援支援をしていきをしていきをしていきをしていきたいとたいとたいとたいと考考考考ええええているているているている。。。。    もうもうもうもう一一一一方方方方、、、、事事事事業業業業者者者者のののの自自自自主主主主的的的的管理管理管理管理等等等等ににににつつつついてもいてもいてもいても、、、、組織組織組織組織ををををつつつつくってくってくってくって自自自自主主主主的的的的なななな形形形形のののの研研研研修修修修会会会会やややや人人人人材材材材育育育育成等成等成等成等をををを行行行行っていきたいっていきたいっていきたいっていきたい。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル等等等等にににに対対対対してもきちしてもきちしてもきちしてもきちんんんんとととと支援支援支援支援をしていきたをしていきたをしていきたをしていきたいいいい。。。。またまたまたまた、、、、これがこれがこれがこれが不適正不適正不適正不適正処理処理処理処理などがこのようになどがこのようになどがこのようになどがこのように起起起起こることのこることのこることのこることの抑抑抑抑制制制制にもなるとにもなるとにもなるとにもなると思思思思っているっているっているっている。。。。    現現現現状状状状ではではではでは、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製品製品製品製品がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか売売売売れないれないれないれない状況状況状況状況もありもありもありもあり、、、、このことからこのことからこのことからこのことから県県県県としてとしてとしてとして認認認認証証証証制制制制度度度度ををををつつつつくりくりくりくり、、、、県県県県がががが率先率先率先率先してしてしてして使使使使用用用用したりしたりしたりしたり、、、、皆皆皆皆様様様様にににに使使使使ってもらってもらってもらってもらええええるようるようるようるよう、、、、これはいいものこれはいいものこれはいいものこれはいいものだだだだとととと認認認認定定定定できるできるできるできる制制制制度度度度ももももつつつつくってくってくってくってＰＲＰＲＰＲＰＲしていきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。    税税税税金金金金ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場にににに入入入入るときにいたるときにいたるときにいたるときにいただだだだくことをくことをくことをくことを考考考考ええええているているているている。。。。このこのこのこの３３３３項項項項目目目目（（（（県県県県外外外外産産産産廃廃廃廃のののの事前事前事前事前協議協議協議協議制制制制・・・・搬搬搬搬入入入入協力協力協力協力金金金金・・・・産産産産廃廃廃廃税税税税制制制制））））ににににつつつついていていていて、、、、岩岩岩岩手手手手、、、、青青青青森森森森、、、、秋秋秋秋田田田田３３３３県県県県のののの知事知事知事知事のののの間間間間でででで合意合意合意合意はされておりはされておりはされておりはされており、、、、今後今後今後今後３３３３県県県県ががががほほほほぼぼぼぼ同同同同様様様様のののの形形形形のシステムづくりをするこのシステムづくりをするこのシステムづくりをするこのシステムづくりをすることになっているとになっているとになっているとになっている。。。。        一一一一方方方方、、、、公公公公共共共共関関関関与与与与のののの処処処処分分分分場場場場もももも、、、、単単単単価価価価的的的的にはこのくらいかかりにはこのくらいかかりにはこのくらいかかりにはこのくらいかかり、、、、こういったリサイクルもでこういったリサイクルもでこういったリサイクルもでこういったリサイクルもできるというものをきるというものをきるというものをきるというものをつつつつくっていきたいくっていきたいくっていきたいくっていきたい。。。。岩岩岩岩手県手県手県手県のののの県北県北県北県北はははは畜畜畜畜産産産産がががが非常非常非常非常にににに盛盛盛盛んんんんでありでありでありであり、、、、建建建建設設設設やややや畜畜畜畜産産産産からからからから排排排排出出出出されるされるされるされる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物量量量量はははは非常非常非常非常にににに割割割割合合合合がががが高高高高いといといといと先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話があったがあったがあったがあった。。。。岩岩岩岩手県手県手県手県でもでもでもでも全廃棄全廃棄全廃棄全廃棄物物物物のののの60606060数数数数％％％％とととと多多多多いがいがいがいが、、、、きちきちきちきちんんんんとととと処理処理処理処理（（（（リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル））））していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。平平平平成成成成21212121年年年年あたりにあたりにあたりにあたりに稼稼稼稼働働働働開始開始開始開始をををを目目目目途途途途としてとしてとしてとして考考考考ええええているているているている。。。。        司司司司会会会会        ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。大大大大きくはきくはきくはきくは循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの流流流流れのれのれのれの中中中中でででで、、、、大大大大きなきなきなきなビビビビジョンがあジョンがあジョンがあジョンがありながらりながらりながらりながら現実現実現実現実にはにはにはには非常非常非常非常にににに深深深深刻刻刻刻なななな問問問問題題題題がががが発発発発生生生生しているしているしているしている。。。。これこれこれこれににににつつつついてはいてはいてはいては後後後後ほほほほどどどど国国国国のおのおのおのお立立立立場場場場かかかかららららごごごご意見意見意見意見をいたをいたをいたをいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        引引引引きききき続続続続きききき、、、、徳島徳島徳島徳島県県県県のののの山山山山田田田田課課課課長補佐長補佐長補佐長補佐からおからおからおからお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        山山山山田田田田課課課課長補佐長補佐長補佐長補佐        私私私私どものどものどものどもの環境環境環境環境局局局局はははは昨昨昨昨年度年度年度年度できできできでき、、、、そそそそのののの中中中中にににに循環型社会推進課循環型社会推進課循環型社会推進課循環型社会推進課、、、、さらにさらにさらにさらに私私私私どものどものどものどもの担当担当担当担当はははは循環循環循環循環経済推進経済推進経済推進経済推進担当担当担当担当でありでありでありであり、、、、環境環境環境環境のののの中中中中にはにはにはには経済経済経済経済観観観観念念念念がなけれがなけれがなけれがなければばばば持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発発発発展展展展はありはありはありはあり得得得得ないためないためないためないため、、、、経済経済経済経済のののの概概概概念念念念がががが入入入入っているっているっているっている組織組織組織組織になっているになっているになっているになっている。。。。私私私私もももも通通通通産産産産省省省省にににに出向出向出向出向をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、商商商商工工工工サイサイサイサイドドドドにににに長長長長くいたしくいたしくいたしくいたし、、、、環境環境環境環境にもにもにもにも４４４４～～～～５５５５年年年年おりおりおりおり、、、、環境環境環境環境とととと商商商商業業業業のののの両両両両方方方方をををを渡渡渡渡りりりり歩歩歩歩いていたためいていたためいていたためいていたため、、、、担当担当担当担当にされにされにされにされたかとたかとたかとたかと思思思思っているっているっているっている。。。。        昨昨昨昨年度年度年度年度からゼロエミッションのからゼロエミッションのからゼロエミッションのからゼロエミッションの関係関係関係関係でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろ検討検討検討検討をををを重重重重ねているねているねているねている。。。。昨昨昨昨年年年年８８８８月月月月にゼロエミにゼロエミにゼロエミにゼロエミッションッションッションッション推進検討推進検討推進検討推進検討委員委員委員委員会会会会をををを設設設設けけけけ、、、、こちらのこちらのこちらのこちらの坂坂坂坂本本本本様様様様にもにもにもにも委員委員委員委員としてとしてとしてとしてごごごご参加参加参加参加をををを得得得得てててて年年年年３３３３回回回回ほほほほどどどど議議議議論論論論をいたをいたをいたをいただだだだきききき、、、、提言提言提言提言をまとめたをまとめたをまとめたをまとめた。。。。そそそそれにあわせれにあわせれにあわせれにあわせ、、、、広広広広域的域的域的域的なななな観点観点観点観点からからからから議議議議論論論論をいたをいたをいたをいただだだだくためくためくためくため、、、、東京東京東京東京からグローからグローからグローからグローババババルなルなルなルな視点視点視点視点でででで徳島徳島徳島徳島をををを見見見見てどういったことができるかてどういったことができるかてどういったことができるかてどういったことができるか、、、、どどどどんんんんなななな問問問問題題題題があるかがあるかがあるかがあるか等等等等ををををごごごご指指指指摘摘摘摘いたいたいたいただだだだくためエくためエくためエくためエココココタタタタウウウウンンンン東京東京東京東京懇懇懇懇話会話会話会話会をををを設設設設けけけけ、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のののの山山山山路路路路会会会会長長長長にににに座座座座長長長長をしてをしてをしてをしていたいたいたいただだだだきききき、、、、提言提言提言提言をまとめたとこをまとめたとこをまとめたとこをまとめたところろろろであるであるであるである。。。。        そそそそれらのれらのれらのれらの提言等提言等提言等提言等をををを受受受受けけけけ、、、、今今今今年度年度年度年度はははは経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のエのエのエのエココココタタタタウウウウンのンのンのンのＦＦＦＦＳＳＳＳ調調調調査査査査をいたをいたをいたをいただだだだきききき、、、、このこのこのこの10101010月月月月からからからからＦＦＦＦＳＳＳＳ調調調調査査査査のののの実施実施実施実施にににに着着着着手手手手するするするするためためためため、、、、10101010月月月月からからからから委員委員委員委員会会会会をををを発発発発足足足足してしてしてして年度年度年度年度内内内内にエにエにエにエココココタタタタウウウウンンンンのののの実現可能実現可能実現可能実現可能性性性性ににににつつつついていていていて検討検討検討検討しししし、、、、来来来来年度年度年度年度にはエにはエにはエにはエココココタタタタウウウウンプランなるものをンプランなるものをンプランなるものをンプランなるものを策定策定策定策定していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。
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さらにさらにさらにさらに、、、、並並並並行行行行してエしてエしてエしてエココココタタタタウウウウンンンン東京東京東京東京懇懇懇懇話会話会話会話会はははは今今今今年度年度年度年度もももも継続継続継続継続してしてしてして行行行行っていこうとっていこうとっていこうとっていこうと考考考考ええええているているているている。。。。        ＦＦＦＦＳＳＳＳ調調調調査査査査をするをするをするをする前前前前にににに、、、、いたいたいたいただだだだいたいたいたいた提言提言提言提言をもとにをもとにをもとにをもとに具具具具体的体的体的体的なななな研究研究研究研究をするプロジェクトをするプロジェクトをするプロジェクトをするプロジェクトチチチチームームームームををををつつつつくりくりくりくり、、、、ＲＰＲＰＲＰＲＰＦＦＦＦ関係関係関係関係、、、、自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、徳島徳島徳島徳島県県県県はははは木木木木工工工工産業等産業等産業等産業等がががが多多多多いのでいのでいのでいので無無無無機機機機質質質質系系系系のプのプのプのプロジェクトロジェクトロジェクトロジェクト、、、、さらにはさらにはさらにはさらには畜畜畜畜産産産産もももも含含含含めためためためた中中中中でででで畜畜畜畜産産産産とはとはとはとは別別別別のののの部部部部分分分分でのでのでのでの一一一一廃廃廃廃のののの生生生生ごごごごみのみのみのみのババババイオイオイオイオママママスススス発発発発電電電電、、、、ババババイオにイオにイオにイオにつつつついてはいてはいてはいては２２２２つつつつのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクト、、、、さらにはプラスさらにはプラスさらにはプラスさらにはプラスチチチチックックックック系系系系のののの発発発発泡泡泡泡ススススチチチチロールロールロールロール、、、、既既既既にににに技術化技術化技術化技術化されているがされているがされているがされているが、、、、技術化技術化技術化技術化されていてもされていてもされていてもされていてもややややっていかなけれっていかなけれっていかなけれっていかなければばばば全全全全体体体体としてのゼロエミとしてのゼロエミとしてのゼロエミとしてのゼロエミッションがッションがッションがッションがつつつつくっていけないくっていけないくっていけないくっていけない。。。。エエエエココココタタタタウウウウンにンにンにンに乗乗乗乗らないらないらないらない事事事事業業業業であってもであってもであってもであっても、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな施策施策施策施策をををを使使使使いながらいながらいながらいながら実現化実現化実現化実現化にににに持持持持っていきたいということでっていきたいということでっていきたいということでっていきたいということで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなプロジェクトなプロジェクトなプロジェクトなプロジェクトチチチチームをームをームをームを立立立立ちちちち上上上上げげげげ、、、、そそそそのののの中中中中でででで具具具具体的体的体的体的なななな施策施策施策施策をををを検討検討検討検討いたいたいたいただだだだいているいているいているいている。。。。        特特特特にこのプロジェクトにこのプロジェクトにこのプロジェクトにこのプロジェクトチチチチームのームのームのームの重要重要重要重要なとこなとこなとこなところろろろはははは、、、、机机机机上論上論上論上論だだだだけではけではけではけでは話話話話にならないためにならないためにならないためにならないため、、、、各各各各チチチチームでームでームでームで徹底徹底徹底徹底したリサーしたリサーしたリサーしたリサーチチチチをををを行行行行いいいい、、、、具具具具体的体的体的体的にににに金金金金銭銭銭銭面面面面、、、、設設設設置置置置場場場場所所所所、、、、さらにはさらにはさらにはさらには事事事事業業業業主主主主体等体等体等体等のののの細細細細かいかいかいかい詰詰詰詰めをめをめをめを行行行行っていたっていたっていたっていただだだだいているがいているがいているがいているが、、、、当当当当然然然然問問問問題題題題点点点点がががが相相相相当出当出当出当出てくるてくるてくるてくる。。。。特特特特ににににＲＰＲＰＲＰＲＰＦＦＦＦのののの部部部部分分分分でででで大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題としてはとしてはとしてはとしては、、、、循環資源循環資源循環資源循環資源としてとしてとしてとして年年年年間間間間30303030万万万万トントントントン必要必要必要必要であるであるであるである。。。。徳島徳島徳島徳島県県県県のののの一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物のののの量量量量だだだだけけけけ考考考考ええええてもてもてもても年年年年間間間間30303030万万万万トンであるトンであるトンであるトンである。。。。例例例例えばえばえばえばＲＰＲＰＲＰＲＰＦＦＦＦをををを行行行行うにうにうにうに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、一一一一廃廃廃廃ではではではでは年年年年間間間間４４４４万万万万トトトトンンンン、、、、産産産産廃廃廃廃ではではではでは11111111万万万万～～～～12121212万万万万トンまではトンまではトンまではトンまでは確確確確保保保保できるができるができるができるが、、、、あとのあとのあとのあとの部部部部分分分分はははは県県県県内内内内ではではではでは確確確確保保保保できないできないできないできない。。。。そそそそこでこでこでこで、、、、徳島徳島徳島徳島はははは京京京京阪神阪神阪神阪神もももも近近近近くくくく、、、、海海海海路路路路等等等等いいいいろろろろいいいいろろろろなものをなものをなものをなものを活用活用活用活用したしたしたした中中中中でででで県県県県外外外外からのからのからのからの調調調調達達達達をををを視視視視野野野野にににに入入入入れれれれ、、、、ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを考考考考ええええていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばならないならないならないならない。。。。岩岩岩岩手県手県手県手県はははは県県県県内内内内でとでとでとでと話話話話があっがあっがあっがあったがたがたがたが、、、、徳島徳島徳島徳島県県県県はははは県県県県内内内内だだだだけではけではけではけでは量量量量的的的的にににに足足足足りないためりないためりないためりないため、、、、県県県県外外外外からもからもからもからも輸輸輸輸入入入入ししししてくるてくるてくるてくる。。。。昔昔昔昔ではではではでは考考考考ええええられなかったられなかったられなかったられなかった発想発想発想発想であるがであるがであるがであるが、、、、そそそそうしないとうしないとうしないとうしないと事事事事業業業業のののの採採採採算算算算性性性性のののの部部部部分分分分でででで成成成成りりりり立立立立っていかないっていかないっていかないっていかない点点点点ももももありありありあり、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ悩悩悩悩んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。        今後今後今後今後はゼロエミッションのはゼロエミッションのはゼロエミッションのはゼロエミッションの具具具具体化体化体化体化にににに向向向向けけけけ、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のエのエのエのエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業、、、、さらにはさらにはさらにはさらには農林農林農林農林水水水水産産産産省省省省、ＮＥ、ＮＥ、ＮＥ、ＮＥＤＤＤＤＯＯＯＯ等等等等いいいいろろろろいいいいろろろろなななな団体団体団体団体をををを活用活用活用活用しながらプロジェクトをしながらプロジェクトをしながらプロジェクトをしながらプロジェクトを立立立立ちちちち上上上上げていきたいげていきたいげていきたいげていきたい。。。。基本的基本的基本的基本的にはにはにはには補助補助補助補助制制制制度度度度がなくてもがなくてもがなくてもがなくても成成成成りりりり立立立立つつつつプロジェクトでなけれプロジェクトでなけれプロジェクトでなけれプロジェクトでなければばばば、、、、本本本本来来来来はははは持続持続持続持続していけなしていけなしていけなしていけないいいい。。。。そそそそういったういったういったういった部部部部分分分分がないがないがないがないケケケケースースースース、、、、あるあるあるあるケケケケースでースでースでースで各各各各事事事事業業業業のののの採採採採算算算算をををを考考考考ええええているているているている段階段階段階段階であるであるであるである。。。。        またまたまたまた、、、、本年度本年度本年度本年度はエはエはエはエココココタタタタウウウウンとはンとはンとはンとは違違違違ったったったった分野分野分野分野でででで１１１１つつつつプロジェクトをプロジェクトをプロジェクトをプロジェクトを今今今今検検検検討討討討しているしているしているしている。。。。徳島徳島徳島徳島県県県県にはにはにはには吉吉吉吉野川野川野川野川とととと那賀那賀那賀那賀川川川川のののの２２２２つつつつのののの大大大大きなきなきなきな河河河河川川川川があるがあるがあるがある。。。。徳島徳島徳島徳島県県県県からからからから南南南南へへへへ約約約約20202020キキキキロロロロ下下下下ったとこったとこったとこったところろろろからからからから剣剣剣剣山山山山にににに至至至至るるるる那賀那賀那賀那賀川川川川のののの流域流域流域流域にはにはにはには、、、、全全全全国的国的国的国的にににに有有有有名名名名なななな細細細細川川川川内内内内ダムがありダムがありダムがありダムがあり、、、、結局結局結局結局はははは反反反反対対対対運運運運動等動等動等動等でダムができないことになっているでダムができないことになっているでダムができないことになっているでダムができないことになっている。。。。たたたただだだだしししし、、、、このダムがなけれこのダムがなけれこのダムがなけれこのダムがなければばばば利利利利水水水水、、、、治治治治水水水水上上上上、、、、非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい中中中中でででで既存既存既存既存のダムのダムのダムのダム群群群群でででで一一一一番番番番大大大大きいのがきいのがきいのがきいのが長長長長安安安安口口口口ダムであるダムであるダムであるダムである。。。。ダムのダムのダムのダムの流域流域流域流域、、、、河河河河口口口口部部部部からからからから上上上上流流流流のののの全全全全体体体体のののの振興振興振興振興計画計画計画計画をををを図図図図るるるるツツツツールとしてールとしてールとしてールとして、、、、未未未未利用資源利用資源利用資源利用資源をををを活用活用活用活用できないかできないかできないかできないか。。。。資源資源資源資源としてあるとしてあるとしてあるとしてあるのはのはのはのは間間間間伐伐伐伐材材材材、、、、製製製製材材材材のののの木木木木くずくずくずくず、、、、流流流流木木木木、、、、地地地地場場場場産産産産品品品品であるゆずかすであるゆずかすであるゆずかすであるゆずかす、、、、さらにはダムさらにはダムさらにはダムさらにはダム湖湖湖湖にたまってにたまってにたまってにたまっているいるいるいる堆堆堆堆砂砂砂砂がありがありがありがあり、、、、非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題になっているになっているになっているになっている。。。。長長長長安安安安口口口口ダムはダムはダムはダムは堆堆堆堆砂砂砂砂容容容容量量量量のののの２２２２倍倍倍倍をををを上上上上回回回回るるるる1,2001,2001,2001,200万万万万立立立立米米米米のののの汚汚汚汚泥泥泥泥とととと土砂土砂土砂土砂がたまっているがたまっているがたまっているがたまっている。。。。        このことによりこのことによりこのことによりこのことにより利利利利水水水水、、、、治治治治水水水水面面面面でででで非常非常非常非常にににに危危危危険険険険なななな状状状状態態態態でありでありでありであり、、、、利利利利水水水水面面面面でもでもでもでも毎毎毎毎年渇年渇年渇年渇水水水水調調調調整整整整をををを行行行行っているっているっているっている。。。。大大大大きなきなきなきな１１１１級級級級河河河河川川川川にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず、、、、非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況であるであるであるである。。。。そそそそのダムののダムののダムののダムの堆堆堆堆砂砂砂砂をををを未未未未利用資源利用資源利用資源利用資源としてどうとしてどうとしてどうとしてどう活用活用活用活用できるかというできるかというできるかというできるかという部部部部分分分分にににに着着着着目目目目しししし、、、、検討検討検討検討委員委員委員委員会会会会をををを今今今今回立回立回立回立ちちちち上上上上げていげていげていげているるるる。。。。このこのこのこの調調調調査査査査費費費費はははは、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省からからからから電電電電源地域源地域源地域源地域振興振興振興振興のののの予予予予算算算算をいたをいたをいたをいただだだだきききき、、、、那賀那賀那賀那賀川流域川流域川流域川流域未未未未利用資利用資利用資利用資源活用等検討源活用等検討源活用等検討源活用等検討委員委員委員委員会会会会をををを設設設設けたけたけたけた。。。。こちらはこちらはこちらはこちらは流域市町流域市町流域市町流域市町村村村村、、、、阿阿阿阿南南南南市市市市からからからから木木木木頭頭頭頭村村村村までまでまでまで９９９９市町市町市町市町村村村村のののの首首首首長長長長、、、、農林農林農林農林関係関係関係関係のののの長長長長、、、、商商商商工工工工業業業業、、、、利利利利水水水水治治治治水水水水とさまとさまとさまとさまざざざざまなトップのまなトップのまなトップのまなトップの方方方方にににに入入入入っていたっていたっていたっていただだだだきききき、、、、そそそそのののの下下下下にワーにワーにワーにワーキキキキングをングをングをングを設設設設けけけけ、、、、ワーワーワーワーキキキキングのングのングのングの中中中中でダムでダムでダムでダム堆堆堆堆砂砂砂砂、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材、、、、木木木木くずくずくずくず等等等等をどのようにをどのようにをどのようにをどのように活用活用活用活用しししし
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てててて地域地域地域地域振興振興振興振興をををを図図図図っていくかっていくかっていくかっていくか、、、、今今今今年度年度年度年度、、、、来来来来年度年度年度年度のののの２２２２カカカカ年年年年かけてかけてかけてかけて調調調調査査査査していくしていくしていくしていく事事事事業業業業をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげたとこたとこたとこたところろろろであるであるであるである。。。。        具具具具体的体的体的体的にににに那賀那賀那賀那賀川流域川流域川流域川流域でででで簡簡簡簡単単単単にににに調調調調査査査査したしたしたした中中中中ではではではでは、、、、製製製製材材材材業業業業がががが山山山山のののの中中中中ではではではでは非常非常非常非常にににに多多多多くくくく、、、、12121212月月月月１１１１日日日日からダイオからダイオからダイオからダイオキキキキシンシンシンシン関係関係関係関係でででで焼却焼却焼却焼却規規規規制制制制がががが厳厳厳厳しくなるしくなるしくなるしくなる。。。。３３３３年年年年前前前前からからからから地地地地元元元元にはにはにはには周周周周知知知知ができているができているができているができているがががが、、、、資資資資金金金金面面面面等等等等でなかなかでなかなかでなかなかでなかなか対対対対応応応応ができなかったができなかったができなかったができなかった。。。。ここにここにここにここに来来来来てどうすれてどうすれてどうすれてどうすればばばばいいのいいのいいのいいのだだだだというというというという議議議議論論論論がががが今今今今わきわきわきわき上上上上ががががっておりっておりっておりっており、、、、製製製製材材材材業業業業のののの場場場場合合合合はははは当当当当然然然然木木木木くずくずくずくず等等等等がががが今今今今まではたまではたまではたまではただだだだののののごごごごとくとくとくとく野野野野焼焼焼焼きききき等等等等でででで焼却焼却焼却焼却されていたされていたされていたされていた。。。。今今今今度度度度、、、、焼却焼却焼却焼却ににににココココストがかかってくるとなれストがかかってくるとなれストがかかってくるとなれストがかかってくるとなればばばば、、、、価価価価格格格格にににに転転転転嫁嫁嫁嫁できないのでできないのでできないのでできないので製製製製材材材材業業業業ををををややややめようかといっためようかといっためようかといっためようかといった事事事事態態態態までいっているまでいっているまでいっているまでいっている厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況もあるもあるもあるもある。。。。例例例例えばえばえばえば木木木木くずをくずをくずをくずを広広広広域域域域行行行行政政政政でででで行行行行っているっているっているっている焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉のののの助燃助燃助燃助燃剤剤剤剤としてとしてとしてとして使使使使ええええないかないかないかないか等等等等、、、、流域流域流域流域全全全全体体体体としてとしてとしてとして成成成成りりりり立立立立つつつつようなようなようなような社社社社会会会会システムができないかシステムができないかシステムができないかシステムができないか検討検討検討検討しているしているしているしている。。。。        簡簡簡簡単単単単ですがですがですがですが、、、、現現現現在在在在のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況であるであるであるである。。。。        司司司司会会会会        有有有有難難難難ううううござござござございましたいましたいましたいました。。。。循環型産業循環型産業循環型産業循環型産業をををを伸伸伸伸ばばばばしていくしていくしていくしていく中中中中でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな問問問問題題題題点点点点があるがあるがあるがある。。。。徳島徳島徳島徳島県県県県のののの中中中中ですですですですばばばばらしいらしいらしいらしい点点点点もありもありもありもあり、、、、なおかなおかなおかなおかつつつつ難難難難しいしいしいしい点点点点もあることをもあることをもあることをもあることを実実実実態態態態にににに則則則則しておしておしておしてお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだいいいいたたたた。。。。後後後後ほほほほどまたデどまたデどまたデどまたディィィィススススカカカカッションをおッションをおッションをおッションをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        ではではではでは、、、、富士電機富士電機富士電機富士電機のののの赤松赤松赤松赤松ささささんんんん、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        赤松室長赤松室長赤松室長赤松室長        私私私私はははは産業界産業界産業界産業界からからからから１１１１人人人人ごごごご指指指指名名名名をいたをいたをいたをいただだだだいておいておいておいてお話話話話をするがをするがをするがをするが、、、、必必必必ずしもずしもずしもずしも産業界産業界産業界産業界のののの代代代代表表表表ではなくではなくではなくではなく、、、、調調調調整整整整したしたしたした意見意見意見意見ではないのでではないのでではないのでではないので、、、、産業界産業界産業界産業界のののの一一一一員員員員からということでからということでからということでからということでコメコメコメコメントをントをントをントを差差差差しししし上上上上げたいげたいげたいげたい。。。。        最最最最初初初初にににに染染染染野野野野様様様様からからからから、、、、３３３３つつつつのシナリオのうちのシナリオのシナリオのうちのシナリオのシナリオのうちのシナリオのシナリオのうちのシナリオＢＢＢＢがががが多多多多いといといといと聞聞聞聞きききき、、、、少少少少々々々々驚驚驚驚いたいたいたいた。。。。国国国国友室長友室長友室長友室長からからからから、、、、環境環境環境環境ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの将将将将来来来来像像像像、、、、支援策等支援策等支援策等支援策等、、、、力強力強力強力強いいいいごごごご意見意見意見意見をいたをいたをいたをいただだだだきききき、、、、これはこれはこれはこれは頑張頑張頑張頑張っっっっていけるなとていけるなとていけるなとていけるなと感感感感じじじじているているているている。。。。２２２２名名名名のののの方方方方からからからから、、、、国国国国側側側側のののの施策施策施策施策をををを紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだいたがいたがいたがいたが、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな環環環環境境境境ビビビビジネスにジネスにジネスにジネスに対対対対するするするするごごごご支援支援支援支援のののの施策等施策等施策等施策等をををを考考考考ええええられられられられ、、、、産業界産業界産業界産業界側側側側としてはこれからとしてはこれからとしてはこれからとしてはこれから頑張頑張頑張頑張ってってってって環境環境環境環境ビビビビジネスにジネスにジネスにジネスに取取取取りりりり組組組組んんんんでいこうとでいこうとでいこうとでいこうと心心心心をををを新新新新たにしたとこたにしたとこたにしたとこたにしたところろろろであるであるであるである。。。。産業界産業界産業界産業界としてはとしてはとしてはとしては、、、、今今今今までまでまでまで大大大大量量量量生生生生産産産産・・・・大大大大量消費量消費量消費量消費のののの社会経済社会経済社会経済社会経済システムをみずからシステムをみずからシステムをみずからシステムをみずからつつつつくりくりくりくり上上上上げてきたげてきたげてきたげてきた面面面面がありがありがありがあり、、、、今後今後今後今後、、、、持続持続持続持続可能可能可能可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ををををつつつつくっていくことからくっていくことからくっていくことからくっていくことから言言言言えばえばえばえば、、、、社会経済社会経済社会経済社会経済システムのシステムのシステムのシステムの変変変変革革革革にににに向向向向けてのけてのけてのけての役役役役割割割割やややや責責責責務務務務はははは非常非常非常非常にににに大大大大きなものがあるときなものがあるときなものがあるときなものがあると自自自自覚覚覚覚しているしているしているしている。。。。        先先先先日日日日、、、、あるあるあるある講演講演講演講演会会会会でリサイクルショップでリサイクルショップでリサイクルショップでリサイクルショップチチチチェーンェーンェーンェーン店店店店のののの社社社社長長長長のののの話話話話をををを聞聞聞聞いてきたいてきたいてきたいてきた。。。。彼彼彼彼はこのはこのはこのはこのチチチチェーンェーンェーンェーン店店店店をををを経経経経営営営営してしてしてしていていていていて、、、、彼彼彼彼のとこのとこのとこのところろろろににににややややってくるものにはってくるものにはってくるものにはってくるものには、、、、ままままだだだだままままだだだだ使使使使ええええるものがあるものがあるものがあるものがあったりったりったりったり、、、、製品製品製品製品としてとしてとしてとして安安安安っっっっぽぽぽぽいものがいものがいものがいものが多多多多かったりでかったりでかったりでかったりで、、、、もっとちもっとちもっとちもっとちゃゃゃゃんんんんとととと物物物物ををををつつつつくれないのかとくれないのかとくれないのかとくれないのかとメメメメーーーーカカカカーにーにーにーに対対対対してしてしてして非常非常非常非常にににに憤憤憤憤りをりをりをりを感感感感じじじじているとているとているとていると言言言言われていたわれていたわれていたわれていた。。。。たまにものすたまにものすたまにものすたまにものすごごごごくくくく使使使使いいいい込込込込みみみみ、、、、よくここまでよくここまでよくここまでよくここまで使使使使ったったったった、、、、よくここまでもったなというよくここまでもったなというよくここまでもったなというよくここまでもったなという製品製品製品製品がががが来来来来るとるとるとると非常非常非常非常ににににほほほほっとするとっとするとっとするとっとすると言言言言わわわわれていたれていたれていたれていた。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、ユユユユーーーーザザザザーもエアーもエアーもエアーもエアココココンンンンややややテテテテレレレレビビビビのリのリのリのリモモモモココココンがンがンがンが壊壊壊壊れてれてれてれて使使使使ええええなくなったのなくなったのなくなったのなくなったのでででで新新新新しいものをしいものをしいものをしいものを買買買買うううう等等等等、、、、意識意識意識意識ややややモモモモラルのラルのラルのラルの問問問問題題題題もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、そそそそうならないためにうならないためにうならないためにうならないために産業界産業界産業界産業界ががががつつつつくくくくるるるる側側側側としてとしてとしてとして少少少少しししし物物物物のののの考考考考ええええ方方方方をををを変変変変ええええていかないといけないのていかないといけないのていかないといけないのていかないといけないのではないかとではないかとではないかとではないかと非常非常非常非常にににに感感感感じじじじたたたた。。。。        手手手手前前前前みみみみそそそそでででで申申申申しわけないがしわけないがしわけないがしわけないが、、、、私私私私のののの家家家家のののの電電電電話話話話はははは昔昔昔昔のののの黒黒黒黒いいいい重重重重たいたいたいたい電電電電話話話話機機機機でででで、、、、ダイダイダイダイヤヤヤヤルのとこルのとこルのとこルのところろろろがががが金属金属金属金属でできておりでできておりでできておりでできており、、、、回回回回すとジーすとジーすとジーすとジーココココジージージージーココココというというというという音音音音がするがするがするがするやつやつやつやつですですですです。。。。伝伝伝伝言言言言機機機機能等能等能等能等はははは何何何何ももももないのでないのでないのでないので、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは便便便便利利利利ではないかもしれないがではないかもしれないがではないかもしれないがではないかもしれないが、、、、私私私私はははは電電電電話話話話ささささええええかけられれかけられれかけられれかけられればばばばいいいいいいいい。。。。
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むしむしむしむしろろろろ電電電電話話話話としてのとしてのとしてのとしての機機機機能能能能はははは全全全全然然然然陳腐陳腐陳腐陳腐化化化化していかないしていかないしていかないしていかない。。。。電電電電話話話話としてはとしてはとしてはとしては非常非常非常非常にににに頑張頑張頑張頑張ってってってって役役役役立立立立っっっってくれているてくれているてくれているてくれている。。。。ジージージージーココココジージージージーココココとダイとダイとダイとダイヤヤヤヤルをルをルをルを回回回回しているとしているとしているとしていると、、、、何何何何となくあのとなくあのとなくあのとなくあの人人人人にかけているのにかけているのにかけているのにかけているのだだだだというというというという感感感感覚覚覚覚があってがあってがあってがあって、、、、非常非常非常非常にににに心心心心温温温温まるまるまるまる電電電電話話話話機機機機でででで私私私私はははは非常非常非常非常にににに気気気気にににに入入入入っているっているっているっている。。。。ライフスタライフスタライフスタライフスタイルイルイルイルはははは変変変変ええええていけるとていけるとていけるとていけると思思思思うがうがうがうが、、、、つつつつくるくるくるくる側側側側ががががそそそそういうものをういうものをういうものをういうものをつつつつくらないとくらないとくらないとくらないと受受受受けけけけ入入入入れられないれられないれられないれられない。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成ということからということからということからということから考考考考ええええるとるとるとると、、、、産業界産業界産業界産業界がががが物物物物ののののつつつつくりくりくりくり方方方方とサーとサーとサーとサービビビビススススのののの提提提提供供供供ののののややややりりりり方方方方をををを少少少少しししし変変変変ええええていかないといけないとていかないといけないとていかないといけないとていかないといけないと思思思思っているっているっているっている。。。。本本本本日日日日はははは産業界産業界産業界産業界のののの方方方方がたくがたくがたくがたくささささんんんんおられおられおられおられ、、、、環境環境環境環境へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの先進的先進的先進的先進的なななな企業企業企業企業のののの方方方方ばばばばかりなのでかりなのでかりなのでかりなので釈迦釈迦釈迦釈迦にににに説説説説法的法的法的法的なとこなとこなとこなところろろろががががあるとあるとあるとあると思思思思うがうがうがうが、、、、３３３３つつつつぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのキキキキーワーーワーーワーーワードドドドをををを考考考考ええええてきたてきたてきたてきた。。。。        １１１１つつつつ目目目目がリがリがリがリババババースースースースママママニニニニュュュュフフフファァァァククククチチチチャリングとエャリングとエャリングとエャリングとエココココデデデデザザザザインインインイン、、、、エエエエココココデデデデザザザザインにインにインにインにつつつついてはいてはいてはいては経経経経済産業済産業済産業済産業省省省省のののの国国国国友友友友様様様様からからからから話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの小小小小さいさいさいさい、、、、再生再生再生再生利用利用利用利用がががが可能可能可能可能であるであるであるである、、、、リサイリサイリサイリサイクルしクルしクルしクルしややややすいものをすいものをすいものをすいものをつつつつくっていくことがくっていくことがくっていくことがくっていくことが一一一一番番番番大大大大切切切切なのではないかなのではないかなのではないかなのではないか。。。。こういうものをこういうものをこういうものをこういうものを世世世世にににに送送送送りりりり出出出出しししし、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの部部部部分分分分をををを減減減減らさないといけないらさないといけないらさないといけないらさないといけない。。。。今今今今まではまではまではまでは大大大大量量量量ににににつつつつくってもリサイクくってもリサイクくってもリサイクくってもリサイクルすれルすれルすれルすればばばばいいのではないかといういいのではないかといういいのではないかといういいのではないかという考考考考ええええ方方方方もあったがもあったがもあったがもあったが、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市のエのエのエのエココココタタタタウウウウンでももっとリンでももっとリンでももっとリンでももっとリユユユユースースースース、、、、リデリデリデリデュュュュースースースース側側側側にににに持持持持っていかなけれっていかなけれっていかなけれっていかなければばばばいけないのではないかといういけないのではないかといういけないのではないかといういけないのではないかという議議議議論論論論があったとがあったとがあったとがあったと聞聞聞聞いているいているいているいている。。。。リサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクルに回回回回るものができるるものができるるものができるるものができるだだだだけけけけ少少少少なくなるなくなるなくなるなくなる物物物物ののののつつつつくりくりくりくり方方方方、、、、リリリリユユユユースできースできースできースできるるるるつつつつくりくりくりくり方方方方をしていかないといけないをしていかないといけないをしていかないといけないをしていかないといけない。。。。これがこれがこれがこれが非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なことなことなことなことだだだだとととと思思思思っているっているっているっている。。。。そそそそのたのたのたのためにはめにはめにはめには、、、、当当当当然然然然そそそそういうものをういうものをういうものをういうものをつつつつくるくるくるくる技術開発技術開発技術開発技術開発やややや品品品品質質質質管理管理管理管理等等等等がががが非常非常非常非常にににに大大大大切切切切になってくるになってくるになってくるになってくる。。。。        ２２２２つつつつ目目目目ののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドはははは、、、、そそそそれでもどうしてもリサイクルにれでもどうしてもリサイクルにれでもどうしてもリサイクルにれでもどうしてもリサイクルに回回回回るものるものるものるものやややや廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物等等等等がががが出出出出てきてきてきてきてててて、、、、そそそそれはれはれはれは静静静静脈脈脈脈となるがとなるがとなるがとなるが、、、、静静静静脈脈脈脈をいかにをいかにをいかにをいかに動動動動脈脈脈脈化化化化するかがするかがするかがするかが重要重要重要重要であるであるであるである。。。。単単単単ににににココココストをかけてストをかけてストをかけてストをかけてリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製品製品製品製品としてとしてとしてとして動動動動脈脈脈脈化化化化することがすることがすることがすることが今今今今までいまでいまでいまでいろろろろいいいいろろろろ行行行行われてきているがわれてきているがわれてきているがわれてきているが、、、、これからはこれからはこれからはこれからは経済経済経済経済のののの本流本流本流本流になるようなになるようなになるようなになるような静静静静脈脈脈脈のののの動動動動脈脈脈脈化化化化をををを考考考考ええええていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。例例例例えばえばえばえばリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルペペペペーパーーパーーパーーパーだだだだがががが、、、、値値値値段段段段はははは少少少少しししし高高高高いとかいとかいとかいとか質質質質がががが少少少少しししし落落落落ちるということではなくちるということではなくちるということではなくちるということではなく、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルペペペペーーーーパーでもパーでもパーでもパーでも主主主主流流流流のののの製品製品製品製品にににに持持持持っていけるっていけるっていけるっていけるぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの品品品品質質質質ややややココココストをストをストをストを実現実現実現実現しないといけないしないといけないしないといけないしないといけない。。。。世世世世のののの中中中中にににに甘甘甘甘ええええてててて環境環境環境環境にににに優優優優しいからしいからしいからしいから買買買買ってくれるということでではなくってくれるということでではなくってくれるということでではなくってくれるということでではなく、、、、企業企業企業企業側側側側としてはかなりとしてはかなりとしてはかなりとしてはかなり難難難難しいことかもしれないがしいことかもしれないがしいことかもしれないがしいことかもしれないが、、、、静静静静脈脈脈脈をををを動動動動脈脈脈脈のののの主主主主流流流流にしていくにしていくにしていくにしていく活動活動活動活動をしていかなけれをしていかなけれをしていかなけれをしていかなければばばばいけないけないけないけないいいい。。。。        さきにさきにさきにさきに未未未未来都来都来都来都市市市市博博博博2002200220022002がががが千千千千葉葉葉葉でででで行行行行われたわれたわれたわれた際際際際、、、、三重三重三重三重県県県県のののの北川北川北川北川知事知事知事知事、、、、滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県のののの国国国国松知事松知事松知事松知事等等等等がががが言言言言っていたのはっていたのはっていたのはっていたのは、、、、グリーングリーングリーングリーン調調調調達達達達でででで再生再生再生再生紙紙紙紙をををを買買買買うようにするうようにするうようにするうようにする。。。。再生再生再生再生紙紙紙紙以外以外以外以外ははははママママーーーーケケケケットからットからットからットから買買買買わないことになるとわないことになるとわないことになるとわないことになると、、、、逆逆逆逆ににににママママーーーーケケケケットットットット側側側側にはにはにはには再生再生再生再生紙紙紙紙しかなくなるしかなくなるしかなくなるしかなくなる。。。。流流流流通通通通もももも含含含含めてめてめてめて考考考考ええええるるるるとととと、、、、再生再生再生再生紙紙紙紙のののの方方方方がががが安安安安くなってくるくなってくるくなってくるくなってくる。。。。メメメメーーーーカカカカーはーはーはーはつつつつくるくるくるくる過程過程過程過程をををを再生再生再生再生紙紙紙紙側側側側にににに合合合合わわわわせせせせ、、、、再生再生再生再生紙紙紙紙ははははどどどどんんんんどどどどんんんん主主主主流流流流になってくるということになってくるということになってくるということになってくるということだだだだったったったった。。。。このようなこのようなこのようなこのような形形形形ををををつつつつくっていくことがくっていくことがくっていくことがくっていくことが大大大大切切切切でででであるとあるとあるとあると考考考考ええええているているているている。。。。        ３３３３つつつつ目目目目はははは、、、、物物物物流流流流のののの情情情情流化流化流化流化ががががキキキキーワーーワーーワーーワードだドだドだドだとととと考考考考ええええているているているている。。。。地産地地産地地産地地産地消消消消のののの考考考考ええええ方方方方とリンクしてとリンクしてとリンクしてとリンクして考考考考ええええていったていったていったていった方方方方がわかりがわかりがわかりがわかりややややすいがすいがすいがすいが、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のののの「「「「ＩＴＩＴＩＴＩＴとととと環境環境環境環境」」」」のシンのシンのシンのシンポポポポジジジジウウウウムでムでムでムで三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生がががが次次次次のようにのようにのようにのように言言言言われていたわれていたわれていたわれていた。。。。石石石石化化化化燃料燃燃料燃燃料燃燃料燃焼焼焼焼はははは地球地球地球地球のののの温暖温暖温暖温暖化化化化ににににつつつつながるとながるとながるとながると言言言言われているがわれているがわれているがわれているが、、、、ほほほほととととんんんんどがどがどがどが物物物物流流流流、、、、移移移移動動動動するためのエネルするためのエネルするためのエネルするためのエネルギギギギーにーにーにーに使使使使われているわれているわれているわれている。。。。物物物物のののの流流流流れをできるれをできるれをできるれをできるだだだだけけけけ情情情情報報報報のののの流流流流れにれにれにれに置置置置きかきかきかきかええええ、、、、情情情情報報報報のののの流流流流れでれでれでれで物物物物のののの流流流流れをれをれをれを減減減減らしていくというらしていくというらしていくというらしていくという考考考考ええええ方方方方がががが物物物物流流流流のののの情情情情流化流化流化流化でででであるあるあるある。。。。さらにさらにさらにさらに地産地地産地地産地地産地消消消消のののの考考考考ええええ方方方方によりによりによりにより、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ物物物物流流流流をををを減減減減らしらしらしらし、、、、そそそそのののの地域地域地域地域のののの中中中中でででで物物物物をををを回回回回しししし、、、、リサイクルもリリサイクルもリリサイクルもリリサイクルもリユユユユースもースもースもースも地域地域地域地域のののの中中中中でででで行行行行っていくっていくっていくっていく考考考考ええええ方方方方をしていかないといけないをしていかないといけないをしていかないといけないをしていかないといけない。。。。        以以以以上上上上、、、、３３３３つつつつののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。物物物物流流流流のののの情情情情流化流化流化流化をををを進進進進めめめめ、、、、リデリデリデリデュュュュースースースース、、、、リリリリユユユユ
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ースのースのースのースの方方方方法法法法のののの支援支援支援支援をををを考考考考ええええていくとていくとていくとていくと、、、、そそそそれにれにれにれに必要必要必要必要なななな情情情情報報報報サーサーサーサービビビビスがどスがどスがどスがどんんんんどどどどんんんん新新新新しくしくしくしく生生生生まれまれまれまれ、、、、情情情情報報報報系系系系のののの新新新新しいしいしいしいビビビビジネスもジネスもジネスもジネスも雇雇雇雇用用用用創出創出創出創出というというというという形形形形でででで出出出出てくるてくるてくるてくる等等等等いいいいろろろろいいいいろろろろなななな相相相相乗乗乗乗効効効効果果果果がががが出出出出てくてくてくてくるるるる。。。。３３３３つつつつののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドをいかにもっとをいかにもっとをいかにもっとをいかにもっと具具具具体的体的体的体的にににに実現実現実現実現していくかがしていくかがしていくかがしていくかが一一一一番番番番大大大大切切切切なことであるなことであるなことであるなことである。。。。ゼロエミッションフォーラムはゼロエミッションフォーラムはゼロエミッションフォーラムはゼロエミッションフォーラムは、、、、環境環境環境環境意識意識意識意識、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの意識意識意識意識のののの非常非常非常非常にににに高高高高いいいい皆皆皆皆様様様様及及及及びびびび環境対策環境対策環境対策環境対策ににににつつつついていていていて非常非常非常非常にににに高高高高いいいい技術技術技術技術をををを持持持持ったったったった産業界産業界産業界産業界のののの皆皆皆皆様様様様、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな施策施策施策施策をををを先進的先進的先進的先進的にににに展展展展開開開開されているされているされているされている自治体自治体自治体自治体ががががそろそろそろそろっておりっておりっておりっており、、、、国国国国もいもいもいもいろろろろいいいいろろろろなななな支援支援支援支援のののの施策施策施策施策をををを考考考考ええええているているているている。。。。またまたまたまた、、、、こここここにこにこにこに参加参加参加参加されているされているされているされているＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯのののの方方方方々々々々もももも非常非常非常非常にににに環境意識環境意識環境意識環境意識がががが高高高高くくくく、、、、市民市民市民市民のののの力力力力もももも循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ををををつつつつくくくくっていくのにっていくのにっていくのにっていくのに非常非常非常非常にににに大大大大切切切切であるであるであるである。。。。４４４４つつつつのののの力強力強力強力強いいいいメメメメンンンンババババーがーがーがーがそろそろそろそろっているフォーラムのっているフォーラムのっているフォーラムのっているフォーラムの中中中中でででで、、、、今今今今年度年度年度年度のののの新新新新しいしいしいしい研究会研究会研究会研究会でででで進進進進めようとしているめようとしているめようとしているめようとしている循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの促進手法促進手法促進手法促進手法をををを具具具具体的体的体的体的にににに考考考考ええええてててていくことがいくことがいくことがいくことが大大大大切切切切だだだだとととと思思思思っているっているっているっている。。。。        そそそそこでこでこでこで私私私私がががが思思思思っているのはっているのはっているのはっているのは、、、、余余余余りりりり一一一一般般般般的的的的なななな議議議議論論論論をしていてもをしていてもをしていてもをしていても具具具具体的体的体的体的なななな施策施策施策施策がががが出出出出てこないてこないてこないてこない。。。。あるエリアをあるエリアをあるエリアをあるエリアを設定設定設定設定しししし、、、、そそそそのののの中中中中でででで３３３３つつつつののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドをををを使使使使ってってってって環境産業環境産業環境産業環境産業クラスタークラスタークラスタークラスター等等等等ををををつつつつくっくっくっくっていくていくていくていく。。。。複数複数複数複数のののの企業企業企業企業がクラスターをがクラスターをがクラスターをがクラスターを形成形成形成形成してしてしてしてつつつつながりながりながりながり、、、、地産地地産地地産地地産地消消消消的的的的なななな考考考考ええええをををを持持持持ってリサイってリサイってリサイってリサイクルクルクルクル、、、、リデリデリデリデュュュュースースースース、、、、リリリリユユユユースをースをースをースを行行行行っていくっていくっていくっていく。。。。そそそそのののの中中中中ででででＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯもももも入入入入れてれてれてれて産産産産官官官官学学学学のののの役役役役割割割割分分分分担担担担をををを明明明明確確確確にしたにしたにしたにした上上上上でででで、、、、規規規規制制制制緩緩緩緩和和和和ややややインセンテインセンテインセンテインセンティィィィブをブをブをブを自治体自治体自治体自治体やややや国国国国がががが与与与与ええええるるるる。。。。環境環境環境環境税税税税等等等等でもいいとでもいいとでもいいとでもいいと思思思思うがうがうがうが、、、、そそそそれらをれらをれらをれらを検討検討検討検討しながらしながらしながらしながら具具具具体的体的体的体的なななな手法手法手法手法のののの研究研究研究研究をををを進進進進めていくことがめていくことがめていくことがめていくことが必要必要必要必要ではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考ええええているているているている。。。。        司司司司会会会会        有有有有難難難難ううううござござござございましたいましたいましたいました。。。。産業界産業界産業界産業界のののの場場場場にありにありにありにあり、、、、具具具具体的体的体的体的にににに循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを進進進進めるためのアイデアめるためのアイデアめるためのアイデアめるためのアイデアをいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。最最最最初初初初のののの講講講講師師師師のののの経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省国国国国友室長友室長友室長友室長がおがおがおがお帰帰帰帰りになられたのでりになられたのでりになられたのでりになられたので小鑓小鑓小鑓小鑓様様様様がががが代代代代行行行行されるがされるがされるがされるが、、、、まずまずまずまず染染染染野野野野様様様様からからからから５５５５分分分分ぐぐぐぐらいらいらいらい補補補補足足足足意見意見意見意見、、、、パネリストのパネリストのパネリストのパネリストの皆皆皆皆ささささんんんんにににに対対対対してのしてのしてのしての意見意見意見意見ををををおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        染染染染野野野野室長補佐室長補佐室長補佐室長補佐        皆皆皆皆様様様様のおのおのおのお話話話話をををを伺伺伺伺いいいい、、、、まずまずまずまず何点何点何点何点かかかか気気気気づいたことからおづいたことからおづいたことからおづいたことからお話話話話をしていきたいをしていきたいをしていきたいをしていきたい。。。。        循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ををををつつつつくるにくるにくるにくるに当当当当たりたりたりたり、、、、今今今今回回回回、、、、岩岩岩岩手手手手とととと青青青青森森森森のののの間間間間でででで大規模大規模大規模大規模なななな不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄のののの事件事件事件事件がありがありがありがあり、、、、豊豊豊豊島島島島よりもよりもよりもよりも大大大大量量量量ののののごごごごみがみがみがみが捨捨捨捨てられているらしいというてられているらしいというてられているらしいというてられているらしいという話話話話があったがあったがあったがあった。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会というとというとというとというと、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく回回回回れれれればばばばいいいいいいいい、、、、リサイクルすれリサイクルすれリサイクルすれリサイクルすればばばばいいとのいいとのいいとのいいとの考考考考ええええ方方方方がががが私私私私がおかしいのではないかとがおかしいのではないかとがおかしいのではないかとがおかしいのではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。適正適正適正適正にににに処処処処分分分分することがすることがすることがすることが最後最後最後最後にににに担担担担保保保保されされされされ、、、、安安安安全全全全でででで安安安安心心心心なななな生生生生活活活活ができることもができることもができることもができることも循環循環循環循環社会社会社会社会のののの大大大大きなきなきなきな側面側面側面側面であるであるであるである。。。。不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄がががが起起起起きたりきたりきたりきたり、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物というというというという動動動動脈脈脈脈でででで扱扱扱扱うものとはうものとはうものとはうものとは違違違違ううううババババッッッッツツツツとしてとしてとしてとして扱扱扱扱うものはうものはうものはうものは、、、、そそそそのののの特特特特質上質上質上質上、、、、今今今今までとまでとまでとまでと同同同同様様様様なななな経済経済経済経済ルールではルールではルールではルールでは回回回回らないことにどのらないことにどのらないことにどのらないことにどのようにようにようにように対対対対応応応応するするするする必要必要必要必要があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。制制制制度度度度上上上上のののの問問問問題題題題やややや経済的経済的経済的経済的なインセンテなインセンテなインセンテなインセンティィィィブのブのブのブの問問問問題題題題をををを考考考考ええええなななないといといといと、、、、抜抜抜抜本的本的本的本的にににに対対対対応応応応できないのではないかできないのではないかできないのではないかできないのではないか。。。。たたたただだだだしししし、、、、そそそそれをいきなりれをいきなりれをいきなりれをいきなり全部全部全部全部与与与与ええええるのはるのはるのはるのは難難難難ししししいのでいのでいのでいので、、、、過程過程過程過程のののの中中中中でででで規規規規制制制制的的的的なななな手法手法手法手法、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処理処理処理処理施設施設施設施設のののの整備整備整備整備のののの話話話話になるとになるとになるとになると、、、、今今今今までのまでのまでのまでの廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物行行行行政政政政的的的的なとこなとこなとこなところろろろのののの批批批批判判判判はあるがはあるがはあるがはあるが、、、、循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成をををを支支支支ええええるセーフテるセーフテるセーフテるセーフティィィィーネットをーネットをーネットをーネットを整備整備整備整備すすすすることがることがることがることが１１１１つつつつのののの側面側面側面側面としてあるのではないかとしてあるのではないかとしてあるのではないかとしてあるのではないか。。。。        一一一一方方方方、、、、循環循環循環循環することにすることにすることにすることに関関関関してはしてはしてはしては、、、、循環基本法循環基本法循環基本法循環基本法でもあるがでもあるがでもあるがでもあるが、、、、リデリデリデリデュュュュースースースース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサリサリサリサイクルをイクルをイクルをイクルを考考考考ええええれれれればばばば、、、、リデリデリデリデュュュュースがースがースがースが基本基本基本基本になるのでになるのでになるのでになるので、、、、そそそそももももそそそそもなるべくもなるべくもなるべくもなるべくごごごごみをみをみをみを出出出出さないでさないでさないでさないで済済済済むようなむようなむようなむような仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを考考考考ええええていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばならないならないならないならない。。。。生生生生産産産産にににに関関関関してはしてはしてはしては先先先先ほほほほどからるるどからるるどからるるどからるる話話話話があるがあるがあるがある



 62

とおりでありとおりでありとおりでありとおりであり、、、、各各各各個個個個人人人人のライフスタイルののライフスタイルののライフスタイルののライフスタイルの見見見見直直直直しをどうしをどうしをどうしをどうややややってってってって考考考考ええええていくかもていくかもていくかもていくかも難難難難しいしいしいしい。。。。強強強強制制制制的的的的にににに法法法法律律律律でででで行行行行うのはうのはうのはうのは難難難難しいのでしいのでしいのでしいので、、、、経済的経済的経済的経済的なインセンテなインセンテなインセンテなインセンティィィィブをブをブをブを与与与与ええええていくていくていくていくことことことことややややソソソソフトフトフトフト面面面面、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育やややや情情情情報報報報提提提提供供供供等等等等でしかアプローでしかアプローでしかアプローでしかアプローチチチチするすべがないがするすべがないがするすべがないがするすべがないが、、、、どうどうどうどうややややったらったらったらったら取取取取りりりり組組組組めるかにめるかにめるかにめるかに課題課題課題課題があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。        地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける循環循環循環循環をををを考考考考ええええるとるとるとると、、、、循環計画循環計画循環計画循環計画ををををつつつつくるときにいくるときにいくるときにいくるときにいろろろろいいいいろろろろなななな議議議議論論論論がががが出出出出ていたがていたがていたがていたが、、、、結結結結論論論論はははは出出出出ていないていないていないていない。。。。全全全全国的国的国的国的、、、、国際的国際的国際的国際的にににに循環循環循環循環していくことがしていくことがしていくことがしていくことが望望望望ましいのかましいのかましいのかましいのか、、、、地域地域地域地域でででで小小小小さくさくさくさく回回回回ることがることがることがることが望望望望ましいのかましいのかましいのかましいのか。。。。審審審審議会議会議会議会でもたびたびでもたびたびでもたびたびでもたびたび議議議議論論論論になっているがになっているがになっているがになっているが、、、、イイイイメメメメージとしてはージとしてはージとしてはージとしては地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける循環社会循環社会循環社会循環社会ををををつつつつくっていくというくっていくというくっていくというくっていくという小小小小さなさなさなさな循環循環循環循環がががが割割割割とととと望望望望ましいというましいというましいというましいという意見意見意見意見をををを述述述述べられべられべられべられるるるる方方方方があるがあるがあるがある程程程程度多度多度多度多いといといといと思思思思うううう。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、物物物物によってによってによってによって特性特性特性特性がありがありがありがあり、、、、鉄鉄鉄鉄くずくずくずくずややややプラスプラスプラスプラスチチチチッッッックくクくクくクくずはずはずはずは国際的国際的国際的国際的なななな市市市市場場場場があってがあってがあってがあって回回回回っているっているっているっている。。。。たたたただだだだ、、、、これにこれにこれにこれに関関関関してもしてもしてもしても一一一一歩歩歩歩間間間間違違違違うとうとうとうとババババーゼルーゼルーゼルーゼル条条条条約約約約のぎりぎりのとこのぎりぎりのとこのぎりぎりのとこのぎりぎりのところろろろになってしまうになってしまうになってしまうになってしまう。。。。なるべくなるべくなるべくなるべく国国国国内内内内でででで資源資源資源資源をうまくをうまくをうまくをうまく回回回回しししし、、、、そそそそのののの中中中中でででで地域地域地域地域のののの特性特性特性特性にににに応応応応じじじじたたたた循環社会循環社会循環社会循環社会ををををつつつつくっていくことにまずくっていくことにまずくっていくことにまずくっていくことにまず着着着着手手手手するするするする。。。。そそそそのののの中中中中でエでエでエでエココココタタタタウウウウンンンン等等等等のののの大大大大ききききなななな循環循環循環循環でででで全全全全国国国国をををを回回回回っていくものもあるとっていくものもあるとっていくものもあるとっていくものもあると思思思思うううう。。。。そそそそれらがれらがれらがれらが循環基本計画循環基本計画循環基本計画循環基本計画にもにもにもにも書書書書いてありいてありいてありいてあり、、、、個個個個人的人的人的人的にはエにはエにはエにはエココココタタタタウウウウンをンをンをンを余余余余りりりりつつつつくってもくってもくってもくっても仕仕仕仕方方方方がないとがないとがないとがないと思思思思っているがっているがっているがっているが、、、、そそそそここここそそそそこのエこのエこのエこのエココココタタタタウウウウンンンンをををを回回回回しししし、、、、生生生生ごごごごみみみみ、、、、堆肥系堆肥系堆肥系堆肥系ののののごごごごみはみはみはみは地域地域地域地域でででで使使使使っていくことがっていくことがっていくことがっていくことが望望望望ましいとましいとましいとましいと感感感感じじじじているているているている。。。。        地域地域地域地域をををを循環循環循環循環していくためにはしていくためにはしていくためにはしていくためには、、、、持持持持続続続続していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。経済的経済的経済的経済的にににに採採採採算算算算がうまくがうまくがうまくがうまくとれてとれてとれてとれて回回回回っていくことをとにかくっていくことをとにかくっていくことをとにかくっていくことをとにかく意識意識意識意識しないといけないしないといけないしないといけないしないといけない。。。。最最最最初初初初はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか難難難難しいがしいがしいがしいが、、、、経済経済経済経済的的的的にににに採採採採算算算算がとれがとれがとれがとれ、、、、長長長長くみくみくみくみんんんんながながながなが続続続続けられるけられるけられるけられる仕仕仕仕組組組組みになるかみになるかみになるかみになるか、、、、答答答答ええええがすがすがすがすぐぐぐぐ出出出出るわけではないるわけではないるわけではないるわけではないがががが、、、、考考考考ええええなけれなけれなけれなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。もうもうもうもう１１１１点点点点はははは人人人人材材材材であるであるであるである。。。。うまくいっているうまくいっているうまくいっているうまくいっている地域地域地域地域はははは、、、、国国国国やややや行行行行政政政政のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、事事事事業業業業者者者者もももも含含含含めためためためた地地地地元元元元住住住住民民民民、ＮＧＯ、Ｎ、ＮＧＯ、Ｎ、ＮＧＯ、Ｎ、ＮＧＯ、ＮＰＰＰＰＯＯＯＯ等等等等のののの連連連連携携携携、、、、信信信信頼頼頼頼性性性性がありがありがありがあり、、、、ネットネットネットネットワークがとれるワークがとれるワークがとれるワークがとれる人人人人たちがたちがたちがたちが常常常常にににに関関関関心心心心をををを持持持持ってってってって広広広広がりをがりをがりをがりを見見見見せているせているせているせている。。。。人人人人はいるかもしれないがはいるかもしれないがはいるかもしれないがはいるかもしれないが、、、、そそそそのののの人人人人をどのようにネットワークをどのようにネットワークをどのようにネットワークをどのようにネットワーク化化化化していくかがしていくかがしていくかがしていくかが問問問問題題題題であるであるであるである。。。。環境環境環境環境省省省省のののの仕仕仕仕事事事事もももも、、、、役役役役所所所所だだだだけけけけででででややややっているとっているとっているとっていると現現現現場場場場のことがわからないのでのことがわからないのでのことがわからないのでのことがわからないので、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯのののの人人人人にににに入入入入ってもらってってもらってってもらってってもらって自自自自由由由由ににににややややってってってっていたいたいたいただだだだきききき、、、、後後後後でこちらででこちらででこちらででこちらで相相相相談談談談していくしていくしていくしていく手法手法手法手法がががが多多多多いいいい。。。。広広広広げてげてげてげてつつつつなげていくとこなげていくとこなげていくとこなげていくところろろろからからからから循環社循環社循環社循環社会会会会ができていけができていけができていけができていけばばばばいいといいといいといいと思思思思うううう。。。。        以以以以上上上上、、、、理念理念理念理念的的的的なななな非常非常非常非常にににに抽抽抽抽象象象象的的的的なななな話話話話であるがであるがであるがであるが、、、、具具具具体的体的体的体的なななな話話話話はははは後後後後ほほほほどさせていたどさせていたどさせていたどさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        司司司司会会会会        有有有有難難難難ううううござござござございましたいましたいましたいました。。。。ではではではでは、、、、小鑓小鑓小鑓小鑓様様様様、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        小鑓小鑓小鑓小鑓課課課課長補佐長補佐長補佐長補佐        今今今今、、、、４４４４人人人人のおのおのおのお話話話話をををを聞聞聞聞いたいたいたいた感感感感想想想想をををを含含含含めておめておめておめてお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        まずまずまずまず、、、、環境環境環境環境ビビビビジネスジネスジネスジネス、、、、環境産業環境産業環境産業環境産業振興振興振興振興のののの観点観点観点観点からからからから、、、、情情情情報報報報産業産業産業産業はははは10101010年年年年以以以以上上上上前前前前からアからアからアからアメメメメリリリリカカカカでででで行行行行われてきたわれてきたわれてきたわれてきた。。。。情情情情報報報報、、、、ババババイオイオイオイオ、、、、材材材材料料料料、、、、環境環境環境環境のののの中中中中でもでもでもでも環境環境環境環境のののの側面側面側面側面はははは世界的世界的世界的世界的にはまにはまにはまにはまだだだだ未未未未成成成成熟熟熟熟でででであるあるあるある。。。。唯唯唯唯一一一一とととと言言言言っていいかどうかわからないがっていいかどうかわからないがっていいかどうかわからないがっていいかどうかわからないが、、、、環境分野環境分野環境分野環境分野はははは日日日日本本本本ブランブランブランブランドドドドとしてとしてとしてとして今後今後今後今後欧欧欧欧米米米米諸諸諸諸国国国国にににに対対対対してしてしてして出出出出ていけるていけるていけるていける極極極極めてめてめてめて可能可能可能可能性性性性のののの高高高高いいいい分野分野分野分野であるとであるとであるとであると考考考考ええええているているているている。。。。総総総総理理理理もももも環境立国環境立国環境立国環境立国ととととしてのしてのしてのしての日日日日本本本本にしていかなけれにしていかなけれにしていかなけれにしていかなければばばばいけないといけないといけないといけないと述述述述べているとべているとべているとべていると思思思思うううう。。。。日日日日本本本本全全全全体体体体のののの社会社会社会社会システムシステムシステムシステム、、、、企業行動等企業行動等企業行動等企業行動等をををを環境型環境型環境型環境型にににに変変変変ええええていくていくていくていく。。。。今今今今もももも実実実実態態態態的的的的にはかなりにはかなりにはかなりにはかなり進進進進んんんんでいるとでいるとでいるとでいると思思思思うがうがうがうが、、、、よりよりよりより環境環境環境環境型型型型にににに変変変変ええええていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばいけないといけないといけないといけないと思思思思うううう。。。。        おおおお話話話話をををを聞聞聞聞いていていていて２２２２つつつつ感感感感じじじじたがたがたがたが、、、、１１１１つつつつはははは企業経企業経企業経企業経営営営営におけるにおけるにおけるにおける環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮がががが重要重要重要重要であであであであるるるる。。。。環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮
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経経経経営営営営手法手法手法手法にはいにはいにはいにはいろろろろいいいいろろろろあるがあるがあるがあるが、、、、新新新新規市規市規市規市場場場場をををを創出創出創出創出していくためにエしていくためにエしていくためにエしていくためにエココココデデデデザザザザインもインもインもインも重要重要重要重要になっになっになっになってくるとてくるとてくるとてくると思思思思うううう。。。。例例例例えばえばえばえば自動自動自動自動車車車車でででで言言言言うとうとうとうと、、、、トトトトヨヨヨヨタはタはタはタは新新新新しいしいしいしいハハハハイブリッイブリッイブリッイブリッドドドド車車車車やややや燃料電池燃料電池燃料電池燃料電池等等等等をををを戦戦戦戦略略略略的的的的にににに掲掲掲掲げげげげ、、、、新新新新しいしいしいしい市市市市場場場場ををををつつつつくっているくっているくっているくっている。。。。消費消費消費消費型社会型社会型社会型社会からリースからリースからリースからリース型型型型のののの新新新新しいしいしいしいビビビビジネスジネスジネスジネスモモモモデデデデルをルをルをルをつつつつくっていくこともあるくっていくこともあるくっていくこともあるくっていくこともある。。。。たたたただだだだしししし、、、、当当当当面初面初面初面初期期期期市市市市場場場場をををを拡大拡大拡大拡大していかないといけないしていかないといけないしていかないといけないしていかないといけない。。。。現現現現在在在在、、、、グリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入法等法等法等法等ののののＢＢＢＢtotototoＧＧＧＧのののの世界世界世界世界はかなりはかなりはかなりはかなり進進進進んんんんできているできているできているできている。。。。今後今後今後今後ははははＢＢＢＢtotototoＢＢＢＢ、、、、ＢＢＢＢtotototoＣＣＣＣのののの世界世界世界世界にににに拡大拡大拡大拡大していかないといけないしていかないといけないしていかないといけないしていかないといけない。。。。当当当当面面面面ははははＢＢＢＢtotototoＢＢＢＢのののの世界世界世界世界だだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、市市市市場場場場拡大拡大拡大拡大のためにのためにのためにのために何何何何ができるかができるかができるかができるか、、、、サプライサプライサプライサプライチチチチェーンのェーンのェーンのェーンの中中中中でグリーンでグリーンでグリーンでグリーン市市市市場場場場をどうをどうをどうをどう拡大拡大拡大拡大していくかしていくかしていくかしていくか。。。。そそそそれをれをれをれを取取取取っっっっかかりにかかりにかかりにかかりに、、、、どのようなどのようなどのようなどのような施策施策施策施策やややや方方方方策策策策があるかががあるかががあるかががあるかが一一一一番番番番大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題になるとになるとになるとになると感感感感じじじじたたたた。。。。        もうもうもうもう１１１１つつつつ、、、、個個個個人的人的人的人的にににに重要重要重要重要だだだだとととと思思思思っているのはっているのはっているのはっているのは静静静静脈脈脈脈のののの動動動動脈脈脈脈化化化化であるであるであるである。。。。適正適正適正適正処理処理処理処理のためののためののためののための取取取取りりりり締締締締まりのまりのまりのまりの強化強化強化強化がががが静静静静脈脈脈脈のののの動動動動脈脈脈脈化化化化のののの根根根根本的本的本的本的なものであるなものであるなものであるなものである。。。。岩岩岩岩手県手県手県手県のようなのようなのようなのようなケケケケースがースがースがースがふえふえふえふえてくてくてくてくるとるとるとると、、、、現現現現在在在在進進進進みみみみつつつつつつつつあるあるあるある静静静静脈脈脈脈のののの動動動動脈脈脈脈化化化化がががが阻阻阻阻害害害害されるのでされるのでされるのでされるので、、、、根根根根本的本的本的本的にににに取取取取りりりり締締締締まりのまりのまりのまりの強化強化強化強化をををを図図図図っていかなけれっていかなけれっていかなけれっていかなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。そそそそのののの前前前前提提提提としてとしてとしてとして、、、、徳島徳島徳島徳島県県県県からからからから話話話話があったようにがあったようにがあったようにがあったように、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ややややリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル物物物物ををををビビビビジネスにしていくジネスにしていくジネスにしていくジネスにしていく。。。。エエエエココココタタタタウウウウンにンにンにンにつつつついてはいてはいてはいては、、、、環境環境環境環境省省省省からからからからつつつつくりくりくりくり過過過過ぎではなぎではなぎではなぎではないかといかといかといかと話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、確確確確かにかにかにかに全全全全国国国国にににに広広広広がってがってがってがってハハハハーーーードドドド面面面面はははは相相相相当当当当進進進進んんんんできていてできていてできていてできていて過過過過大大大大になるになるになるになる懸懸懸懸念念念念もあるもあるもあるもある。。。。採採採採算算算算ベベベベースでいかにースでいかにースでいかにースでいかに行行行行っていくかっていくかっていくかっていくか、、、、まさにまさにまさにまさに地地地地方方方方のののの現現現現場場場場、、、、ビビビビジネスにジネスにジネスにジネスに近近近近いとこいとこいとこいところろろろでのアイデアでのアイデアでのアイデアでのアイデアやややや取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要になってくるのでになってくるのでになってくるのでになってくるので、、、、これらのこれらのこれらのこれらの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが全全全全国的国的国的国的にににに広広広広がることをがることをがることをがることを期待期待期待期待しているしているしているしている。。。。        当当当当面面面面、、、、国国国国内内内内のののの問問問問題題題題としてはとしてはとしてはとしては、、、、産業構産業構産業構産業構造造造造がががが変変変変わりわりわりわり、、、、テテテテレレレレビビビビ等等等等はははは完全完全完全完全にににに海外海外海外海外ででででつつつつくられていくられていくられていくられているるるる。。。。一一一一方方方方、、、、家家家家電電電電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法等法等法等法等ができてテができてテができてテができてテレレレレビビビビのリサイクルがのリサイクルがのリサイクルがのリサイクルが進進進進むがむがむがむが、、、、そそそそれにれにれにれに伴伴伴伴うものはうものはうものはうものは海外海外海外海外ががががつつつつくるくるくるくる。。。。パパパパソソソソココココンンンンやややや自動自動自動自動車車車車のののの中中中中古古古古品品品品がががが海外海外海外海外にににに出出出出ていくていくていくていく。。。。部部部部品品品品をとられてをとられてをとられてをとられて捨捨捨捨てられるてられるてられるてられるものもあれものもあれものもあれものもあればばばば、、、、数数数数年年年年使使使使われてわれてわれてわれて途上途上途上途上国等国等国等国等にににに捨捨捨捨てられていくてられていくてられていくてられていく。。。。中中中中古古古古品品品品のののの輸輸輸輸出出出出量量量量はははは物物物物すすすすごごごごいいいい勢勢勢勢いいいいででででふえふえふえふえているのでているのでているのでているので、、、、行行行行くくくく行行行行くはくはくはくは海外海外海外海外におけるにおけるにおけるにおける日日日日本本本本のののの中中中中古古古古品品品品のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの問問問問題題題題もももも出出出出てくるかもてくるかもてくるかもてくるかもしれないしれないしれないしれない。。。。今今今今のののの段階段階段階段階からグローからグローからグローからグローババババルなルなルなルな視点視点視点視点でででで、、、、海外海外海外海外のののの産業構産業構産業構産業構造造造造にににに伴伴伴伴ったったったった静静静静脈脈脈脈側側側側のののの措措措措置置置置をををを想想想想定定定定しながらしながらしながらしながら対策対策対策対策をををを講講講講じじじじていかないといけないのではないかというていかないといけないのではないかというていかないといけないのではないかというていかないといけないのではないかという感感感感想想想想をををを持持持持ったったったった。。。。        司司司司会会会会        有有有有難難難難ううううござござござございましたいましたいましたいました。。。。パネリストのおパネリストのおパネリストのおパネリストのお三方三方三方三方でででで染染染染野野野野様様様様、、、、小鑓小鑓小鑓小鑓様様様様からのからのからのからのごごごご意見意見意見意見にににに対対対対してしてしてしてコメコメコメコメントがあれントがあれントがあれントがあればばばばおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        赤松室長赤松室長赤松室長赤松室長        エエエエココココタタタタウウウウンのンのンのンの話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、今今今今までのエまでのエまでのエまでのエココココタタタタウウウウンはリサイクルンはリサイクルンはリサイクルンはリサイクル産業産業産業産業をををを集集集集約約約約したものがしたものがしたものがしたものが割割割割とととと多多多多かったとかったとかったとかったと思思思思うがうがうがうが、、、、今後今後今後今後はリサイクルはリサイクルはリサイクルはリサイクル品品品品をいかにをいかにをいかにをいかに回回回回しししし、、、、リデリデリデリデュュュュースースースース、、、、リリリリユユユユースするためースするためースするためースするためのサのサのサのサポポポポートサーートサーートサーートサービビビビスをスをスをスを行行行行いいいい、、、、そそそそれをれをれをれを新新新新しいしいしいしいビビビビジネスにしていくジネスにしていくジネスにしていくジネスにしていく等等等等、、、、ソソソソフトなフトなフトなフトな部部部部分分分分をををを充充充充実実実実ささささせていかないといけないとせていかないといけないとせていかないといけないとせていかないといけないと私私私私はははは感感感感じじじじているているているている。。。。        司司司司会会会会        有有有有難難難難ううううござござござございましたいましたいましたいました。。。。ここでフロアのここでフロアのここでフロアのここでフロアの皆皆皆皆様様様様からからからからごごごご意見意見意見意見、、、、コメコメコメコメントントントント等等等等をいたをいたをいたをいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        石石石石渡渡渡渡主事主事主事主事（（（（板橋区役板橋区役板橋区役板橋区役所所所所リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進課推進課推進課推進課））））        皆皆皆皆様様様様のののの話話話話をををを伺伺伺伺いいいい、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに対対対対してしてしてして国国国国、、、、民民民民間間間間、、、、各自治体各自治体各自治体各自治体でででで取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが進進進進んんんんでいることをでいることをでいることをでいることを
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実実実実感感感感したしたしたした。。。。当区当区当区当区もももも非常非常非常非常にににに小小小小さなさなさなさな力力力力ではあるがではあるがではあるがではあるが、、、、フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム等等等等にににに参加参加参加参加ささささせていたせていたせていたせていただだだだくくくく中中中中でゼでゼでゼでゼロエミッションにロエミッションにロエミッションにロエミッションに対対対対してしてしてして自治体自治体自治体自治体でででで何何何何ができるのかができるのかができるのかができるのか、、、、実際実際実際実際にににに取取取取りりりり組組組組みをしているみをしているみをしているみをしている。。。。官官官官民民民民共同共同共同共同でででで具具具具体的体的体的体的なななな資源循環資源循環資源循環資源循環のののの市市市市場場場場づくりとしてづくりとしてづくりとしてづくりとしてガガガガラスのリサイクルにラスのリサイクルにラスのリサイクルにラスのリサイクルに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。ガガガガラスはラスはラスはラスは、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな容容容容器器器器ができてくるができてくるができてくるができてくる中中中中でででで飲飲飲飲料容料容料容料容器器器器等等等等としてもともととしてもともととしてもともととしてもともと使使使使われてきたがわれてきたがわれてきたがわれてきたが、、、、だんだんだんだんだんだんだんだん市市市市場場場場がががが規模規模規模規模がががが小小小小さくなりさくなりさくなりさくなり、、、、一一一一方方方方ででででそそそそのののの他他他他のののの材材材材質質質質のものにのものにのものにのものに取取取取ってかわられってかわられってかわられってかわられ、、、、国国国国内内内内でもでもでもでも生生生生産産産産量量量量ががががどどどどんんんんどどどどんんんん減減減減っているっているっているっている。。。。回回回回収収収収後後後後はははは再再再再びびびび瓶瓶瓶瓶のののの原原原原料料料料としてとしてとしてとして使使使使われるものがわれるものがわれるものがわれるものが多多多多かったがかったがかったがかったが、、、、総総総総量量量量のののの問問問問題題題題もあってもあってもあってもあってそそそそのルートがのルートがのルートがのルートが立立立立ちちちち行行行行かないことがありかないことがありかないことがありかないことがあり、、、、他他他他のののの用用用用途途途途でででで使使使使うことをうことをうことをうことを考考考考ええええたたたた。。。。ガガガガラスラスラスラスはははは他他他他のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とととと違違違違いいいい、、、、焼却焼却焼却焼却してもしてもしてもしても減減減減容容容容できないできないできないできない。。。。回回回回収収収収量量量量ががががそそそそのままのままのままのまま使使使使われないとわれないとわれないとわれないと最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場をををを圧圧圧圧迫迫迫迫するするするする。。。。23232323区内区内区内区内のののの自治体自治体自治体自治体のののの最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場はははは東京東京東京東京湾湾湾湾にしかなくにしかなくにしかなくにしかなく、、、、他他他他にににに持持持持っていきようもっていきようもっていきようもっていきようもないないないない。。。。なるべくなるべくなるべくなるべく圧圧圧圧迫迫迫迫しないようにしないようにしないようにしないように実際実際実際実際にににに使使使使ってってってって地域地域地域地域内内内内でででで最最最最終終終終処処処処分分分分をををを考考考考ええええたたたた。。。。最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場をををを持持持持っていないっていないっていないっていない自治体自治体自治体自治体としてはとしてはとしてはとしては、、、、最最最最終終終終的的的的なななな処処処処分分分分をどこかにすることはできないをどこかにすることはできないをどこかにすることはできないをどこかにすることはできない中中中中でででで製品製品製品製品としとしとしとしてきちてきちてきちてきちんんんんとしてとしてとしてとして使使使使っていこうっていこうっていこうっていこう。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物だだだだからからからからややややむなくむなくむなくむなく使使使使うのではなくうのではなくうのではなくうのではなく、、、、本本本本来来来来持持持持っているっているっているっている価価価価値値値値をきちをきちをきちをきちんんんんとととと生生生生かせるかせるかせるかせる形形形形でででで商商商商品品品品としてとしてとしてとして成立成立成立成立するようにするようにするようにするように使使使使おうとおうとおうとおうと、、、、市市市市場場場場にににに乗乗乗乗せられるせられるせられるせられる商商商商品品品品、、、、市市市市場場場場でででで流流流流通通通通させられるさせられるさせられるさせられるだだだだけのけのけのけのママママーーーーケケケケットをットをットをットを民民民民間間間間とととと一一一一緒緒緒緒ににににつつつつくくくくろろろろうとうとうとうと平平平平成成成成11111111年年年年からプロジェからプロジェからプロジェからプロジェクトクトクトクトチチチチームをームをームをームをつつつつくってくってくってくって取取取取りりりり組組組組んんんんできたできたできたできた。。。。        以前以前以前以前このフォーラムでもこのフォーラムでもこのフォーラムでもこのフォーラムでも説説説説明等明等明等明等をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいたがいたがいたがいたが、、、、そそそそのののの後後後後、、、、取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの成成成成果果果果のののの１１１１つつつつとしてとしてとしてとして、、、、今今今今年年年年のののの３３３３月月月月末末末末にににに板橋区内板橋区内板橋区内板橋区内でででで約約約約250250250250トンのトンのトンのトンの廃廃廃廃ガガガガラスをラスをラスをラスを使使使使ったったったった大大大大きなきなきなきな現現現現場場場場がががが完完完完成成成成したしたしたした。。。。高高高高速速速速道道道道路路路路のののの工工工工事事事事にににに伴伴伴伴いいいい、、、、地域地域地域地域のののの再再再再開発的開発的開発的開発的にににに実際実際実際実際にににに道道道道路路路路のののの工工工工事事事事としてとしてとしてとして行行行行われたがわれたがわれたがわれたが、、、、廃廃廃廃ガガガガラスラスラスラスをトータルをトータルをトータルをトータル約約約約250250250250トントントントン使使使使いいいい、、、、舗装材舗装材舗装材舗装材料料料料、、、、ガガガガーーーードドドドパイプのパイプのパイプのパイプの支支支支柱柱柱柱、、、、壁壁壁壁面面面面のののの塗塗塗塗装装装装剤剤剤剤等等等等としてとしてとしてとして、、、、本本本本来来来来ならならならなら瓶瓶瓶瓶のののの業界業界業界業界にににに戻戻戻戻ってってってって使使使使われるものをわれるものをわれるものをわれるものを多用多用多用多用途途途途利用利用利用利用してしてしてして実際実際実際実際にににに大大大大きなきなきなきな現現現現場場場場ができができができができ上上上上がったがったがったがった。。。。地域地域地域地域でででで取取取取りりりり組組組組むからといってむからといってむからといってむからといって地域地域地域地域内内内内だだだだけでけでけでけで行行行行うのではなくうのではなくうのではなくうのではなく、、、、各地域各地域各地域各地域ごごごごとにとにとにとに取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを少少少少ししししずずずずつつつつ進進進進めていくことでめていくことでめていくことでめていくことでそそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域のののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが全全全全体体体体としてとしてとしてとして大大大大きなきなきなきな市市市市場場場場をををを形成形成形成形成していしていしていしていくくくく。。。。官製官製官製官製のリサイクルののリサイクルののリサイクルののリサイクルの仕仕仕仕組組組組みはみはみはみは、、、、一一一一たたたたんつんつんつんつくってしまうとくってしまうとくってしまうとくってしまうと一定一定一定一定期間期間期間期間ははははそそそそのままでなかなのままでなかなのままでなかなのままでなかなかかかか見見見見直直直直しししし等等等等がががが進進進進まないためまないためまないためまないため、、、、効率効率効率効率がががが担担担担保保保保しにくいしにくいしにくいしにくい。。。。できれできれできれできればばばば廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの循環循環循環循環はははは、、、、民民民民間間間間のののの新新新新ししししいいいい知知知知恵恵恵恵をををを生生生生かしたかしたかしたかした形形形形でででで市市市市場場場場としてとしてとしてとして成立成立成立成立させたさせたさせたさせた方方方方がいいがいいがいいがいいだろだろだろだろうとうとうとうと考考考考ええええてずっとてずっとてずっとてずっと続続続続けてきたけてきたけてきたけてきた。。。。        地域地域地域地域のののの中中中中でででで域域域域外外外外にににに廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを持持持持ちちちち出出出出しししし、、、、よよよよそそそそにににに迷迷迷迷惑惑惑惑をかけてをかけてをかけてをかけて地域地域地域地域内内内内ののののごごごごみをみをみをみを処処処処分分分分するするするする考考考考ええええ方方方方ではなくではなくではなくではなく、、、、地域地域地域地域内内内内でもでもでもでも喜喜喜喜ばばばばれれれれ、、、、かかかかつつつつ地域地域地域地域外外外外にににに最最最最終終終終処処処処分分分分のののの責責責責任任任任をををを押押押押ししししつつつつけないけないけないけない取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、そそそそこにかかわるこにかかわるこにかかわるこにかかわる製品製品製品製品のののの製造製造製造製造やややや回回回回収収収収にににに携携携携わるわるわるわる事事事事業業業業者者者者がががが成立成立成立成立しししし、、、、市市市市場場場場としてとしてとしてとして全全全全体体体体がががが成成成成りりりり立立立立つつつつ仕仕仕仕組組組組みができれみができれみができれみができればばばば、、、、いずれはいずれはいずれはいずれは現現現現在在在在行行行行政政政政がががが担担担担っているさまっているさまっているさまっているさまざざざざまなまなまなまな資源資源資源資源やややや廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの回回回回収収収収ににににつつつついていていていてもももも、、、、初初初初めからめからめからめから製品製品製品製品のののの材材材材料料料料としてとしてとしてとして価価価価値値値値のあるものとしてのあるものとしてのあるものとしてのあるものとして回回回回収収収収からからからから民民民民間間間間でででで担担担担っていたっていたっていたっていただだだだけるのけるのけるのけるのではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考ええええてててて取取取取りりりり組組組組んんんんできたできたできたできた。。。。        先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話ししたししたししたしした現現現現場場場場はははは区役区役区役区役所所所所のすのすのすのすぐぐぐぐそばそばそばそばにありにありにありにあり、、、、見見見見たたたた目目目目でででで区区区区民民民民にににに訴訴訴訴ええええかけられるものかけられるものかけられるものかけられるものをとをとをとをと考考考考ええええ、、、、品品品品質質質質ととととガガガガラスのラスのラスのラスの持持持持つつつつ特性特性特性特性をををを生生生生かしてかしてかしてかして非常非常非常非常にににに美美美美しいしいしいしい町町町町並並並並みができみができみができみができ、、、、地域地域地域地域のののの方方方方にもにもにもにも非常非常非常非常にににに喜喜喜喜んんんんでいたでいたでいたでいただだだだいたいたいたいた。。。。最最最最近近近近、、、、他他他他のののの地域地域地域地域のののの町会町会町会町会やややや商商商商店街店街店街店街かかかからもおらもおらもおらもお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだくようになくようになくようになくようになっているっているっているっている。。。。大大大大きなきなきなきな枠枠枠枠はははは国国国国でさまでさまでさまでさまざざざざまなまなまなまな情情情情報報報報のもとにのもとにのもとにのもとに法体法体法体法体系系系系のののの整備整備整備整備をしていたをしていたをしていたをしていただだだだいているがいているがいているがいているが、、、、実際実際実際実際のののの現現現現場場場場でどのようなでどのようなでどのようなでどのような形形形形ででででそそそそれをれをれをれを取取取取りりりり込込込込んんんんでいくのかでいくのかでいくのかでいくのか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはそそそそれにれにれにれに沿沿沿沿ってってってって進進進進めていめていめていめていくのかくのかくのかくのか、、、、１１１１つつつつ１１１１つつつつ事例事例事例事例としてとしてとしてとして積積積積みみみみ上上上上げながらげながらげながらげながら、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でででで不不不不整整整整合合合合がががが出出出出たたたた場場場場合合合合にはにはにはには、、、、そそそそのののの問問問問題題題題点点点点がどこにありがどこにありがどこにありがどこにあり、、、、クリアするためにはどこをどうクリアするためにはどこをどうクリアするためにはどこをどうクリアするためにはどこをどう変変変変ええええれれれればばばばいいのかいいのかいいのかいいのか、、、、官官官官民民民民共同共同共同共同でででで互互互互いいいいにににに限限限限界界界界やややや問問問問題題題題点点点点をクリアするをクリアするをクリアするをクリアする方方方方法法法法をををを積積積積みみみみ上上上上げているげているげているげている状況状況状況状況であるであるであるである。。。。平平平平成成成成11111111年年年年からからからから行行行行いいいい、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか答答答答ええええはははは出出出出ないがないがないがないが、、、、１１１１つつつつのののの事例事例事例事例としてとしてとしてとして実際実際実際実際のののの現現現現場場場場ができてができてができてができて区区区区民民民民にもにもにもにも非常非常非常非常にににに喜喜喜喜んんんんでいたでいたでいたでいただだだだ
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けけけけたのでたのでたのでたので、、、、このこのこのこの場場場場をおかりしてをおかりしてをおかりしてをおかりして報告報告報告報告させていたさせていたさせていたさせていただだだだいたいたいたいた。。。。もしおもしおもしおもしお時時時時間間間間があれがあれがあれがあればばばば、、、、今後今後今後今後、、、、資源資源資源資源循環循環循環循環のののの方向方向方向方向ででででそそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの資源資源資源資源のののの本本本本来来来来のののの価価価価値値値値をををを最最最最もももも強強強強くくくく生生生生かせるかせるかせるかせる仕仕仕仕組組組組みみみみ、、、、具具具具体的体的体的体的なななな事例事例事例事例ををををぜぜぜぜひひひひ実際実際実際実際にににに見見見見ていたていたていたていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思っているっているっているっている。。。。        先先先先ほほほほどのおどのおどのおどのお話話話話のののの中中中中でもあったがでもあったがでもあったがでもあったが、、、、容容容容器器器器包包包包装装装装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法でででで事事事事業業業業者者者者にににに一定一定一定一定のののの責責責責任任任任をををを負負負負ってってってっていたいたいたいただだだだくくくく最最最最初初初初のののの法法法法律律律律になるとになるとになるとになると思思思思うううう。。。。実際実際実際実際にににに当区当区当区当区がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろななななメメメメーーーーカカカカーーーー、、、、業業業業者者者者ととととややややっていくっていくっていくっていく中中中中でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろとととと問問問問題題題題があるというがあるというがあるというがあるという話話話話をををを聞聞聞聞いているいているいているいている。。。。当当当当然然然然、、、、成立成立成立成立当当当当時時時時からからからから自治体自治体自治体自治体としてはとしてはとしてはとしてはやややややややや負負負負担担担担がががが大大大大きいというきいというきいというきいという問問問問題意識題意識題意識題意識はははは持持持持っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、回回回回収収収収やややや再生再生再生再生にににに携携携携わるわるわるわる業業業業者者者者からからからから余余余余りりりりうまくうまくうまくうまくないとないとないとないと話話話話があるがあるがあるがある。。。。今後今後今後今後、、、、特特特特にできにできにできにでき上上上上がってがってがってがって年年年年数数数数のたっているのたっているのたっているのたっている法法法法律律律律にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、現現現現場場場場のののの実実実実態態態態をををを反映反映反映反映したしたしたした形形形形でのでのでのでの改改改改正正正正にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいたでいたでいたでいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思っているっているっているっている。。。。        司司司司会会会会        有有有有難難難難ううううござござござございましたいましたいましたいました。。。。ごごごご成成成成功功功功おめでとうおめでとうおめでとうおめでとうござござござございますいますいますいます。。。。私私私私はははは地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける成成成成功功功功事例事例事例事例ををををつつつつくくくくっていくことでっていくことでっていくことでっていくことで日日日日本本本本全全全全体体体体としてのとしてのとしてのとしての循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会がががが形成形成形成形成できるとできるとできるとできると考考考考ええええておりておりておりており、、、、そそそそうしたうしたうしたうした意意意意味味味味でででで大大大大変変変変すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい結果結果結果結果だだだだとととと思思思思っているっているっているっている。。。。        富田富田富田富田企画企画企画企画官官官官（（（（松松松松山市環境山市環境山市環境山市環境部部部部））））        今今今今、、、、染染染染野野野野様様様様からからからから処理困難物処理困難物処理困難物処理困難物のののの話話話話がががが多多多多々々々々出出出出たたたた。。。。私私私私どももどももどももどもも販売販売販売販売店店店店にはおにはおにはおにはお話話話話ししているがししているがししているがししているが、、、、そそそそのののの話話話話がががが製造製造製造製造元元元元までまでまでまで伝伝伝伝わっているかどうかわっているかどうかわっているかどうかわっているかどうか、、、、各自治体各自治体各自治体各自治体がががが処理処理処理処理にににに困難困難困難困難をををを極極極極めているめているめているめている。。。。製造製造製造製造元元元元がががが処理処理処理処理ししししややややすいすいすいすい製品製品製品製品ををををつつつつくるのがくるのがくるのがくるのが一一一一番番番番いいといいといいといいと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省等各等各等各等各省庁省庁省庁省庁がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろ考考考考ええええていたていたていたていただだだだいているがいているがいているがいているが、、、、いまいまいまいま１１１１度環境度環境度環境度環境省省省省をををを軸軸軸軸にににに据据据据ええええてててて各各各各省庁省庁省庁省庁のおのおのおのお力力力力をかりてをかりてをかりてをかりて、、、、ごごごごみをなくすみをなくすみをなくすみをなくす、、、、またはまたはまたはまたはごごごごみがみがみがみが出出出出てもてもてもても他他他他のリサイクルにのリサイクルにのリサイクルにのリサイクルに回回回回るるるる形形形形でおでおでおでお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。        司司司司会会会会        有有有有難難難難ううううござござござございましたいましたいましたいました。。。。染染染染野野野野様様様様、、、、今今今今ののののごごごご意見意見意見意見にににに対対対対してしてしてしてコメコメコメコメントがあれントがあれントがあれントがあればばばばおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        染染染染野野野野室長補佐室長補佐室長補佐室長補佐        容容容容リリリリ法法法法のののの見見見見直直直直しはしはしはしは２２２２～～～～３３３３年年年年かかるとかかるとかかるとかかると思思思思うがうがうがうが、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ勉勉勉勉強強強強してしてしてして検討検討検討検討をををを進進進進めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい。。。。現現現現場場場場でもしでもしでもしでもしごごごご意見意見意見意見があれがあれがあれがあればばばば、、、、直直直直接接接接担当担当担当担当であるリサイクルであるリサイクルであるリサイクルであるリサイクル推進推進推進推進室室室室またはまたはまたはまたは私私私私のとこのとこのとこのところろろろにににに言言言言ってってってっていたいたいたいただだだだけれけれけれければばばば結結結結構構構構であるであるであるである。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろ教教教教ええええていたていたていたていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思うううう。。。。        板橋板橋板橋板橋のののの件件件件ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、私私私私もももも討討討討論論論論会会会会にににに参加参加参加参加したりしたりしたりしたり、、、、ガガガガラスもラスもラスもラスも見見見見てきたのでてきたのでてきたのでてきたので、、、、ぜぜぜぜひひひひよよよよろろろろしくしくしくしくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        たたたただだだだ、、、、容容容容リリリリ法法法法はいはいはいはいろろろろいいいいろろろろ効効効効果果果果がががが上上上上がっているのもがっているのもがっているのもがっているのも事事事事実実実実であるであるであるである。。。。確確確確かにかにかにかにココココストストストスト的的的的にににに難難難難しいしいしいしい点点点点もあるともあるともあるともあると思思思思うがうがうがうが、、、、１１１１つつつつのののの効効効効果果果果はははは上上上上がったとがったとがったとがったと思思思思うううう。。。。直直直直すべきすべきすべきすべき点点点点はははは直直直直していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。        処理困難物処理困難物処理困難物処理困難物ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、今今今今回回回回のののの調調調調査査査査のののの際際際際にににに所所所所掌掌掌掌しているしているしているしている十十十十数数数数団体団体団体団体ににににヒヒヒヒアリングをアリングをアリングをアリングを行行行行ったったったった。。。。産構産構産構産構審審審審ののののガガガガイイイイドドドドラインラインラインラインやややや促進法促進法促進法促進法にににに沿沿沿沿ったったったった形形形形でででで取取取取りりりり組組組組まれているのはよくわかるがまれているのはよくわかるがまれているのはよくわかるがまれているのはよくわかるが、、、、処理処理処理処理すすすするるるる側側側側からするとからするとからするとからするとそそそそれれれれだだだだけではまけではまけではまけではまだだだだ足足足足りないことはりないことはりないことはりないことは先先先先ほほほほどどどど言言言言ったとおりであるったとおりであるったとおりであるったとおりである。。。。このこのこのこの辺辺辺辺のののの問問問問題題題題はははは、、、、拡大拡大拡大拡大生生生生産産産産者者者者責責責責任任任任のののの概概概概念念念念のののの中中中中でどのようにでどのようにでどのようにでどのように考考考考ええええたらよいかたらよいかたらよいかたらよいか。。。。具具具具体的体的体的体的なものはないがなものはないがなものはないがなものはないが、、、、検討検討検討検討をををを進進進進めていくめていくめていくめていくつつつつもりであるもりであるもりであるもりである。。。。現現現現在在在在、、、、廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理法法法法のののの見見見見直直直直しをしをしをしを含含含含めためためためた検討検討検討検討がががが我我我我がががが省省省省でででで進進進進んんんんでいるのででいるのででいるのででいるので、、、、そそそそのののの中中中中でもでもでもでも取取取取りりりり上上上上げられることもあるとげられることもあるとげられることもあるとげられることもあると思思思思うううう。。。。        
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小鑓小鑓小鑓小鑓課課課課長補佐長補佐長補佐長補佐        容容容容リリリリ法法法法ににににつつつついてはいてはいてはいては環境環境環境環境省省省省とととと協力協力協力協力しながらしながらしながらしながら、、、、必要必要必要必要なななな場場場場合合合合はははは法改法改法改法改正正正正をををを含含含含めてめてめてめて検討検討検討検討していきたしていきたしていきたしていきたいいいい。。。。        処理困難物処理困難物処理困難物処理困難物ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、当当当当然然然然設計設計設計設計段階段階段階段階からリサイクルしからリサイクルしからリサイクルしからリサイクルしややややすいものにしていくことがすいものにしていくことがすいものにしていくことがすいものにしていくことが環環環環境境境境配慮配慮配慮配慮型企業経型企業経型企業経型企業経営営営営にもなるにもなるにもなるにもなる。。。。事事事事業業業業者者者者をををを含含含含めてめてめてめて国国国国としてとしてとしてとして協力協力協力協力していかなしていかなしていかなしていかなけれけれけれければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。一一一一方方方方、、、、現地現地現地現地でのでのでのでの処理困難物処理困難物処理困難物処理困難物もももも当当当当然然然然あるあるあるある。。。。制制制制度度度度はははは現現現現状比状比状比状比率率率率をををを前前前前提提提提にしたものでありにしたものでありにしたものでありにしたものであり、、、、処理困難処理困難処理困難処理困難物物物物をいかにをいかにをいかにをいかに処理処理処理処理可能可能可能可能なものにしていくかなものにしていくかなものにしていくかなものにしていくか、、、、技術開発技術開発技術開発技術開発のののの支援支援支援支援もももも積極的積極的積極的積極的ににににややややっていきたいっていきたいっていきたいっていきたい。。。。制制制制度的度的度的度的なななな側面側面側面側面とととと技術技術技術技術をををを伸伸伸伸ばばばばしていくことでしていくことでしていくことでしていくことで対対対対応応応応していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。        藤藤藤藤田主田主田主田主幹幹幹幹（（（（青青青青森森森森県環境県環境県環境県環境政政政政策課策課策課策課））））        循環循環循環循環のエリアにのエリアにのエリアにのエリアにつつつついていていていて、、、、国際国際国際国際、、、、日日日日本本本本、、、、地地地地方方方方とととと述述述述べられたべられたべられたべられた。。。。国国国国とととと地地地地方方方方でででで体体体体系系系系化化化化できるシステできるシステできるシステできるシステムづくりがムづくりがムづくりがムづくりが必要必要必要必要であるとであるとであるとであると思思思思いいいい、、、、質質質質問問問問させていたさせていたさせていたさせていただだだだくくくく。。。。        循環法循環法循環法循環法をををを見見見見るとるとるとると、、、、国国国国はははは循環計画循環計画循環計画循環計画がががが義務義務義務義務づけられているがづけられているがづけられているがづけられているが、、、、第第第第３２３２３２３２条条条条でででで地地地地方方方方はははは義務義務義務義務づけはづけはづけはづけはなくなくなくなく、、、、解説書解説書解説書解説書をみるとをみるとをみるとをみると条例条例条例条例やややや計画計画計画計画ををををつつつつくるとなっているくるとなっているくるとなっているくるとなっている。。。。これからこれからこれからこれから予予予予算算算算要要要要求求求求をををを考考考考ええええているているているているがががが、、、、これではこれではこれではこれでは財財財財政当局政当局政当局政当局にににに対対対対してしてしてして非常非常非常非常にににに弱弱弱弱いいいい。。。。環境基本法環境基本法環境基本法環境基本法もももも同同同同様様様様のののの趣趣趣趣旨旨旨旨であるがであるがであるがであるが、、、、今今今今のののの国国国国のののの循環計画循環計画循環計画循環計画のののの中中中中でででで地地地地方方方方のののの役役役役割割割割としてとしてとしてとして循環計画循環計画循環計画循環計画のののの策定等策定等策定等策定等をもっとをもっとをもっとをもっと強強強強くくくく言言言言ええええないのかないのかないのかないのか。。。。ななななぜぜぜぜかとかとかとかというというというというと、、、、国国国国はははは循環計画循環計画循環計画循環計画がありがありがありがあり、、、、廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理計画計画計画計画がないがないがないがない。。。。地地地地方方方方はははは廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理計画計画計画計画はははは廃廃廃廃掃掃掃掃法法法法でででで義務義務義務義務づけられづけられづけられづけられ、、、、循環法循環法循環法循環法ではではではではそそそそこまでうたっていないこまでうたっていないこまでうたっていないこまでうたっていない。。。。確確確確かにかにかにかに地地地地方方方方分分分分権権権権のののの問問問問題題題題はあるがはあるがはあるがはあるが、、、、ここここういうういうういうういう矛盾矛盾矛盾矛盾をはらをはらをはらをはらんんんんでおりでおりでおりでおり、、、、つつつつくるくるくるくる側側側側としてはとしてはとしてはとしては非常非常非常非常ににににややややりにくいりにくいりにくいりにくい。。。。        もうもうもうもう１１１１つつつつはははは、、、、国国国国、、、、特特特特にににに環境環境環境環境省省省省とととと事事事事業業業業サイサイサイサイドドドドのののの省庁省庁省庁省庁でリサイクルでリサイクルでリサイクルでリサイクル法法法法をををを共管共管共管共管法法法法でででで出出出出されていされていされていされているるるる。。。。経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のののの７７７７ペペペページのージのージのージの上上上上段段段段のののの資資資資料料料料ではではではでは、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物でででで家畜家畜家畜家畜排排排排せせせせつつつつ物物物物、、、、食食食食品品品品はははは各各各各事事事事業業業業所所所所管省庁管省庁管省庁管省庁がががが行行行行っておりっておりっておりっており、、、、都道都道都道都道府府府府県県県県レベレベレベレベルではルではルではルではそそそそのままのままのままのまま降降降降りてきてりてきてりてきてりてきて事事事事業業業業サイサイサイサイドドドドのののの所所所所管管管管課課課課であであであであるるるる程程程程度度度度仕仕仕仕事事事事をするをするをするをする。。。。とことことこところろろろがががが、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省とととと環境環境環境環境省省省省のののの共管共管共管共管法法法法はははは、、、、共管共管共管共管とととと言言言言いながらいながらいながらいながら地地地地方方方方でででではははは商商商商工工工工サイサイサイサイドドドドではなくてではなくてではなくてではなくて環境環境環境環境サイサイサイサイドドドドにににに全部全部全部全部行行行行ってしまうってしまうってしまうってしまう。。。。環境環境環境環境はははは予予予予算算算算もももも人人人人員員員員もももも少少少少なくなくなくなく、、、、事事事事業業業業ををををややややるときにるときにるときにるときに非常非常非常非常にににに苦労苦労苦労苦労するするするする。。。。排排排排出事出事出事出事業業業業者者者者責責責責任任任任、、、、ＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡとととと言言言言われながらわれながらわれながらわれながら、、、、そそそそれがうまくれがうまくれがうまくれがうまくできないできないできないできない実実実実情情情情があるがあるがあるがある。。。。７７７７ペペペページのージのージのージの自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法がががが一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物にににに入入入入っているっているっているっている。。。。自自自自家家家家用用用用車車車車がががが一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物でででで、、、、事事事事業用業用業用業用のののの自動自動自動自動車車車車はははは産産産産廃廃廃廃だだだだとととと思思思思うううう。。。。家家家家電電電電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法のようにのようにのようにのように結果結果結果結果的的的的にににに経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省がががが地地地地方方方方でででで講講講講習会等習会等習会等習会等をををを開開開開いてもいてもいてもいても、、、、行行行行くのはくのはくのはくのは環境環境環境環境サイサイサイサイドだドだドだドだけであるけであるけであるけである。。。。自動自動自動自動車車車車リサイリサイリサイリサイクルがここにクルがここにクルがここにクルがここに入入入入ってしまうとってしまうとってしまうとってしまうと、、、、またまたまたまた同同同同様様様様になるになるになるになる。。。。地地地地方方方方でもでもでもでも環境環境環境環境とととと商商商商工工工工がががが分分分分けけけけ合合合合ってってってって取取取取りりりり組組組組めるめるめるめる体体体体系系系系化化化化がががが必要必要必要必要だだだだとととと思思思思うううう。。。。これはこれはこれはこれは都道都道都道都道府府府府県県県県のののの問問問問題題題題だだだだとととと国国国国からからからから言言言言われれわれれわれれわれればそばそばそばそれまでれまでれまでれまでだだだだがががが、、、、そそそそのののの辺辺辺辺、、、、痛痛痛痛みをみをみをみを両両両両方方方方ともともともとも分分分分かちかちかちかち合合合合ええええるようなシステムづくりがるようなシステムづくりがるようなシステムづくりがるようなシステムづくりが必要必要必要必要だだだだとととと考考考考ええええているているているている。。。。        最後最後最後最後にににに、、、、先先先先ほほほほどのたたきどのたたきどのたたきどのたたき台台台台のののの資資資資料料料料ではではではでは、、、、ババババイオイオイオイオママママスススス系系系系、、、、金属系金属系金属系金属系、、、、非非非非金属系金属系金属系金属系等等等等、、、、３３３３種種種種類類類類ぐぐぐぐらいにしからいにしからいにしからいにしかママママテリアルフローができないようなテリアルフローができないようなテリアルフローができないようなテリアルフローができないような気気気気がするががするががするががするが、、、、産産産産廃廃廃廃のののの種種種種類類類類だだだだけでけでけでけで19191919種種種種類類類類もあもあもあもあるるるる。。。。廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理計画計画計画計画ではではではでは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ごごごごとにとにとにとに分分分分析析析析しているのでしているのでしているのでしているので、、、、せっかくせっかくせっかくせっかくつつつつくられるのであれくられるのであれくられるのであれくられるのであればばばば、、、、産産産産廃廃廃廃のののの種種種種類類類類ごごごごとにとにとにとにママママテリアルフローをテリアルフローをテリアルフローをテリアルフローをつつつつくりくりくりくり、、、、きちきちきちきちんんんんとしたとしたとしたとした分分分分析析析析がががが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。動動動動脈脈脈脈からからからから静静静静脈脈脈脈にににに向向向向けけけけ、、、、産産産産廃廃廃廃のののの種種種種類類類類ごごごごとにどうなりとにどうなりとにどうなりとにどうなり、、、、どこがどこがどこがどこが一一一一番番番番むむむむだだだだをしているのかをしているのかをしているのかをしているのか。。。。産業連関産業連関産業連関産業連関等等等等でででで難難難難しいのであれしいのであれしいのであれしいのであればばばば、、、、後後後後ろろろろのののの参考参考参考参考にににに産業産業産業産業別別別別のののの目標目標目標目標値値値値、、、、産産産産廃廃廃廃のののの処処処処分分分分量量量量等等等等がががが載載載載っているのでっているのでっているのでっているので、、、、せめてせめてせめてせめて産業産業産業産業別別別別にににに資源資源資源資源のののの投投投投入入入入量量量量、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル量量量量、、、、リデリデリデリデュュュュースースースース量量量量、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分量量量量のデータをのデータをのデータをのデータを出出出出しししし、、、、どのどのどのどの産業産業産業産業がががが弱弱弱弱いのかいのかいのかいのか、、、、ムダをしているのかムダをしているのかムダをしているのかムダをしているのか分分分分析析析析できるできるできるできる資資資資料料料料にしていたにしていたにしていたにしていただだだだけれけれけれければばばば、、、、都道都道都道都道府府府府県県県県でででで今後今後今後今後つつつつくるくるくるくる場場場場合合合合にににに非常非常非常非常ににににややややりりりりややややすいとすいとすいとすいと思思思思っているっているっているっている。。。。    
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    司司司司会会会会        有有有有難難難難ううううござござござございましたいましたいましたいました。。。。今今今今のののの青青青青森森森森県県県県ののののコメコメコメコメントはントはントはントは非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな点点点点をををを含含含含んんんんでいるとでいるとでいるとでいると思思思思うがうがうがうが、、、、おおおお二二二二人人人人のののの国国国国のののの立立立立場場場場からおからおからおからお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        染染染染野野野野室長補佐室長補佐室長補佐室長補佐        第第第第32323232条条条条のののの話話話話はははは大大大大変変変変勉勉勉勉強強強強になったになったになったになった。。。。地地地地方方方方自治自治自治自治のののの話話話話があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。うちのうちのうちのうちの審審審審議会議会議会議会にもにもにもにも都道都道都道都道府府府府県県県県のののの代代代代表表表表者者者者がががが入入入入っているっているっているっている。。。。国国国国ののののつつつつくるくるくるくる計画計画計画計画でででで細細細細かくかくかくかく規定規定規定規定されるのはされるのはされるのはされるのは我我我我慢慢慢慢ならならならならんんんんというというというという意見意見意見意見ががががあるあるあるある一一一一方方方方、、、、今今今今のようなのようなのようなのような話話話話もあるもあるもあるもある。。。。予予予予算算算算要要要要求上求上求上求上、、、、義務義務義務義務づけられていることにおづけられていることにおづけられていることにおづけられていることにお金金金金がががが必要必要必要必要ですですですですというのがというのがというのがというのが言言言言いわけになるというのはとてもいわけになるというのはとてもいわけになるというのはとてもいわけになるというのはとても実実実実感感感感がこもっているがこもっているがこもっているがこもっている。。。。政政政政府府府府内内内内調調調調整整整整がががが必要必要必要必要であであであでありりりり、、、、このこのこのこの計画計画計画計画のののの中中中中でででで計画計画計画計画ををををつつつつくるようにくるようにくるようにくるように書書書書くことくことくことくこと自自自自身身身身はははは容容容容易易易易だだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、そそそそれがいいかどれがいいかどれがいいかどれがいいかどうかうかうかうか少少少少しししし考考考考ええええてみたいてみたいてみたいてみたい。。。。環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画ももももつつつつくれくれくれくれ、、、、何何何何とかとかとかとか計画計画計画計画ももももつつつつくれとなるとくれとなるとくれとなるとくれとなると、、、、計画計画計画計画ばやばやばやばやりでたくさりでたくさりでたくさりでたくさんつんつんつんつくることでどのくることでどのくることでどのくることでどの程程程程度度度度負負負負担担担担になっているのかになっているのかになっているのかになっているのか心配心配心配心配であるであるであるである。。。。        藤藤藤藤田主田主田主田主幹幹幹幹        計画計画計画計画のためののためののためののための計画計画計画計画だだだだとととと言言言言われるがわれるがわれるがわれるが、、、、全全全全国調国調国調国調査査査査をををを見見見見たらたらたらたら、、、、循環計画循環計画循環計画循環計画ををををつつつつくるとかくるとかくるとかくるとか検討検討検討検討するするするするのがのがのがのが14141414府府府府県県県県ありありありあり、、、、残残残残りはりはりはりは廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理計画計画計画計画でいいとのでいいとのでいいとのでいいとの回回回回答答答答がががが出出出出てきたてきたてきたてきた。。。。廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理計画計画計画計画はきはきはきはきちちちちんんんんとととと廃廃廃廃掃掃掃掃法法法法でででで義務義務義務義務づけられているづけられているづけられているづけられている。。。。廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理計画計画計画計画ををををややややめてめてめてめて都道都道都道都道府府府府県県県県がががが全部全部全部全部循環計画循環計画循環計画循環計画ををををつつつつくれくれくれくればばばば、、、、廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理計画計画計画計画をををを包括包括包括包括するするするする計画計画計画計画ででででありありありあり、、、、静静静静脈脈脈脈側側側側、、、、動動動動脈脈脈脈側側側側のののの両両両両方方方方からからからから見見見見られるのられるのられるのられるのでででで一一一一番番番番いいのではないかいいのではないかいいのではないかいいのではないか。。。。        染染染染野野野野室長補佐室長補佐室長補佐室長補佐        役役役役所所所所とととと地地地地方方方方のののの具具具具体的体的体的体的なななな話話話話になるのでになるのでになるのでになるので、、、、このこのこのこの場場場場がががが適適適適切切切切かどうかがあるかどうかがあるかどうかがあるかどうかがある。。。。もしよもしよもしよもしよろろろろしけれしけれしけれしければばばば、、、、調調調調査結果査結果査結果査結果等等等等をををを教教教教ええええていたていたていたていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思うううう。。。。考考考考ええええ方方方方としてはとしてはとしてはとしては、、、、確確確確かにかにかにかに廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理計画計画計画計画をををを包含包含包含包含するようなするようなするようなするような大大大大きなきなきなきな計画計画計画計画ををををつつつつくりくりくりくり、、、、そそそそれでれでれでれで全部全部全部全部作作作作業業業業をしたことにしてをしたことにしてをしたことにしてをしたことにして立立立立ててしまうててしまうててしまうててしまう手手手手もあるもあるもあるもあるのかというのかというのかというのかという気気気気はするはするはするはする。。。。千千千千葉葉葉葉県県県県のののの循環計画循環計画循環計画循環計画作作作作成等成等成等成等、、、、実際実際実際実際にににに行行行行われているとこわれているとこわれているとこわれているところろろろがあるがあるがあるがある。。。。県県県県のののの中中中中でででで縦縦縦縦割割割割りになってしまうのはりになってしまうのはりになってしまうのはりになってしまうのは大大大大変変変変なななな話話話話だだだだとととと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、そそそそういうことがあるらしいというういうことがあるらしいというういうことがあるらしいというういうことがあるらしいということもおこともおこともおこともお伝伝伝伝ええええしておくがしておくがしておくがしておくが、、、、ぜぜぜぜひひひひ中中中中でででで頑張頑張頑張頑張ってくってくってくってくだだだださいさいさいさい。。。。        個個個個別別別別のことにのことにのことにのことにつつつついてはいてはいてはいては、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省にデータのにデータのにデータのにデータの開示等開示等開示等開示等ででででごごごご協力協力協力協力いたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思うううう。。。。目目目目標標標標をををを個個個個別別別別のののの産業産業産業産業ごごごごとにとにとにとにつつつつくることがくることがくることがくることが適適適適切切切切かどうかはあるとかどうかはあるとかどうかはあるとかどうかはあると思思思思うのでうのでうのでうので、、、、目標目標目標目標ではないかもしではないかもしではないかもしではないかもしれないがれないがれないがれないが、、、、個個個個別別別別のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなフローなフローなフローなフロー、、、、計画計画計画計画がいいかがいいかがいいかがいいか白白白白書書書書がいいかがいいかがいいかがいいか、、、、データをたくさデータをたくさデータをたくさデータをたくさんんんん整理整理整理整理していくことはしていくことはしていくことはしていくことは必要必要必要必要だだだだとととと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、できるできるできるできる限限限限りりりり努努努努力力力力していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。        小鑓小鑓小鑓小鑓課課課課長補佐長補佐長補佐長補佐        資資資資料料料料のののの件件件件でででで幾幾幾幾つつつつかかかかごごごご指指指指摘摘摘摘があったがあったがあったがあった点点点点はははは、、、、わかりわかりわかりわかりややややすいようにということですいようにということですいようにということですいようにということで細細細細かいかいかいかい点点点点はあはあはあはあるとるとるとると思思思思うううう。。。。例例例例えばえばえばえば自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法のののの中中中中でででで、、、、事事事事業業業業者者者者側側側側にもにもにもにも徹底徹底徹底徹底していたしていたしていたしていただだだだきたいというきたいというきたいというきたいという趣趣趣趣旨旨旨旨とととと理理理理解解解解してよしてよしてよしてよろろろろしいのかしいのかしいのかしいのか。。。。        藤藤藤藤田主田主田主田主幹幹幹幹        リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法のののの根根根根本本本本はははは排排排排出事出事出事出事業業業業者者者者責責責責任任任任、、、、ＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡをうたっているをうたっているをうたっているをうたっている。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、規規規規制制制制のののの環境環境環境環境ササササ
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イイイイドドドドでででで自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法のののの届届届届けけけけ出出出出のののの事務事務事務事務等等等等をををを行行行行うよりうよりうよりうより、、、、生生生生産産産産者者者者側側側側、、、、事事事事業業業業サイサイサイサイドドドドのののの省庁省庁省庁省庁でででできちきちきちきちんんんんとととと行行行行うううう方方方方があるべきがあるべきがあるべきがあるべき姿姿姿姿なのではないかというなのではないかというなのではないかというなのではないかという気気気気がするががするががするががするが、、、、地地地地方方方方ではみではみではみではみんんんんなななな環境環境環境環境サイサイサイサイドドドドにににに来来来来てしまうてしまうてしまうてしまう。。。。        小鑓小鑓小鑓小鑓課課課課長補佐長補佐長補佐長補佐        基本的基本的基本的基本的にににに地地地地方方方方自治自治自治自治においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、各各各各都道都道都道都道府府府府県県県県がどちらががどちらががどちらががどちらがややややりりりりややややすいかすいかすいかすいか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは一一一一緒緒緒緒にににに行行行行うううう選選選選択択択択もあるかもしれないがもあるかもしれないがもあるかもしれないがもあるかもしれないが、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが口口口口をををを出出出出せないせないせないせない世界世界世界世界だだだだとととと思思思思うううう。。。。一一一一方方方方、、、、地地地地方方方方にもにもにもにも経済経済経済経済産業産業産業産業省省省省のののの地地地地方機方機方機方機関等関等関等関等もあるのでもあるのでもあるのでもあるので、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ連連連連携携携携ををををとってとってとってとって経済経済経済経済もももも環境環境環境環境部局部局部局部局とととと一一一一緒緒緒緒にいってにいってにいってにいってほほほほしいというしいというしいというしいという願願願願いはあるいはあるいはあるいはある。。。。力力力力不足不足不足不足ながらながらながらながら、、、、そそそそこはこはこはこは及及及及んんんんでいないかもしれないがでいないかもしれないがでいないかもしれないがでいないかもしれないが、、、、地地地地方方方方のののの環環環環境境境境部局部局部局部局がみずからがみずからがみずからがみずから言言言言っていたっていたっていたっていただだだだけるのはけるのはけるのはけるのは極極極極めてめてめてめて心心心心強強強強いいいい次第次第次第次第であるであるであるである。。。。        藤藤藤藤田主田主田主田主幹幹幹幹        共管共管共管共管法法法法のののの場場場場合合合合、、、、条条条条項項項項によってどちらのによってどちらのによってどちらのによってどちらの省庁省庁省庁省庁がががが所所所所管管管管するのかするのかするのかするのか、、、、きちきちきちきちんんんんとととと明示明示明示明示することがすることがすることがすることが必必必必要要要要だだだだとととと思思思思うううう。。。。        司司司司会会会会        地地地地方方方方のののの立立立立場場場場でででで非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな点点点点ののののごごごご指指指指摘摘摘摘があったとがあったとがあったとがあったと思思思思うがうがうがうが、、、、今今今今おおおお二二二二人人人人からきちからきちからきちからきちんんんんとしたとしたとしたとした形形形形でおでおでおでお答答答答ええええをすをすをすをすぐぐぐぐ出出出出すのはすのはすのはすのは難難難難しいしいしいしい点点点点もあるともあるともあるともあると思思思思うううう。。。。少少少少なくともなくともなくともなくとも本研究会本研究会本研究会本研究会はフリーにデはフリーにデはフリーにデはフリーにディィィィススススカカカカッションするッションするッションするッションする場場場場であるであるであるである。。。。議議議議事事事事録録録録もももも正正正正確確確確ににににつつつつくりくりくりくり、、、、後後後後ほほほほどどどどごごごご発言発言発言発言のののの皆皆皆皆様様様様にはおにはおにはおにはお渡渡渡渡ししてししてししてしして修正修正修正修正等等等等をいたをいたをいたをいただだだだくくくく。。。。年度年度年度年度のののの終終終終わりにわりにわりにわりに国及国及国及国及びびびび自治体自治体自治体自治体、、、、産業界産業界産業界産業界のののの皆皆皆皆様様様様にきちにきちにきちにきちんんんんとしたとしたとしたとした形形形形ででででごごごご報告報告報告報告ををををしししし、、、、こうしたことがデこうしたことがデこうしたことがデこうしたことがディィィィススススカカカカッションされッションされッションされッションされ、、、、こうしたことをこうしたことをこうしたことをこうしたことをぜぜぜぜひひひひともともともとも検討検討検討検討いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいといういういういう形形形形でででで国連大学国連大学国連大学国連大学としてはとしてはとしてはとしては最最最最大大大大限限限限のののの努努努努力力力力をするということでをするということでをするということでをするということでごごごご理理理理解解解解をいたをいたをいたをいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        今日今日今日今日はははは大大大大変変変変フリーなデフリーなデフリーなデフリーなディィィィススススカカカカッションができたがッションができたがッションができたがッションができたが、、、、このこのこのこの場場場場でこれでこれでこれでこれだだだだけはけはけはけは意見意見意見意見としてとしてとしてとして言言言言いいいいたいことがあれたいことがあれたいことがあれたいことがあればばばばおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        尾尾尾尾形形形形（（（（京都京都京都京都府府府府循環型社会推進課企画循環型社会推進課企画循環型社会推進課企画循環型社会推進課企画主主主主任任任任））））        基本計画基本計画基本計画基本計画のののの中中中中にににに入入入入口口口口とととと出出出出口口口口のののの目標目標目標目標量量量量があるがあるがあるがある。。。。出出出出口口口口はははは最最最最終終終終処処処処分分分分量量量量というというというという量量量量のののの目標目標目標目標にににに対対対対しししし、、、、入入入入口口口口ははははＧＧＧＧＤＤＤＤＰＰＰＰがががが来来来来てててていていていていて量量量量のののの目標目標目標目標でないことにでないことにでないことにでないことにつつつついていていていて、、、、そそそそのののの理理理理由由由由があれがあれがあれがあればばばば教教教教ええええていたていたていたていただだだだききききたいたいたいたい。。。。        染染染染野野野野室長補佐室長補佐室長補佐室長補佐        目標目標目標目標はははは、、、、今後今後今後今後これをもってこれをもってこれをもってこれをもって意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いていくいていくいていくいていく。。。。入入入入口口口口、、、、循環循環循環循環、、、、出出出出口口口口でででで特特特特にににに重要重要重要重要なのはなのはなのはなのは入入入入口口口口であるであるであるである。。。。考考考考ええええ方方方方としてはとしてはとしてはとしては、、、、環境効率的環境効率的環境効率的環境効率的なななな概概概概念念念念がががが一一一一番番番番よいのではないかとよいのではないかとよいのではないかとよいのではないかと思思思思うううう。。。。天天天天然然然然資源資源資源資源投投投投入入入入量量量量をゼロにすることがをゼロにすることがをゼロにすることがをゼロにすることが望望望望ましいわけではないましいわけではないましいわけではないましいわけではない。。。。生生生生産活動産活動産活動産活動、、、、まさにまさにまさにまさに環境環境環境環境とととと経済経済経済経済をををを両両両両立立立立してしてしてしていくためにはいくためにはいくためにはいくためには、、、、効率効率効率効率性性性性のののの概概概概念念念念でででで考考考考ええええていくていくていくていく必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思っているっているっているっている。。。。たたたただだだだしししし、、、、出出出出口口口口でででで廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場のののの逼逼逼逼迫迫迫迫問問問問題題題題がありがありがありがあり、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分量量量量がよりがよりがよりがより減減減減ることがることがることがることが望望望望ましいとましいとましいとましいと思思思思うがうがうがうが、、、、ここここここここをまたをまたをまたをまたＧＧＧＧＤＤＤＤＰＰＰＰでででで割割割割るのもわかるのもわかるのもわかるのもわかりづらいりづらいりづらいりづらい。。。。出出出出口口口口はははは量量量量ならならならなら量量量量とはっきりとはっきりとはっきりとはっきり決決決決めためためためた方方方方がががが、、、、経済経済経済経済面面面面のののの実施実施実施実施目目目目的的的的もももも同同同同様様様様でありでありでありであり、、、、かかかかええええってってってって実実実実感感感感的的的的にわかりにわかりにわかりにわかりややややすいのではないかすいのではないかすいのではないかすいのではないか。。。。議議議議論論論論のののの過程過程過程過程ではではではでは入入入入口口口口がががが先先先先にありにありにありにあり、、、、出出出出口口口口をををを細細細細くしていくというくしていくというくしていくというくしていくという形形形形にににに決決決決まったとまったとまったとまったと思思思思うううう。。。。        
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司司司司会会会会        ままままだだだだ皆皆皆皆様様様様からからからからコメコメコメコメントントントント等等等等がおありかとがおありかとがおありかとがおありかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションはこれでッションはこれでッションはこれでッションはこれで終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。今日今日今日今日のののの討議討議討議討議のようなありのようなありのようなありのようなあり方方方方がががが当当当当研究会研究会研究会研究会のののの目標目標目標目標でありでありでありであり、、、、今後今後今後今後もももも同同同同様様様様のののの運営運営運営運営方方方方法法法法でででで継続継続継続継続するようにしたいするようにしたいするようにしたいするようにしたい。。。。        そそそそれではれではれではれでは、、、、講講講講師師師師のののの５５５５人人人人のののの皆皆皆皆様様様様にににに拍拍拍拍手手手手でおでおでおでお礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げたいげたいげたいげたい。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうござござござございまいまいまいましたしたしたした。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        以以以以上上上上でででで2002200220022002年年年年度度度度第第第第１１１１回回回回のののの研究会研究会研究会研究会をををを終了終了終了終了させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。遅遅遅遅くまでくまでくまでくまでごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきききき、、、、大大大大変変変変ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。                
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４４４４－－－－２２２２    第第第第２２２２回研究会議回研究会議回研究会議回研究会議事事事事録録録録        
国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム    

    ２００２２００２２００２２００２年度研究会年度研究会年度研究会年度研究会            地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの促進手法促進手法促進手法促進手法    第第第第２２２２回回回回ワークショップワークショップワークショップワークショップ                                        日日日日        時時時時：：：：2002200220022002年年年年10101010月月月月18181818日日日日（（（（金金金金））））        ９９９９時時時時20202020分分分分～～～～                                                            場場場場        所所所所：：：：山形県立川町山形県立川町山形県立川町山形県立川町                                    1.1.1.1.午前午前午前午前：：：：サイトサイトサイトサイト見学見学見学見学                                        ９９９９：：：：20202020    ((((1111))))堆肥生堆肥生堆肥生堆肥生産産産産センターセンターセンターセンター                                        10101010：：：：20202020    ((((2222))))ウウウウインインインインドドドドフフフファァァァームームームーム                                        11111111：：：：05050505    ((((3333))))ウウウウインインインインドドドドームームームーム立川立川立川立川                                    2.122.122.122.12：：：：00000000    昼昼昼昼食食食食                                    3.3.3.3.午後午後午後午後：：：：立川町立川町立川町立川町からのからのからのからの説説説説明明明明およびおよびおよびおよび意見意見意見意見交交交交換換換換（（（（立川町立川町立川町立川町役場役場役場役場））））                                        13131313：：：：10101010－－－－15151515：：：：00000000                                                        ((((1111))))環境環境環境環境まちづくりにまちづくりにまちづくりにまちづくりにつつつついていていていて（（（（これからこれからこれからこれから田舎田舎田舎田舎がおもしがおもしがおもしがおもしろろろろいいいい））））                                                                                                        立川町立川町立川町立川町長長長長    清清清清野野野野    義勝氏義勝氏義勝氏義勝氏                                                        ((((2222))))環境環境環境環境まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの計画及計画及計画及計画及びびびび成成成成果果果果                                                                                                        立川町立川町立川町立川町        担担担担当者当者当者当者                                                        ((((3333))))質質質質疑疑疑疑応応応応答答答答およびおよびおよびおよび意見意見意見意見交交交交換換換換                                        15151515：：：：00000000－－－－15151515：：：：30303030                                                        ((((1111))))謝謝謝謝辞辞辞辞およびゼロエミッションのおよびゼロエミッションのおよびゼロエミッションのおよびゼロエミッションの展展展展望望望望                                                                                            国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム    会会会会長長長長                山山山山路路路路    敬敬敬敬三氏三氏三氏三氏            司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））        そそそそれではれではれではれでは、、、、ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム2002200220022002年度研究会年度研究会年度研究会年度研究会、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環循環循環循環型社会形成型社会形成型社会形成型社会形成のののの促進手法促進手法促進手法促進手法第第第第２２２２回回回回ワークショップワークショップワークショップワークショップ、、、、本本本本日日日日はははは立川町立川町立川町立川町ののののごごごご厚厚厚厚意意意意でででで当当当当所所所所でででで開催開催開催開催させてさせてさせてさせていたいたいたいただだだだきますことをきますことをきますことをきますことを国連大学国連大学国連大学国連大学としてとしてとしてとして大大大大変感謝申変感謝申変感謝申変感謝申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。会会会会員員員員のののの皆皆皆皆様様様様にはにはにはにはごごごご多多多多忙忙忙忙のとこのとこのとこのところろろろ遠遠遠遠方方方方からおいでいたからおいでいたからおいでいたからおいでいただだだだきききき、、、、まことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。        午前中午前中午前中午前中はははは町町町町のののの皆皆皆皆様様様様ののののごごごご厚厚厚厚意意意意ででででココココンンンンポポポポストのストのストのストの工工工工場場場場とすとすとすとすばばばばらしいらしいらしいらしいウウウウインインインインドドドドフフフファァァァームをームをームをームを見見見見せてせてせてせていたいたいたいただだだだいたいたいたいた。。。。午後午後午後午後はははは予予予予定定定定にににに従従従従いいいい、、、、まずまずまずまず最最最最初初初初にににに清清清清野町野町野町野町長長長長からからからから「「「「環境環境環境環境まちづくりにまちづくりにまちづくりにまちづくりにつつつついていていていて（（（（ここここれかられかられかられから田舎田舎田舎田舎がおもしがおもしがおもしがおもしろろろろいいいい）」）」）」）」とととと題題題題してしてしてして30303030分分分分のののの講演講演講演講演をををを予予予予定定定定しているしているしているしている。。。。そそそそのののの後後後後、、、、担当者担当者担当者担当者からからからから「「「「環環環環境境境境まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの計画及計画及計画及計画及びびびび成成成成果果果果」」」」ににににつつつついていていていて約約約約20202020分分分分、、、、２２２２時過時過時過時過ぎにぎにぎにぎにごごごご説説説説明明明明をををを終了終了終了終了させていたさせていたさせていたさせていただだだだききききたいたいたいたい。。。。そそそそのののの後後後後、、、、10101010分分分分のののの休憩休憩休憩休憩をとりをとりをとりをとり、、、、このこのこのこの間間間間をををを利用利用利用利用してしてしてして名名名名刺刺刺刺交交交交換換換換等等等等をおをおをおをお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。そそそそのののの後後後後、、、、清清清清野町野町野町野町長長長長、、、、ごごごご担当担当担当担当者者者者、、、、午前中午前中午前中午前中のののの見学等見学等見学等見学等をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、会会会会員員員員のののの皆皆皆皆様様様様とととと町町町町のののの皆皆皆皆様様様様とのとのとのとの間間間間でででで３３３３時時時時までまでまでまで
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率率率率直直直直なななな意見意見意見意見交交交交換換換換をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだけたらとけたらとけたらとけたらと思思思思っているっているっているっている。。。。そそそそのののの後後後後、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム会会会会長長長長のののの山山山山路敬路敬路敬路敬三三三三からからからから、、、、謝謝謝謝辞辞辞辞とあわせゼロエミッションフォーラムのとあわせゼロエミッションフォーラムのとあわせゼロエミッションフォーラムのとあわせゼロエミッションフォーラムの活動活動活動活動、、、、今後今後今後今後のののの方針方針方針方針等等等等ににににつつつついていていていて約約約約15151515分分分分のおのおのおのお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。そそそそのののの後後後後、、、、15151515分分分分間間間間自自自自由懇談由懇談由懇談由懇談のののの時時時時間間間間にさせてにさせてにさせてにさせていたいたいたいただだだだきききき、、、、３３３３時時時時30303030分分分分にこのにこのにこのにこの役場役場役場役場をををを出出出出発発発発させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。        そそそそれではれではれではれでは、、、、町町町町長長長長、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。        清清清清野町野町野町野町長長長長        皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんにちはにちはにちはにちは。。。。山形県立川町山形県立川町山形県立川町山形県立川町までようこまでようこまでようこまでようこそそそそおいでいたおいでいたおいでいたおいでいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。３３３３月月月月27272727日日日日にににに開催開催開催開催されたされたされたされた国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムにゼロエミッションフォーラムにゼロエミッションフォーラムにゼロエミッションフォーラムに私私私私もパネリストもパネリストもパネリストもパネリストとしておとしておとしておとしてお招招招招きをいたきをいたきをいたきをいただだだだきききき、、、、ワークショップにワークショップにワークショップにワークショップに参加参加参加参加させていたさせていたさせていたさせていただだだだいたのをいたのをいたのをいたのをつつつついこのいこのいこのいこの間間間間のようのようのようのようにににに思思思思いいいい出出出出すすすす。。。。山山山山路路路路会会会会長長長長ささささんんんん初初初初めめめめ環境環境環境環境にににに一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命取取取取りりりり組組組組みをなされておられるみをなされておられるみをなされておられるみをなされておられる先先先先生方生方生方生方ばばばばかりかりかりかりのののの集集集集まりでまりでまりでまりで大大大大変変変変意意意意義深義深義深義深いものがあったといものがあったといものがあったといものがあったと思思思思っているっているっているっている。。。。        今日今日今日今日はははは遠遠遠遠くくくく山形県山形県山形県山形県までおまでおまでおまでお運運運運びいたびいたびいたびいただだだだきききき、、、、町町町町のののの状況状況状況状況ををををごごごご視視視視察察察察いたいたいたいただだだだいことをいことをいことをいことを大大大大変変変変光光光光栄栄栄栄にににに存存存存じじじじているているているている。。。。当当当当町町町町ははははごごごごららららんんんんのようにのようにのようにのように山山山山にににに囲囲囲囲まれまれまれまれ、、、、１１１１万万万万9000900090009000ヘヘヘヘクタールのクタールのクタールのクタールの大大大大変変変変広広広広大大大大なななな面面面面積積積積をををを持持持持ちちちち、、、、月山月山月山月山のののの頂頂頂頂上上上上からからからから立川町立川町立川町立川町のののの区区区区域域域域にににに入入入入っているがっているがっているがっているが、、、、人人人人口口口口はははは7070707000000000人人人人をををを割割割割りりりり、、、、年年年年々々々々減少減少減少減少のののの一一一一途途途途をたどっているをたどっているをたどっているをたどっている。。。。残残残残念念念念であるがであるがであるがであるが、、、、これもこれもこれもこれも少少少少子子子子・・・・高高高高齢齢齢齢化化化化のののの中中中中でいたしでいたしでいたしでいたし方方方方ないとないとないとないと思思思思っているっているっているっている。。。。昔昔昔昔はははは林林林林業業業業とととと米米米米一本一本一本一本、、、、山山山山とととと田田田田畑畑畑畑でででで生生生生活活活活をなしをなしをなしをなし、、、、大大大大変変変変恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた環境環境環境環境にあったがにあったがにあったがにあったが、、、、今今今今はははは林林林林業業業業とととと米米米米はははは最最最最もももも厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況にににに置置置置かれているかれているかれているかれている。。。。地地地地元元元元にはにはにはには建建建建設会社設会社設会社設会社、、、、製製製製材材材材所所所所等等等等以外以外以外以外にににに余余余余りりりり企業企業企業企業がなくがなくがなくがなく、、、、ほほほほととととんんんんどのどのどのどの農農農農家家家家のののの皆皆皆皆ささささんんんんはははは酒酒酒酒田田田田、、、、鶴鶴鶴鶴岡岡岡岡等等等等周周周周辺辺辺辺にににに勤勤勤勤めにめにめにめに出出出出ているているているている。。。。若若若若いいいい人人人人はははは勤勤勤勤めめめめ先先先先のののの近近近近くにくにくにくに家家家家をををを建建建建てててて、、、、雪雪雪雪のののの多多多多いいいい山手山手山手山手のののの皆皆皆皆ささささんんんんがががが移転移転移転移転をしているをしているをしているをしている現現現現象象象象ははははややややむをむをむをむを得得得得ないとないとないとないと思思思思っているっているっているっている。。。。        たたたただだだだ、、、、いいいいつつつつまでもこのようなまでもこのようなまでもこのようなまでもこのような時代時代時代時代がががが続続続続いていくとはいていくとはいていくとはいていくとは思思思思っていないっていないっていないっていない。。。。山山山山村村村村のののの生生生生活活活活はははは今後今後今後今後大大大大いにいにいにいに見見見見直直直直されていくべきものされていくべきものされていくべきものされていくべきものだだだだとととと思思思思っているっているっているっている。。。。山山山山村村村村のののの恩恩恩恩恵恵恵恵をををを得得得得てててて生生生生活活活活してきたがしてきたがしてきたがしてきたが、、、、21212121世世世世紀紀紀紀はははは自自自自然然然然とのとのとのとの共生共生共生共生をををを大大大大いにいにいにいに模模模模索索索索していくことがしていくことがしていくことがしていくことが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。私私私私どもはすどもはすどもはすどもはすぐぐぐぐ近近近近くにくにくにくに自自自自然然然然ががががいっいっいっいっぱぱぱぱいありいありいありいあり、、、、余余余余りりりり気気気気づかないがづかないがづかないがづかないが、、、、自自自自然然然然にににに恵恵恵恵まれないまれないまれないまれない都都都都会会会会のののの人人人人たちからたちからたちからたちから見見見見れれれればばばば、、、、こういうこういうこういうこういう自自自自然然然然環境環境環境環境はうらはうらはうらはうらややややましいましいましいましい限限限限りではないかりではないかりではないかりではないか。。。。ここにここにここにここに住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる人人人人はもちはもちはもちはもちろんろんろんろん、、、、田舎田舎田舎田舎でででで暮暮暮暮らしらしらしらしたことのないたことのないたことのないたことのない人人人人にににに一一一一緒緒緒緒にににに住住住住んんんんでいたでいたでいたでいただだだだくことができないかくことができないかくことができないかくことができないか、、、、今後今後今後今後ぜぜぜぜひひひひややややってみたいとってみたいとってみたいとってみたいと思思思思っっっっているているているている。。。。        私私私私もももも昨昨昨昨年年年年11111111月月月月にににに町町町町長長長長になったになったになったになったばばばばかりでありかりでありかりでありかりであり、、、、ままままだだだだ夢夢夢夢をををを描描描描いていていていていていていていて実行実行実行実行にににに移移移移していないのしていないのしていないのしていないのでででで余余余余りりりり大大大大きなことはきなことはきなことはきなことは言言言言ええええないがないがないがないが、、、、そそそそういうういうういうういう時代時代時代時代にににに確確確確かになってきているかになってきているかになってきているかになってきている。。。。山山山山をををを活用活用活用活用したこしたこしたこしたことをしていけとをしていけとをしていけとをしていけばばばば、、、、そそそそれにれにれにれに興興興興味味味味をををを持持持持っていっていっていっていろろろろいいいいろろろろなななな人人人人においでいたにおいでいたにおいでいたにおいでいただだだだきききき、、、、最最最最初初初初からからからから長長長長くくくく住住住住ままままなくてもなくてもなくてもなくても、、、、１１１１カカカカ月月月月でもでもでもでも２２２２カカカカ月月月月でもでもでもでも滞滞滞滞在在在在してしてしてして山山山山のののの暮暮暮暮らしをしていたらしをしていたらしをしていたらしをしていただだだだくことによりくことによりくことによりくことにより本本本本当当当当のよのよのよのよさがわかっていたさがわかっていたさがわかっていたさがわかっていただだだだけるのではないかけるのではないかけるのではないかけるのではないか。。。。またまたまたまた、、、、新新新新たなこういうたなこういうたなこういうたなこういう地域地域地域地域をををを生生生生かしていくかしていくかしていくかしていく方方方方法法法法もももも、、、、そそそそういうういうういうういう環境環境環境環境にないにないにないにない人人人人たちはたちはたちはたちは私私私私どもよりももっとおもしどもよりももっとおもしどもよりももっとおもしどもよりももっとおもしろろろろいいいい発想発想発想発想をしていたをしていたをしていたをしていただだだだけるのではけるのではけるのではけるのではないかないかないかないか。。。。空空空空きききき家家家家等等等等もももも大分多大分多大分多大分多くくくく出出出出てきているしてきているしてきているしてきているし、、、、町町町町のののの施設施設施設施設もあるのでもあるのでもあるのでもあるので、、、、１１１１カカカカ月月月月でもでもでもでも２２２２カカカカ月月月月ででででもももも住住住住んんんんでででで山山山山のののの暮暮暮暮らしらしらしらし、、、、自自自自給給給給自自自自足足足足のののの暮暮暮暮らしをいらしをいらしをいらしをいろろろろいいいいろろろろ工工工工夫夫夫夫ししししながらながらながらながらややややってもらってもらってもらってもらええええれれれればばばば、、、、おもおもおもおもししししろろろろいことになるのではないかいことになるのではないかいことになるのではないかいことになるのではないか。。。。ぜぜぜぜひひひひそそそそのことはのことはのことはのことは都都都都会会会会にににに発発発発信信信信していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。        前前前前町町町町長長長長のののの舘舘舘舘林林林林茂茂茂茂樹樹樹樹町町町町長長長長はミスターはミスターはミスターはミスター風風風風力発力発力発力発電電電電というというというという異異異異名名名名をとってをとってをとってをとって「「「「プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトＸＸＸＸ」」」」でもでもでもでも紹介紹介紹介紹介されたがされたがされたがされたが、、、、すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい哲哲哲哲学学学学をををを持持持持っておられたっておられたっておられたっておられた方方方方だだだだとととと思思思思っているっているっているっている。。。。私私私私もももも７７７７年年年年間助役間助役間助役間助役としとしとしとしてててて一一一一緒緒緒緒にににに仕仕仕仕事事事事をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいたがいたがいたがいたが、、、、あのあのあのあの方方方方のののの信念信念信念信念はははは環境環境環境環境をををを守守守守ってってってって次次次次世世世世代代代代にににに引引引引きききき継継継継いでいいでいいでいいでいかなけれかなけれかなけれかなければばばばいけないというのがいけないというのがいけないというのがいけないというのが口口口口癖癖癖癖であったであったであったであった。。。。私私私私たちがよけれたちがよけれたちがよけれたちがよければばばばいいのではなくいいのではなくいいのではなくいいのではなく、、、、これかこれかこれかこれか
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らららら地球地球地球地球のののの中中中中でででで暮暮暮暮らしていくらしていくらしていくらしていく地球地球地球地球のののの一一一一員員員員としてみとしてみとしてみとしてみんんんんなでなでなでなで守守守守っていかなけれっていかなけれっていかなけれっていかなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。これこれこれこれがががが私私私私たちたちたちたち大人大人大人大人のののの役役役役割割割割だだだだといといといといつつつつもももも言言言言っていたっていたっていたっていた。。。。私私私私もももも前前前前町町町町長長長長のののの考考考考ええええ方方方方にににに沿沿沿沿ってってってって今今今今もももも進進進進んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。これまでこれまでこれまでこれまで100100100100キキキキロワットのロワットのロワットのロワットの風車風車風車風車をををを山山山山のののの上上上上にににに建建建建てたのがてたのがてたのがてたのが始始始始まりでまりでまりでまりで進進進進んんんんできたができたができたができたが、、、、立川町立川町立川町立川町はははは昭昭昭昭和和和和54545454年年年年～～～～55555555年年年年ごろごろごろごろにににに科学技術科学技術科学技術科学技術庁庁庁庁のののの実実実実験事験事験事験事業業業業をををを引引引引きききき受受受受けたけたけたけた経経経経験験験験があるがあるがあるがある。。。。そそそそのののの当当当当時時時時からからからから比比比比べれべれべれべればばばば風車風車風車風車もももも随随随随分進分進分進分進歩歩歩歩してしてしてして隔隔隔隔世世世世のののの感感感感があるががあるががあるががあるが、、、、当当当当時時時時はははは１１１１キキキキロワットのロワットのロワットのロワットの風車風車風車風車、、、、５５５５キキキキロワットのロワットのロワットのロワットの飛飛飛飛行行行行機機機機みたいなプロみたいなプロみたいなプロみたいなプロペペペペラをラをラをラを回回回回したしたしたした風車風車風車風車でででで実実実実験事験事験事験事業業業業にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだがががが、、、、風風風風がががが強強強強いとすいとすいとすいとすぐぐぐぐ壊壊壊壊れてしまれてしまれてしまれてしまいいいい、、、、日日日日本本本本のののの風風風風はははは風車風車風車風車にはにはにはには向向向向いていないのかといていないのかといていないのかといていないのかと言言言言われたわれたわれたわれた。。。。実実実実験事験事験事験事業業業業をををを５５５５年年年年間間間間でででで終終終終わりわりわりわり、、、、そそそそれれれれ以来以来以来以来、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電からからからから遠遠遠遠ざざざざかっていたかっていたかっていたかっていた。。。。        そそそそのののの後後後後、、、、ふふふふるさとるさとるさとるさと創生事創生事創生事創生事業業業業がががが発発発発端端端端でででで風風風風力発力発力発力発電電電電をををを行行行行ったがったがったがったが、、、、最最最最初初初初はははは電電電電気気気気をををを起起起起こすというこすというこすというこすという考考考考ええええ方方方方ではなくではなくではなくではなく、、、、立川町立川町立川町立川町はははは風風風風がががが強強強強いのでいのでいのでいので、、、、シンシンシンシンボボボボルルルル的的的的にオランダにオランダにオランダにオランダ風風風風のののの大大大大きなきなきなきな風車風車風車風車をををを回回回回せせせせばばばば観観観観光光光光のもとになるのではないかというのもとになるのではないかというのもとになるのではないかというのもとになるのではないかという発想発想発想発想でででで２２２２～～～～３３３３のののの先進地先進地先進地先進地のののの視視視視察察察察等等等等をををを行行行行ったったったった。。。。三重三重三重三重大学大学大学大学のののの清清清清水水水水先先先先生生生生、、、、足足足足利利利利工工工工大大大大のののの牛牛牛牛山先山先山先山先生生生生等等等等のののの応応応応援援援援がありがありがありがあり、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電ははははヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパ、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカでどでどでどでどんんんんどどどどんんんん実用化実用化実用化実用化しておりしておりしておりしており、、、、どうせどうせどうせどうせややややるならるならるならるならそそそそのののの方向方向方向方向にににに進進進進んだんだんだんだ方方方方がいいとアがいいとアがいいとアがいいとアドバドバドバドバイスをいたイスをいたイスをいたイスをいただだだだきききき、、、、100100100100キキキキロワットロワットロワットロワット３３３３基基基基をををを導導導導入入入入したしたしたした。。。。導導導導入当入当入当入当時時時時はははは海外海外海外海外からからからから入入入入れたれたれたれた例例例例がないためがないためがないためがないため、、、、スタッフがスタッフがスタッフがスタッフが随随随随分分分分苦労苦労苦労苦労したがしたがしたがしたが、、、、前前前前町町町町長長長長はははは猪猪猪猪突突突突猛猛猛猛進型進型進型進型なのでなのでなのでなので実現実現実現実現できたとできたとできたとできたと思思思思っているっているっているっている。。。。        そそそそのののの後後後後、、、、シンシンシンシンボボボボルルルル風車風車風車風車100100100100キキキキロワットロワットロワットロワット３３３３基基基基がきっかけとなりがきっかけとなりがきっかけとなりがきっかけとなり、、、、400400400400キキキキロワットロワットロワットロワット２２２２基基基基、、、、続続続続いいいいてててて600600600600キキキキロワットロワットロワットロワット４４４４基基基基、、、、そそそそしてしてしてして今今今今年年年年、、、、ドドドドイイイイツツツツ製製製製のののの1500150015001500キキキキロワットロワットロワットロワット１１１１基基基基、、、、合合合合わせてわせてわせてわせて10101010基基基基のののの風車風車風車風車がががが今今今今、、、、立川町立川町立川町立川町でででで稼稼稼稼働働働働しているしているしているしている。。。。このこのこのこの10101010基基基基でででで立川町立川町立川町立川町のののの全電全電全電全電力力力力需需需需要要要要2200220022002200万万万万キキキキロワットのロワットのロワットのロワットの42.542.542.542.5％％％％をををを賄賄賄賄っているっているっているっている。。。。町町町町直営直営直営直営はははは100100100100キキキキロワットロワットロワットロワット３３３３基基基基とととと今今今今年立年立年立年立ちちちち上上上上げたげたげたげた1500150015001500キキキキロワットロワットロワットロワット１１１１基基基基であるであるであるであるがががが、、、、あとはあとはあとはあとは民民民民間間間間のののの皆皆皆皆様様様様ににににややややっていたっていたっていたっていただだだだいているいているいているいている。。。。今今今今年年年年、、、、もうもうもうもう１１１１基基基基1500150015001500キキキキロワットをロワットをロワットをロワットを立立立立ちちちち上上上上げるげるげるげる計画計画計画計画でありでありでありであり、、、、そそそそれがれがれがれが完完完完成成成成するとするとするとすると合合合合わせてわせてわせてわせて50505050％％％％をををを超超超超ええええることになるることになるることになるることになる。。。。町町町町のののの全電全電全電全電力力力力をををを風風風風力力力力発発発発電電電電でででで賄賄賄賄うことをうことをうことをうことを目標目標目標目標にににに、、、、今後今後今後今後ももももＮＥＮＥＮＥＮＥＤＤＤＤＯＯＯＯのののの皆皆皆皆様様様様やややや東東東東北北北北電電電電力力力力、、、、関係関係関係関係者者者者のののの協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだきなきなきなきながらがらがらがら、、、、一一一一気気気気にはいかないがにはいかないがにはいかないがにはいかないが、、、、着着着着々々々々とととと年年年年次次次次計画計画計画計画をををを立立立立てててててててて進進進進めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい。。。。        堆肥生堆肥生堆肥生堆肥生産産産産センターはセンターはセンターはセンターは約約約約16161616年年年年になるになるになるになる。。。。従来従来従来従来、、、、生生生生ごごごごみをみをみをみを山山山山にににに捨捨捨捨てていたがてていたがてていたがてていたが、、、、ハハハハエがエがエがエが発発発発生生生生したしたしたしたりりりり、、、、悪悪悪悪臭臭臭臭がしたりがしたりがしたりがしたり、、、、大大大大変変変変なななな公害公害公害公害になるためになるためになるためになるため、、、、何何何何とかとかとかとか生生生生ごごごごみをいいみをいいみをいいみをいい方向方向方向方向にににに生生生生かすことができかすことができかすことができかすことができないかないかないかないか考考考考ええええたものであるたものであるたものであるたものである。。。。有有有有機機機機米米米米研究会研究会研究会研究会のののの皆皆皆皆様様様様ににににココココンンンンポポポポストをストをストをストを一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命使使使使っていたっていたっていたっていただだだだきききき、、、、生生生生産産産産されたされたされたされた堆肥堆肥堆肥堆肥のののの90909090％％％％はははは有有有有機機機機米米米米研究会研究会研究会研究会のののの皆皆皆皆様様様様のののの田田田田んんんんぼぼぼぼにににに還元還元還元還元しししし、、、、有有有有機機機機米米米米をををを栽培栽培栽培栽培してしてしてして大大大大阪阪阪阪生生生生協協協協にににに販売販売販売販売しているしているしているしている。。。。堆肥生堆肥生堆肥生堆肥生産産産産センターはセンターはセンターはセンターは大大大大変変変変スムーズにできたとスムーズにできたとスムーズにできたとスムーズにできたと思思思思っているっているっているっている。。。。１１１１トントントントン当当当当たたたたりりりり約約約約9000900090009000円円円円かかるがかかるがかかるがかかるが、、、、町町町町がががが約約約約4000400040004000円円円円のののの有有有有機機機機米米米米奨励奨励奨励奨励金金金金をををを補助補助補助補助しししし、、、、農農農農家家家家のののの皆皆皆皆様様様様にににに喜喜喜喜んんんんでででで使使使使ってってってっていたいたいたいただだだだいているいているいているいている。。。。地地地地元元元元でででで消費消費消費消費することがすることがすることがすることが資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会ににににつつつつながっていくとながっていくとながっていくとながっていくと考考考考ええええているているているている。。。。年年年年間間間間1500150015001500トントントントン生生生生産産産産しししし、、、、２２２２万万万万2000200020002000俵俵俵俵ほほほほどどどど大大大大阪阪阪阪生生生生協協協協とととと取引取引取引取引をしているをしているをしているをしている。。。。普普普普通通通通のののの米米米米のののの値値値値段段段段よりよりよりより１１１１俵俵俵俵当当当当たりたりたりたり約約約約2000200020002000円円円円高高高高くくくく買買買買ってもらっているってもらっているってもらっているってもらっている。。。。有有有有機機機機米米米米研究会研究会研究会研究会のののの皆皆皆皆様様様様がががが年年年年１１１１回回回回はははは必必必必ずずずず大大大大阪阪阪阪生生生生協協協協をををを訪訪訪訪れれれれ、、、、交交交交流会流会流会流会をををを行行行行っているっているっているっている。。。。大大大大阪阪阪阪生生生生協協協協のののの皆皆皆皆様様様様もももも秋秋秋秋にににに状況状況状況状況をををを視視視視察察察察していたしていたしていたしていただだだだいたりいたりいたりいたり、、、、有有有有機機機機農農農農産産産産物物物物ににににつつつついいいいてのてのてのての意見意見意見意見交交交交換換換換会会会会をををを行行行行うううう等等等等つつつつながりをながりをながりをながりを大大大大切切切切にしているにしているにしているにしている。。。。        今後今後今後今後のののの農農農農業業業業はははは生生生生産産産産者者者者のののの顔顔顔顔のののの見見見見ええええるるるる、、、、しかもしかもしかもしかも消費消費消費消費者者者者とととと一体一体一体一体となったとなったとなったとなった協力体協力体協力体協力体制制制制のもとでのもとでのもとでのもとで農農農農業業業業がががが振興振興振興振興されていくされていくされていくされていく姿姿姿姿がががが大大大大事事事事なのではないかとなのではないかとなのではないかとなのではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。農農農農家家家家のののの人人人人だだだだけがけがけがけが農農農農業業業業ををををややややるのでるのでるのでるのではなくはなくはなくはなく、、、、消費消費消費消費者者者者のののの皆皆皆皆様様様様とととと一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって行行行行っていくっていくっていくっていく体体体体制制制制がががが大大大大事事事事であるであるであるである。。。。つつつつくるくるくるくる方方方方はははは任任任任せていせていせていせていたたたただだだだきききき、、、、販売販売販売販売するのはするのはするのはするのは消費消費消費消費地地地地のののの皆皆皆皆様様様様でないとうまくいかないのででないとうまくいかないのででないとうまくいかないのででないとうまくいかないので、、、、そそそそのののの辺辺辺辺のののの連係連係連係連係ププププレレレレーがーがーがーが大大大大事事事事なのではないかとなのではないかとなのではないかとなのではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。堆肥生堆肥生堆肥生堆肥生産産産産センターもセンターもセンターもセンターも、、、、今後今後今後今後さらにさらにさらにさらに充充充充実実実実させていきたいさせていきたいさせていきたいさせていきたい。。。。        またまたまたまた、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電もももも全電全電全電全電気需気需気需気需要要要要量量量量をををを風風風風力発力発力発力発電電電電でででで賄賄賄賄うことをうことをうことをうことを目標目標目標目標にににに行行行行っていきたいっていきたいっていきたいっていきたい。。。。風車風車風車風車村村村村
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推進推進推進推進委員委員委員委員会会会会でででで今後今後今後今後のののの計画計画計画計画をををを立立立立てててて、、、、実実実実践践践践にににに移移移移すというすというすというすという方方方方法法法法でででで進進進進んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。そそそそのののの委員委員委員委員会会会会ではではではでは、、、、三重三重三重三重大学大学大学大学のののの清清清清水水水水先先先先生生生生、、、、足足足足利利利利工工工工業大学業大学業大学業大学のののの牛牛牛牛山先山先山先山先生生生生、、、、名古名古名古名古屋屋屋屋大学大学大学大学のののの菊菊菊菊山先山先山先山先生生生生、、、、そそそそしてしてしてして地地地地元元元元のののの鶴鶴鶴鶴岡岡岡岡工工工工業業業業高高高高等等等等専専専専門門門門学学学学校校校校のののの丹丹丹丹先先先先生生生生等等等等、、、、専専専専門門門門のののの先先先先生方生方生方生方にもアにもアにもアにもアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーーやややや委員委員委員委員になっていたになっていたになっていたになっていただだだだきききき、、、、活発活発活発活発なななな意見意見意見意見をををを出出出出しししし合合合合いいいい、、、、環境環境環境環境のまちづくりのありのまちづくりのありのまちづくりのありのまちづくりのあり方方方方、、、、資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会のありのありのありのあり方方方方をどうをどうをどうをどう進進進進めめめめれれれればばばばいいのかということでいいのかということでいいのかということでいいのかということで話話話話をををを進進進進めているめているめているめている。。。。        そそそそうしたうしたうしたうした話話話話のののの中中中中からからからから、、、、あるあるあるある地域資源地域資源地域資源地域資源をもっとをもっとをもっとをもっと生生生生かすことができないかということでかすことができないかということでかすことができないかということでかすことができないかということで木木木木質質質質ババババイオイオイオイオママママスエネルスエネルスエネルスエネルギギギギーのーのーのーの研究研究研究研究がががが今今今今始始始始まっているまっているまっているまっている。。。。ここここれはれはれはれは三重三重三重三重大学大学大学大学のののの清清清清水水水水先先先先生生生生のののの考考考考ええええ方方方方であであであであるがるがるがるが、、、、清清清清水水水水先先先先生生生生はははは大学大学大学大学校校校校内内内内にににに施設施設施設施設をををを今今今今建建建建設設設設中中中中でありでありでありであり、、、、実実実実験事験事験事験事業業業業をををを進進進進めているめているめているめている。。。。清清清清水水水水先先先先生生生生のののの考考考考ええええはははは、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材等等等等のののの木木木木材材材材ををををチチチチップにしップにしップにしップにし、、、、燃燃燃燃ややややすのではなくてすのではなくてすのではなくてすのではなくて木木木木炭炭炭炭化化化化するするするする。。。。高高高高温温温温のののの炉炉炉炉のののの中中中中でででで蒸蒸蒸蒸すことによりすことによりすことによりすことにより、、、、そそそそのののの中中中中からからからからガガガガスがスがスがスが発発発発生生生生するするするする。。。。ニグリンというニグリンというニグリンというニグリンという人人人人間間間間のののの体体体体にはにはにはには害害害害のないのないのないのない大大大大変変変変すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい成分成分成分成分ののののガガガガスでタースでタースでタースでタービビビビンをンをンをンを回回回回すことができすことができすことができすことができ、、、、電電電電気気気気をををを起起起起こすこすこすこす。。。。炭炭炭炭化化化化炉炉炉炉のののの中中中中はははは相相相相当高当高当高当高温温温温になっているためになっているためになっているためになっているため、、、、熱熱熱熱エネルエネルエネルエネルギギギギーにーにーにーに利用利用利用利用できるのでできるのでできるのでできるので、、、、できれできれできれできればふろばふろばふろばふろのおのおのおのお湯湯湯湯をををを沸沸沸沸かしたいかしたいかしたいかしたい。。。。そそそそういったういったういったういった熱熱熱熱源源源源をををを活用活用活用活用しししし、、、、ミニミニミニミニ温温温温水水水水プールをプールをプールをプールをつつつつくりくりくりくり、、、、町民町民町民町民のののの健康健康健康健康センターセンターセンターセンター的的的的なものになものになものになものにできできできできないかないかないかないか研究研究研究研究しているがしているがしているがしているが、、、、ぜぜぜぜひひひひこのプールはこのプールはこのプールはこのプールは実現実現実現実現したいしたいしたいしたい。。。。このこのこのこの間間間間、、、、三重三重三重三重大学大学大学大学でででで実実実実験中験中験中験中にににに爆爆爆爆発発発発事事事事故故故故がががが起起起起きてきてきてきて清清清清水水水水先先先先生生生生がががが入院入院入院入院されたがされたがされたがされたが、、、、またまたまたまた研究研究研究研究にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。ぜぜぜぜひひひひ立川町立川町立川町立川町でででで実用化実用化実用化実用化をををを図図図図っていたっていたっていたっていただだだだくようくようくようくよう、、、、今今今今、、、、先先先先生生生生にもおにもおにもおにもお願願願願いしているいしているいしているいしている。。。。        事事事事業業業業をををを一一一一つやつやつやつやるにしてもるにしてもるにしてもるにしても、、、、立川町立川町立川町立川町のののの財財財財政政政政規模規模規模規模ではいではいではいではいろろろろいいいいろろろろなことができないためなことができないためなことができないためなことができないため、、、、民民民民間間間間とととと連連連連携携携携してしてしてして共同共同共同共同研究研究研究研究をしていかないといけないとをしていかないといけないとをしていかないといけないとをしていかないといけないと思思思思っているっているっているっている。。。。幸幸幸幸いいいい1500150015001500キキキキロワットロワットロワットロワット風車風車風車風車をををを建建建建設設設設したしたしたした大大大大阪阪阪阪ののののポポポポンプンプンプンプメメメメーーーーカカカカーでーでーでーで有有有有名名名名なななな酉酉酉酉島製島製島製島製作所作所作所作所のののの会会会会長長長長、、、、社社社社長長長長もももも当当当当町町町町にににに何何何何回回回回もおいでにもおいでにもおいでにもおいでになりなりなりなり、、、、町町町町のののの状況状況状況状況をををを全部全部全部全部調調調調査査査査してしてしてして帰帰帰帰っているっているっているっている。。。。立川町立川町立川町立川町もももも環境環境環境環境産業産業産業産業にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいきたいとでいきたいとでいきたいとでいきたいと、、、、会社会社会社会社をををを一一一一つつつつ設立設立設立設立してもらったしてもらったしてもらったしてもらった。。。。風車風車風車風車のとこのとこのとこのところろろろにあるライスセンターがにあるライスセンターがにあるライスセンターがにあるライスセンターが今今今今空空空空きききき家家家家になっていになっていになっていになっているがるがるがるが、、、、酉酉酉酉島製島製島製島製作所作所作所作所ににににそそそそのののの土土土土地地地地もももも建建建建物物物物もももも全部全部全部全部買買買買っていたっていたっていたっていただだだだきききき、、、、そそそそこにサーこにサーこにサーこにサービビビビスセンタースセンタースセンタースセンター、、、、会会会会社社社社をををを設立設立設立設立したしたしたした。。。。そそそそしてしてしてして、、、、風車風車風車風車やポやポやポやポンプのンプのンプのンプのメメメメンテナンスンテナンスンテナンスンテナンス、、、、良質良質良質良質ののののココココンンンンポポポポストづくりにストづくりにストづくりにストづくりに挑挑挑挑戦戦戦戦ししししているているているている。。。。        酉酉酉酉島製島製島製島製作所作所作所作所とととと兵庫兵庫兵庫兵庫県県県県にあるにあるにあるにある岡部岡部岡部岡部産業産業産業産業がががが農農農農作作作作物物物物にににに大大大大変変変変いいいいいいいい役役役役割割割割をををを果果果果たすたすたすたすババババクタクタクタクタモモモモンというンというンというンという菌菌菌菌をををを50505050年年年年もももも前前前前からからからから開発開発開発開発してしてしてして大大大大切切切切にしているにしているにしているにしている。。。。そそそそのののの菌菌菌菌をををを使使使使うとうとうとうと農農農農作作作作物物物物がががが顕著顕著顕著顕著にににに成成成成長長長長しししし、、、、またまたまたまた健康健康健康健康にいいということでにいいということでにいいということでにいいということで社社社社長長長長ささささんんんんがががが力力力力をををを入入入入れれれれ、、、、酉酉酉酉島製島製島製島製作所作所作所作所とととと一一一一緒緒緒緒ににににココココンンンンポポポポストをストをストをストを生生生生産産産産してしてしてしているいるいるいる。。。。ままままだだだだ実実実実験験験験段階段階段階段階であるがであるがであるがであるが、、、、どうにかどうにかどうにかどうにか軌軌軌軌道道道道にににに乗乗乗乗ったとったとったとったと報告報告報告報告があったがあったがあったがあった。。。。アサアサアサアサヒヒヒヒビビビビールールールール関連関連関連関連のののの会社会社会社会社ででででココココーーーーヒヒヒヒーをーをーをーを生生生生産産産産しておりしておりしておりしており、、、、豆豆豆豆かすがかすがかすがかすがそそそそのままのままのままのままだだだだとととと産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物になるがになるがになるがになるが、、、、そそそそれをれをれをれを逆逆逆逆にににに生生生生かしてかしてかしてかしてババババクタクタクタクタモモモモンとンとンとンと一一一一緒緒緒緒にににに良質良質良質良質ののののココココンンンンポポポポストにしストにしストにしストにし、、、、農農農農家家家家のののの皆皆皆皆様様様様にににに農農農農作作作作物物物物のののの生生生生産産産産にににに使使使使っっっってもらうためてもらうためてもらうためてもらうため、、、、既既既既にににに地地地地元元元元でででで去去去去年年年年からからからから試試試試験験験験的的的的にににに使使使使っているっているっているっている。。。。同同同同じじじじ場場場場所所所所でででで使使使使用用用用、、、、未使未使未使未使用用用用とととと比比比比較較較較してしてしてして調調調調査査査査しているがしているがしているがしているが、、、、生育生育生育生育はははは顕著顕著顕著顕著でででで大大大大変変変変効効効効果果果果があるとがあるとがあるとがあると言言言言われておりわれておりわれておりわれており、、、、そそそそのののの辺辺辺辺もももも力力力力をををを入入入入れてれてれてれているいるいるいる。。。。そそそそしてしてしてして、、、、炭炭炭炭化化化化炉炉炉炉もももも酉酉酉酉島製島製島製島製作所作所作所作所とととと清清清清水水水水先先先先生生生生、、、、当当当当町町町町とととと産学産学産学産学官官官官一体一体一体一体となったとなったとなったとなった共同共同共同共同研究研究研究研究をををを進進進進めめめめ、、、、実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて着着着着々々々々とととと計計計計画画画画をををを打打打打ちちちち出出出出しているしているしているしている。。。。        こうしたこうしたこうしたこうした事事事事業業業業をををを展展展展開開開開していくとしていくとしていくとしていくと、、、、ごごごごみのゼロエミッションにみのゼロエミッションにみのゼロエミッションにみのゼロエミッションにつつつつながっていくとながっていくとながっていくとながっていくと思思思思っていっていっていっているるるる。。。。新新新新エネルエネルエネルエネルギギギギーをーをーをーを求求求求めるめるめるめるだだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、省省省省エネルエネルエネルエネルギギギギーもーもーもーも今後今後今後今後大大大大事事事事になってくるとになってくるとになってくるとになってくると思思思思っていっていっていっているるるる。。。。新新新新エネルエネルエネルエネルギギギギーをーをーをーを生生生生みみみみ出出出出すすすす一一一一方方方方、、、、町民町民町民町民節節節節電電電電所所所所計画計画計画計画をををを省省省省エネルエネルエネルエネルギギギギーーーービビビビジョンのジョンのジョンのジョンの策定策定策定策定のののの中中中中にににに取取取取りりりり込込込込んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。去去去去年年年年、、、、立川町立川町立川町立川町でででで環境環境環境環境まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり基本構想基本構想基本構想基本構想をををを策定策定策定策定しししし、、、、今今今今度度度度はははは省省省省エネルエネルエネルエネルギギギギーーーービビビビジョンのジョンのジョンのジョンの策定策定策定策定もしたもしたもしたもした。。。。たたたただだだだ計画計画計画計画やややや形形形形だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、実際実際実際実際にににに町民町民町民町民がいかにがいかにがいかにがいかに行動行動行動行動するかするかするかするか、、、、取取取取りりりり組組組組んんんんでいくかがでいくかがでいくかがでいくかが一一一一番番番番大大大大事事事事であるであるであるである。。。。    
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    つつつついいいい３３３３日日日日ぐぐぐぐらいらいらいらい前前前前、、、、環境環境環境環境まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進大会推進大会推進大会推進大会をををを行行行行いいいい、、、、行動行動行動行動してしてしてしていくためのまちづくりのいくためのまちづくりのいくためのまちづくりのいくためのまちづくりのネットワークをネットワークをネットワークをネットワークを設立設立設立設立したしたしたした。。。。役役役役員員員員もももも皆皆皆皆様様様様にににに決決決決めていためていためていためていただだだだきききき、、、、組織組織組織組織をををを挙挙挙挙げてげてげてげて環境環境環境環境まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの運運運運動動動動にににに町民総町民総町民総町民総参加参加参加参加のののの形形形形をとらせていたをとらせていたをとらせていたをとらせていただだだだいたいたいたいた。。。。毎毎毎毎年年年年、、、、推進大会推進大会推進大会推進大会をををを開催開催開催開催するとするとするとすると同同同同時時時時にににに、、、、環境環境環境環境まちづくりのネットワークのまちづくりのネットワークのまちづくりのネットワークのまちづくりのネットワークの役役役役割割割割をををを実実実実践践践践にににに移移移移していくとしていくとしていくとしていくと、、、、町民町民町民町民のののの皆皆皆皆様様様様もももも口口口口だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、行行行行動動動動にににに移移移移していくことができるとしていくことができるとしていくことができるとしていくことができると考考考考ええええているているているている。。。。そそそそれらをあわせながられらをあわせながられらをあわせながられらをあわせながら、、、、今後今後今後今後のまちづくりはのまちづくりはのまちづくりはのまちづくりは風風風風力発力発力発力発電電電電だだだだけをとらけをとらけをとらけをとらええええるのではなくるのではなくるのではなくるのではなく、、、、木木木木質質質質ババババイオイオイオイオママママスススス、、、、立立立立谷谷谷谷沢沢沢沢川川川川のののの清清清清流流流流をををを活用活用活用活用したミニしたミニしたミニしたミニ水水水水力発力発力発力発電電電電等等等等ももももぜぜぜぜひひひひ行行行行っていきたいっていきたいっていきたいっていきたい。。。。またまたまたまた、、、、節節節節電電電電、、、、ごごごごみのリサイクルみのリサイクルみのリサイクルみのリサイクル等等等等もあわせてもあわせてもあわせてもあわせて行動計画行動計画行動計画行動計画のののの中中中中でででで進進進進めてめてめてめていけいけいけいけばばばば、、、、立川町立川町立川町立川町のののの自自自自然然然然循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会、、、、エエエエココココタタタタウウウウンンンン立川立川立川立川をををを実現実現実現実現していけるのではなしていけるのではなしていけるのではなしていけるのではないかいかいかいか。。。。これがこれがこれがこれが田舎田舎田舎田舎がおもしがおもしがおもしがおもしろろろろくなるというくなるというくなるというくなるという発想発想発想発想ににににつつつつながっているとこながっているとこながっているとこながっているところろろろであるであるであるである。。。。        このことがこのことがこのことがこのことが経済的経済的経済的経済的なななな発発発発展展展展にすにすにすにすぐぐぐぐつつつつながっていくとはながっていくとはながっていくとはながっていくとは思思思思っていないがっていないがっていないがっていないが、、、、ここにここにここにここに住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる人人人人がががが子子子子供供供供からからからから誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持たれるようなたれるようなたれるようなたれるような町町町町にしていきたいにしていきたいにしていきたいにしていきたい。。。。うちのうちのうちのうちの方方方方にはにはにはには何何何何もないとかもないとかもないとかもないとか、、、、何何何何もももも魅魅魅魅力力力力のないのないのないのない町町町町であってはならないであってはならないであってはならないであってはならない。。。。これからのこれからのこれからのこれからの時代時代時代時代をををを引引引引きききき継継継継いでくれるいでくれるいでくれるいでくれる子子子子供供供供たちにこのたちにこのたちにこのたちにこの町町町町にににに誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持ってもらうことがってもらうことがってもらうことがってもらうことが一一一一番番番番大大大大事事事事なのではないかなのではないかなのではないかなのではないか。。。。今今今今、、、、小小小小学学学学校校校校のののの子子子子供供供供がががが風車風車風車風車があってがあってがあってがあってすすすすばばばばらしいらしいらしいらしい、、、、立川町立川町立川町立川町はははは水水水水がきれいがきれいがきれいがきれいだだだだ、、、、そそそそしてしてしてして美美美美しいしいしいしい自自自自然然然然がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいあるといあるといあるといあると作文作文作文作文にににに書書書書いていいていいていいているのをるのをるのをるのを見見見見るとるとるとると本本本本当当当当にににに私私私私もうれしくなるもうれしくなるもうれしくなるもうれしくなる。。。。子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが小小小小さいときにさいときにさいときにさいときに町町町町にににに誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持つつつつとととと、、、、大人大人大人大人になってになってになってになって都都都都会会会会にににに出出出出てもてもてもても必必必必ずずずずふふふふるさとにるさとにるさとにるさとに帰帰帰帰ってくるとってくるとってくるとってくると思思思思っているっているっているっている。。。。私私私私もももも兄弟兄弟兄弟兄弟がががが８８８８人人人人とととと多多多多くくくく、、、、こちらにはこちらにはこちらにはこちらには仕仕仕仕事事事事がなくてがなくてがなくてがなくて集集集集団団団団就就就就職職職職列列列列車車車車でででで東京東京東京東京にににに出出出出てててて４４４４年年年年間間間間過過過過ごごごごしたがしたがしたがしたが、、、、子子子子供供供供のときにいのときにいのときにいのときにいろろろろいいいいろろろろなななな自自自自然然然然にににに親親親親しみしみしみしみ、、、、自自自自然然然然のののの中中中中でででで思思思思いきりいきりいきりいきり遊遊遊遊んだんだんだんだことがことがことがことが大人大人大人大人になってもになってもになってもになっても忘忘忘忘れられずれられずれられずれられず、、、、ふふふふるるるるさとをさとをさとをさとを思思思思うううう心心心心がががが大人大人大人大人になってもずっとになってもずっとになってもずっとになってもずっと培培培培われているわれているわれているわれている。。。。子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが常常常常にににに自自自自然然然然環境環境環境環境にににに親親親親しめるしめるしめるしめる環境環境環境環境ををををつつつつくりくりくりくり、、、、誇誇誇誇りのりのりのりの持持持持てるまちづくりをしていきたいてるまちづくりをしていきたいてるまちづくりをしていきたいてるまちづくりをしていきたい。。。。風風風風力発力発力発力発電電電電もももも水水水水力発力発力発力発電電電電もももも文文文文化化化化のののの一一一一つだつだつだつだとととと思思思思っているのでっているのでっているのでっているので、、、、そそそそのののの辺辺辺辺をををを私私私私たちたちたちたち大人大人大人大人がもっとがもっとがもっとがもっと深深深深くくくく理理理理解解解解することがすることがすることがすることが子子子子供供供供にもにもにもにも夢夢夢夢をををを与与与与ええええることになっていくとることになっていくとることになっていくとることになっていくと思思思思っているっているっているっている。。。。これからはこのことにもこれからはこのことにもこれからはこのことにもこれからはこのことにも力力力力をををを入入入入れながられながられながられながら進進進進んんんんでいきでいきでいきでいきたいたいたいたい。。。。        取取取取りとめのないりとめのないりとめのないりとめのない話話話話をしてをしてをしてをして大大大大変変変変恐恐恐恐縮縮縮縮ですがですがですがですが、、、、今今今今、、、、私私私私がががが常常常常にににに思思思思っているっているっているっている考考考考ええええ方方方方をををを申申申申しししし上上上上げげげげ、、、、おおおお話話話話にさせていたにさせていたにさせていたにさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））    ○○○○司司司司会会会会    清清清清野町野町野町野町長長長長、、、、大大大大変変変変ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。私私私私どものどものどものどもの心心心心ににににじじじじんんんんとととと触触触触れてくるおれてくるおれてくるおれてくるお話話話話ををををちちちちょょょょううううだだだだいしたいしたいしたいした。。。。まさにこれからのまさにこれからのまさにこれからのまさにこれからの田舎田舎田舎田舎がおもしがおもしがおもしがおもしろろろろいといういといういといういという内容内容内容内容でおでおでおでお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだいたいたいたいた。。。。ここここれからもれからもれからもれからも立川町立川町立川町立川町ののののごごごご発発発発展展展展をををを祈祈祈祈っているっているっているっている。。。。ゼゼゼゼロエミッションフォーラムはロエミッションフォーラムはロエミッションフォーラムはロエミッションフォーラムは、、、、山山山山路路路路会会会会長長長長初初初初めめめめ皆皆皆皆様様様様でででで全全全全力力力力をををを挙挙挙挙げてげてげてげてごごごご一一一一緒緒緒緒にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろさせていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        続続続続いていていていて、、、、担当担当担当担当のののの方方方方からからからからごごごご説説説説明明明明をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        阿部阿部阿部阿部係係係係長長長長        そそそそれではれではれではれでは、、、、私私私私からからからから環境環境環境環境まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり関係関係関係関係のデータのデータのデータのデータ的的的的なことなことなことなこと等等等等をををを中心中心中心中心にににに資資資資料料料料説説説説明明明明をさせていをさせていをさせていをさせていたたたただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        資資資資料料料料のののの「「「「立川町環境立川町環境立川町環境立川町環境まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり基本構想基本構想基本構想基本構想」」」」のダイジェストのダイジェストのダイジェストのダイジェスト版版版版はははは、、、、去去去去年年年年３３３３月月月月にににに環境環境環境環境まちづまちづまちづまちづくりワーくりワーくりワーくりワーキキキキンググループのンググループのンググループのンググループの町町町町のののの元元元元気気気気のいいおのいいおのいいおのいいお母母母母ささささんんんん方方方方等等等等からいからいからいからいろろろろいいいいろろろろ意見意見意見意見をいたをいたをいたをいただだだだきながきながきながきながらららら１１１１年年年年間間間間かかってかかってかかってかかってつつつつくったくったくったくった構想構想構想構想であるであるであるである。。。。開開開開いていたいていたいていたいていただだだだくとくとくとくと、、、、立川町立川町立川町立川町のののの環境環境環境環境樹樹樹樹、、、、エエエエココココツツツツリーリーリーリーのイラストでのイラストでのイラストでのイラストで本計画本計画本計画本計画のののの概概概概略略略略をををを示示示示しているしているしているしている。。。。環境環境環境環境樹樹樹樹はゼロエミッションフォーラムをはゼロエミッションフォーラムをはゼロエミッションフォーラムをはゼロエミッションフォーラムを進進進進めてめてめてめているいるいるいる千千千千葉葉葉葉商商商商科大学科大学科大学科大学教教教教授授授授のののの三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話をををを聞聞聞聞いたりいたりいたりいたり、、、、２２２２年年年年前前前前にここでにここでにここでにここで講演講演講演講演をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきききき、、、、そそそそのののの著著著著書書書書のののの「「「「日日日日本経済本経済本経済本経済グリーングリーングリーングリーン国国国国富富富富論論論論」」」」でででで提提提提案案案案されていたされていたされていたされていた環境環境環境環境樹樹樹樹をををを参考参考参考参考にににに立川立川立川立川ババババージョンージョンージョンージョン
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としてとしてとしてとしてつつつつくったものであるくったものであるくったものであるくったものである。。。。下下下下のののの方方方方にににに落落落落ちちちち葉葉葉葉としてとしてとしてとして大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量消費量消費量消費量消費、、、、大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄はははは無無無無理理理理でありでありでありであり、、、、無無無無限限限限のののの地球地球地球地球、、、、劣劣劣劣化化化化しないしないしないしない地球地球地球地球はないとはないとはないとはないと整理整理整理整理しているしているしているしている。。。。        私私私私はははは東京出東京出東京出東京出張張張張のののの際際際際、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＰＰＰＯＯＯＯ主主主主催催催催ののののツバツバツバツバルからルからルからルから来来来来たたたた環境環境環境環境担当者担当者担当者担当者がががが海海海海面上面上面上面上昇昇昇昇のののの話話話話をををを訴訴訴訴ええええるるるる会会会会にににに参加参加参加参加したしたしたした。。。。自自自自然豊然豊然豊然豊かなかなかなかな町町町町にいるとなかなかにいるとなかなかにいるとなかなかにいるとなかなか実実実実感感感感ががががわかないがわかないがわかないがわかないが、、、、そそそそういうういうういうういう状状状状態態態態がかなりがかなりがかなりがかなり深深深深刻刻刻刻化化化化していることをしていることをしていることをしていることをベベベベースにースにースにースに、、、、田舎田舎田舎田舎のののの町町町町でもいでもいでもいでもいろろろろいいいいろろろろなななな行動行動行動行動をしていこうというをしていこうというをしていこうというをしていこうという考考考考ええええ方方方方でででで計画計画計画計画したものであるしたものであるしたものであるしたものである。。。。①①①①目目目目にににに見見見見ええええるるるる環境環境環境環境のまちづくりをのまちづくりをのまちづくりをのまちづくりを総合的総合的総合的総合的にににに進進進進めようめようめようめよう、、、、②②②②自自自自然然然然とととと人人人人間間間間のののの共生共生共生共生をををを図図図図ろろろろうううう、、、、③③③③農農農農山山山山村村村村型型型型ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション（（（（ごごごごみゼロみゼロみゼロみゼロ））））構想構想構想構想のののの推進推進推進推進、、、、ゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッションのンのンのンの考考考考ええええ方方方方でででで農農農農山山山山村村村村のののの小小小小さなさなさなさな町町町町だだだだからできるからできるからできるからできる事事事事業業業業はないのかはないのかはないのかはないのか追求追求追求追求しししし、、、、ごごごごみゼロにみゼロにみゼロにみゼロに近近近近づけてづけてづけてづけていこういこういこういこう、、、、④④④④風風風風力発力発力発力発電電電電をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの推進推進推進推進とととと地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化対策化対策化対策化対策のののの一一一一端端端端をををを担担担担うとうとうとうといういういういう４４４４つつつつがががが全全全全体的体的体的体的なななな目標目標目標目標となっているとなっているとなっているとなっている。。。。本構想本構想本構想本構想をををを推進推進推進推進していくためしていくためしていくためしていくため、、、、先先先先日日日日、、、、環境環境環境環境まちづまちづまちづまちづくくくくりりりり推進推進推進推進ネットワークというネットワークというネットワークというネットワークという町民町民町民町民のののの組織組織組織組織をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげ、、、、町民町民町民町民代代代代表表表表にににに会会会会長長長長になっていたになっていたになっていたになっていただだだだきききき、、、、ここここれからいれからいれからいれからいろろろろいいいいろろろろ推進推進推進推進していくことをしていくことをしていくことをしていくことを考考考考ええええているているているている。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろ計画計画計画計画はあるがはあるがはあるがはあるが、、、、４４４４つつつつのののの数数数数値値値値目標目標目標目標をををを持持持持とうととうととうととうと基本構想基本構想基本構想基本構想のののの中中中中でクリアするべきでクリアするべきでクリアするべきでクリアするべき数数数数値値値値目標目標目標目標をををを定定定定めているめているめているめている。。。。        １１１１つつつつはははは、、、、生生生生活活活活排排排排水水水水処理処理処理処理施設施設施設施設整備整備整備整備率率率率をもっとをもっとをもっとをもっと上上上上げるということでげるということでげるということでげるということで、、、、当当当当町町町町はははは集集集集落落落落がががが点在点在点在点在してしてしてしているためいるためいるためいるため、、、、農林農林農林農林サイサイサイサイドドドドのののの農農農農業業業業集集集集落落落落排排排排水水水水事事事事業業業業をををを行行行行っているっているっているっている。。。。またまたまたまた、、、、そそそそこでこでこでこでカバカバカバカバーできないーできないーできないーできない部部部部分分分分はははは合合合合併処理併処理併処理併処理浄浄浄浄化化化化槽槽槽槽ででででカバカバカバカバーしていくということでーしていくということでーしていくということでーしていくということで公公公公共共共共下下下下水水水水道道道道とととと合合合合わせわせわせわせ３３３３つつつつをををを進進進進めていめていめていめているるるる。。。。現現現現状状状状はははは約約約約57575757％％％％であるがであるがであるがであるが、、、、2005200520052005年年年年にはにはにはには整備整備整備整備率率率率88886666％％％％にににに上上上上げていくというげていくというげていくというげていくという数数数数値値値値目標目標目標目標であるであるであるである。。。。        ２２２２番番番番目目目目はははは、、、、ごごごごみのリサイクルみのリサイクルみのリサイクルみのリサイクル率率率率であるであるであるである。。。。生生生生ごごごごみはみはみはみは全全全全量量量量各各各各家庭家庭家庭家庭からからからから出出出出るものをるものをるものをるものを持持持持ちちちち込込込込んんんんででででおりおりおりおり、、、、瓶瓶瓶瓶、、、、缶缶缶缶、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル等等等等のののの資源資源資源資源ごごごごみみみみ、、、、古古古古紙紙紙紙類類類類のののの回回回回収収収収をしをしをしをし、、、、このこのこのこの時点時点時点時点ではではではでは52525252％％％％であっであっであっであったものをたものをたものをたものを60606060％％％％ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに何何何何とかとかとかとか高高高高めていきたいというめていきたいというめていきたいというめていきたいという考考考考ええええでででで計画計画計画計画ををををつつつつくっているくっているくっているくっている。。。。        新新新新エネエネエネエネ電電電電力力力力比比比比率率率率ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、町町町町営営営営のののの1500150015001500キキキキロワットができてロワットができてロワットができてロワットができて42.542.542.542.5％％％％にににに既既既既にににに到到到到達達達達しているしているしているしている。。。。そそそそれにあわせれにあわせれにあわせれにあわせ、、、、二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素（（（（ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２））））排排排排出出出出量量量量をををを1990199019901990年年年年レベレベレベレベルからルからルからルから12.712.712.712.7％％％％削減削減削減削減するというするというするというするという目標目標目標目標をををを掲掲掲掲げげげげ、「、「、「、「立川町立川町立川町立川町のののの環境環境環境環境まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり計画計画計画計画とととと成成成成果果果果」」」」資資資資料料料料編編編編１１１１ペペペページのージのージのージの「「「「地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化対策化対策化対策化対策」」」」にににに考考考考ええええ方方方方をををを載載載載せているせているせているせている。。。。2001200120012001年年年年３３３３月月月月にににに県県県県がががが地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化対策推進計画化対策推進計画化対策推進計画化対策推進計画ををををつつつつくりくりくりくり、、、、そそそそのデータからのデータからのデータからのデータから1990199019901990年年年年とととと1997199719971997年年年年のののの立川町立川町立川町立川町ののののＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２排排排排出出出出量量量量をををを抽抽抽抽出出出出しししし、、、、そそそそのののの伸伸伸伸びびびび率率率率からからからから算算算算出出出出しししし、、、、若干伸若干伸若干伸若干伸びるのでびるのでびるのでびるのではないかとはないかとはないかとはないかと2005200520052005年年年年のののの数数数数値値値値をををを求求求求めためためためた。。。。1990199019901990年年年年レベレベレベレベルでルでルでルで３３３３万万万万5417541754175417トンがトンがトンがトンが2005200520052005年年年年ではではではでは３３３３万万万万8846884688468846トトトトンになるンになるンになるンになるだろだろだろだろうとうとうとうと推計推計推計推計したしたしたした。。。。最最最最近近近近、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら人人人人口口口口のののの減減減減もありもありもありもあり、、、、そそそそのとおりいかないとのとおりいかないとのとおりいかないとのとおりいかないと思思思思うがうがうがうが、、、、わかりわかりわかりわかりややややすいようにシンプルなすいようにシンプルなすいようにシンプルなすいようにシンプルな数数数数値値値値をはをはをはをはじじじじきききき出出出出してみたしてみたしてみたしてみた。。。。        そそそそのののの中中中中でででで2005200520052005年年年年までにどのようにまでにどのようにまでにどのようにまでにどのように削減削減削減削減していくかしていくかしていくかしていくか。。。。１１１１つつつつはははは風風風風力発力発力発力発電電電電でででで削削削削減減減減するするするする部部部部分分分分でででで、、、、1990199019901990年年年年ベベベベースではースではースではースでは風風風風力発力発力発力発電電電電はゼロであったはゼロであったはゼロであったはゼロであった。。。。今今今今もうもうもうもう既既既既にににに達達達達成成成成しているがしているがしているがしているが、、、、2005200520052005年年年年までにまでにまでにまでに10101010基立基立基立基立てるとてるとてるとてると年年年年間間間間発発発発電電電電総総総総量量量量としてとしてとしてとして937937937937万万万万キキキキロワットアワーロワットアワーロワットアワーロワットアワー発発発発電電電電できるできるできるできる。。。。ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２換算換算換算換算ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、１１１１キキキキロワットアワーロワットアワーロワットアワーロワットアワー発発発発電電電電するするするする際際際際にににに発発発発生生生生するするするするＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２のののの比比比比較較較較としてとしてとしてとして、、、、石石石石油油油油火火火火力力力力とととと風風風風力発力発力発力発電電電電のののの発発発発電電電電によるによるによるによる１１１１キキキキロワットアワーロワットアワーロワットアワーロワットアワー当当当当たりのたりのたりのたりのＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２発発発発生生生生量量量量のののの差差差差からからからから、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電のののの総発総発総発総発電電電電量量量量にににに掛掛掛掛けてけてけてけて6522652265226522トンがトンがトンがトンが石石石石油油油油からからからから風風風風力力力力によってによってによってによってＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２削減削減削減削減ができるのではないかというができるのではないかというができるのではないかというができるのではないかという数数数数字字字字をををを出出出出していしていしていしているるるる。。。。        次次次次ペペペページにージにージにージに「「「「町民町民町民町民、、、、各各各各種種種種団体団体団体団体、、、、事事事事業業業業所所所所などのなどのなどのなどの活動活動活動活動でででで削減削減削減削減」」」」するするするする部部部部分分分分としてとしてとしてとして、、、、省省省省エネエネエネエネ活動活動活動活動ややややいいいいろろろろいいいいろろろろなななな町民町民町民町民のののの活動活動活動活動によってによってによってによって４４４４％％％％削減削減削減削減のののの計計計計算算算算をしをしをしをし、、、、90909090年年年年レベレベレベレベルからのルからのルからのルからの４４４４％％％％、、、、1417141714171417トントントントンににににつつつついていていていて省省省省エネエネエネエネ活動等活動等活動等活動等でででで削減削減削減削減していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考ええええているているているている。。。。        ③③③③としてとしてとしてとして増増増増加加加加分分分分がががが9.79.79.79.7％％％％あるのであるのであるのであるので、、、、そそそそこからこからこからこから風車風車風車風車でででで削減削減削減削減するするするする分分分分とととと省省省省エネでエネでエネでエネで削減削減削減削減するするするする分分分分をををを差差差差しししし引引引引きききき、、、、12.712.712.712.7％％％％削減削減削減削減をををを目標目標目標目標にしてにしてにしてにして頑張頑張頑張頑張りましりましりましりましょょょょうといううといううといううという形形形形でででで、、、、省省省省エネエネエネエネビビビビジョンジョンジョンジョン等等等等もももも作作作作成成成成しししし
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てててて進進進進めているめているめているめている。。。。このようなこのようなこのようなこのような単純単純単純単純なななな方式方式方式方式でいいかどうかはいでいいかどうかはいでいいかどうかはいでいいかどうかはいろろろろいいいいろろろろ議議議議論論論論があるとがあるとがあるとがあると思思思思うがうがうがうが、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２削減削減削減削減目標目標目標目標をををを町町町町全全全全体体体体でででで進進進進めていこうというめていこうというめていこうというめていこうという考考考考ええええ方方方方であるであるであるである。。。。        次次次次のののの３３３３ペペペページージージージ目目目目にににに、、、、町町町町のののの一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物のののの処理状況処理状況処理状況処理状況ににににつつつついていていていて整理整理整理整理ししししているているているている。。。。平平平平成成成成13131313年度分年度分年度分年度分はははは、、、、ごごごごみみみみ全全全全体体体体でででで1976.281976.281976.281976.28トントントントン、、、、そそそそのうちのうちのうちのうち燃燃燃燃ややややすすすすごごごごみからずっとありみからずっとありみからずっとありみからずっとあり、、、、⑥⑥⑥⑥のののの生生生生ごごごごみがみがみがみが681.35681.35681.35681.35トンとトンとトンとトンといういういういう実実実実績績績績になっているになっているになっているになっている。。。。広広広広域域域域のののの処理処理処理処理組合組合組合組合でででで処理処理処理処理するするするする部部部部分分分分、、、、町町町町のののの堆肥生堆肥生堆肥生堆肥生産産産産センターでセンターでセンターでセンターで処理処理処理処理すすすするるるる部部部部分等分等分等分等があるががあるががあるががあるが、、、、一一一一番下番下番下番下にににに資源化資源化資源化資源化としてとしてとしてとして、、、、粗粗粗粗大大大大ごごごごみみみみ11111111トントントントン、、、、資源資源資源資源ごごごごみがみがみがみが98989898トントントントン、、、、堆肥堆肥堆肥堆肥ににににつつつついてはいてはいてはいては一一一一部部部部残残残残渣渣渣渣がががが出出出出るるるる部部部部分分分分をををを差差差差しししし引引引引いたいたいたいた589.34589.34589.34589.34トントントントン、、、、残残残残りのりのりのりの275.39275.39275.39275.39トンはトンはトンはトンは紙紙紙紙類類類類のののの資源回資源回資源回資源回収収収収でででで、、、、子子子子供供供供会等会等会等会等のののの集集集集団回団回団回団回収収収収、、、、１１１１カカカカ月月月月にににに１１１１回回回回のののの紙紙紙紙類資源類資源類資源類資源のののの日日日日にににに出出出出てくるてくるてくるてくる紙紙紙紙関係関係関係関係のののの部部部部分分分分をををを合合合合わわわわせせせせ、、、、全全全全ごごごごみみみみ量量量量にににに対対対対するするするする資源化率資源化率資源化率資源化率がががが平平平平成成成成13131313年度年度年度年度はははは49494949％％％％になっになっになっになったたたた。。。。12121212年度年度年度年度からからからから見見見見るとるとるとると1.21.21.21.2～～～～1.31.31.31.3％％％％少少少少なくなっているがなくなっているがなくなっているがなくなっているが、、、、広広広広域域域域処理処理処理処理組合組合組合組合のののの燃燃燃燃ややややすすすすごごごごみのみのみのみの焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉をををを少少少少しししし大型大型大型大型にしにしにしにし、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック、、、、ビビビビニールニールニールニール等等等等がががが燃燃燃燃ややややせるせるせるせる施設施設施設施設になりになりになりになり、、、、安安安安易易易易にににに燃燃燃燃ややややすすすす量量量量ががががふえふえふえふえたためたためたためたため、、、、若干若干若干若干少少少少なくなっているなくなっているなくなっているなくなっているがががが、、、、このこのこのこの率率率率をさらにをさらにをさらにをさらに上上上上げていきたいげていきたいげていきたいげていきたい。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、県県県県内内内内でもトップででもトップででもトップででもトップで、、、、全全全全国国国国でもでもでもでも50505050％％％％近近近近くのくのくのくのリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率はははは珍珍珍珍しいとしいとしいとしいと思思思思うがうがうがうが、、、、生生生生ごごごごみがみがみがみが全全全全量量量量リサイクルとなっているためではないかリサイクルとなっているためではないかリサイクルとなっているためではないかリサイクルとなっているためではないか。。。。        ４４４４ペペペページージージージ、、、、５５５５ペペペページージージージ目目目目にににに堆肥堆肥堆肥堆肥センターのいセンターのいセンターのいセンターのいろろろろいいいいろろろろなデータをなデータをなデータをなデータを追追追追加加加加でででで入入入入れているれているれているれている。。。。データデータデータデータがががが古古古古くてくてくてくて申申申申しわけないがしわけないがしわけないがしわけないが、「、「、「、「平平平平成成成成12121212年度年度年度年度生生生生産産産産量量量量及及及及びびびび出出出出荷量荷量荷量荷量」」」」をををを見見見見るとるとるとると、、、、アアアアンダーラインンダーラインンダーラインンダーライン部部部部分分分分、、、、生生生生産産産産量量量量約約約約1500150015001500トントントントン、、、、出出出出荷荷荷荷がががが977977977977トンとなっているがトンとなっているがトンとなっているがトンとなっているが、、、、春春春春とととと秋秋秋秋にににに集中集中集中集中してしてしてして出出出出るためるためるためるため、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ在在在在庫庫庫庫をををを持持持持ちちちち、、、、春春春春にににに出出出出したらしたらしたらしたら秋秋秋秋までまでまでまでつつつつくってためておくくってためておくくってためておくくってためておく、、、、秋秋秋秋にににに出出出出したらしたらしたらしたら春春春春までためておくまでためておくまでためておくまでためておく方方方方式式式式であるであるであるである。。。。原原原原料料料料投投投投入入入入量量量量ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、生生生生ごごごごみみみみ、、、、蓄蓄蓄蓄ふんふんふんふん、、、、もみもみもみもみ殻殻殻殻、、、、ＢＢＢＢＭＭＭＭＷＷＷＷととととそそそそれれれれぞぞぞぞれこういっれこういっれこういっれこういったたたた量量量量をををを投投投投入入入入してしてしてして生生生生産産産産しているしているしているしている。。。。        次次次次ペペペページのージのージのージの木木木木質質質質ババババイオイオイオイオママママスのスのスのスの関係関係関係関係はははは、、、、山山山山林林林林がががが多多多多いいいい町町町町のののの地域地域地域地域特性特性特性特性をををを活用活用活用活用しししし、、、、資源循環型社資源循環型社資源循環型社資源循環型社会会会会をますますをますますをますますをますます進進進進めようということめようということめようということめようということ。。。。地域地域地域地域特性特性特性特性のののの活用活用活用活用やややや廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの適正適正適正適正処理処理処理処理、、、、温暖温暖温暖温暖化対策等化対策等化対策等化対策等のののの中中中中でででで省省省省エネエネエネエネ委員委員委員委員会会会会でででで話話話話をををを進進進進めているのはめているのはめているのはめているのは、、、、木木木木質質質質のののの固形化固形化固形化固形化したしたしたしたペペペペレレレレットをットをットをットを使使使使いいいい、、、、ボボボボイラーイラーイラーイラー、、、、ストーブストーブストーブストーブ等等等等にににに使使使使ええええないかないかないかないか、、、、岩岩岩岩手県等手県等手県等手県等をををを中心中心中心中心にににに全全全全国国国国でででで進進進進んんんんでいるがでいるがでいるがでいるが、、、、そそそそれらのれらのれらのれらの検討検討検討検討をしていをしていをしていをしているるるる。。。。あとあとあとあと、、、、ガガガガスススス化化化化してしてしてして発発発発電電電電をををを絡絡絡絡めためためためたココココジェネジェネジェネジェネレレレレーションシステムーションシステムーションシステムーションシステム等等等等のののの導導導導入入入入でででで温温温温水水水水プールにプールにプールにプールに生生生生かすかすかすかす実実実実験事験事験事験事業業業業、、、、共同共同共同共同研究研究研究研究ががががじじじじきにきにきにきに始始始始まるのでまるのでまるのでまるので、、、、温温温温水水水水プールでのプールでのプールでのプールでの健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり等等等等もももも一一一一緒緒緒緒にににに進進進進めていけたらとめていけたらとめていけたらとめていけたらと考考考考ええええているているているている。。。。        ７７７７ペペペページージージージ、、、、８８８８ペペペページにはージにはージにはージにはペペペペレレレレットットットットややややストーブストーブストーブストーブ関係関係関係関係のののの資資資資料料料料があるがあるがあるがある。。。。もうもうもうもう１１１１つつつつ、、、、今今今今、、、、省省省省エネエネエネエネ委員委員委員委員会会会会でででで話題話題話題話題になっているのはになっているのはになっているのはになっているのは９９９９ペペペページのージのージのージの菜菜菜菜のののの花花花花プロジェクトでプロジェクトでプロジェクトでプロジェクトで、、、、滋賀滋賀滋賀滋賀のののの環境環境環境環境生生生生協協協協のののの藤藤藤藤井井井井ささささんんんんをををを中心中心中心中心にににに全全全全国国国国でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろ進進進進められているめられているめられているめられている資源循環資源循環資源循環資源循環運運運運動動動動であるであるであるである。。。。菜菜菜菜のののの花花花花をををを転作転作転作転作田田田田等等等等にににに植植植植ええええ、、、、そそそそこからこからこからこから油油油油をとりをとりをとりをとり、、、、油油油油をををを町町町町のののの中中中中でででで消費消費消費消費しししし、、、、そそそそのののの廃廃廃廃食食食食油油油油をををを回回回回収収収収してしてしてしてババババイオイオイオイオ燃料燃料燃料燃料ををををつつつつくりくりくりくり、、、、自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで使使使使おうというおうというおうというおうという循環循環循環循環システムをシステムをシステムをシステムを検討検討検討検討しているしているしているしている。。。。今今今今、、、、小小小小型型型型でかなりでかなりでかなりでかなり安安安安いものもできいものもできいものもできいものもでき、、、、500500500500万万万万円円円円～～～～600600600600万万万万円円円円でででで導導導導入入入入できるできるできるできるそそそそうであるうであるうであるうである。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを進進進進めるめるめるめる上上上上でででで検討検討検討検討してみてもいいしてみてもいいしてみてもいいしてみてもいいのではないかとのではないかとのではないかとのではないかと話題話題話題話題になっているになっているになっているになっている。。。。        最後最後最後最後にににに、、、、最最最最近近近近つつつつくったくったくったくった「「「「エエエエココココグリーンタグリーンタグリーンタグリーンタウウウウンンンン立川構想立川構想立川構想立川構想」」」」のパンフのパンフのパンフのパンフレレレレットがあるットがあるットがあるットがある。。。。来来来来年度年度年度年度、、、、環境環境環境環境省省省省でででで新事新事新事新事業業業業をををを進進進進めてみたいとめてみたいとめてみたいとめてみたいと相相相相談談談談がありがありがありがあり、、、、立川町立川町立川町立川町がががが考考考考ええええているているているている構想構想構想構想、、、、計画計画計画計画もももも含含含含めてイめてイめてイめてイラストラストラストラスト化化化化できないかとできないかとできないかとできないかと話話話話があってがあってがあってがあって急遽急遽急遽急遽つつつつくったくったくったくった資資資資料料料料でででで、、、、これまでこれまでこれまでこれまで話話話話をしてきたことをイラをしてきたことをイラをしてきたことをイラをしてきたことをイラストでストでストでストで示示示示しているしているしているしている。。。。今今今今もうもうもうもう既既既既にににに実施実施実施実施中中中中のものとのものとのものとのものと計画計画計画計画中中中中のものでのものでのものでのもので、、、、将将将将来来来来のののの夢夢夢夢もももも含含含含めめめめ、、、、このよこのよこのよこのようなうなうなうな事事事事業業業業ができれができれができれができればばばば山山山山村村村村でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなおもしなおもしなおもしなおもしろろろろいことができるのではないかといことができるのではないかといことができるのではないかといことができるのではないかと、、、、今今今今これにこれにこれにこれに沿沿沿沿ってってってって総合的総合的総合的総合的なななな計画計画計画計画づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めているめているめているめている。。。。キキキキーワーーワーーワーーワードドドドとしてはとしてはとしてはとしては自自自自然然然然のののの活用活用活用活用とととと共生共生共生共生、、、、省省省省エネ・エネ・エネ・エネ・省省省省資源資源資源資源のエのエのエのエココココライフライフライフライフ、、、、自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの利用利用利用利用とととと資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会のののの創造創造創造創造のののの４４４４つつつつををををポポポポイントにイントにイントにイントに
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進進進進めていきたいというめていきたいというめていきたいというめていきたいというＰＲＰＲＰＲＰＲ用用用用のパンフのパンフのパンフのパンフレレレレットであるットであるットであるットである。。。。後後後後でゆっくりでゆっくりでゆっくりでゆっくりごごごごららららんんんんいたいたいたいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        以以以以上上上上でででで私私私私からからからから資資資資料料料料のののの説説説説明明明明とととと補補補補足足足足をををを終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだくくくく。。。。わからないことがあれわからないことがあれわからないことがあれわからないことがあればばばば、、、、このこのこのこの後後後後のののの質質質質疑疑疑疑応応応応答答答答のののの中中中中でわかるでわかるでわかるでわかる範範範範囲囲囲囲でおでおでおでお答答答答ええええしていきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        司司司司会会会会        ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。ここでここでここでここで休憩休憩休憩休憩させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。                                                            〔〔〔〔                休休休休                        憩憩憩憩                〕〕〕〕    司司司司会会会会        再再再再開開開開させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。        これからこれからこれからこれから３３３３時時時時までまでまでまで45454545分分分分間間間間のののの予予予予定定定定でででで質質質質疑疑疑疑応応応応答答答答及及及及びびびび意見意見意見意見交交交交換換換換をををを行行行行わせていたわせていたわせていたわせていただだだだくくくく。。。。本本本本日日日日のののの立立立立川町川町川町川町からのからのからのからの説説説説明明明明のののの内容内容内容内容、、、、皆皆皆皆様様様様自自自自身身身身ののののごごごご意見等意見等意見等意見等をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろおおおお出出出出しいたしいたしいたしいただだだだけたらとけたらとけたらとけたらと思思思思いますいますいますいます。。。。        鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦        ウウウウインインインインドドドドフフフファァァァームにおームにおームにおームにお訪訪訪訪ねしたねしたねしたねした際際際際にににに子子子子供向供向供向供向けのけのけのけのビビビビデオをデオをデオをデオを拝拝拝拝見見見見したがしたがしたがしたが、、、、657657657657万万万万キキキキロワットとロワットとロワットとロワットと風風風風力力力力でででで2200220022002200万万万万キキキキロワットロワットロワットロワット、、、、このこのこのこの辺辺辺辺のののの数数数数字字字字のののの関係関係関係関係ににににつつつついておいておいておいてお伺伺伺伺いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。        阿部阿部阿部阿部係係係係長長長長    2200220022002200万万万万キキキキロワットアワーはロワットアワーはロワットアワーはロワットアワーは立川町立川町立川町立川町全全全全体体体体でででで使使使使うううう電電電電力力力力量量量量であるであるであるである。。。。1500150015001500キキキキロワットでロワットでロワットでロワットで年年年年間間間間発発発発電電電電量量量量がががが280280280280万万万万キキキキロワットアワーでロワットアワーでロワットアワーでロワットアワーで、、、、1500150015001500キキキキロワットロワットロワットロワット風車風車風車風車をををを除除除除いたいたいたいた657657657657万万万万キキキキロワットはこれまでのロワットはこれまでのロワットはこれまでのロワットはこれまでの年年年年間出間出間出間出力力力力ということということということということだだだだったとったとったとったと思思思思うううう。。。。        山山山山路路路路会会会会長長長長        先先先先ほほほほどどどど町町町町長長長長ささささんんんんからからからから水水水水力発力発力発力発電電電電もももも考考考考ええええていきたいとあったがていきたいとあったがていきたいとあったがていきたいとあったが、、、、ダムをダムをダムをダムをつつつつくらないでくらないでくらないでくらないで水水水水力発力発力発力発電電電電ををををややややるということなのですかるということなのですかるということなのですかるということなのですか。。。。        清清清清野町野町野町野町長長長長        今考今考今考今考ええええているのはているのはているのはているのは、、、、立立立立谷谷谷谷沢沢沢沢川川川川はははは昔昔昔昔からからからから砂砂砂砂防防防防事事事事業業業業がががが盛盛盛盛んんんんでででで、、、、土石土石土石土石流流流流をををを仮仮仮仮とめているとめているとめているとめている砂砂砂砂防防防防のののの小小小小ささささなダムがあるなダムがあるなダムがあるなダムがある。。。。近近近近くにあるくにあるくにあるくにある国国国国土土土土交通省交通省交通省交通省のののの新新新新庄庄庄庄工工工工事事務事事務事事務事事務所所所所のののの所所所所長長長長がががが土石土石土石土石流流流流のののの流流流流れをれをれをれを調調調調査査査査するするするする施設施設施設施設ををををつつつつくってみたいとくってみたいとくってみたいとくってみたいと現現現現在在在在頑張頑張頑張頑張っているっているっているっている。。。。本本本本省省省省とととと掛掛掛掛けけけけ合合合合っているようであるがっているようであるがっているようであるがっているようであるが、、、、ままままだだだだ実現実現実現実現まではまではまではまでは進進進進んんんんでいないでいないでいないでいない。。。。構想構想構想構想としてはダムからのとしてはダムからのとしてはダムからのとしてはダムからの落落落落差差差差をををを活用活用活用活用しししし、、、、少少少少しししし大大大大雨雨雨雨がががが降降降降るとるとるとると濁濁濁濁りりりり水水水水になったりになったりになったりになったり、、、、大大大大水水水水がががが降降降降るとるとるとると泥泥泥泥水水水水、、、、砂砂砂砂利利利利もももも流流流流れてくるれてくるれてくるれてくる場場場場所所所所にににに調調調調査査査査施設施設施設施設ををををつつつつくるくるくるくる。。。。頑丈頑丈頑丈頑丈ななななスクリスクリスクリスクリュュュューでなけれーでなけれーでなけれーでなければばばばならずならずならずならず、、、、スクリスクリスクリスクリュュュューをーをーをーを回回回回すためのエネルすためのエネルすためのエネルすためのエネルギギギギーとしてミニーとしてミニーとしてミニーとしてミニ水水水水力発力発力発力発電電電電をををを考考考考ええええているているているている。。。。土石土石土石土石流流流流のののの調調調調査査査査施設施設施設施設のののの発想発想発想発想がありがありがありがあり、、、、計画計画計画計画にににに入入入入れているれているれているれている。。。。水水水水力発力発力発力発電機電機電機電機もいいものもいいものもいいものもいいものがががが開発開発開発開発されされされされ、、、、そそそそれれれれほほほほどどどど落落落落差差差差がなくてもがなくてもがなくてもがなくても、、、、小小小小型型型型のののの水車水車水車水車ならならならなら小小小小さいさいさいさい川川川川でもでもでもでも結結結結構構構構事事事事業業業業ができるよができるよができるよができるようであるうであるうであるうである。。。。三重三重三重三重大学大学大学大学のののの清清清清水水水水先先先先生生生生のののの研究研究研究研究でででで、、、、風車風車風車風車村村村村推進推進推進推進委員委員委員委員会会会会のののの計画計画計画計画にににに入入入入っているっているっているっている。。。。        山山山山路路路路会会会会長長長長        100100100100％％％％風車風車風車風車でででで水素水素水素水素ををををつつつつくってくってくってくって、、、、水素水素水素水素自動自動自動自動車車車車等等等等をををを走走走走らせていたらせていたらせていたらせていただだだだけるといいのではないかけるといいのではないかけるといいのではないかけるといいのではないか。。。。        
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清清清清野町野町野町野町長長長長        立川町立川町立川町立川町のののの資源資源資源資源をををを活用活用活用活用してエネルしてエネルしてエネルしてエネルギギギギーにーにーにーに変変変変ええええられるものはられるものはられるものはられるものは何何何何でもでもでもでもややややってみようというってみようというってみようというってみようという考考考考ええええ方方方方がおもしがおもしがおもしがおもしろろろろいといといといと思思思思うううう。。。。太太太太陽陽陽陽光光光光はははは冬冬冬冬のののの間間間間、、、、雪雪雪雪にににに閉閉閉閉ざざざざされるのでされるのでされるのでされるので難難難難しいしいしいしい。。。。雪雪雪雪室室室室のエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーーーー活用活用活用活用もすもすもすもすぐぐぐぐ近近近近くでくでくでくで行行行行っているっているっているっている。。。。        阿部阿部阿部阿部係係係係長長長長    そんそんそんそんなになになになに難難難難しくはないとしくはないとしくはないとしくはないと思思思思うううう。。。。月山月山月山月山のののの近近近近くはくはくはくは２２２２メメメメートルートルートルートル近近近近くくくく雪雪雪雪がががが積積積積もるもるもるもる。。。。過過過過疎疎疎疎化化化化でででで人人人人口口口口がががが減減減減りりりり、、、、需需需需要要要要がないためがないためがないためがないため、、、、農農農農産産産産物物物物のののの貯蔵庫貯蔵庫貯蔵庫貯蔵庫ををををつつつつくってくってくってくって時時時時期期期期をずらしてをずらしてをずらしてをずらして出出出出荷荷荷荷することにすることにすることにすることに使使使使ええええなななないかいかいかいか。。。。そそそそのののの熱熱熱熱をををを公公公公民民民民館館館館等等等等のののの冷房冷房冷房冷房にににに使使使使ええええないかないかないかないか、、、、システムができているのでシステムができているのでシステムができているのでシステムができているのでややややれれれればばばばいいがいいがいいがいいが、、、、効効効効果果果果、、、、ランニングランニングランニングランニングココココストストストストやややや経済経済経済経済性性性性等等等等のののの問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。        参加者参加者参加者参加者    ババババイオイオイオイオママママスエネルスエネルスエネルスエネルギギギギーのーのーのーの活用活用活用活用をををを検討検討検討検討またはまたはまたはまたは実実実実践践践践されているとされているとされているとされていると町町町町長長長長ささささんんんんからからからから話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、公公公公共共共共施設施設施設施設をををを木造木造木造木造にするおにするおにするおにするお考考考考ええええはははは持持持持っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるのかるのかるのかるのか。。。。        清清清清野町野町野町野町長長長長        前前前前のののの舘舘舘舘林林林林町町町町長長長長がががが木木木木質質質質ババババイオのイオのイオのイオのペペペペレレレレットをットをットをットを燃燃燃燃ややややすエすエすエすエココココプランニングというプランニングというプランニングというプランニングというＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法人法人法人法人をををを立立立立ちちちち上上上上げてげてげてげて理事長理事長理事長理事長でででで頑張頑張頑張頑張っているっているっているっている。。。。国国国国土土土土交通省交通省交通省交通省のののの酒酒酒酒田田田田工工工工事事務事事務事事務事事務所所所所のののの前前前前所所所所長長長長のののの発発発発想想想想でででで、、、、河河河河川川川川敷敷敷敷のののの柳柳柳柳等等等等ががががほほほほうっておくとうっておくとうっておくとうっておくと大大大大きくなってしまうためきくなってしまうためきくなってしまうためきくなってしまうため、、、、伐伐伐伐採採採採してきれいにしていかなけれしてきれいにしていかなけれしてきれいにしていかなけれしてきれいにしていかなければばばばいいいいけないけないけないけない。。。。伐伐伐伐採採採採したものがしたものがしたものがしたものが全部廃棄物全部廃棄物全部廃棄物全部廃棄物になりになりになりになり、、、、処理処理処理処理するのがするのがするのがするのが大大大大変変変変であるであるであるである。。。。そそそそれをれをれをれをチチチチップにしップにしップにしップにし、、、、ペペペペレレレレットにットにットにットに加加加加工工工工してしてしてして燃料燃料燃料燃料にすれにすれにすれにすればばばば捨捨捨捨てるものがてるものがてるものがてるものが全全全全然然然然なくなるなくなるなくなるなくなる。。。。そそそそのリサイクルがエのリサイクルがエのリサイクルがエのリサイクルがエココココプラプラプラプランニングであるンニングであるンニングであるンニングである。。。。        岩岩岩岩手県手県手県手県のののの葛葛葛葛巻巻巻巻でででで実際実際実際実際にににに行行行行っているっているっているっている機機機機械械械械をこちらでをこちらでをこちらでをこちらで導導導導入入入入しししし、、、、国国国国土土土土交通省交通省交通省交通省だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、地地地地元元元元企業等企業等企業等企業等もももも一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。町民町民町民町民祭祭祭祭りでりでりでりでペペペペレレレレットのストーブをットのストーブをットのストーブをットのストーブを持持持持ってきてってきてってきてってきて実実実実践践践践してしてしてして見見見見せてくれたがせてくれたがせてくれたがせてくれたが、、、、灯油灯油灯油灯油よりはずっとよりはずっとよりはずっとよりはずっと燃料燃料燃料燃料費費費費がかからないがかからないがかからないがかからない。。。。ストーブはストーブはストーブはストーブは十何十何十何十何万万万万円円円円するがするがするがするが、、、、熱熱熱熱効効効効果果果果もあってすもあってすもあってすもあってすばばばばらしいらしいらしいらしい。。。。ペペペペレレレレットをットをットをットを加加加加工工工工するするするする施設施設施設施設はエはエはエはエココココプランニングでプランニングでプランニングでプランニングで持持持持つつつつとととと言言言言っていっていっていっているがるがるがるが、、、、わわわわざざざざわわわわざざざざストーブをストーブをストーブをストーブを買買買買うううう家庭家庭家庭家庭がないがないがないがない。。。。一一一一般般般般家庭家庭家庭家庭でででで普及普及普及普及するのはなかなかするのはなかなかするのはなかなかするのはなかなか難難難難しいのでしいのでしいのでしいので、、、、公公公公共共共共施設施設施設施設のののの暖暖暖暖房房房房ややややミニミニミニミニ温温温温水水水水プールのプールのプールのプールの熱熱熱熱源源源源、、、、おおおお湯湯湯湯をををを沸沸沸沸かすかすかすかす等等等等にににに使使使使えばえばえばえば、、、、山山山山のののの手手手手入入入入れもできるれもできるれもできるれもできるしししし、、、、川川川川のののの雑雑雑雑木木木木等等等等もきれいにできるもきれいにできるもきれいにできるもきれいにできる。。。。そそそそういうとこういうとこういうとこういうところろろろとタイアップしていけとタイアップしていけとタイアップしていけとタイアップしていけばばばばおもしおもしおもしおもしろろろろいいいい。。。。        鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦        ストーブはストーブはストーブはストーブは地地地地元元元元岩岩岩岩手県手県手県手県のものなのかのものなのかのものなのかのものなのか。。。。何何何何年年年年かかかか前前前前、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミッションのフォーのゼロエミッションのフォーのゼロエミッションのフォーのゼロエミッションのフォーラムでスラムでスラムでスラムでスウウウウェーデンのェーデンのェーデンのェーデンのベベベベクショークショークショークショー市市市市にににに行行行行ったがったがったがったが、、、、岩岩岩岩手県手県手県手県ははははベベベベクショークショークショークショー市市市市ともともともともババババイオイオイオイオママママスススス関関関関係係係係でででで積極的積極的積極的積極的にににに交交交交流流流流をををを続続続続けているけているけているけている。。。。町民町民町民町民やややや市民市民市民市民にににに還元還元還元還元するするするする形形形形でででで進進進進めているしまためているしまためているしまためているしまた岩岩岩岩手手手手とのとのとのとの交交交交流流流流もももも可能可能可能可能だだだだとととと思思思思うううう。。。。        ペペペペレレレレットットットットそそそそのものはのものはのものはのものは森森森森林林林林のためにのためにのためにのために使使使使ええええるのかるのかるのかるのか。。。。        山山山山路路路路会会会会長長長長        ペペペペレレレレットットットットそそそそのものではなくのものではなくのものではなくのものではなく、、、、ススススウウウウェーデンではェーデンではェーデンではェーデンでは堆肥堆肥堆肥堆肥としてとしてとしてとして使使使使っているっているっているっている。。。。        
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阿部阿部阿部阿部係係係係長長長長    ストーブはストーブはストーブはストーブは外外外外国国国国製製製製であるであるであるである。。。。        鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦        日日日日本本本本にはないのですかにはないのですかにはないのですかにはないのですか。。。。        阿部阿部阿部阿部係係係係長長長長        当当当当町町町町でででで展展展展示示示示したものはしたものはしたものはしたものは農機具製農機具製農機具製農機具製作作作作メメメメーーーーカカカカーのーのーのーの天童天童天童天童市市市市のののの山本山本山本山本製製製製作所作所作所作所がががが東東東東北北北北芸芸芸芸術術術術工工工工科大科大科大科大のののの三三三三    浦浦浦浦研究研究研究研究室室室室にににに依頼依頼依頼依頼しししし、、、、そそそそこでデこでデこでデこでデザザザザインしたインしたインしたインした。。。。去去去去年年年年、、、、暖暖暖暖炉炉炉炉風風風風のののの大大大大きなものをきなものをきなものをきなものを１１１１台台台台つつつつくったがくったがくったがくったが、、、、    皮皮皮皮がががが入入入入るとうまくるとうまくるとうまくるとうまく燃燃燃燃焼焼焼焼しなかったためしなかったためしなかったためしなかったため、、、、１１１１年年年年間間間間改改改改良良良良をををを加加加加ええええたたたた新新新新型型型型のものをのものをのものをのものを先先先先日日日日持持持持ってきたってきたってきたってきた。。。。    価価価価格格格格もももも14141414万万万万8000800080008000円円円円ぐぐぐぐらいであるらいであるらいであるらいである。。。。        鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦        東東東東北北北北出出出出身身身身者者者者としてはとしてはとしてはとしては、、、、東東東東北地域北地域北地域北地域はまはまはまはまだだだだ石石石石油油油油ストーブがありストーブがありストーブがありストーブがあり、、、、冬冬冬冬にににに老老老老人人人人がががが石石石石油油油油のののの樽樽樽樽をををを持持持持っっっってててて歩歩歩歩くのはくのはくのはくのは大大大大変変変変であるであるであるである。。。。木木木木質質質質ババババイオがイオがイオがイオが今後今後今後今後のののの東東東東北北北北のののの１１１１つつつつのののの代代代代替替替替エネルエネルエネルエネルギギギギーになれーになれーになれーになればばばば、、、、非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな１１１１つつつつのののの資源資源資源資源になるとになるとになるとになると思思思思うううう。。。。何何何何かかかか市市市市場場場場がありがありがありがありそそそそうなうなうなうな気気気気がするがするがするがする。。。。        参加者参加者参加者参加者    今今今今、、、、岩岩岩岩手県手県手県手県もももも工工工工業技術研究業技術研究業技術研究業技術研究所所所所がストーブのがストーブのがストーブのがストーブの開発開発開発開発をしておりをしておりをしておりをしており、、、、そろそろそろそろそろそろそろそろできできできでき上上上上がるとがるとがるとがると思思思思うううう。。。。公公公公共共共共施設等施設等施設等施設等をををを中心中心中心中心にににに導導導導入入入入するようになるのではないかするようになるのではないかするようになるのではないかするようになるのではないか。。。。        山山山山路路路路会会会会長長長長        石石石石油油油油をををを持持持持ってってってって歩歩歩歩くのはくのはくのはくのは大大大大変変変変であるがであるがであるがであるが、、、、そそそそれれれれだだだだけでなくけでなくけでなくけでなく石石石石油油油油をををを燃燃燃燃すとすとすとすとＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２がががが出出出出るるるる。。。。木木木木質質質質ババババイオでイオでイオでイオで出出出出るるるるＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２はははは、、、、木木木木がががが吸吸吸吸ってためていたものをってためていたものをってためていたものをってためていたものを吐吐吐吐きききき出出出出すすすすだだだだけでけでけでけで、、、、切切切切りりりり倒倒倒倒したしたしたした後後後後にににに植植植植ええええたたたた別別別別のののの木木木木ががががＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２をををを吸吸吸吸ってくれてうまくってくれてうまくってくれてうまくってくれてうまく循環循環循環循環しているがしているがしているがしているが、、、、石石石石油油油油のののの場場場場合合合合はははは単単単単ににににＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２がががが出出出出てしまてしまてしまてしまうううう。。。。京都京都京都京都プロトプロトプロトプロトココココールがールがールがールが発動発動発動発動するするするする2008200820082008年年年年にににに近近近近づくにづくにづくにづくにつつつつれれれれ、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２をををを出出出出さないようにというさないようにというさないようにというさないようにという動動動動きがきがきがきが非常非常非常非常にににに強強強強くなってくるとくなってくるとくなってくるとくなってくると思思思思うううう。。。。今今今今おおおお話話話話のののの木木木木質質質質ババババイオをストーブのイオをストーブのイオをストーブのイオをストーブの燃料燃料燃料燃料にすることはにすることはにすることはにすることは非非非非常常常常にににに重要重要重要重要になってくるとになってくるとになってくるとになってくると思思思思うううう。。。。        鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦        町民町民町民町民がががが7000700070007000人人人人なのでなのでなのでなので、、、、何何何何とかとかとかとか全全全全世世世世帯帯帯帯ををををモモモモデルデルデルデル地地地地区区区区ににににややややってみていたってみていたってみていたってみていただだだだけないかけないかけないかけないか。。。。        清清清清野町野町野町野町長長長長        このこのこのこの間間間間、、、、実実実実演演演演していたのはとてもしていたのはとてもしていたのはとてもしていたのはとてもすすすすばばばばらしいストーブでらしいストーブでらしいストーブでらしいストーブで、、、、モモモモダンなダンなダンなダンなつつつつくりでくりでくりでくりで家庭家庭家庭家庭のののの大大大大ききききなななな茶茶茶茶のののの間間間間にににに暖暖暖暖炉炉炉炉としてとしてとしてとして十十十十分分分分使使使使ええええるものであったるものであったるものであったるものであった。。。。20202020年年年年はははは優優優優にににに持持持持つつつつとととと言言言言っていたのでっていたのでっていたのでっていたので、、、、計計計計算算算算するとするとするとするとそんそんそんそんなになになになに高高高高いいいい買買買買いいいい物物物物ではないではないではないではない。。。。        参加者参加者参加者参加者            もうもうもうもう１１１１つつつつ、、、、公公公公共共共共施設施設施設施設をををを木造木造木造木造にするにするにするにする考考考考ええええがあるかどうかがあるかどうかがあるかどうかがあるかどうか。。。。        
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清清清清野町野町野町野町長長長長        今今今今年年年年からからからから使使使使っているっているっているっている保保保保育育育育園園園園はははは木造木造木造木造であるであるであるである。。。。        司司司司会会会会        町町町町長長長長のののの未未未未来来来来にににに向向向向けてけてけてけて非常非常非常非常にににに夢夢夢夢のあるおのあるおのあるおのあるお話話話話、、、、ココココンンンンポポポポストのストのストのストの工工工工場場場場、、、、風風風風力力力力、、、、みみみみんんんんなななな魅魅魅魅力力力力があるがあるがあるがあるがががが、、、、特特特特ににににココココンンンンポポポポストのストのストのストの工工工工場場場場でででで技術技術技術技術だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、ママママーーーーケケケケットをットをットをットを開開開開拓拓拓拓しししし、、、、なおかなおかなおかなおかつつつつ有有有有機機機機米米米米がががが一一一一般般般般のののの米米米米よりもよりもよりもよりも高高高高くくくくママママーーーーケケケケットがットがットがットが買買買買いいいい上上上上げるというのはすげるというのはすげるというのはすげるというのはすばばばばらしいらしいらしいらしいとととと思思思思うううう。。。。とことことこところろろろがががが、、、、このこのこのこの周周周周りのりのりのりの町町町町はははは依依依依然然然然としてとしてとしてとして燃燃燃燃ややややしているしているしているしている。。。。立川町立川町立川町立川町がががが１１１１つつつつのののの発発発発信信信信源源源源となりとなりとなりとなり、、、、山形県山形県山形県山形県のののの大大大大きなきなきなきな施策施策施策施策にににに持持持持っていけないのかっていけないのかっていけないのかっていけないのか。。。。        清清清清野町野町野町野町長長長長        私私私私どものどものどものどもの取取取取りりりり組組組組みがいみがいみがいみがいろろろろいいいいろろろろ評価評価評価評価されされされされ、、、、他他他他のののの町町町町村村村村でもでもでもでも同同同同様様様様のののの動動動動きがきがきがきが出出出出ているているているている。。。。すすすすぐぐぐぐ隣隣隣隣のののの藤藤藤藤島島島島町町町町はははは当当当当町町町町よりよりよりより大大大大きなきなきなきな町町町町であるがであるがであるがであるが、、、、計画計画計画計画をををを組組組組んんんんでででで堆肥堆肥堆肥堆肥センターをセンターをセンターをセンターをつつつつくくくくろろろろうとしているうとしているうとしているうとしている。。。。羽黒羽黒羽黒羽黒町町町町はははは、、、、もみもみもみもみ殻殻殻殻とととと蓄蓄蓄蓄ふんふんふんふん等等等等のののの堆肥堆肥堆肥堆肥センターをセンターをセンターをセンターをつつつつくっているくっているくっているくっている。。。。そそそそのようなのようなのようなのような取取取取りりりり組組組組みがみがみがみがふえふえふえふえ、、、、県自体県自体県自体県自体もももも生生生生ごごごごみをみをみをみを堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化することはすることはすることはすることは奨励奨励奨励奨励しているしているしているしている。。。。        司司司司会会会会        おおおお昼休昼休昼休昼休みにみにみにみに三島三島三島三島のののの市川市川市川市川主主主主幹幹幹幹とととと意見意見意見意見交交交交換換換換させていたさせていたさせていたさせていただだだだいたがいたがいたがいたが、、、、例例例例えばえばえばえば町町町町がががが行行行行政政政政手手手手段段段段ととととしてしてしてして実際実際実際実際のののの費費費費用用用用にににに補助補助補助補助をするをするをするをする。。。。今今今今、、、、日日日日本本本本全全全全体体体体としてはとしてはとしてはとしては官官官官のののの関関関関与与与与をををを少少少少なくしようとなくしようとなくしようとなくしようと言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、そそそそういうとこういうとこういうとこういうところろろろにこにこにこにこそそそそ本本本本来来来来はははは官官官官がおがおがおがお金金金金をををを使使使使うべきではないかとうべきではないかとうべきではないかとうべきではないかと私私私私はははは思思思思っているっているっているっている。。。。我我我我々々々々もゼもゼもゼもゼロエミッションをロエミッションをロエミッションをロエミッションを標標標標榜榜榜榜しているしているしているしている以以以以上上上上、、、、そそそそうしたことにうしたことにうしたことにうしたことに大大大大きなきなきなきな声声声声ででででごごごご協力協力協力協力しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけないけないけないけないいいい。。。。三島三島三島三島市市市市のののの方方方方からもうからもうからもうからもう１１１１度度度度ごごごご説説説説明明明明いたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思うううう。。。。        市川市川市川市川主主主主幹幹幹幹（（（（三島三島三島三島市市市市農政農政農政農政課課課課））））        本本本本日日日日、、、、堆肥生堆肥生堆肥生堆肥生産産産産センターをセンターをセンターをセンターを見見見見させていたさせていたさせていたさせていただだだだいたいたいたいた。。。。三島三島三島三島もももも箱箱箱箱根根根根にににに畑畑畑畑地地地地やややや畜畜畜畜産産産産系系系系もありもありもありもあり、、、、住住住住居居居居のののの近近近近くにくにくにくに混混混混住住住住化化化化してしてしてして臭臭臭臭気気気気のののの問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。三三三三法関係法関係法関係法関係はははは16161616年年年年11111111月月月月までまでまでまで猶猶猶猶予予予予をいたをいたをいたをいただだだだいているいているいているいているがががが、、、、改改改改善善善善がががが求求求求められてめられてめられてめられているいるいるいる。。。。60606060軒軒軒軒弱弱弱弱のののの畜畜畜畜産産産産農農農農家家家家もももも、、、、後後後後継継継継者者者者がいるがいるがいるがいる農農農農家家家家はははは対策対策対策対策がががが講講講講じじじじられてられてられてられているがいるがいるがいるが、、、、後後後後継継継継者者者者がいなかったりがいなかったりがいなかったりがいなかったり、、、、高高高高齢齢齢齢化化化化がががが進進進進みみみみ、、、、これこれこれこれ以以以以上上上上負負負負担担担担がかかれがかかれがかかれがかかればやばやばやばやめてしまうめてしまうめてしまうめてしまう農農農農家家家家もあるもあるもあるもある。。。。まとまれまとまれまとまれまとまればばばば市市市市でセンターでセンターでセンターでセンター方式方式方式方式でででで行行行行うううう準備準備準備準備があることはがあることはがあることはがあることは話話話話しししし合合合合っているがっているがっているがっているが、、、、生生生生ごごごごみみみみややややもみもみもみもみ殻殻殻殻等等等等のいいシステムがなくのいいシステムがなくのいいシステムがなくのいいシステムがなく、、、、純純純純粋粋粋粋にににに畜畜畜畜ふんふんふんふん対策対策対策対策をををを考考考考ええええていたがていたがていたがていたが、、、、農農農農だだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、何何何何かかかか考考考考ええええなけれなけれなけれなければばばばいけないといけないといけないといけないと勉勉勉勉強強強強させていたさせていたさせていたさせていただだだだいたいたいたいた。。。。        最後最後最後最後にににに、、、、できたできたできたできた堆肥堆肥堆肥堆肥をををを全全全全量量量量使使使使っていくとしてもっていくとしてもっていくとしてもっていくとしても、、、、ストックのストックのストックのストックの方方方方法法法法がないがないがないがない。。。。ペペペペレレレレットットットット化化化化すすすするとるとるとるとボボボボリリリリュュュュームがームがームがームが小小小小さくなるのかさくなるのかさくなるのかさくなるのか。。。。堆肥堆肥堆肥堆肥だだだだけにけにけにけに使使使使っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、追追追追肥肥肥肥にもにもにもにも使使使使ええええるのではなるのではなるのではなるのではないいいいかかかか。。。。        参加者参加者参加者参加者        ココココンンンンポポポポストをストをストをストをペペペペレレレレットットットット化化化化するのはするのはするのはするのは大大大大変変変変なのかなのかなのかなのか。。。。        阿部阿部阿部阿部係係係係長長長長        そんそんそんそんなになになになに難難難難しくないとしくないとしくないとしくないと思思思思うううう。。。。    
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    市川市川市川市川主主主主幹幹幹幹        一一一一番番番番堆肥堆肥堆肥堆肥にににに使使使使いたいのはいたいのはいたいのはいたいのは春春春春であるであるであるである。。。。１１１１年分年分年分年分ストックするにはストックするにはストックするにはストックするにはペペペペレレレレットットットット化化化化しておけしておけしておけしておけばばばばいいいいいいいいのかのかのかのか。。。。        阿部阿部阿部阿部係係係係長長長長    経経経経費費費費がかかるがかかるがかかるがかかる。。。。基本的基本的基本的基本的にはにはにはには堆肥生堆肥生堆肥生堆肥生産産産産センターのセンターのセンターのセンターの能力能力能力能力はははは、、、、もみもみもみもみ殻殻殻殻とととと生生生生ごごごごみとみとみとみと蓄蓄蓄蓄ふんふんふんふんをまをまをまをまぜぜぜぜてててて1500150015001500トントントントンぐぐぐぐらいでありらいでありらいでありらいであり、、、、立川町立川町立川町立川町からからからから出出出出てくるてくるてくるてくる生生生生ごごごごみのみのみのみの量量量量にににに合合合合っているっているっているっている。。。。そそそそれれれれ以以以以上上上上はははは他他他他からからからから生生生生ごごごごみをみをみをみを持持持持ってこないとってこないとってこないとってこないとつつつつくれないくれないくれないくれない状状状状態態態態であるであるであるである。。。。        清清清清野町野町野町野町長長長長        畑畑畑畑作作作作ならならならなら年年年年じじじじゅゅゅゅうううう使使使使うがうがうがうが、、、、田田田田んんんんぼぼぼぼはははは春春春春だだだだけでずっとストックしておかなけれけでずっとストックしておかなけれけでずっとストックしておかなけれけでずっとストックしておかなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。秋秋秋秋にににに刈刈刈刈りりりり取取取取りがりがりがりが終終終終わったわったわったわった後後後後、、、、使使使使ってもらっているがってもらっているがってもらっているがってもらっているが、、、、農農農農家家家家はははは春春春春、、、、田田田田んんんんぼぼぼぼをををを耕耘耕耘耕耘耕耘するするするする前前前前にににに使使使使いたいいたいいたいいたい人人人人がががが多多多多くくくく、、、、どうしてもストックしておくどうしてもストックしておくどうしてもストックしておくどうしてもストックしておく場場場場所所所所がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。        参加者参加者参加者参加者    堆肥生堆肥生堆肥生堆肥生産産産産センターにセンターにセンターにセンターに大大大大変興変興変興変興味味味味をををを持持持持ったったったった。。。。生生生生ごごごごみのリサイクルにはみのリサイクルにはみのリサイクルにはみのリサイクルには堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化がががが一一一一番近番近番近番近いといといといと思思思思っっっっているがているがているがているが、、、、経経経経費費費費的的的的になかなかになかなかになかなかになかなか採採採採算算算算がとりにくいのではないかがとりにくいのではないかがとりにくいのではないかがとりにくいのではないか。。。。収収収収支関係支関係支関係支関係はどのようなはどのようなはどのようなはどのようなババババラララランスをとられているのかンスをとられているのかンスをとられているのかンスをとられているのか、、、、もうもうもうもう少少少少しししし中中中中身身身身をををを教教教教ええええていたていたていたていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思うううう。。。。あわせてあわせてあわせてあわせて、、、、支支支支出出出出さささされるれるれるれる場場場場合合合合のののの人人人人件件件件費費費費等等等等のののの割割割割合合合合をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。        今田助役今田助役今田助役今田助役    堆肥堆肥堆肥堆肥としてとしてとしてとして1000100010001000万万万万円円円円程程程程度度度度のののの販売販売販売販売額額額額がががが収収収収入入入入になるがになるがになるがになるが、、、、1000100010001000万万万万円円円円のののの売売売売りりりり上上上上げでげでげでげで人人人人件件件件費費費費はははは発発発発生生生生ししししないないないない。。。。町町町町がががが管理管理管理管理費費費費としてとしてとしてとして補助補助補助補助をするというをするというをするというをするという表現表現表現表現をしているがをしているがをしているがをしているが、、、、人人人人件件件件費費費費分分分分ににににつつつついてはいてはいてはいては町町町町がががが堆堆堆堆肥肥肥肥センターセンターセンターセンター運営運営運営運営協議会協議会協議会協議会にににに補助補助補助補助をををを出出出出しているしているしているしている。。。。ココココストストストスト的的的的にはにはにはには合合合合ってはいないがってはいないがってはいないがってはいないが、、、、生生生生ごごごごみみみみ処処処処分分分分はははは地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体のののの責責責責任任任任でででで行行行行うものでありうものでありうものでありうものであり、、、、たたたただだだだ捨捨捨捨てるのではなくてるのではなくてるのではなくてるのではなく、、、、変変変変ええええているとているとているとていると考考考考ええええててててココココスススストがトがトがトが高高高高いかいかいかいか安安安安いかいかいかいか判断判断判断判断いたいたいたいただだだだくしかくしかくしかくしか今今今今のとこのとこのとこのところろろろはないとはないとはないとはないと思思思思うううう。。。。堆肥堆肥堆肥堆肥にににに付加価付加価付加価付加価値値値値ををををつつつつけてけてけてけて高高高高くくくく売売売売るとしてもるとしてもるとしてもるとしても、、、、地地地地元元元元のののの農農農農家家家家にににに買買買買ってもらうのでってもらうのでってもらうのでってもらうので限限限限界界界界があるがあるがあるがある。。。。付加価付加価付加価付加価値値値値ををををつつつつけるためにけるためにけるためにけるためにババババクタクタクタクタモモモモンというンというンというンという土土土土壌壌壌壌活活活活性性性性菌菌菌菌をををを入入入入れれれれ、、、、ココココーーーーヒヒヒヒーーーー豆豆豆豆かすかすかすかす、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻かすにかすにかすにかすに増量増量増量増量しししし、、、、20202020キキキキロロロロ程程程程度度度度のののの袋袋袋袋詰詰詰詰めにしてめにしてめにしてめにして畑畑畑畑作作作作用用用用やややや花花花花卉卉卉卉用用用用にににに売売売売れないかれないかれないかれないか、、、、今今今今、、、、企業企業企業企業とととと組組組組んんんんでででで行行行行っているっているっているっている。。。。堆肥生堆肥生堆肥生堆肥生産産産産センタセンタセンタセンターーーーそそそそのものののものののものののものの経済経済経済経済性性性性をををを問問問問われるときわれるときわれるときわれるときつつつついいいい。。。。        参加者参加者参加者参加者    もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、ペペペペイするものではないとイするものではないとイするものではないとイするものではないと思思思思っているっているっているっている。。。。センターセンターセンターセンター自自自自身身身身ではではではでは販売販売販売販売としてとしてとしてとして1000100010001000万万万万円円円円、、、、間間間間接的接的接的接的にににに町町町町のののの堆肥堆肥堆肥堆肥をををを買買買買うううう人人人人へのへのへのへの予予予予算算算算とととと人人人人件件件件費費費費だだだだけでけでけでけで運営運営運営運営されているのかされているのかされているのかされているのか。。。。        山山山山路路路路会会会会長長長長    もうもうもうもう１１１１つつつつ、、、、投投投投資資資資がどのがどのがどのがどのぐぐぐぐらいかかっているのからいかかっているのからいかかっているのからいかかっているのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。        阿部阿部阿部阿部係係係係長長長長    
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建建建建設設設設費費費費約約約約４４４４億円億円億円億円のうちのうちのうちのうち、、、、農農農農水水水水関係関係関係関係のののの補助補助補助補助がががが２２２２分分分分のののの１１１１、、、、約約約約２２２２億円億円億円億円がががが町町町町のののの起起起起債債債債事事事事業業業業であるであるであるである。。。。運運運運営営営営費費費費関係関係関係関係はははは製品製品製品製品売売売売りりりり上上上上げがげがげがげが1000100010001000万万万万円円円円、、、、運営運営運営運営費費費費補助金補助金補助金補助金ははははそそそそのののの年年年年によってによってによってによって違違違違うがうがうがうが、、、、700700700700万万万万円円円円～～～～1000100010001000万万万万円円円円ぐぐぐぐらいであるらいであるらいであるらいである。。。。        参加者参加者参加者参加者    両両両両方方方方合合合合わせてなのかわせてなのかわせてなのかわせてなのか。。。。        阿部阿部阿部阿部係係係係長長長長    運営運営運営運営費費費費がががが700700700700万万万万円円円円～～～～1000100010001000万万万万円円円円ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで、、、、そそそそのののの他他他他、、、、町民町民町民町民へのへのへのへの購購購購入助入助入助入助成成成成金金金金等等等等はまたはまたはまたはまた別別別別であるであるであるである。。。。        司司司司会会会会        官官官官とととと民民民民ではではではでは計計計計算算算算のののの仕仕仕仕方方方方がががが若干若干若干若干違違違違うううう。。。。本本本本システムをシステムをシステムをシステムを日日日日本本本本にもっとにもっとにもっとにもっと広広広広げるためげるためげるためげるため、、、、財財財財務諸務諸務諸務諸表表表表ををををきちきちきちきちんんんんとととと提示提示提示提示いたいたいたいただだだだけれけれけれければばばば、、、、青青青青森森森森県等県等県等県等がががが採用採用採用採用するするするする場場場場合合合合のののの指指指指針針針針になるになるになるになる。。。。そそそそれをこのれをこのれをこのれをこの指指指指標標標標からからからから読読読読みみみみ取取取取るのはるのはるのはるのは少少少少しきしきしきしきつつつついといといといと私私私私はははは思思思思うううう。。。。生生生生ごごごごみをみをみをみを今今今今までのままでまでのままでまでのままでまでのままで燃燃燃燃ややややしているとすれしているとすれしているとすれしているとすればばばば、、、、そそそそのののの処理処理処理処理費費費費もかかるもかかるもかかるもかかる。。。。そんそんそんそんななななつつつつまらないことをするよりもまらないことをするよりもまらないことをするよりもまらないことをするよりも、、、、こちらにこちらにこちらにこちらに当当当当然然然然つつつつぎぎぎぎ込込込込んんんんでいいでいいでいいでいい。。。。そそそそうしたことうしたことうしたことうしたこともももも含含含含めたクリアなめたクリアなめたクリアなめたクリアな収収収収支支支支がががが出出出出ないのかないのかないのかないのか、、、、今今今今ののののヒヒヒヒロタさロタさロタさロタさんんんんののののごごごご質質質質問問問問ははははそそそそういうういうういうういう趣趣趣趣旨旨旨旨だだだだったとったとったとったと思思思思っているっているっているっている。。。。        今田助役今田助役今田助役今田助役    もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、行行行行政政政政がががが負負負負担担担担することにすることにすることにすることに異存異存異存異存はないはないはないはない。。。。        清清清清野町野町野町野町長長長長        堆肥生堆肥生堆肥生堆肥生産産産産センターのセンターのセンターのセンターの毎毎毎毎年年年年のののの決決決決算書算書算書算書をををを参考参考参考参考にににに出出出出させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        今田助役今田助役今田助役今田助役    本本本本センターのセンターのセンターのセンターの件件件件ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、63636363年年年年ごろごろごろごろででででそそそそういうういうういうういう発想発想発想発想のないのないのないのない時代時代時代時代であるであるであるである。。。。        司司司司会会会会        すべてすべてすべてすべてペペペペイしなくてもいいとイしなくてもいいとイしなくてもいいとイしなくてもいいと思思思思っているっているっているっている。。。。生生生生ごごごごみみみみ処理処理処理処理費費費費にかけるよりもにかけるよりもにかけるよりもにかけるよりも、、、、こちらにこちらにこちらにこちらに資資資資金金金金としてとしてとしてとして投投投投入入入入することもすることもすることもすることも堂堂堂堂々々々々とととと世世世世のののの中中中中にににに出出出出していいことではないかしていいことではないかしていいことではないかしていいことではないか。。。。そそそそういうういうういうういう形形形形のののの資資資資料料料料があがあがあがあれれれればばばば、、、、他他他他のののの市町市町市町市町村村村村がもっとがもっとがもっとがもっと使使使使ええええるのではなるのではなるのではなるのではないかいかいかいか。。。。        清清清清野町野町野町野町長長長長        他他他他のののの町町町町村村村村はははは組合組合組合組合のののの焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉でででで生生生生ごごごごみをみをみをみを燃燃燃燃ややややしているしているしているしている。。。。当当当当町町町町だだだだけがけがけがけが燃燃燃燃ややややしていないしていないしていないしていない。。。。        山山山山路路路路会会会会長長長長            畜畜畜畜産産産産ののののふんふんふんふん尿尿尿尿もももも始始始始末末末末がががが悪悪悪悪いいいい。。。。立川町立川町立川町立川町はははは社会的社会的社会的社会的費費費費用用用用をををを大大大大きくきくきくきく節節節節約約約約しているのではないかしているのではないかしているのではないかしているのではないか。。。。        清清清清野町野町野町野町長長長長        そそそそのののの辺辺辺辺はおはおはおはお金金金金にあらわれてこないがにあらわれてこないがにあらわれてこないがにあらわれてこないが、、、、そそそそのののの分分分分、、、、町町町町でででで余余余余計計計計なおなおなおなお金金金金をををを使使使使うのでうのでうのでうので、、、、堆肥生堆肥生堆肥生堆肥生産産産産セセセセ
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ンターにンターにンターにンターに応応応応援援援援したしたしたした方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと考考考考ええええているているているている。。。。もうけはないがもうけはないがもうけはないがもうけはないが、、、、２２２２人人人人のののの給給給給料料料料をををを払払払払いいいい、、、、ココココンンンンポポポポスススストのトのトのトの売売売売却却却却分分分分とととと町町町町のののの応応応応援援援援でとでとでとでとんんんんととととんんんんのののの決決決決算算算算をしているをしているをしているをしている。。。。前前前前はははは町町町町がががが700700700700万万万万円円円円応応応応援援援援していたがしていたがしていたがしていたが、、、、生生生生ごごごごみをみをみをみを町町町町がががが独独独独自自自自でででで処理処理処理処理するとするとするとするとそそそそれれれれ以以以以上上上上かかるかかるかかるかかる見見見見込込込込みであるみであるみであるみである。。。。        司司司司会会会会    ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの理念理念理念理念にににに合合合合っているっているっているっている。。。。        今田助役今田助役今田助役今田助役    そんそんそんそんなななな反反反反省省省省もありもありもありもあり、、、、1500150015001500キキキキロのロのロのロの風車風車風車風車たったたったたったたった１１１１本本本本であるがであるがであるがであるが、、、、特特特特別別別別会計会計会計会計にしてきっちりにしてきっちりにしてきっちりにしてきっちり数数数数字字字字はははは出出出出しているしているしているしている。。。。今今今今年年年年２２２２月月月月26262626日日日日からからからから回回回回ったのでったのでったのでったので今今今今年年年年がががが初初初初年度年度年度年度みたいなものであるがみたいなものであるがみたいなものであるがみたいなものであるが、、、、本本本本来来来来、、、、公公公公営営営営企業会計企業会計企業会計企業会計ででででややややらなけれらなけれらなけれらなければばばばならないというならないというならないというならないという総総総総務省務省務省務省のののの指指指指導導導導もあったがもあったがもあったがもあったが、、、、特特特特別別別別会計会計会計会計でででで認認認認めていめていめていめていたたたただだだだいているいているいているいている。。。。行行行行政政政政にはにはにはには償償償償却却却却というというというという思思思思想想想想がないがないがないがない。。。。民民民民間間間間ささささんんんんにもわかるようなにもわかるようなにもわかるようなにもわかるような表表表表にににに置置置置きかきかきかきかええええ、、、、1500150015001500がががが合合合合うのかうのかうのかうのか合合合合わないのかわないのかわないのかわないのか、、、、判断判断判断判断のののの指指指指標標標標にできるものをにできるものをにできるものをにできるものをつつつつくりたいくりたいくりたいくりたい。。。。        司司司司会会会会        新新新新しいしいしいしい手法手法手法手法ののののＰＰＰＰＦＦＦＦＩＩＩＩはははは、、、、官官官官のののの仕仕仕仕事事事事をあるをあるをあるをある程程程程度度度度代代代代行行行行してしてしてして民民民民がががが引引引引きききき受受受受けるけるけるける。。。。そそそそのののの際際際際にはにはにはには当当当当然然然然償償償償却却却却がががが入入入入ってくるってくるってくるってくる。。。。このこのこのこの成成成成果果果果をををを広広広広げるためげるためげるためげるため、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの工工工工夫夫夫夫がががが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。後後後後ほほほほどどどど公公公公表表表表可能可能可能可能なななな資資資資料料料料をちをちをちをちょょょょううううだだだだいできるならいできるならいできるならいできるならばばばば、、、、ゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムの会会会会員員員員のののの皆皆皆皆様様様様にもにもにもにも配配配配付付付付させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        清清清清野町野町野町野町長長長長        何何何何もももも隠隠隠隠すものはないのですものはないのですものはないのですものはないので、、、、公公公公表表表表させていたさせていたさせていたさせていただだだだくくくく。。。。        参加者参加者参加者参加者    おおおお金金金金のののの問問問問題題題題以外以外以外以外にににに堆肥生堆肥生堆肥生堆肥生産産産産センターのセンターのセンターのセンターの運営運営運営運営でででで何何何何かかかか困困困困っていることがあれっていることがあれっていることがあれっていることがあればばばば伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。        清清清清野町野町野町野町長長長長        機機機機械械械械ははははメメメメンテナンスンテナンスンテナンスンテナンス費費費費用用用用がかかるがかかるがかかるがかかる。。。。おととしおととしおととしおととし大規模改大規模改大規模改大規模改造造造造をををを行行行行いいいい、、、、前前前前はははは年年年年間間間間1500150015001500トントントントン程程程程度度度度しかなかったしかなかったしかなかったしかなかった生生生生産産産産量量量量ををををふやふやふやふやすためすためすためすため、、、、補助事補助事補助事補助事業業業業でででで腐腐腐腐食食食食していたしていたしていたしていた部品部品部品部品をををを更更更更新新新新したしたしたした。。。。10101010年年年年以以以以上上上上たたたたつつつつとととと大規模改大規模改大規模改大規模改造造造造がががが必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、毎毎毎毎年年年年のののの運営運営運営運営費費費費以外以外以外以外にににに故故故故障障障障、、、、整備整備整備整備、、、、部品部品部品部品のののの取取取取りかりかりかりかええええ等等等等のののの維維維維持持持持管理管理管理管理費費費費がかかるがかかるがかかるがかかる。。。。        参加者参加者参加者参加者    町町町町がががが設設設設置置置置してしてしてして管理管理管理管理運営運営運営運営をををを協議会協議会協議会協議会にににに委委委委託託託託しているとしているとしているとしていると考考考考ええええてよてよてよてよろろろろしいのかしいのかしいのかしいのか。。。。        清清清清野町野町野町野町長長長長        町町町町だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、農農農農協協協協とととと一一一一緒緒緒緒にににに運営運営運営運営しししし、、、、農農農農協協協協はははは販売販売販売販売をををを一手一手一手一手にににに行行行行っているっているっているっている。。。。        参加者参加者参加者参加者    運営運営運営運営協議会協議会協議会協議会はははは農農農農協協協協がががが入入入入っているのかっているのかっているのかっているのか。。。。        
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今田助役今田助役今田助役今田助役        法人化法人化法人化法人化はしていないがはしていないがはしていないがはしていないが、、、、いわゆるみなしいわゆるみなしいわゆるみなしいわゆるみなし法人法人法人法人であるであるであるである。。。。        参加者参加者参加者参加者    施設施設施設施設のののの所所所所有有有有はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。        阿部阿部阿部阿部係係係係長長長長    施設施設施設施設のののの所所所所有有有有はははは町町町町であるであるであるである。。。。設設設設置置置置者者者者がががが町町町町でででで、、、、管理管理管理管理運営運営運営運営をおをおをおをお願願願願いするいするいするいする形形形形であるであるであるである。。。。        参加者参加者参加者参加者    堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化はははは非常非常非常非常にににに管理管理管理管理がががが難難難難しいしいしいしい。。。。ＢＢＢＢＭＭＭＭＷＷＷＷのののの活活活活性性性性水水水水ににににつつつついていていていて詳詳詳詳しくしくしくしく伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。        清清清清野町野町野町野町長長長長        立立立立谷谷谷谷沢沢沢沢川川川川のののの山手山手山手山手のののの方方方方でででで活活活活性性性性水水水水をををを使使使使っているっているっているっている有有有有機機機機米米米米研究会研究会研究会研究会ののののメメメメンンンンババババーのーのーのーの１１１１人人人人佐佐佐佐藤藤藤藤健健健健次氏次氏次氏次氏がががが自自自自宅宅宅宅近近近近くのくのくのくの田田田田んんんんぼぼぼぼにににに約約約約450450450450万万万万円円円円かけてかけてかけてかけて施設施設施設施設ををををつつつつくったくったくったくった。。。。大大大大きなタンクをきなタンクをきなタンクをきなタンクを５５５５つつつつぐぐぐぐらいらいらいらい並並並並べべべべ、、、、乳牛乳牛乳牛乳牛のののの尿尿尿尿をタンクにをタンクにをタンクにをタンクに入入入入れるれるれるれる。。。。大大大大きなきなきなきな岩岩岩岩石石石石をををを通通通通してしてしてして活活活活性性性性水水水水がががが発発発発酵酵酵酵しししし、、、、だんだんだんだんだんだんだんだん尿尿尿尿がにおいもがにおいもがにおいもがにおいも何何何何ももももしなくなりしなくなりしなくなりしなくなり、、、、最後最後最後最後にはにはにはには飲飲飲飲めるようになるめるようになるめるようになるめるようになる。。。。山形県山形県山形県山形県高高高高畑畑畑畑のののの有有有有機農機農機農機農業業業業はははは有有有有名名名名でででで、、、、高高高高畑畑畑畑のののの山手山手山手山手にににに大大大大きなきなきなきな肉肉肉肉牛牛牛牛団地団地団地団地があるががあるががあるががあるが、、、、１１１１日日日日何何何何回回回回かかかか噴霧噴霧噴霧噴霧器器器器でででで活活活活性性性性水水水水をををを振振振振りまくとにおいがしないりまくとにおいがしないりまくとにおいがしないりまくとにおいがしない。。。。果果果果樹樹樹樹やややや野野野野菜菜菜菜にかけるとにかけるとにかけるとにかけると生育生育生育生育がよくなっがよくなっがよくなっがよくなったりたりたりたり、、、、食食食食べるとべるとべるとべると健康健康健康健康になるになるになるになる等等等等いいことづくめであるいいことづくめであるいいことづくめであるいいことづくめである。。。。        参加者参加者参加者参加者    堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化のシステムのシステムのシステムのシステム処理処理処理処理のののの中中中中でででで堆肥堆肥堆肥堆肥のののの補助補助補助補助剤剤剤剤としてとしてとしてとして使使使使うのでしうのでしうのでしうのでしょょょょうかうかうかうか。。。。        阿部阿部阿部阿部係係係係長長長長    発発発発酵酵酵酵がよくなりがよくなりがよくなりがよくなり、、、、活活活活性性性性水水水水をををを入入入入れないものよりれないものよりれないものよりれないものより入入入入れたれたれたれた方方方方がががが元元元元気気気気がががが出出出出るるるる。。。。        清清清清野町野町野町野町長長長長            悪悪悪悪臭臭臭臭がしないがしないがしないがしない。。。。本本本本当当当当にににに不思不思不思不思議議議議であるであるであるである。。。。        参加者参加者参加者参加者    菌菌菌菌がががが入入入入っているのかっているのかっているのかっているのか。。。。        清清清清野町野町野町野町長長長長        入入入入っているっているっているっている。。。。活活活活性性性性水水水水ををををつつつつくるくるくるくる段階段階段階段階でででで浄浄浄浄水水水水されていくされていくされていくされていく。。。。大大大大きなきなきなきな樽樽樽樽をををを何何何何回回回回もももも流流流流していくとしていくとしていくとしていくとだだだだんだんんだんんだんんだん澄澄澄澄んだんだんだんだ水水水水になりになりになりになり、、、、少少少少しししし色色色色はあるがはあるがはあるがはあるが、、、、においはしないにおいはしないにおいはしないにおいはしない。。。。        佐佐佐佐々々々々木木木木（（（（ZZZZEEEEFFFF事務局事務局事務局事務局））））        資資資資料料料料３３３３ペペペページにージにージにージに最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場にににに行行行行くのがくのがくのがくのが２２２２カカカカ所所所所あるがあるがあるがあるが、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場はははは埋埋埋埋めめめめ立立立立てなのかてなのかてなのかてなのか。。。。        阿部阿部阿部阿部係係係係長長長長    
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広広広広域域域域事事事事業組合業組合業組合業組合ののののごごごごみみみみ処理処理処理処理施設施設施設施設でリサイクルできないものがでリサイクルできないものがでリサイクルできないものがでリサイクルできないものが最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場にににに行行行行くくくく。。。。エルデックエルデックエルデックエルデックはははは民民民民間間間間のののの処理処理処理処理業業業業者者者者でありでありでありであり、、、、広広広広域域域域のののの組合組合組合組合でででで受受受受けけけけ入入入入れられないタイれられないタイれられないタイれられないタイヤヤヤヤ、、、、ババババッテリーッテリーッテリーッテリー等等等等をををを持持持持ってってってっていくいくいくいく。。。。        参加者参加者参加者参加者    エルデックはエルデックはエルデックはエルデックは立川町立川町立川町立川町にあるのかにあるのかにあるのかにあるのか。。。。        阿部阿部阿部阿部係係係係長長長長    会社会社会社会社はははは酒酒酒酒田田田田市市市市にあるがにあるがにあるがにあるが、、、、処理場処理場処理場処理場はははは隣隣隣隣町町町町にあるにあるにあるにある。。。。        山山山山路路路路会会会会長長長長        処理場処理場処理場処理場はどはどはどはどんんんんなななな処理処理処理処理をしているのかをしているのかをしているのかをしているのか。。。。        阿部阿部阿部阿部係係係係長長長長    埋埋埋埋めめめめ立立立立てであるてであるてであるてである。。。。ここもあとここもあとここもあとここもあと２２２２～～～～３３３３年年年年でいっでいっでいっでいっぱぱぱぱいになるいになるいになるいになる。。。。        佐佐佐佐々々々々木木木木    左左左左側側側側のののの最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場へへへへ行行行行くくくく量量量量はどのはどのはどのはどのぐぐぐぐらいあるのからいあるのからいあるのからいあるのか。。。。        阿部阿部阿部阿部係係係係長長長長    今今今今、、、、明明明明確確確確にはわからないにはわからないにはわからないにはわからないがががが、、、、ほほほほととととんんんんどどどど焼却灰焼却灰焼却灰焼却灰であるであるであるである。。。。        参加者参加者参加者参加者    立川町立川町立川町立川町のののの企業体企業体企業体企業体からからからから出出出出るるるる産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物というのはというのはというのはというのは実際実際実際実際にはあるのかにはあるのかにはあるのかにはあるのか。。。。        阿部阿部阿部阿部係係係係長長長長    ありますありますありますあります。。。。町町町町はははは一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物だだだだけであるがけであるがけであるがけであるが、、、、産産産産廃廃廃廃もももも遠遠遠遠くまでくまでくまでくまで持持持持っていっているのもあるっていっているのもあるっていっているのもあるっていっているのもある。。。。        司司司司会会会会        町町町町長長長長ささささんんんんにににに財財財財務諸務諸務諸務諸表表表表をいたをいたをいたをいただだだだいたがいたがいたがいたが、、、、ごごごご関係関係関係関係のあるとこのあるとこのあるとこのあるところろろろはははは立川町立川町立川町立川町にににに直直直直接接接接ごごごご質質質質問問問問いたいたいたいただだだだくことにさせていたくことにさせていたくことにさせていたくことにさせていただだだだきききき、、、、質質質質疑疑疑疑をこれでをこれでをこれでをこれで打打打打ちちちち切切切切りたいりたいりたいりたい。。。。        最最最最近近近近、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＨＫＨＫＨＫＨＫののののハハハハイイイイビビビビジョンジョンジョンジョン局局局局のあるのあるのあるのある総合総合総合総合デデデディィィィレレレレクターがクターがクターがクターが私私私私どもにどもにどもにどもに取取取取材材材材にににに来来来来ているているているている。。。。立立立立川町川町川町川町のののの風風風風力力力力ととととココココンンンンポポポポストのストのストのストの例例例例をををを紹介紹介紹介紹介したらしたらしたらしたら、、、、ココココンンンンポポポポストをストをストをストを知知知知らなかったらなかったらなかったらなかった。。。。そそそそのうちのうちのうちのうちココココンタンタンタンタクトがあるとクトがあるとクトがあるとクトがあると思思思思うがうがうがうが、、、、ハハハハイイイイビビビビジョンジョンジョンジョン局局局局のののの放放放放送送送送はははは日日日日本本本本だだだだけではなくけではなくけではなくけではなく世界世界世界世界にににに流流流流れるれるれるれる。。。。今今今今言言言言ったったったったすすすすばばばばらしいらしいらしいらしい成成成成果果果果とととと同同同同時時時時にににに、、、、討議討議討議討議になったになったになったになった財財財財務務務務もクリアにもクリアにもクリアにもクリアに説説説説明明明明をしていたをしていたをしていたをしていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思うううう。。。。        清清清清野町野町野町野町長長長長        運営運営運営運営協議会協議会協議会協議会がががが運営運営運営運営をををを行行行行っておりっておりっておりっており、、、、全全全全体体体体のののの資資資資料料料料がないとわからないのでがないとわからないのでがないとわからないのでがないとわからないので、、、、後後後後ほほほほどどどど送送送送らせてらせてらせてらせていたいたいたいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        



 86

鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦        今日参今日参今日参今日参ったったったった私私私私のののの個個個個人的人的人的人的なななな目目目目的的的的のののの１１１１つつつつにににに、、、、立川町立川町立川町立川町はははは風風風風力発力発力発力発電電電電とともにとともにとともにとともに堆肥堆肥堆肥堆肥ににににつつつついてもいてもいてもいても伺伺伺伺っっっっていたていたていたていた。。。。自治体自治体自治体自治体ではではではでは生生生生ごごごごみのみのみのみの処理処理処理処理はははは必必必必然然然然的的的的なななな仕仕仕仕事事事事のののの１１１１つつつつであるがであるがであるがであるが、、、、愛知愛知愛知愛知万万万万博博博博のののの中中中中でもでもでもでもぜぜぜぜひひひひゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをやろやろやろやろうとうとうとうと考考考考ええええているているているている。。。。山山山山路路路路会会会会長長長長のののの命命命命もありもありもありもあり、、、、プロデプロデプロデプロデュュュューサーでーサーでーサーでーサーで行行行行ってってってっているがいるがいるがいるが、、、、６６６６カカカカ月月月月間間間間のののの会会会会場場場場のののの生生生生ごごごごみのみのみのみの対対対対応応応応もももも考考考考ええええているているているている。。。。メメメメンンンンババババーもーもーもーも行行行行政政政政のののの寄寄寄寄せせせせ集集集集まりでまりでまりでまりで非非非非常常常常にににに勉勉勉勉強強強強不足不足不足不足であったであったであったであった。。。。ゼロエミッションフォーラムはゼロエミッションフォーラムはゼロエミッションフォーラムはゼロエミッションフォーラムは産産産産官官官官学学学学のののの非常非常非常非常にいいにいいにいいにいいメメメメンンンンババババーのーのーのーの集集集集まりでありまりでありまりでありまりであり、、、、立川町立川町立川町立川町のののの事例事例事例事例ももももぜぜぜぜひひひひ協会協会協会協会ににににごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。ニニニニュュュューオータニーオータニーオータニーオータニ方式方式方式方式、、、、佐佐佐佐賀賀賀賀県県県県のののの江江江江北町北町北町北町、、、、伊伊伊伊万万万万里里里里、、、、長長長長崎崎崎崎ののののハハハハウウウウステンステンステンステンボボボボスススス等等等等幾幾幾幾つつつつかかかか事例事例事例事例があるががあるががあるががあるが、、、、協会協会協会協会のののの人人人人はこうはこうはこうはこういうことすらいうことすらいうことすらいうことすら知知知知らないらないらないらない。。。。情情情情報報報報開示開示開示開示がががが足足足足りないことりないことりないことりないこと、、、、互互互互いにいにいにいに専専専専門門門門がががが少少少少しでもずれるとわからしでもずれるとわからしでもずれるとわからしでもずれるとわからないないないない部部部部分分分分があるがあるがあるがある。。。。資資資資料料料料をををを送送送送っていたっていたっていたっていただだだだきききき、、、、ぜぜぜぜひひひひ立川町立川町立川町立川町のののの取取取取りりりり組組組組みもエみもエみもエみもエココココグリーンタグリーンタグリーンタグリーンタウウウウンンンン立立立立川構想川構想川構想川構想とととと一一一一緒緒緒緒にににに協会協会協会協会にににに持持持持っていかせていたっていかせていたっていかせていたっていかせていただだだだきたきたきたきたいいいい。。。。視視視視察察察察団等団等団等団等がががが訪訪訪訪れたれたれたれた際際際際はゼロエミッシはゼロエミッシはゼロエミッシはゼロエミッションのョンのョンのョンの仲仲仲仲間間間間としてとしてとしてとしてぜぜぜぜひひひひごごごご協力協力協力協力いたいたいたいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        女女女女性性性性のののの視点視点視点視点をををを１１１１つだつだつだつだけけけけ言言言言わせていたわせていたわせていたわせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。ココココンンンンポポポポストのストのストのストの話話話話がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいいいい出出出出ているがているがているがているが、、、、日日日日本本本本はおはおはおはお花花花花がががが本本本本当当当当にににに足足足足りないりないりないりない。。。。花花花花づくりをづくりをづくりをづくりをぜぜぜぜひひひひ入入入入れるべきではないかれるべきではないかれるべきではないかれるべきではないか。。。。昨昨昨昨年年年年、、、、山山山山路路路路会会会会長長長長がががが沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県をををを訪訪訪訪れたれたれたれた際際際際、、、、環境環境環境環境とととと観光観光観光観光のののの話話話話をををを盛盛盛盛んんんんにされていたがにされていたがにされていたがにされていたが、、、、潤潤潤潤うううう町町町町をををを考考考考ええええるとるとるとると花花花花というのというのというのというのはははは物物物物すすすすごごごごくくくく大大大大きいときいときいときいと思思思思うううう。。。。ヨヨヨヨーロッパへーロッパへーロッパへーロッパへ行行行行くとくとくとくと、、、、どのどのどのどの家家家家のののの窓窓窓窓からもからもからもからも花花花花がががが咲咲咲咲ききききほほほほこここころんろんろんろんでいでいでいでいるるるる。。。。これはこれはこれはこれは女女女女性性性性のののの感感感感覚覚覚覚かどうかわからないがかどうかわからないがかどうかわからないがかどうかわからないが、、、、収収収収支支支支やごやごやごやごみみみみ処理処理処理処理のののの話話話話もももも大大大大切切切切であるがであるがであるがであるが、、、、花花花花をををを１１１１つつつつ入入入入れてもらいれてもらいれてもらいれてもらい。。。。学学学学校校校校やややや主主主主婦婦婦婦にににに花花花花栽栽栽栽培培培培をおをおをおをお願願願願いするいするいするいする等等等等、、、、ココココンンンンポポポポストのストのストのストの行行行行きききき場場場場がないとがないとがないとがないと言言言言うううう前前前前ににににややややれることかられることかられることかられることからややややってみるってみるってみるってみる。。。。手手手手っとりっとりっとりっとり早早早早いのはいのはいのはいのは花花花花づくりではないかづくりではないかづくりではないかづくりではないか。。。。菜菜菜菜のののの花花花花構想構想構想構想もももも結結結結構構構構、、、、愛知愛知愛知愛知ではではではではヒヒヒヒママママワリワリワリワリ等等等等いいいいろろろろいいいいろろろろ検討検討検討検討しているがしているがしているがしているが、、、、花花花花ははははだだだだれがれがれがれが見見見見てもうれしいものであてもうれしいものであてもうれしいものであてもうれしいものであるるるる。。。。ババババララララ１１１１本本本本がががが500500500500円円円円、、、、1000100010001000円円円円というというというという時代時代時代時代をををを少少少少しししし変変変変ええええていたていたていたていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        司司司司会会会会        ままままだだだだ皆皆皆皆様様様様いいいいろろろろいいいいろごろごろごろご意見意見意見意見があるとがあるとがあるとがあると思思思思うがうがうがうが、、、、時時時時間間間間がががが迫迫迫迫っているっているっているっている。。。。最後最後最後最後にににに、、、、山山山山路路路路会会会会長長長長からおからおからおからお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        山山山山路路路路会会会会長長長長        今日今日今日今日はおはおはおはお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、町町町町長長長長ささささんんんん初初初初めめめめ皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、我我我我々々々々のためにのためにのためにのために時時時時間間間間ををををつつつつくってくってくってくってごごごご出出出出席席席席いたいたいたいただだだだきききき、、、、本本本本当当当当にににに真真真真剣剣剣剣なおなおなおなお話話話話、、、、経経経経験験験験にににに基基基基づくづくづくづく話話話話ををををしてしてしてして頂頂頂頂きききき、、、、感感感感銘銘銘銘をををを深深深深くしたくしたくしたくした。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、これがこれがこれがこれが到到到到達点達点達点達点ではなくではなくではなくではなく、、、、最後最後最後最後にはにはにはには非常非常非常非常にににに高高高高いいいい目標目標目標目標をををを掲掲掲掲げてげてげてげてややややっておられることをっておられることをっておられることをっておられることを聞聞聞聞きききき、、、、またまたまたまたひひひひとしおとしおとしおとしお感感感感激激激激をををを新新新新たにしたたにしたたにしたたにした。。。。今後今後今後今後ともともともとも頑張頑張頑張頑張っていたっていたっていたっていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        日日日日本本本本にとってにとってにとってにとって村村村村づくりづくりづくりづくり、、、、まちづくりはまちづくりはまちづくりはまちづくりは非常非常非常非常にににに重要重要重要重要であるであるであるである。。。。これからはこれからはこれからはこれからは環境環境環境環境問問問問題題題題だだだだけではけではけではけではなくなくなくなく、、、、すべてがすべてがすべてがすべてが分分分分散散散散型型型型になってくるとになってくるとになってくるとになってくると思思思思うううう。。。。そそそそののののキキキキーとなるのはーとなるのはーとなるのはーとなるのは、、、、日日日日本本本本のののの強強強強ささささ、、、、経済力経済力経済力経済力ををををどこからどこからどこからどこから得得得得ていくかであるていくかであるていくかであるていくかである。。。。１１１１つつつつはははは科学技術科学技術科学技術科学技術創造創造創造創造立国立国立国立国をしてをしてをしてをして、、、、中中中中国国国国、、、、韓韓韓韓国国国国、、、、台台台台湾湾湾湾にないもにないもにないもにないものをのをのをのをつつつつくりくりくりくり輸輸輸輸出出出出することであるすることであるすることであるすることである。。。。もうもうもうもう１１１１つつつつはははは観光観光観光観光立国立国立国立国、、、、集集集集客客客客立国立国立国立国はははは日日日日本本本本がおがおがおがお金金金金をををを得得得得るもうるもうるもうるもう１１１１つつつつのののの道道道道ではないかではないかではないかではないかとととと思思思思うううう。。。。従従従従ってってってって、、、、各町各町各町各町村村村村がががが何何何何かかかか事事事事業業業業ををををややややられるられるられるられる際際際際にはにはにはには、、、、そそそそれがれがれがれが観光観光観光観光事事事事業業業業であれであれであれであれ、、、、環境環境環境環境事事事事業業業業であれであれであれであれ、、、、介護介護介護介護事事事事業業業業であれであれであれであれ、、、、必必必必ずずずず将将将将来来来来、、、、見学見学見学見学、、、、観光観光観光観光にににに結結結結びびびびつつつつくことをくことをくことをくことを考考考考ええええるのがよいのではないかるのがよいのではないかるのがよいのではないかるのがよいのではないか。。。。環境環境環境環境問問問問題題題題でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな改改改改善善善善をされるをされるをされるをされる際際際際もももも、、、、将将将将来来来来観光観光観光観光にににに結結結結びびびびつつつつきききき、、、、おおおお客客客客様様様様がががが日日日日本本本本のののの至至至至るとこるとこるとこるところやろやろやろや外外外外国国国国からもからもからもからも来来来来るるるる下下下下さることをおさることをおさることをおさることをお考考考考ええええになられるとよいのになられるとよいのになられるとよいのになられるとよいのではないかではないかではないかではないか。。。。日日日日本本本本はどこをはどこをはどこをはどこを回回回回ってもってもってもっても世界世界世界世界のののの他他他他のののの場場場場所所所所とととと違違違違いいいい安安安安全全全全であるであるであるである。。。。日日日日本本本本にはにはにはには非常非常非常非常にににに寒寒寒寒
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いとこいとこいとこいところろろろからからからから暖暖暖暖かいとこかいとこかいとこかいところろろろ、、、、暑暑暑暑いとこいとこいとこいところろろろまでありまでありまでありまであり、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれにれにれにれに特特特特色色色色のあるのあるのあるのある観光観光観光観光ススススポポポポットットットット、、、、見学見学見学見学ススススポポポポットをットをットをットをつつつつくれるとくれるとくれるとくれると思思思思うううう。。。。そそそそのためのためのためのため、、、、何何何何かされるかされるかされるかされる際際際際にはにはにはには必必必必ずずずず将将将将来来来来のののの観光観光観光観光、、、、集集集集客客客客にににに結結結結びびびびつつつつくことをおくことをおくことをおくことをお考考考考ええええになられるとよいとになられるとよいとになられるとよいとになられるとよいと思思思思うううう。。。。        観光観光観光観光というというというという場場場場合合合合、、、、せっかくせっかくせっかくせっかく山形県山形県山形県山形県のののの庄庄庄庄内内内内地地地地方方方方にににに来来来来たのにたのにたのにたのに、、、、立川町立川町立川町立川町だだだだけけけけ見見見見ておておておてお帰帰帰帰りになるりになるりになるりになるのももったいないのももったいないのももったいないのももったいない。。。。周周周周辺辺辺辺村村村村町町町町とととと一一一一緒緒緒緒にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろなななな環境環境環境環境問問問問題題題題をををを解解解解決決決決するとするとするとすると、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの場場場場所所所所でででで違違違違ったったったった環境環境環境環境問問問問題題題題のののの解解解解決方決方決方決方法法法法がありがありがありがあり、、、、見学見学見学見学ススススポポポポットがットがットがットが増増増増ええええ、、、、集集集集客客客客人人人人数数数数、、、、滞滞滞滞在在在在日数日数日数日数もももも増増増増ええええるるるるとととと思思思思うううう。。。。立川町立川町立川町立川町はははは、、、、風風風風がががが強強強強いとこいとこいとこいところろろろがありがありがありがあり、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電がががが非常非常非常非常ににににぬぬぬぬききききんんんんでているがでているがでているがでているが、、、、他他他他のののの土土土土地地地地ではではではでは魚魚魚魚ののののババババイオイオイオイオママママスススス利用等利用等利用等利用等いいいいろろろろいいいいろろろろなものがなものがなものがなものが出出出出てくるとてくるとてくるとてくると思思思思うううう。。。。環境環境環境環境問問問問題題題題をををを解解解解決決決決するとするとするとすると産産産産業業業業がががが生生生生まれまれまれまれ、、、、更更更更にににに集集集集客客客客、、、、観光観光観光観光にににに結結結結びびびびつつつつくとくとくとくと雇雇雇雇用用用用もももも出出出出てきててきててきててきて村村村村やややや町町町町のののの人人人人口口口口がががが減減減減ることもることもることもることも食食食食いいいいとめられるととめられるととめられるととめられると思思思思うしうしうしうし、、、、またまたまたまたそそそそうあってうあってうあってうあってほほほほしいしいしいしい。。。。住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる方方方方がががが非常非常非常非常にににに暮暮暮暮らしよくてらしよくてらしよくてらしよくて住住住住みよみよみよみよいいいい町町町町、、、、長長長長くくくく住住住住みたくなるみたくなるみたくなるみたくなる町町町町はははは観光観光観光観光にににに適適適適したしたしたした町町町町であるとであるとであるとであると私私私私はははは思思思思っているっているっているっている。。。。        集集集集客客客客にはにはにはには、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、観光観光観光観光のことものことものことものことも考考考考ええええなけれなけれなけれなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。そそそそこにこにこにこに１１１１つつつつのののの物物物物語語語語性性性性もももも必要必要必要必要になるになるになるになる。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄でででで私私私私がががが申申申申しししし上上上上げたのはげたのはげたのはげたのは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄もいもいもいもいつつつつまでもまでもまでもまでも第第第第２２２２次次次次大大大大戦戦戦戦のののの末末末末期期期期のののの悲悲悲悲劇劇劇劇だだだだけではいけないけではいけないけではいけないけではいけないだろだろだろだろうううう。。。。李王李王李王李王朝朝朝朝がががが盛盛盛盛衰衰衰衰をたどりをたどりをたどりをたどり、、、、最後最後最後最後にににに日日日日本本本本にににに併併併併合合合合されるされるされるされる迄迄迄迄のののの壮壮壮壮大大大大ななななロロロロママママンあンあンあンあふふふふれるれるれるれる物物物物語語語語にしてにしてにしてにしてＮＮＮＮＨＫＨＫＨＫＨＫのののの大大大大河河河河ドドドドララララママママででででややややったらどうかったらどうかったらどうかったらどうか。。。。千千千千葉葉葉葉県県県県にはにはにはには南南南南総総総総里里里里見見見見八八八八犬犬犬犬伝伝伝伝がありがありがありがあり、、、、８８８８つつつつののののガガガガラスのラスのラスのラスの玉玉玉玉がががが千千千千葉葉葉葉県県県県のののの方方方方々々々々にににに飛飛飛飛びびびび、、、、そそそそのののの玉玉玉玉からからからから非常非常非常非常にすにすにすにすばばばばらしいらしいらしいらしい剣剣剣剣士士士士がががが出出出出てててて悪悪悪悪ををををややややっっっっつつつつけたけたけたけた。。。。そそそそのののの飛飛飛飛んだんだんだんだ玉玉玉玉にはにはにはには１１１１つつつつ１１１１つつつつにににに「「「「仁仁仁仁・・・・義義義義・・・・礼礼礼礼・・・・智智智智・・・・忠忠忠忠・・・・信信信信・・・・孝孝孝孝・・・・悌悌悌悌」」」」のののの文文文文字字字字がががが書書書書かれていたかれていたかれていたかれていた。。。。道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育にもいいのでにもいいのでにもいいのでにもいいので、、、、もうもうもうもう少少少少しきちしきちしきちしきちんんんんとととと整備整備整備整備しししし、、、、大大大大河河河河ドドドドララララママママででででややややれるようにしてはどうかれるようにしてはどうかれるようにしてはどうかれるようにしてはどうか。。。。大大大大河河河河ドドドドララララママママはははは織織織織田信長田信長田信長田信長やややや秀秀秀秀吉吉吉吉でででで、、、、今今今今度度度度はははは宮宮宮宮本本本本武武武武蔵蔵蔵蔵だそだそだそだそうであうであうであうであるるるる。。。。姫姫姫姫路路路路でもでもでもでも、、、、もっともっともっともっと宮宮宮宮本本本本武武武武蔵蔵蔵蔵のゆかりののゆかりののゆかりののゆかりの地地地地としてとしてとしてとして観光観光観光観光ススススポポポポットをットをットをットをつつつつくったくったくったくった方方方方がいいのでがいいのでがいいのでがいいのではないかとはないかとはないかとはないかと申申申申しししし上上上上げてきたげてきたげてきたげてきた。。。。こちらはこちらはこちらはこちらは、、、、おおおお話話話話をををを伺伺伺伺うとうとうとうと芭蕉芭蕉芭蕉芭蕉がががが通通通通ったったったった道道道道でありでありでありであり、、、、芭蕉芭蕉芭蕉芭蕉のすのすのすのすばばばばらしいらしいらしいらしい俳俳俳俳句句句句にまにまにまにまつつつつわるわるわるわる物物物物語語語語がががが必必必必ずあっずあっずあっずあったとたとたとたと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、そそそそれをれをれをれを大大大大河河河河ドドドドララララママママにしてはどうかにしてはどうかにしてはどうかにしてはどうか。。。。観光観光観光観光はははは点点点点ではなくではなくではなくではなく線線線線にしてにしてにしてにして、、、、このあたりにこのあたりにこのあたりにこのあたりに何何何何泊泊泊泊もしていたもしていたもしていたもしていただだだだくくくく。。。。立立立立派派派派なななな観光観光観光観光ススススポポポポットもあットもあットもあットもありりりり、、、、環境環境環境環境ススススポポポポットもあるということでットもあるということでットもあるということでットもあるということで、、、、総合的総合的総合的総合的にににに宣宣宣宣伝伝伝伝してしてしてして集集集集客客客客立県立県立県立県、、、、集集集集客客客客立国立国立国立国にしてはどにしてはどにしてはどにしてはどうかうかうかうか。。。。        もうもうもうもう１１１１つつつつはははは、、、、似似似似たようなたようなたようなたような外外外外国国国国のののの町町町町とととと姉妹姉妹姉妹姉妹都都都都市市市市締締締締結結結結をををを行行行行いいいい、、、、そそそそこをこをこをこを中心中心中心中心におにおにおにお客客客客ささささんんんんにににに来来来来てててていたいたいたいただだだだいてはどうかいてはどうかいてはどうかいてはどうか。。。。このこのこのこの話話話話をするとをするとをするとをすると長長長長くなるがくなるがくなるがくなるが、、、、町町町町長長長長ささささんんんん及及及及びびびび皆皆皆皆様様様様へのへのへのへの応応応応援援援援演演演演説説説説でしたでしたでしたでした。。。。        司司司司会会会会        以以以以上上上上でででで2002200220022002年度年度年度年度第第第第２２２２回回回回のののの研究会研究会研究会研究会をををを終了終了終了終了させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。                
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４４４４－－－－３３３３    第第第第３３３３回研究会議回研究会議回研究会議回研究会議事事事事録録録録                    国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッションフォーラムョンフォーラムョンフォーラムョンフォーラム                                ２００２２００２２００２２００２年度研究会年度研究会年度研究会年度研究会        地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける                持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの促進手法促進手法促進手法促進手法                                            第第第第３３３３回回回回ワークショップワークショップワークショップワークショップ                                    日日日日        時時時時：：：：2002200220022002年年年年11111111月月月月14141414日日日日（（（（木木木木））））        北九州市北九州市北九州市北九州市エエエエココココタタタタウウウウンンンン見学見学見学見学                                                ：：：：2002200220022002年年年年11111111月月月月15151515日日日日（（（（金金金金））））        ワークショップワークショップワークショップワークショップ    10101010時時時時～～～～                                    場場場場        所所所所：：：：北九州市北九州市北九州市北九州市                            1.1.1.1.開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶                            2.102.102.102.10：：：：05050505    ((((1111))))北九州北九州北九州北九州エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業のののの説説説説明明明明                                                            北九州市環境北九州市環境北九州市環境北九州市環境局局局局環境産業環境産業環境産業環境産業政政政政策策策策室長室長室長室長            垣迫垣迫垣迫垣迫    裕裕裕裕俊俊俊俊氏氏氏氏                                                ((((2222))))質質質質疑疑疑疑応応応応答答答答                            3.123.123.123.12：：：：00000000    昼昼昼昼食食食食                            4.124.124.124.12：：：：30303030    国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション：：：：提唱提唱提唱提唱からからからから現現現現在在在在までまでまでまで及及及及びびびび将将将将来来来来のののの                                            展展展展望望望望                                                            国連大学国連大学国連大学国連大学ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦプロジェクトアプロジェクトアプロジェクトアプロジェクトアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーー                                                                                                                                    坂坂坂坂本本本本    憲憲憲憲一一一一氏氏氏氏                            5.135.135.135.13：：：：10101010    休憩休憩休憩休憩                            6.136.136.136.13：：：：15151515    持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会形成社会形成社会形成社会形成をめをめをめをめざざざざしてしてしてして－－－－各各各各機機機機関関関関からのからのからのからの発表発表発表発表                                                    環境環境環境環境省省省省総合総合総合総合政政政政策策策策局局局局環境計画課計画環境計画課計画環境計画課計画環境計画課計画官官官官                佐佐佐佐野野野野    郁郁郁郁夫氏夫氏夫氏夫氏                                                    愛知愛知愛知愛知県環境県環境県環境県環境部廃棄物部廃棄物部廃棄物部廃棄物対策対策対策対策監監監監                                近藤近藤近藤近藤    徳雄氏徳雄氏徳雄氏徳雄氏                                                    三重三重三重三重県環境県環境県環境県環境部部部部循環循環循環循環システムシステムシステムシステム推進推進推進推進チチチチームームームーム主主主主幹幹幹幹    橋橋橋橋本本本本    修修修修一一一一氏氏氏氏                                                    ＮＮＮＮＴＴＴＴＴＴＴＴ環境環境環境環境エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー研究研究研究研究所所所所                                                        エエエエココココ・・・・ココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトママママネージャーネージャーネージャーネージャー    岸岸岸岸本本本本    亨亨亨亨氏氏氏氏                                                （（（（財財財財））））北九州活北九州活北九州活北九州活性性性性化協議会化協議会化協議会化協議会もったいないもったいないもったいないもったいない総研総研総研総研                                                                総合総合総合総合プロデプロデプロデプロデュュュューサーーサーーサーーサー                                        野野野野田田田田    一明一明一明一明氏氏氏氏                                                司司司司会会会会    北九州市環境北九州市環境北九州市環境北九州市環境局局局局環境産業環境産業環境産業環境産業政政政政策策策策室主査室主査室主査室主査        作花作花作花作花    哲朗哲朗哲朗哲朗氏氏氏氏                            7.147.147.147.14：：：：30303030    休憩休憩休憩休憩                            8.148.148.148.14：：：：35353535    持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会形成社会形成社会形成社会形成をめをめをめをめざざざざしてしてしてして－－－－意見意見意見意見交交交交換換換換                                                    －－－－循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へのへのへのへの挑挑挑挑戦戦戦戦－－－－                                                司司司司会会会会    国連大学国連大学国連大学国連大学ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト                    坂坂坂坂本本本本    憲憲憲憲一一一一氏氏氏氏                            9.159.159.159.15：：：：30303030    閉閉閉閉会会会会            司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））        国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム第第第第３３３３回回回回ワークショップをワークショップをワークショップをワークショップを、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市ののののごごごご協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだいていていていて１４１４１４１４日日日日・・・・１５１５１５１５日日日日とととと北九州市北九州市北九州市北九州市でででで開催開催開催開催させていたさせていたさせていたさせていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。皆皆皆皆様様様様にはにはにはには、、、、ごごごご多多多多忙忙忙忙のとのとのとのとこここころろろろ、、、、かかかかつつつつ遠遠遠遠方方方方からもからもからもからもごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきききき国連大学国連大学国連大学国連大学としてとしてとしてとして大大大大変感謝申変感謝申変感謝申変感謝申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    昨昨昨昨日日日日はははは、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市エエエエココココタタタタウウウウンをンをンをンを見学見学見学見学させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたがきましたがきましたがきましたが、、、、本本本本日日日日はははは全全全全体体体体のののの計画計画計画計画をををを策定策定策定策定・・・・推進推進推進推進されておられますされておられますされておられますされておられます北九州市環境産業北九州市環境産業北九州市環境産業北九州市環境産業室室室室垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長からまずからまずからまずからまず講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いまいまいまいま
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すすすす。。。。    よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長        今日今日今日今日ののののメメメメンンンンババババーのーのーのーの方方方方はははは、、、、各自治体各自治体各自治体各自治体やややや産業界産業界産業界産業界、、、、市民団体市民団体市民団体市民団体をををを含含含含めめめめ、、、、具具具具体的体的体的体的なななな取取取取りりりり組組組組みをされみをされみをされみをされているているているている方方方方ばばばばかりかりかりかりだだだだとととと思思思思うううう。。。。基本的基本的基本的基本的なななな話話話話よりもよりもよりもよりも、、、、北九州北九州北九州北九州のののの事例事例事例事例ををををごごごご紹介紹介紹介紹介しししし質質質質疑疑疑疑応応応応答答答答をしっかをしっかをしっかをしっかりりりりややややったったったった方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと思思思思っているっているっているっている。。。。小小小小一一一一時時時時間間間間ほほほほどどどど画画画画面面面面でででで北九州北九州北九州北九州エエエエココココタタタタウウウウンにンにンにンにつつつついていていていて、、、、そそそそのののの背背背背景景景景やややや課題課題課題課題、、、、周周周周辺辺辺辺のののの話題話題話題話題もももも含含含含めてめてめてめてざざざざっとっとっとっと説説説説明明明明していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。        まずまずまずまず、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市のののの歴歴歴歴史史史史にににに少少少少しししし触触触触れれれれ、、、、エエエエココココタタタタウウウウンをンをンをンを始始始始めるまでめるまでめるまでめるまで、、、、実実実実証証証証研究研究研究研究エリアエリアエリアエリア、、、、総合環総合環総合環総合環境境境境ココココンンンンビビビビナートナートナートナート等等等等のののの中中中中身身身身をもうをもうをもうをもう少少少少しししし詳詳詳詳しくしくしくしく説説説説明明明明したいしたいしたいしたい。。。。またまたまたまたＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢ処理事処理事処理事処理事業業業業がありがありがありがあり、、、、広広広広域域域域的的的的にににに処理処理処理処理するするするする第第第第１１１１号号号号施設施設施設施設がががが北九州北九州北九州北九州にににに立地立地立地立地することがすることがすることがすることが決決決決定定定定しているがしているがしているがしているが、、、、私私私私がががが担当担当担当担当しているのしているのしているのしているのでででで概概概概要要要要をををを少少少少しししし話話話話したいしたいしたいしたい。。。。次次次次いでいでいでいで事事事事業業業業ををををややややっていっていっていっていろろろろいいいいろろろろ考考考考ええええることることることること、、、、感感感感じじじじることることることること、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは今今今今までのまでのまでのまでの整理整理整理整理をををを少少少少ししてみたいししてみたいししてみたいししてみたい。。。。最後最後最後最後にににに、、、、どどどどんんんんなななな課題課題課題課題があるかがあるかがあるかがあるか、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが考考考考ええええていることていることていることていることをおをおをおをお話話話話ししたいししたいししたいししたい。。。。        エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業はははは、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市のののの西西西西部部部部、、、、関関関関門海門海門海門海峡峡峡峡、、、、山山山山口口口口県県県県にににに面面面面するするするする若若若若松区松区松区松区のののの響響響響灘灘灘灘地地地地区区区区でででで行行行行っているっているっているっている。。。。        北九州市北九州市北九州市北九州市ではではではでは、、、、八幡八幡八幡八幡製製製製鐵鐵鐵鐵所所所所がががが1901190119011901年年年年にににに官官官官営営営営でスタートしたでスタートしたでスタートしたでスタートした。。。。またまたまたまた門司門司門司門司港港港港にににに門司門司門司門司鉄鉄鉄鉄道管理道管理道管理道管理局局局局というというというという九州九州九州九州のののの鉄鉄鉄鉄道道道道のののの拠拠拠拠点点点点があったがあったがあったがあった。。。。まさにまさにまさにまさに北九州市北九州市北九州市北九州市はははは官官官官のプロジェクトがのプロジェクトがのプロジェクトがのプロジェクトが来来来来るるるる町町町町であるであるであるである。。。。        高高高高度成度成度成度成長長長長時時時時のののの公害公害公害公害のののの時代時代時代時代はこはこはこはこんんんんなななな風風風風景景景景であったがであったがであったがであったが、、、、これをこれをこれをこれを克服克服克服克服しししし、、、、現現現現在在在在のののの海海海海、、、、空空空空はこはこはこはこんんんんなななな状況状況状況状況であるであるであるである。。。。        公害公害公害公害反反反反対対対対運運運運動動動動のきっかけとしてはのきっかけとしてはのきっかけとしてはのきっかけとしては、、、、女女女女性性性性のののの市民市民市民市民運運運運動動動動であるであるであるである。。。。企業企業企業企業のののの従従従従業業業業員員員員のののの奥奥奥奥ささささんんんん等等等等ももももかなりおられたようであるかなりおられたようであるかなりおられたようであるかなりおられたようである。。。。男男男男性性性性はははは会社会社会社会社にににに対対対対してしてしてして苦情苦情苦情苦情をををを言言言言ええええないがないがないがないが、、、、女女女女性性性性はうちのはうちのはうちのはうちの子子子子供供供供ががががぜぜぜぜんそんそんそんそくくくくだだだだとかとかとかとか、、、、洗濯洗濯洗濯洗濯物物物物がががが汚汚汚汚れるれるれるれる等等等等のののの話話話話でででで詰詰詰詰めめめめ寄寄寄寄ったったったった。。。。詰詰詰詰めめめめ寄寄寄寄られているられているられているられている人人人人はははは当当当当時時時時のののの八幡八幡八幡八幡製製製製鐵鐵鐵鐵所所所所長長長長、、、、最後最後最後最後はははは新日新日新日新日鐵鐵鐵鐵のののの副副副副社社社社長長長長だだだだったったったった水水水水野野野野氏氏氏氏であるであるであるである。。。。実実実実はこのはこのはこのはこの方方方方がががが北九州北九州北九州北九州のののの国際協力国際協力国際協力国際協力のののの創創創創設設設設者者者者でありでありでありであり、、、、現現現現在在在在のののの北九州国際技術協力協会北九州国際技術協力協会北九州国際技術協力協会北九州国際技術協力協会のののの理事長理事長理事長理事長であるであるであるである。。。。        このこのこのこの辺辺辺辺からからからから少少少少しししし北九州北九州北九州北九州のののの特特特特徴徴徴徴がががが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。環境環境環境環境面面面面でででで非常非常非常非常にににに苦労苦労苦労苦労したことをしたことをしたことをしたことを生生生生かしてかしてかしてかして地域地域地域地域づくりができないかとづくりができないかとづくりができないかとづくりができないかと考考考考ええええたたたた結果結果結果結果、、、、始始始始めたのがめたのがめたのがめたのが国際協力国際協力国際協力国際協力でありでありでありであり、、、、研研研研修修修修生生生生をををを受受受受けけけけ入入入入れたりれたりれたりれたり、、、、途上途上途上途上国国国国のののの企業企業企業企業にににに行行行行ってってってって指指指指導導導導したしたしたした。。。。国国国国とととと国国国国ではではではでは地地地地方方方方のののの実実実実情情情情がががが判判判判らずにらずにらずにらずに、、、、話話話話がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか進進進進まなまなまなまないのでいのでいのでいので、、、、特特特特にににに中中中中国国国国やややや東東東東南南南南アジアのアジアのアジアのアジアの似似似似たようなたようなたようなたような都都都都市市市市とととと北九州市北九州市北九州市北九州市のののの間間間間でネットワークをでネットワークをでネットワークをでネットワークを図図図図りりりり、、、、環境環境環境環境面面面面でででで国際協力国際協力国際協力国際協力しているしているしているしている。。。。        つつつついいいい先先先先日日日日、、、、ヨハヨハヨハヨハネスブルグサミットネスブルグサミットネスブルグサミットネスブルグサミットにににに市市市市長長長長がががが政政政政府府府府顧顧顧顧問問問問団団団団としてとしてとしてとして行行行行ったったったった。。。。７７７７～～～～８８８８人人人人のののの政政政政府府府府顧顧顧顧問問問問団団団団のうちのうちのうちのうち、、、、北九州北九州北九州北九州からからからから２２２２人行人行人行人行ったがったがったがったが、、、、１１１１人人人人はははは市市市市長長長長、、、、１１１１人人人人はアジアはアジアはアジアはアジア女女女女性交性交性交性交流流流流・・・・研究研究研究研究フォフォフォフォーラムというーラムというーラムというーラムというＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯのののの研究研究研究研究員員員員であったであったであったであった。。。。自治体自治体自治体自治体としていとしていとしていとしていろろろろいいいいろろろろ苦労苦労苦労苦労してきたしてきたしてきたしてきた経経経経験験験験をををを伝伝伝伝ええええよよよようとうとうとうと参加参加参加参加しししし、、、、ヨハヨハヨハヨハネスブルグにもネスブルグにもネスブルグにもネスブルグにも行行行行ってきたってきたってきたってきた。。。。        足足足足早早早早におにおにおにお話話話話ししたがししたがししたがししたが、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市はははは経済成経済成経済成経済成長長長長をををを支支支支ええええ、、、、日日日日本本本本のののの経済経済経済経済をををを支支支支ええええ、、、、公害公害公害公害がががが出出出出てきててきててきててきてそそそそれをれをれをれを克服克服克服克服してしてしてして国際協力国際協力国際協力国際協力ををををややややってきたというってきたというってきたというってきたという経経経経緯緯緯緯があるがあるがあるがある。。。。エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業はははは５５５５～～～～６６６６年年年年前前前前にににに開始開始開始開始したがしたがしたがしたが、、、、構想構想構想構想のののの検討検討検討検討ににににつつつついてはいてはいてはいては10101010年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい前前前前からからからから始始始始まったまったまったまった。。。。各自治体各自治体各自治体各自治体によっていによっていによっていによっていろろろろいいいいろろろろなななな考考考考ええええがあるとがあるとがあるとがあると思思思思ううううがががが、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは初初初初めからめからめからめから環境環境環境環境保保保保全全全全とととと産業産業産業産業振興振興振興振興のののの両両両両方方方方だだだだとととと言言言言っているっているっているっている。。。。        少少少少しししし裏裏裏裏話話話話をするとをするとをするとをすると、、、、最最最最初初初初にににに本本本本事事事事業業業業をををを行行行行うううう際際際際にににに市市市市役役役役所所所所でどこのでどこのでどこのでどこの部部部部署署署署がががが担当担当担当担当するかというするかというするかというするかという話話話話になったになったになったになった。。。。初初初初めはめはめはめは経済経済経済経済局局局局にににに担当担当担当担当をををを置置置置いていたいていたいていたいていた。。。。通通通通産関係産関係産関係産関係のののの窓窓窓窓口口口口であるであるであるである。。。。そそそそこにこにこにこに半半半半年年年年間間間間置置置置いいいいたがたがたがたが、、、、あまりうまくいかなかったあまりうまくいかなかったあまりうまくいかなかったあまりうまくいかなかった。。。。ななななぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、役役役役所所所所のののの体体体体質質質質としてとしてとしてとして商商商商工工工工部部部部ではではではでは産業産業産業産業振振振振興興興興はできるがはできるがはできるがはできるが、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物関係関係関係関係のののの事事事事業業業業はははは許許許許可可可可、、、、規規規規制制制制、、、、届届届届出出出出、、、、既得権既得権既得権既得権・・・・既存既存既存既存業業業業者者者者とのとのとのとの調調調調整整整整、、、、施設施設施設施設がががが動動動動きききき始始始始めたらめたらめたらめたら水水水水、、、、大大大大気気気気、、、、ごごごごみみみみ等等等等全部全部全部全部監監監監視視視視はとてもできないのがはとてもできないのがはとてもできないのがはとてもできないのが現実現実現実現実であるであるであるである。。。。半半半半年年年年たってたってたってたって環境環境環境環境局局局局にににに動動動動かしてかしてかしてかしてそそそそこからはこからはこからはこからは私私私私ががががややややっているっているっているっている。。。。    
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    とはとはとはとはいいながらいいながらいいながらいいながら、、、、従来従来従来従来のののの環境行環境行環境行環境行政政政政だだだだとととと規規規規制制制制のみでのみでのみでのみで、、、、産業産業産業産業振興振興振興振興のののの観点観点観点観点がなくがなくがなくがなく産業産業産業産業としてとしてとしてとして育育育育たないというジたないというジたないというジたないというジレレレレンンンンママママがあるがあるがあるがある。。。。商商商商工工工工行行行行政政政政とととと環境環境環境環境保保保保全全全全行行行行政政政政をうまくをうまくをうまくをうまくババババランスをランスをランスをランスを取取取取ってってってってややややらならならならないとうまくいかないのがいとうまくいかないのがいとうまくいかないのがいとうまくいかないのが実実実実感感感感であるであるであるである。。。。私私私私はははは環境産業環境産業環境産業環境産業政政政政策策策策室長室長室長室長でででで環境環境環境環境局局局局ににににポポポポストをストをストをストを持持持持っていっていっていっているがるがるがるが、、、、商商商商工工工工部門部門部門部門にもにもにもにも兼兼兼兼務務務務でででで参事参事参事参事のののの名名名名前前前前もももも持持持持っているっているっているっている。。。。両両両両方方方方のののの視点視点視点視点でででで施策施策施策施策をををを進進進進めることがでめることがでめることがでめることができるきるきるきる。。。。そそそそこがこがこがこが非常非常非常非常にににに大大大大事事事事ななななポポポポイントイントイントイントだだだだとととと思思思思うううう。。。。        構想構想構想構想のののの検討検討検討検討からからからから約約約約10101010年年年年とととと言言言言ったがったがったがったが、、、、響響響響灘灘灘灘はははは何何何何とととと広広広広大大大大なななな何何何何にもないとこにもないとこにもないとこにもないところだろだろだろだとととと思思思思ったったったった方方方方ももももいらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるとるとるとると思思思思うううう。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろなななな経経経経緯緯緯緯でできてきたでできてきたでできてきたでできてきた広広広広いいいい土土土土地地地地をどうするのかといをどうするのかといをどうするのかといをどうするのかということがうことがうことがうことが一一一一つつつつのきっかけであるのきっかけであるのきっかけであるのきっかけである。。。。当当当当初初初初、、、、港湾港湾港湾港湾計画計画計画計画、、、、都都都都市計画市計画市計画市計画、、、、土土土土地利用関係地利用関係地利用関係地利用関係をどうするかというをどうするかというをどうするかというをどうするかという話話話話からからからから始始始始まりまりまりまり、、、、平平平平成成成成４４４４年年年年のリオのサミットのあたりからのリオのサミットのあたりからのリオのサミットのあたりからのリオのサミットのあたりから環境行環境行環境行環境行政政政政、、、、特特特特にににに廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物行行行行政政政政からからからから考考考考ええええてみることになったてみることになったてみることになったてみることになった。。。。        このこのこのこの検討検討検討検討をををを進進進進めるめるめるめる中中中中でででで、、、、ココココンセプトをまとめンセプトをまとめンセプトをまとめンセプトをまとめ土土土土地利用地利用地利用地利用やややや事事事事業業業業内容内容内容内容をををを考考考考ええええ始始始始めたのがめたのがめたのがめたのが平平平平成成成成９９９９年年年年でででで、、、、そそそそのこのこのこのころろろろちちちちょょょょうどうどうどうど通通通通産産産産省省省省がエがエがエがエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業をををを創創創創設設設設したしたしたした。。。。このためこのためこのためこのため、、、、北九州北九州北九州北九州エエエエココココタタタタウウウウンプランとしてンプランとしてンプランとしてンプランとして申申申申請請請請しししし、、、、承承承承認認認認をををを受受受受けけけけ、、、、事事事事業業業業をををを開始開始開始開始したしたしたした。。。。        これまでこれまでこれまでこれまで事事事事業業業業をををを進進進進めてきてめてきてめてきてめてきて、、、、当当当当初初初初のののの計画計画計画計画はははは概概概概ねねねね達達達達成成成成したのでしたのでしたのでしたので、、、、平平平平成成成成14141414年年年年、、、、今今今今年年年年のののの夏夏夏夏にににに第第第第２２２２期期期期計画計画計画計画をををを策定策定策定策定したしたしたした。。。。よくでよくでよくでよくできたこともあるしきたこともあるしきたこともあるしきたこともあるし、、、、最最最最初初初初のののの思思思思いとちいとちいとちいとちょょょょっとっとっとっと違違違違っていたっていたっていたっていた部部部部分分分分ももももあったあったあったあった。。。。エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業をををを開始開始開始開始してしてしてして、、、、初初初初めはリサイクルめはリサイクルめはリサイクルめはリサイクル工工工工場場場場ができてすができてすができてすができてすごごごごいですねいですねいですねいですね、、、、来来来来るるるるたびにたびにたびにたびにふえふえふえふえますねとますねとますねとますねと来来来来たたたた方方方方にににに言言言言われわれわれわれ、、、、満足満足満足満足していたしていたしていたしていた部部部部分分分分もあったがもあったがもあったがもあったが、、、、３３３３ＲＲＲＲやややや循環基本法循環基本法循環基本法循環基本法がががができたできたできたできた90909090年年年年代代代代終終終終わりからわりからわりからわりから2000200020002000年年年年になってくるとになってくるとになってくるとになってくると、、、、そそそそれれれれだだだだけではけではけではけでは違違違違うのではないかとうのではないかとうのではないかとうのではないかと思思思思いいいい始始始始めためためためた。。。。動動動動脈脈脈脈産業産業産業産業のグリーンのグリーンのグリーンのグリーン化化化化のののの話話話話もももも我我我我々々々々はははは当当当当時時時時気気気気ががががつつつついていなかったいていなかったいていなかったいていなかった。。。。ごごごごみがみがみがみが出出出出てくるてくるてくるてくる、、、、リサイクルしなけれリサイクルしなけれリサイクルしなけれリサイクルしなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。そそそそれがれがれがれが産業産業産業産業にできれにできれにできれにできればばばばというというというという簡簡簡簡単単単単なななな思思思思いでいでいでいで始始始始めたがめたがめたがめたが、、、、そそそそれれれれだだだだけではけではけではけでは足足足足りないとりないとりないとりないと言言言言うことにうことにうことにうことに気気気気付付付付きききき、、、、第第第第２２２２期期期期計画計画計画計画ににににそそそそのののの内容内容内容内容をををを反映反映反映反映したしたしたした。。。。        このようなこのようなこのようなこのような本市本市本市本市のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつついてはいてはいてはいては、、、、環境環境環境環境省省省省がががが今日配今日配今日配今日配っておられたっておられたっておられたっておられた「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づくりのためのづくりのためのづくりのためのづくりのためのハハハハンンンンドドドドブックブックブックブック」」」」のののの中中中中でまとめていたでまとめていたでまとめていたでまとめていただだだだいているいているいているいている。。。。北九州市北九州市北九州市北九州市はははは官官官官営営営営八幡八幡八幡八幡製製製製鐵鐵鐵鐵所所所所創創創創業業業業以来以来以来以来、、、、公害公害公害公害がありがありがありがあり、、、、婦婦婦婦人会人会人会人会のののの運運運運動動動動がありがありがありがあり、、、、市市市市やややや企業企業企業企業のののの取取取取りりりり組組組組みがありみがありみがありみがあり、、、、国際協力国際協力国際協力国際協力とととといういういういう流流流流れであるれであるれであるれである。。。。        北九州北九州北九州北九州エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業をををを開始開始開始開始するにあたりするにあたりするにあたりするにあたり、、、、３３３３つつつつのののの柱柱柱柱をををを立立立立てててててててて進進進進めてきためてきためてきためてきた。。。。１１１１つつつつめはめはめはめは、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事事事事業業業業がががが最最最最終終終終的的的的にににに産業産業産業産業としてとしてとしてとして自立自立自立自立すれすれすれすればばばばいいなといいなといいなといいなと考考考考ええええたたたた「「「「事事事事業化業化業化業化」」」」であるであるであるである。。。。２２２２つつつつめはめはめはめは、、、、研究開発研究開発研究開発研究開発、、、、特特特特ににににごごごごみにみにみにみに関関関関するするするする研究開発研究開発研究開発研究開発をきちをきちをきちをきちんんんんととととややややるるるる「「「「技術技術技術技術・・・・実実実実証証証証研究研究研究研究」。」。」。」。このこのこのこの２２２２つつつつがががが狭狭狭狭いいいい意意意意味味味味でのエでのエでのエでのエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業。。。。３３３３つつつつめはめはめはめは、、、、昨昨昨昨年度年度年度年度オープンしたオープンしたオープンしたオープンした学術研究学術研究学術研究学術研究都都都都市市市市。。。。早早早早稲稲稲稲田田田田のののの研究研究研究研究所所所所、、、、九州九州九州九州工工工工業大学業大学業大学業大学のののの大学大学大学大学院院院院、、、、地地地地元元元元のののの市立大学等市立大学等市立大学等市立大学等がありがありがありがあり、、、、特特特特にににに国際環境国際環境国際環境国際環境工工工工学科学科学科学科をををを新新新新設設設設しししし、、、、知知知知的基的基的基的基盤盤盤盤をきっちりをきっちりをきっちりをきっちり持持持持つつつつ。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物分野分野分野分野にとらわれずにとらわれずにとらわれずにとらわれず、、、、環境環境環境環境全般全般全般全般、、、、ものづくりのものづくりのものづくりのものづくりの上上上上流流流流部部部部分分分分にににに寄与寄与寄与寄与するするするする研究研究研究研究をををを進進進進めているめているめているめている。。。。        学研学研学研学研都都都都市市市市はははは、、、、市立大学市立大学市立大学市立大学のののの工工工工学学学学部部部部、、、、早早早早稲稲稲稲田田田田のののの大学大学大学大学院院院院、、、、九九九九工工工工大大大大のののの大学大学大学大学院院院院、、、、早早早早稲稲稲稲田田田田のののの研究研究研究研究センセンセンセンターターターター、、、、大学大学大学大学院院院院はははは来来来来年度年度年度年度できるできるできるできる。。。。国立国立国立国立、、、、私私私私立立立立、、、、市立市立市立市立がががが同同同同一一一一キキキキャンパスでャンパスでャンパスでャンパスで施設施設施設施設のののの共同共同共同共同利用利用利用利用をしをしをしをしているているているている。。。。産学連産学連産学連産学連携携携携のののの拠拠拠拠点点点点、、、、事事事事業業業業をををを生生生生みみみみ出出出出すことがすことがすことがすことが大基本大基本大基本大基本ココココンセプトでありンセプトでありンセプトでありンセプトであり、、、、産学連産学連産学連産学連携携携携センセンセンセンターをターをターをターを真真真真んんんん中中中中にににに置置置置くくくく構成構成構成構成になっているになっているになっているになっている。。。。知知知知的基的基的基的基盤盤盤盤をめをめをめをめざざざざすというのがすというのがすというのがすというのが学研学研学研学研都都都都市市市市ののののココココンセプンセプンセプンセプトであるトであるトであるトである。。。。        学術研究学術研究学術研究学術研究都都都都市市市市はははは、、、、市市市市ではではではでは産業学術産業学術産業学術産業学術振興局振興局振興局振興局がががが担当担当担当担当しているしているしているしている。。。。実実実実証証証証研究研究研究研究ととととココココンンンンビビビビナートのナートのナートのナートの事事事事業業業業をををを私私私私どもどもどもども環境環境環境環境局局局局でででで担当担当担当担当しているしているしているしている。。。。実実実実証証証証研究研究研究研究エリアはエリアはエリアはエリアは、、、、中中中中はははは雑雑雑雑然然然然としているがとしているがとしているがとしているが、、、、市市市市ががががつつつつくくくくったエったエったエったエココココタタタタウウウウンセンターがありンセンターがありンセンターがありンセンターがあり、、、、あとはあとはあとはあとはごごごごみにみにみにみに関関関関するするするする焼却灰焼却灰焼却灰焼却灰再再再再利用利用利用利用、、、、処処処処分分分分場場場場のののの管理管理管理管理、、、、生生生生ごごごごみみみみやコやコやコやコンクリートンクリートンクリートンクリート等等等等のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル研究研究研究研究がががが行行行行われているわれているわれているわれている。。。。ここでここでここでここで研究開発研究開発研究開発研究開発をしてをしてをしてをして、、、、次次次次ののののココココンンンンビビビビナートでのナートでのナートでのナートでの事事事事業化業化業化業化をををを理理理理想想想想としているがとしているがとしているがとしているが、、、、ここでここでここでここで研究開発研究開発研究開発研究開発してしてしてしてココココンンンンビビビビナートにナートにナートにナートに行行行行ったものったものったものったものはははは今今今今ないないないない。。。。１１１１つつつつ、、、、おからおからおからおからだだだだけはここでけはここでけはここでけはここで研究開発研究開発研究開発研究開発しししし、、、、隣隣隣隣接地接地接地接地でででで事事事事業業業業をををを行行行行っているっているっているっている。。。。ゼネゼネゼネゼネココココンンンンやややや地地地地元元元元企業企業企業企業ががががややややってってってって成成成成果果果果があってがあってがあってがあって実用化実用化実用化実用化されたものがされたものがされたものがされたものが４４４４つつつつぐぐぐぐらいあるらいあるらいあるらいある。。。。ビビビビルのルのルのルの中中中中でのでのでのでの研究研究研究研究
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とはとはとはとは違違違違いいいい、、、、大大大大きなスきなスきなスきなスケケケケールでールでールでールで実用化実用化実用化実用化にににに近近近近いいいい実実実実験験験験をするインをするインをするインをするインキキキキュュュュベベベベーションのエリアーションのエリアーションのエリアーションのエリアだだだだとととと考考考考ええええているているているている。。。。        東京東京東京東京やややや大大大大阪阪阪阪のののの研究研究研究研究者者者者がながながながなぜぜぜぜ九州九州九州九州までまでまでまで来来来来るのかとよくるのかとよくるのかとよくるのかとよく言言言言われるがわれるがわれるがわれるが、、、、ごごごごみをみをみをみを扱扱扱扱ってもってもってもっても堂堂堂堂々々々々とととと認知認知認知認知されるされるされるされる場場場場所所所所がないがないがないがない。。。。大大大大阪阪阪阪のののの能能能能勢勢勢勢町町町町のダイオのダイオのダイオのダイオキキキキシンシンシンシン問問問問題題題題でででで、、、、あるあるあるある企業企業企業企業がががが排排排排水水水水のののの分分分分解解解解実実実実験験験験をしようとするとをしようとするとをしようとするとをしようとすると大大大大阪阪阪阪ではではではでは許許許許可可可可してくれないのでしてくれないのでしてくれないのでしてくれないので、、、、福福福福岡岡岡岡大学大学大学大学とととと一一一一緒緒緒緒にこのにこのにこのにこの建建建建物物物物でででで行行行行ったったったった。。。。そそそそういうういうういうういう類類類類のものはたくさのものはたくさのものはたくさのものはたくさんんんんあるがあるがあるがあるが、、、、最最最最初初初初からからからから堂堂堂堂々々々々とできたわけではなくとできたわけではなくとできたわけではなくとできたわけではなく、、、、住住住住民民民民のののの反反反反対対対対ももももたくさたくさたくさたくさんんんん受受受受けたけたけたけた。。。。電電電電話話話話がかかってきてがかかってきてがかかってきてがかかってきて役役役役所所所所のののの自動自動自動自動車車車車ででででそそそそのののの人人人人のののの家家家家までいってまでいってまでいってまでいって連連連連れていってれていってれていってれていって見見見見せたこともあるがせたこともあるがせたこともあるがせたこともあるが、、、、福福福福岡岡岡岡大学大学大学大学のののの存在存在存在存在はははは大大大大きくきくきくきく、、、、安安安安心感心感心感心感、、、、信信信信頼頼頼頼感感感感がありがありがありがあり、、、、オープンにするオープンにするオープンにするオープンにすることによりことによりことによりことにより住住住住民民民民のののの理理理理解解解解をををを得得得得たたたた。。。。研究研究研究研究エリアにエリアにエリアにエリアにつつつついていていていて、、、、当当当当初初初初はははは不不不不安安安安のののの声声声声があったががあったががあったががあったが、、、、現現現現在在在在ははははないないないない。。。。そそそそれによりれによりれによりれにより焼却灰焼却灰焼却灰焼却灰ややややダイオダイオダイオダイオキキキキシンシンシンシン等等等等もももも理理理理解解解解されているされているされているされている。。。。        処処処処分分分分場場場場ややややリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、汚汚汚汚染物染物染物染物等等等等のののの研究施設研究施設研究施設研究施設がががが20202020ほほほほどあるどあるどあるどある。。。。        福福福福岡岡岡岡大学大学大学大学のののの研究研究研究研究所所所所にはにはにはには最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場ののののモモモモデルがありデルがありデルがありデルがあり、、、、このこのこのこの中中中中にににに実際実際実際実際にににに焼却灰焼却灰焼却灰焼却灰やややや粗粗粗粗大大大大ごごごごみをみをみをみを入入入入れれれれ、、、、雨雨雨雨がががが降降降降ってってってって浸浸浸浸出出出出水水水水がががが流流流流れてれてれてれてくるとくるとくるとくると、、、、生物処理生物処理生物処理生物処理やややや化学化学化学化学処理処理処理処理等等等等でででで処理処理処理処理をするをするをするをする。。。。私私私私もももも担当担当担当担当してしてしてして初初初初めてめてめてめて教教教教ええええてもらったがてもらったがてもらったがてもらったが、、、、全全全全国国国国にににに処処処処分分分分場場場場がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろあるがあるがあるがあるが、、、、処処処処分分分分場場場場のののの閉閉閉閉鎖鎖鎖鎖はなかなかはなかなかはなかなかはなかなかできないできないできないできない。。。。どこをどこをどこをどこを掘掘掘掘ってってってって検検検検査査査査するかするかするかするか、、、、次次次次のののの土土土土地利用地利用地利用地利用にもにもにもにも何何何何のののの基基基基準準準準もないもないもないもない。。。。50505050年年年年、、、、60606060年年年年たたたたつつつつとわからないのでとわからないのでとわからないのでとわからないので、、、、全全全全国国国国のののの処処処処分分分分場場場場ははははつつつつぶぶぶぶすことができないすことができないすことができないすことができない。。。。ななななぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、このこのこのこの中中中中のののの挙挙挙挙動動動動がががが全全全全然然然然つつつつかめていないがかめていないがかめていないがかめていないが、、、、そそそそれをれをれをれを学術的学術的学術的学術的にににに研究研究研究研究するするするする場場場場所所所所はここしかないはここしかないはここしかないはここしかない。。。。環境環境環境環境省省省省からからからから委委委委託託託託をををを受受受受けてけてけてけて焼却灰焼却灰焼却灰焼却灰にににに対対対対するするするする実実実実験験験験をををを３３３３年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい行行行行っているっているっているっている。。。。そそそそれをれをれをれを中心中心中心中心にににに資源循環資源循環資源循環資源循環、、、、環境環境環境環境制制制制御御御御というというというというキキキキーワーーワーーワーーワードドドドでいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな研究研究研究研究をををを行行行行っているっているっているっている。。。。        たとたとたとたとええええばばばば、、、、処処処処分分分分場場場場ににににつつつついてはいてはいてはいては水水水水処理処理処理処理にににに非常非常非常非常におにおにおにお金金金金がかかるのでがかかるのでがかかるのでがかかるので、、、、水量水量水量水量をををを少少少少しししし制制制制御御御御しようしようしようしようというというというという発想発想発想発想。。。。シートがシートがシートがシートが破破破破れるのなられるのなられるのなられるのなら、、、、鉄鉄鉄鉄板板板板はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。鉄鉄鉄鉄板板板板はははは塩塩塩塩分分分分でででで腐腐腐腐らないからないからないからないか等等等等をををを研究研究研究研究ししししているているているている。。。。        またまたまたまた焼却灰焼却灰焼却灰焼却灰をたをたをたをただだだだ処処処処分分分分するのではなくするのではなくするのではなくするのではなく、、、、再再再再利用利用利用利用できないかできないかできないかできないか、、、、エエエエココココセセセセメメメメントといってもントといってもントといってもントといっても、、、、公公公公共事共事共事共事業業業業がががが減減減減るとセるとセるとセるとセメメメメントをントをントをントを減減減減産産産産しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。セセセセメメメメントをントをントをントを減減減減産産産産したくてもしたくてもしたくてもしたくても、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの受受受受けけけけ入入入入れをれをれをれを決決決決めているからめているからめているからめているから減減減減産産産産しにくいしにくいしにくいしにくい。。。。セセセセメメメメントントントント化化化化がががが悪悪悪悪いわけではないがいわけではないがいわけではないがいわけではないが、、、、他他他他にもにもにもにも幾幾幾幾つつつつかのかのかのかの選選選選択択択択肢肢肢肢もももも必要必要必要必要だだだだ。。。。例例例例えばえばえばえば灰灰灰灰のののの周周周周りにりにりにりに付付付付いているいているいているいている重金属重金属重金属重金属類類類類ややややダイオダイオダイオダイオキキキキシンシンシンシン、、、、おおおお米米米米ににににたとたとたとたとええええるとるとるとると表表表表面面面面ににににつつつついているいているいているいている「「「「ぬぬぬぬかかかか」」」」をすりをすりをすりをすり落落落落とせとせとせとせばばばば十十十十分分分分使使使使ええええるというるというるというるという発想発想発想発想でででで、、、、すりもみすりもみすりもみすりもみしてしてしてして分分分分けるというけるというけるというけるという発想発想発想発想でゼネでゼネでゼネでゼネココココンがンがンがンが研究研究研究研究をををを行行行行いいいい、、、、実用化実用化実用化実用化されたものもあるされたものもあるされたものもあるされたものもある。。。。        生生生生ごごごごみといみといみといみといえばえばえばえば、、、、飼飼飼飼料料料料、、、、肥料肥料肥料肥料となるがとなるがとなるがとなるが、、、、日日日日本本本本全全全全国国国国でででで生生生生ごごごごみをみをみをみを肥料肥料肥料肥料にしたらどうなるかにしたらどうなるかにしたらどうなるかにしたらどうなるか。。。。ココココンンンンポポポポストにしてストにしてストにしてストにして自分自分自分自分のののの家家家家のののの庭庭庭庭にまくならいいがにまくならいいがにまくならいいがにまくならいいが、、、、工工工工業的業的業的業的ににににややややってってってって農農農農地地地地にににに全部入全部入全部入全部入れるのはれるのはれるのはれるのは大大大大変変変変であるとであるとであるとであると農農農農水水水水省省省省もももも言言言言っているっているっているっている。。。。学研学研学研学研都都都都市市市市のののの中中中中にあるにあるにあるにある九州九州九州九州工工工工業大学業大学業大学業大学にににに非常非常非常非常にににに熱熱熱熱心心心心なななな先先先先生生生生がおられがおられがおられがおられ、、、、生生生生ごごごごみをみをみをみを乳乳乳乳酸酸酸酸発発発発酵酵酵酵させさせさせさせ、、、、ポポポポリリリリ乳乳乳乳酸酸酸酸ををををつつつつくりくりくりくり、、、、生生生生分分分分解解解解性性性性プラスプラスプラスプラスチチチチックにするックにするックにするックにする。。。。トトトトウウウウモモモモロロロロココココシシシシやややや大大大大豆豆豆豆等等等等からからからからつつつつくらなくてもくらなくてもくらなくてもくらなくても、、、、処理処理処理処理費費費費をもらってをもらってをもらってをもらって生生生生ごごごごみからできるみからできるみからできるみからできる。。。。これもこれもこれもこれも最最最最初初初初にににに科学技術科学技術科学技術科学技術庁庁庁庁からからからから補助金補助金補助金補助金をいたをいたをいたをいただだだだきききき、、、、次次次次にににに農林農林農林農林水水水水産産産産省省省省からいたからいたからいたからいただだだだきききき、、、、窓窓窓窓口口口口としてはとしてはとしてはとしては学研学研学研学研都都都都市市市市のののの中中中中にあるにあるにあるにある財財財財団団団団がががが管理管理管理管理法人法人法人法人になっているになっているになっているになっている。。。。        ちなみにちなみにちなみにちなみに、、、、エエエエココココタタタタウウウウンはンはンはンは経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省からからからから始始始始まったがまったがまったがまったが、、、、もちもちもちもちろんろんろんろん環境環境環境環境省省省省にもにもにもにも相相相相談談談談するしするしするしするし、、、、補助金補助金補助金補助金をもらをもらをもらをもらええええるならるならるならるなら科学技術科学技術科学技術科学技術庁庁庁庁からももらうしからももらうしからももらうしからももらうし、、、、農林農林農林農林水水水水産産産産省省省省からももらうからももらうからももらうからももらう。。。。基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備はははは国国国国土土土土交通省交通省交通省交通省にににに相相相相談談談談するするするする。。。。ここはここはここはここは港湾港湾港湾港湾法法法法上上上上のののの臨港臨港臨港臨港地地地地区区区区でありでありでありであり、、、、国国国国土土土土交通省交通省交通省交通省にインフラにインフラにインフラにインフラ整備整備整備整備をををを応応応応援援援援してしてしてしてほほほほしいとしいとしいとしいと言言言言うとうとうとうと応応応応援援援援してくれるしてくれるしてくれるしてくれる。。。。地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体はははは国国国国をををを回回回回れれれればばばば応応応応援援援援ががががつつつつくというのがくというのがくというのがくというのが私私私私のののの５５５５年年年年間間間間のののの実実実実感感感感であるであるであるである。。。。食食食食品品品品関係関係関係関係はははは農農農農水水水水省省省省、、、、事事事事業業業業はははは科技科技科技科技庁庁庁庁、、、、ちなちなちなちなみにみにみにみに福福福福岡岡岡岡大学大学大学大学のののの最最最最初初初初のののの研究研究研究研究所所所所はははは文文文文部部部部科学科学科学科学省省省省であるであるであるである。。。。        おからのリサイクルおからのリサイクルおからのリサイクルおからのリサイクル事事事事業業業業はははは、、、、農農農農水水水水省省省省からからからから食食食食品品品品リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル絡絡絡絡みでいたみでいたみでいたみでいただだだだいたいたいたいた。。。。豆腐豆腐豆腐豆腐屋屋屋屋ささささんんんんからからからから出出出出てくるおからがてくるおからがてくるおからがてくるおからが産産産産廃廃廃廃としてとしてとしてとして捨捨捨捨てられているのはてられているのはてられているのはてられているのは情情情情けないというけないというけないというけないという発想発想発想発想からからからから始始始始まったまったまったまった。。。。        発発発発泡泡泡泡ススススチチチチロールのリサイクルはロールのリサイクルはロールのリサイクルはロールのリサイクルは、、、、リリリリモモモモネンネンネンネン方式方式方式方式をををを我我我我々々々々もももも検討検討検討検討したがしたがしたがしたが、、、、ココココストがストがストがストが合合合合わなかわなかわなかわなか
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ったったったった。。。。ではではではでは、、、、どうするかどうするかどうするかどうするか。。。。九州九州九州九州はインはインはインはインゴゴゴゴットットットット方式方式方式方式でででで中中中中国国国国にににに行行行行くがくがくがくが、、、、中中中中国国国国もももも需需需需要要要要がががが下下下下がりぎがりぎがりぎがりぎみであるみであるみであるみである。。。。ビビビビデオテープデオテープデオテープデオテープやカやカやカやカセットテープはセットテープはセットテープはセットテープは需需需需要要要要がががが減減減減っているっているっているっている。。。。熱熱熱熱をををを加加加加ええええるからるからるからるから素材素材素材素材がががが劣劣劣劣化化化化しているしているしているしている。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろ調調調調べたらべたらべたらべたら、、、、中中中中国国国国製製製製のトロのトロのトロのトロ箱箱箱箱でででで入入入入荷荷荷荷したしたしたした物物物物はははは、、、、みみみみんんんんなななな博博博博多多多多港港港港でででで日日日日本本本本製製製製のトロのトロのトロのトロ箱箱箱箱にににに詰詰詰詰めめめめ替替替替ええええていくのでていくのでていくのでていくので、、、、インインインインゴゴゴゴットットットット方式方式方式方式もももも続続続続かないかないかないかない。。。。        そそそそれでれでれでれで考考考考ええええたのがたのがたのがたのが、、、、複数複数複数複数ルートをルートをルートをルートを持持持持つつつつことであることであることであることである。。。。発発発発泡泡泡泡ススススチチチチロールもここではロールもここではロールもここではロールもここでは粉粉粉粉砕砕砕砕してしてしてして、、、、粒粒粒粒状状状状にしてにしてにしてにしてココココンクリートのンクリートのンクリートのンクリートの吸吸吸吸音音音音材材材材、、、、断断断断熱材熱材熱材熱材、、、、ＵＵＵＵ型型型型側側側側溝溝溝溝等等等等のののの骨骨骨骨材材材材にするにするにするにする。。。。ちなみにちなみにちなみにちなみに、、、、１１１１メメメメーーーートルトルトルトル程程程程度度度度ののののＵＵＵＵ型型型型側側側側溝溝溝溝はははは普普普普通通通通24242424キキキキロロロロぐぐぐぐらいあるのがらいあるのがらいあるのがらいあるのが、、、、これをこれをこれをこれを使使使使うとうとうとうと17171717キキキキロになるロになるロになるロになる。。。。出出出出口口口口はははは、、、、あるゼネあるゼネあるゼネあるゼネココココンがンがンがンが使使使使うということでうということでうということでうということで何何何何とかならないかとスタートしたがとかならないかとスタートしたがとかならないかとスタートしたがとかならないかとスタートしたが、、、、最最最最近近近近聞聞聞聞いてみるといてみるといてみるといてみると結結結結構構構構苦労苦労苦労苦労しているしているしているしている。。。。ななななぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、公公公公共事共事共事共事業業業業ががががぐぐぐぐっとっとっとっと落落落落ちてきてちてきてちてきてちてきて出出出出口口口口がががが非常非常非常非常ににににつつつつらいとらいとらいとらいといういういういう話話話話があるがあるがあるがある。。。。        リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工工工工場場場場はははは、、、、昨昨昨昨日日日日、Ｏ、Ｏ、Ｏ、ＯＡＡＡＡ機機機機器器器器とととと蛍蛍蛍蛍光光光光管管管管ををををごごごごららららんんんんになったとになったとになったとになったと思思思思うううう。。。。ペペペペットットットットボボボボトルかトルかトルかトルからららら始始始始まりまりまりまり、、、、自動自動自動自動車車車車、Ｏ、Ｏ、Ｏ、ＯＡＡＡＡ、、、、家家家家電電電電、、、、蛍蛍蛍蛍光光光光管管管管、、、、医療医療医療医療用用用用具具具具まではまではまではまでは大体大大体大大体大大体大きなきなきなきな会社会社会社会社ががががややややっているっているっているっている。。。。またまたまたまた、、、、自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルゾゾゾゾーンとしてーンとしてーンとしてーンとして中小中小中小中小企業企業企業企業のののの解解解解体体体体屋屋屋屋ささささんんんんをををを集集集集めたがめたがめたがめたが、、、、涙涙涙涙、、、、涙涙涙涙のののの物物物物語語語語ががががあるあるあるある。。。。北九州市北九州市北九州市北九州市内内内内にはにはにはには35353535社社社社ありありありあり、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる規規規規制制制制行行行行政政政政からからからから始始始始まったまったまったまった。。。。西西西西日日日日本本本本オートリサイクオートリサイクオートリサイクオートリサイクルというルというルというルという新日新日新日新日鐵鐵鐵鐵系系系系列列列列がががが行行行行うリサイクルうリサイクルうリサイクルうリサイクル事事事事業業業業がががが始始始始まるまるまるまる際際際際にににに、、、、地地地地元元元元のののの解解解解体業体業体業体業者者者者からからからから、「、「、「、「自分自分自分自分たたたたちはどうしてくれるのかちはどうしてくれるのかちはどうしてくれるのかちはどうしてくれるのか。。。。おまおまおまおまええええたちはたちはたちはたちは新日新日新日新日鐵鐵鐵鐵やややや三三三三井井井井にはにはにはには応応応応援援援援するのかするのかするのかするのか」」」」というというというという話話話話があっがあっがあっがあったたたた。。。。ここがここがここがここが環境行環境行環境行環境行政政政政のののの難難難難しいとこしいとこしいとこしいところろろろでででで既得権既得権既得権既得権があがあがあがあるるるる。。。。そそそそこでこでこでこで35353535社社社社のののの解解解解体業体業体業体業者者者者のののの皆皆皆皆ささささんんんんにににに市市市市役役役役所所所所にににに来来来来ていたていたていたていただだだだきききき、、、、もしもしもしもし意意意意思思思思があれがあれがあれがあればばばば土土土土地地地地をををを貸貸貸貸すのですのですのですので、、、、集集集集団団団団移転移転移転移転しませしませしませしませんんんんかかかか。。。。住住住住民民民民からからからから苦情苦情苦情苦情をををを言言言言われるようなわれるようなわれるようなわれるような事事事事業業業業ののののややややりりりり方方方方をををを変変変変ええええませませませませんんんんかとかとかとかと言言言言ったらったらったらったら、、、、最最最最初初初初10101010社社社社ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが賛賛賛賛成成成成ししししたがたがたがたが、、、、あるとこあるとこあるとこあるところろろろはははは、、、、ここにここにここにここに行行行行きたいがきたいがきたいがきたいが、、、、おおおお金金金金がないとがないとがないとがないと忘忘忘忘年会年会年会年会でででで泣泣泣泣きながらきながらきながらきながら断断断断念念念念したしたしたした。。。。最最最最終終終終的的的的にににに７７７７社社社社がここでがここでがここでがここで集集集集団化団化団化団化しているしているしているしている。。。。中小中小中小中小企業総合企業総合企業総合企業総合事事事事業団業団業団業団からからからから高高高高度化度化度化度化のののの融融融融資資資資をもらったをもらったをもらったをもらった。。。。環境環境環境環境事事事事業団業団業団業団からからからから建建建建設設設設譲渡譲渡譲渡譲渡ででででつつつつくらないかとくらないかとくらないかとくらないかと話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、環境環境環境環境事事事事業団業団業団業団ががががつつつつくるとくるとくるとくると高高高高いのでいのでいのでいのでややややめためためためた。。。。３３３３省省省省単単単単価価価価かかかか何何何何かかかか知知知知らないがらないがらないがらないが、、、、役役役役所単所単所単所単価価価価でででで建建建建てられるのでてられるのでてられるのでてられるので高高高高いいいい。。。。当当当当時時時時のののの工工工工事事事事単単単単価価価価でででで７７７７掛掛掛掛けかけかけかけか６６６６掛掛掛掛けでできたけでできたけでできたけでできた。。。。自分自分自分自分でででで発発発発注注注注するのでするのでするのでするので、、、、おおおお金金金金だだだだけけけけ貸貸貸貸してくれたしてくれたしてくれたしてくれた方方方方がいいというこがいいというこがいいというこがいいということになりとになりとになりとになり、、、、中小中小中小中小企業総合企業総合企業総合企業総合事事事事業団業団業団業団にににに乗乗乗乗りかりかりかりかええええたいきさたいきさたいきさたいきさつつつつがあるがあるがあるがある。。。。今今今今もももも結結結結構構構構苦労苦労苦労苦労しているがしているがしているがしているが、、、、自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法もできもできもできもでき、、、、ままままじじじじめにめにめにめにややややらないとらないとらないとらないと自動自動自動自動車車車車がががが集集集集められないとめられないとめられないとめられないと認認認認識識識識しているのしているのしているのしているのでででで非常非常非常非常にまにまにまにまじじじじめであるめであるめであるめである。。。。        次次次次にフロンテにフロンテにフロンテにフロンティィィィアアアアゾゾゾゾーンにーンにーンにーンに中小中小中小中小企業企業企業企業のののの個個個個別別別別のののの事事事事業業業業、、、、例例例例えばえばえばえば食食食食用用用用油油油油、、、、古古古古紙紙紙紙等等等等があるがあるがあるがある。。。。産産産産廃廃廃廃業業業業者者者者ががががＩＣＩＣＩＣＩＣ工工工工場場場場のアルのアルのアルのアルココココールのールのールのールの洗浄洗浄洗浄洗浄廃廃廃廃液液液液をををを燃燃燃燃ややややしていたがしていたがしていたがしていたが、、、、もったいないのでもったいないのでもったいないのでもったいないので回回回回収収収収してしてしてして事事事事業業業業をををを行行行行いたいということでいたいということでいたいということでいたいということで来来来来たたたた方方方方もいるもいるもいるもいる。。。。２２２２つつつつのののの中小中小中小中小企業企業企業企業のののの団地団地団地団地ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、市市市市がががが事事事事業用業用業用業用定定定定期期期期借借借借地地地地ということでということでということでということで土土土土地地地地をををを賃貸賃貸賃貸賃貸しているしているしているしている。。。。総合環境総合環境総合環境総合環境ココココンンンンビビビビナートはナートはナートはナートは主主主主にににに新日新日新日新日鐵鐵鐵鐵、、、、東東東東芝芝芝芝、、、、九九九九電電電電等等等等のののの大企業大企業大企業大企業がががが親親親親会社会社会社会社なのでなのでなのでなので、、、、自分自分自分自分でででで土土土土地地地地をををを買買買買ってもらうってもらうってもらうってもらう。。。。実実実実はもともとはもともとはもともとはもともと全部全部全部全部これはこれはこれはこれは新新新新日日日日鐵鐵鐵鐵のののの焼焼焼焼結結結結工工工工場場場場があったとこがあったとこがあったとこがあったところろろろでででで、、、、民民民民民民民民ででででややややってくってくってくってくだだだださいということでさいということでさいということでさいということで、、、、買買買買ったりったりったりったり借借借借りたりたりたりたりいりいりいりいろろろろいいいいろろろろしているしているしているしている。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル団地団地団地団地はははは市市市市がががが買買買買いいいい、、、、市市市市がががが貸貸貸貸すすすす。。。。地地地地元元元元のののの中小中小中小中小企業企業企業企業とととと大企業大企業大企業大企業ととととののののババババランスをとっているランスをとっているランスをとっているランスをとっている。。。。        またまたまたまた建建建建設設設設混混混混合合合合廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの中間選中間選中間選中間選別別別別施設施設施設施設があるがあるがあるがある。。。。今今今今朝朝朝朝ここのここのここのここの会社会社会社会社のののの社社社社長長長長がががが来来来来てててて、、、、最最最最近近近近物物物物がががが入入入入らずにらずにらずにらずに毎毎毎毎日日日日ラジオラジオラジオラジオ体体体体操操操操ををををややややっているっているっているっている。。。。ななななぜぜぜぜ入入入入らないかというとらないかというとらないかというとらないかというと、、、、建建建建設設設設リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ができができができができてもてもてもても緩緩緩緩いいいい。。。。50505050キキキキロロロロ以内以内以内以内にににに選選選選別別別別リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル施設施設施設施設がなけれがなけれがなけれがなければばばば処処処処分分分分場場場場でいいというのがでいいというのがでいいというのがでいいというのが抜抜抜抜けけけけ道道道道にににになるなるなるなる。。。。安安安安いとこいとこいとこいところろろろにににに流流流流れれれれ、、、、きちきちきちきちんんんんとリサイクルするのでとリサイクルするのでとリサイクルするのでとリサイクルするのでそそそそれなりにおれなりにおれなりにおれなりにお金金金金をををを下下下下さいとさいとさいとさいと言言言言ってってってってもももも来来来来ないとないとないとないと嘆嘆嘆嘆いていたいていたいていたいていた。。。。１１１１つつつつ１１１１つつつつのののの課題課題課題課題をををを言言言言ったらきりがないがったらきりがないがったらきりがないがったらきりがないが、、、、一一一一口口口口にリサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクル事事事事業業業業といってもなかなかといってもなかなかといってもなかなかといってもなかなか難難難難しいというのがしいというのがしいというのがしいというのが実実実実態態態態であるであるであるである。。。。        ペペペペットットットットボボボボトルはトルはトルはトルは、、、、容容容容リリリリ法法法法にににに基基基基づきづきづきづき量量量量がががが結結結結構構構構来来来来ているがているがているがているが、、、、全全全全国的国的国的国的にはにはにはにはケケケケミミミミカカカカルリサイクルルリサイクルルリサイクルルリサイクルをををを行行行行うううう事事事事業業業業者者者者もももも現現現現れてきておりれてきておりれてきておりれてきており、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか脅威脅威脅威脅威にににに感感感感じじじじているているているている。。。。        自動自動自動自動車車車車はははは、、、、日日日日本本本本でででで唯唯唯唯一一一一だだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、シシシシュュュュレレレレッダーダストをッダーダストをッダーダストをッダーダストを出出出出さないリサイクルさないリサイクルさないリサイクルさないリサイクル方方方方法法法法をとをとをとをと
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っているっているっているっている。。。。大大大大半半半半がリサイクルされるががリサイクルされるががリサイクルされるががリサイクルされるが、、、、配配配配線線線線のののの塩塩塩塩ビビビビ類類類類はははは埋埋埋埋めめめめ立立立立てているてているてているてている。。。。たたたただだだだ、、、、部品部品部品部品毎毎毎毎にににに分分分分解解解解していくとシしていくとシしていくとシしていくとシュュュュレレレレッダーにするッダーにするッダーにするッダーにする必要必要必要必要がないのでがないのでがないのでがないので、、、、シシシシュュュュレレレレッダーダストはッダーダストはッダーダストはッダーダストは出出出出ないないないない。。。。        家家家家電電電電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工工工工場場場場はははは、、、、家家家家電電電電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法にににに基基基基づいたものでづいたものでづいたものでづいたもので、、、、全全全全国国国国ではではではではＡＡＡＡ、、、、ＢＢＢＢのグルーのグルーのグルーのグループにプにプにプに分分分分かれているがかれているがかれているがかれているが、、、、全全全全国国国国でででで唯唯唯唯一一一一このこのこのこの工工工工場場場場だだだだけはけはけはけはＡＡＡＡ、、、、ＢＢＢＢ共通共通共通共通のののの拠拠拠拠点点点点になっているになっているになっているになっている。。。。家家家家電電電電リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法のののの１１１１年年年年前前前前にににに創創創創業業業業したのでしたのでしたのでしたので、、、、メメメメーーーーカカカカーーーー側側側側はははは出出出出資資資資するのにするのにするのにするのに躊躇躊躇躊躇躊躇したがしたがしたがしたが、、、、結果結果結果結果的的的的にはにはにはにはスタートできたスタートできたスタートできたスタートできた。。。。        複複複複合合合合中中中中核核核核とととと書書書書いてあるがいてあるがいてあるがいてあるが、、、、これはこれはこれはこれは新日新日新日新日鐵鐵鐵鐵中心中心中心中心にににに直直直直接接接接溶融炉溶融炉溶融炉溶融炉ができるができるができるができる予予予予定定定定であるであるであるである。。。。12121212月月月月のののの都都都都計計計計審審審審にかかりにかかりにかかりにかかり、、、、民民民民間事間事間事間事業業業業としてスタートするとしてスタートするとしてスタートするとしてスタートする。。。。エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業からからからから出出出出てくるいてくるいてくるいてくるいろろろろいいいいろろろろなななな残残残残渣渣渣渣をををを燃燃燃燃ややややしししし、、、、サーサーサーサーママママルリサイクルとしてルリサイクルとしてルリサイクルとしてルリサイクルとして発発発発電電電電するするするする。。。。ここでここでここでここで約約約約１１１１万万万万4000400040004000キキキキロワットロワットロワットロワット発発発発電電電電しししし、、、、これをこれをこれをこれを各各各各工工工工場場場場にににに供供供供給給給給するするするする。。。。各各各各工工工工場場場場がががが受受受受電電電電組合組合組合組合をををを今今今今つつつつくるくるくるくる準備準備準備準備をしているをしているをしているをしている。。。。後後後後でででで出出出出てくるてくるてくるてくるＰＰＰＰＣＣＣＣＢＢＢＢ処理処理処理処理施設施設施設施設はははは、、、、１１１１期期期期でででで5000500050005000キキキキロワットロワットロワットロワット要要要要るのでるのでるのでるので、、、、これにもこれにもこれにもこれにも供供供供給給給給するするするする。。。。ＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢのののの処理処理処理処理施設施設施設施設はははは処理処理処理処理基基基基準準準準がありがありがありがあり、、、、0.5ppm0.5ppm0.5ppm0.5ppm以以以以下下下下ならならならならばばばばＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢ汚汚汚汚染物染物染物染物ではないではないではないではない。。。。紙紙紙紙やややや木木木木はここではここではここではここで燃燃燃燃ややややすすすす。。。。いいいいわゆるゼロエミッションのわゆるゼロエミッションのわゆるゼロエミッションのわゆるゼロエミッションの概概概概念念念念のののの中中中中でででで、、、、リサイクルできないものにリサイクルできないものにリサイクルできないものにリサイクルできないものにつつつついてはいてはいてはいては、、、、中間処理中間処理中間処理中間処理ととととしてしてしてして溶融溶融溶融溶融してしてしてして発発発発電電電電してしてしてして全部全部全部全部返返返返すことがようすことがようすことがようすことがようややややくくくく実現実現実現実現できるめどができるめどができるめどができるめどが立立立立ってきたってきたってきたってきた。。。。これもこれもこれもこれも実実実実務務務務的的的的にはにはにはには大大大大変変変変であるであるであるである。。。。ＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢ処理処理処理処理施設施設施設施設はははは環境環境環境環境事事事事業団業団業団業団ががががややややるからるからるからるから国国国国のののの施設施設施設施設はははは受受受受電電電電組合組合組合組合にににに入入入入れなれなれなれないいいい。。。。電電電電気気気気事事事事業法業法業法業法ではではではでは、、、、幾幾幾幾つつつつのののの供供供供給給給給施設施設施設施設がががが云云云云々々々々、、、、道道道道路路路路があるからがあるからがあるからがあるから分分分分断断断断されているされているされているされている等等等等、、、、経済産経済産経済産経済産業業業業省省省省とのとのとのとの調調調調整整整整がががが大大大大変変変変であるであるであるである。。。。        食食食食用用用用油油油油のリサイクルはのリサイクルはのリサイクルはのリサイクルは、、、、話話話話をしたときにはをしたときにはをしたときにはをしたときには反反反反対対対対するするするする人人人人がいたがいたがいたがいた。。。。食食食食用用用用油油油油はははは家庭家庭家庭家庭のののの油油油油をををを持持持持っっっってきてくてきてくてきてくてきてくだだだださいとさいとさいとさいとややややってもいいがってもいいがってもいいがってもいいが、、、、事事事事業業業業系系系系はははは既得権既得権既得権既得権がありがありがありがあり、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろあったあったあったあった。。。。私私私私がががが退退退退職職職職すすすするこるこるこるころろろろにににに本本本本をををを書書書書こうとこうとこうとこうと思思思思うがうがうがうが、、、、おもしおもしおもしおもしろろろろいいいい話話話話がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんあるあるあるある。。。。静静静静脈脈脈脈系系系系のののの産業産業産業産業はははは裏裏裏裏話話話話ばばばばかりかりかりかりでででで、、、、動動動動脈脈脈脈系系系系のののの産業産業産業産業誘致誘致誘致誘致とととと全全全全然違然違然違然違うううう。。。。        複複複複合合合合中中中中核核核核施設施設施設施設でででで電電電電気気気気のののの話話話話をしたがをしたがをしたがをしたが、、、、サーサーサーサーママママルのルのルのルの前前前前ににににママママテリアルでリサイクルテリアルでリサイクルテリアルでリサイクルテリアルでリサイクル、、、、相互相互相互相互にににに連連連連携携携携できないかというできないかというできないかというできないかという発想発想発想発想があったがあったがあったがあった。。。。おおおお手手手手元元元元のののの市市市市長長長長のののの「「「「北九州北九州北九州北九州エエエエココココタタタタウウウウンンンン    ゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッションへのンへのンへのンへの挑挑挑挑戦戦戦戦」」」」というというというという本本本本のののの42424242ペペペページからージからージからージから43434343ペペペページにージにージにージに考考考考ええええられるられるられるられる連連連連携携携携をををを書書書書いてあるいてあるいてあるいてある。。。。リサイクリサイクリサイクリサイクルルルル工工工工場場場場をあれこれをあれこれをあれこれをあれこれ並並並並べるのはいいがべるのはいいがべるのはいいがべるのはいいが、、、、たたたただだだだ並並並並んんんんでいるのではでいるのではでいるのではでいるのでは仕仕仕仕方方方方がないがないがないがない。。。。せっかくせっかくせっかくせっかく並並並並ぶぶぶぶなななならららら互互互互いにいにいにいに連連連連携携携携できないかできないかできないかできないか。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学でゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッション計画計画計画計画をををを考考考考ええええているがているがているがているが、、、、国国国国母母母母工工工工業団業団業団業団地地地地やややや川川川川崎崎崎崎市市市市ではではではでは、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市とはとはとはとは成成成成りりりり立立立立ちもちもちもちも違違違違うしうしうしうし、、、、考考考考ええええ方方方方もももも違違違違うううう。。。。北九州市北九州市北九州市北九州市のののの場場場場合合合合はははは初初初初めめめめからからからから１１１１つつつつ１１１１つつつつがリサイクルがリサイクルがリサイクルがリサイクル工工工工場場場場でありでありでありであり、、、、ささささらにらにらにらにそそそそれかられかられかられから出出出出てくるものをもうてくるものをもうてくるものをもうてくるものをもう一一一一遍遍遍遍とととと考考考考ええええるるるる。。。。国国国国母母母母はははは製造製造製造製造業業業業中心中心中心中心でででで、、、、そそそそのののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを何何何何とかしようととかしようととかしようととかしようとガガガガスススス化化化化溶融溶融溶融溶融のののの話話話話があるががあるががあるががあるが、、、、おおおお金金金金がががが大大大大変変変変であるであるであるである。。。。川川川川崎崎崎崎市市市市もももも中小中小中小中小企業企業企業企業のののの製造製造製造製造業関係業関係業関係業関係がががが中心中心中心中心であるであるであるである。。。。あるものからあるものからあるものからあるものから出出出出てきたてきたてきたてきた廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが完完完完全全全全にににに次次次次のののの原原原原料料料料になるとかになるとかになるとかになるとか、、、、きれいなものはなかなかできないがきれいなものはなかなかできないがきれいなものはなかなかできないがきれいなものはなかなかできないが、、、、せっかくせっかくせっかくせっかく並並並並んんんんでいるのなでいるのなでいるのなでいるのならららら互互互互いにいにいにいに出出出出てきたものをてきたものをてきたものをてきたものを使使使使うううう。。。。共同処理共同処理共同処理共同処理がががが結結結結構多構多構多構多いといといといと思思思思うううう。。。。        ここここんんんんなことをなことをなことをなことをややややっているといっているといっているといっているといろろろろいいいいろろろろなななな事例事例事例事例がががが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。無無無無理理理理ややややりこのエリアりこのエリアりこのエリアりこのエリアだだだだけでけでけでけで回回回回すすすす必要必要必要必要もないもないもないもない。。。。教教教教科科科科書書書書ではないのでではないのでではないのでではないので、、、、市市市市内内内内のあちこちにあるのあちこちにあるのあちこちにあるのあちこちにある事事事事業業業業者者者者ととととつつつつながってももちながってももちながってももちながってももちろんろんろんろんいいいいいいいい。。。。インナインナインナインナーゼロエミッションとアーゼロエミッションとアーゼロエミッションとアーゼロエミッションとアウウウウターゼロエミッションがあるとすれターゼロエミッションがあるとすれターゼロエミッションがあるとすれターゼロエミッションがあるとすればばばば、、、、外外外外までまでまでまで行行行行ってもってもってもっても構構構構わないわないわないわない。。。。中中中中でででで回回回回れれれればばばばきれいであるがきれいであるがきれいであるがきれいであるが、、、、そそそそれはれはれはれは教教教教科科科科書書書書のののの世界世界世界世界であるであるであるである。。。。市市市市内内内内のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな企業企業企業企業とととと話話話話がががが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。産産産産廃系廃系廃系廃系ははははつつつつくりくりくりくり損損損損ねのねのねのねの廃廃廃廃プラがすプラがすプラがすプラがすごごごごくくくく多多多多いいいい。。。。例例例例えばマえばマえばマえばマヨヨヨヨネーズネーズネーズネーズののののチチチチュュュューブーブーブーブ製造製造製造製造工工工工場場場場ののののつつつつくりくりくりくり損損損損ねねねね、、、、ＰＰＰＰＰＰＰＰババババンンンンドドドド等等等等ががががそそそそうであるうであるうであるうである。。。。産産産産廃系廃系廃系廃系ののののつつつつくりくりくりくり損損損損ねがねがねがねが結結結結構構構構ありありありあり、、、、大大大大量量量量にににに燃燃燃燃ややややしているしているしているしている。。。。サーサーサーサーママママルリサイクルはルリサイクルはルリサイクルはルリサイクルは１１１１つつつつののののややややりりりり方方方方であるがであるがであるがであるが、、、、西西西西日日日日本本本本家家家家電電電電のののの冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫のののの引引引引きききき出出出出しはきれいしはきれいしはきれいしはきれいだだだだったらったらったらったら使使使使ええええるるるる。。。。自動自動自動自動車車車車ののののババババンパーはンパーはンパーはンパーは、、、、ホホホホンダはンダはンダはンダはホホホホンダにンダにンダにンダにババババンパーでンパーでンパーでンパーで戻戻戻戻すすすす。。。。ペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルのふふふふたのたのたのたの部部部部分分分分はきれはきれはきれはきれいならいならいならいなら使使使使ええええるるるる人人人人がががが市市市市内内内内にいたりにいたりにいたりにいたり、、、、何何何何となとなとなとなくくくくつつつつながってくることはあるながってくることはあるながってくることはあるながってくることはある。。。。        とはいいながらとはいいながらとはいいながらとはいいながら、、、、ややややはりはりはりはり最後最後最後最後はおはおはおはお金金金金であるであるであるである。。。。教教教教科科科科書書書書にににに書書書書いてあるようにはいかないいてあるようにはいかないいてあるようにはいかないいてあるようにはいかない。。。。自自自自動動動動車車車車のフロンののフロンののフロンののフロンの場場場場合合合合、、、、西西西西日日日日本本本本オートリサイクルはオートリサイクルはオートリサイクルはオートリサイクルは帝帝帝帝人人人人のののの三三三三原工原工原工原工場場場場、、、、広広広広島島島島にににに持持持持っていっていっていっていっていっていっていってい
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るるるる。。。。家家家家電電電電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工工工工場場場場にフロンのにフロンのにフロンのにフロンの破破破破壊壊壊壊機機機機があるががあるががあるががあるが、、、、実現実現実現実現していないしていないしていないしていない。。。。ななななぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、家家家家電電電電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工工工工場場場場のののの冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫がががが予予予予想想想想以以以以上上上上にににに多多多多くくくく、、、、余余余余力力力力がないがないがないがない。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、おおおお金金金金がががが合合合合わないわないわないわない。。。。量量量量やややや価価価価格格格格はははは各会社各会社各会社各会社ののののつつつつきききき合合合合いいいいやややや戦戦戦戦略略略略等等等等がありがありがありがあり、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか理理理理想想想想どおりいかないのがどおりいかないのがどおりいかないのがどおりいかないのが現実現実現実現実であであであであるるるる。。。。        実実実実はフロンははフロンははフロンははフロンは溶融炉溶融炉溶融炉溶融炉でででで処理処理処理処理できるのでできるのでできるのでできるので、、、、あとはあとはあとはあとはココココンンンンビビビビナートナートナートナート内内内内のののの価価価価格格格格勝勝勝勝負負負負であるであるであるである。。。。最後最後最後最後にににに、、、、電電電電気気気気をををを供供供供給給給給するするするする。。。。電電電電力力力力がががが供供供供給給給給できるとできるとできるとできると、、、、相互相互相互相互ににににメメメメリットがありリットがありリットがありリットがあり、、、、各各各各工工工工場場場場はははは九州九州九州九州電電電電力力力力かかかからららら買買買買うよりはうよりはうよりはうよりはごごごごみみみみ発発発発電電電電でででで買買買買ったったったった方方方方がががが安安安安くなるくなるくなるくなる。。。。ごごごごみみみみ発発発発電電電電のののの側側側側からするとからするとからするとからすると、、、、九州九州九州九州電電電電力力力力にににに売売売売るるるるよりはよりはよりはよりは域域域域内内内内でででで供供供供給給給給したしたしたした方方方方がががが高高高高くくくく売売売売れれれれ、、、、両両両両方方方方ににににメメメメリットがあるリットがあるリットがあるリットがある。。。。        エエエエココココタタタタウウウウンセンターはンセンターはンセンターはンセンターは余余余余りりりり中中中中身身身身をををを作作作作りりりり込込込込んんんんでいないがでいないがでいないがでいないが、、、、私私私私どもとしてはどもとしてはどもとしてはどもとしては余余余余りりりりつつつつくりくりくりくり込込込込んんんんでしまうとでしまうとでしまうとでしまうと飽飽飽飽きられるのがきられるのがきられるのがきられるのが怖怖怖怖かったかったかったかった。。。。またまたまたまた、、、、金金金金がかかるのでがかかるのでがかかるのでがかかるので、、、、余余余余りりりり何何何何もしなかったもしなかったもしなかったもしなかった。。。。何何何何がががが一一一一番番番番おもしおもしおもしおもしろろろろいかというといかというといかというといかというと、、、、各各各各工工工工場場場場にににに行行行行くのがおもしくのがおもしくのがおもしくのがおもしろろろろいいいい。。。。そそそそのののの入入入入りりりり口口口口なのでなのでなのでなので、、、、余余余余りりりり金金金金ををををかけまいとかけまいとかけまいとかけまいと遠遠遠遠慮慮慮慮しているがしているがしているがしているが、「、「、「、「総合学習総合学習総合学習総合学習のののの時時時時間間間間」」」」がががが始始始始まってまってまってまって子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが大大大大勢勢勢勢来来来来るるるる。。。。ここでここでここでここで前前前前ささささばばばばきをしてきをしてきをしてきをして、、、、さあさあさあさあ、、、、工工工工場場場場にににに行行行行きましきましきましきましょょょょうというパターンになるうというパターンになるうというパターンになるうというパターンになる。。。。ちなみにちなみにちなみにちなみに、、、、立地企業立地企業立地企業立地企業にはにはにはには施設施設施設施設をオープンにしていたをオープンにしていたをオープンにしていたをオープンにしていただだだだくことがくことがくことがくことが条件条件条件条件にしているにしているにしているにしている。。。。各各各各工工工工場場場場にはにはにはには見学施設見学施設見学施設見学施設、、、、見学見学見学見学ルルルルートをートをートをートを必必必必ずずずずつつつつくってもらってくってもらってくってもらってくってもらって協力協力協力協力していたしていたしていたしていただだだだいているいているいているいている。。。。        次次次次にににに、、、、ＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢをををを簡簡簡簡単単単単にににに説説説説明明明明するするするする。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会というとというとというとというと、、、、大大大大気気気気のののの循環循環循環循環、、、、水水水水のののの循環循環循環循環までまでまでまで考考考考ええええるとるとるとると、、、、実実実実はははは大循環大循環大循環大循環のののの中中中中にににに紛紛紛紛れれれれ込込込込んんんんでいるでいるでいるでいる有有有有害害害害化学化学化学化学物物物物質質質質があるがあるがあるがある。。。。社会社会社会社会問問問問題化題化題化題化したのはしたのはしたのはしたのは昭昭昭昭和和和和43434343年年年年であるがであるがであるがであるが、、、、カカカカネミネミネミネミ油油油油症症症症事件事件事件事件がががが北九州北九州北九州北九州でででで起起起起こったこったこったこった。。。。カカカカネミネミネミネミ倉倉倉倉庫庫庫庫でででで被被被被害害害害者者者者のののの方方方方がががが座座座座りりりり込込込込みをみをみをみをしていたりしていたりしていたりしていたり、、、、私私私私もももも中中中中学学学学生生生生のこのこのこのころろろろにににに何何何何かなとかなとかなとかなと思思思思いながらいながらいながらいながら見見見見ていたことがあるていたことがあるていたことがあるていたことがある。。。。そそそそういうういうういうういう土土土土地地地地柄柄柄柄であるがであるがであるがであるが、、、、処理処理処理処理できずにできずにできずにできずに30303030年年年年、、、、さすがにこれはまずいとさすがにこれはまずいとさすがにこれはまずいとさすがにこれはまずいと全全全全国国国国でででで拠拠拠拠点点点点施設施設施設施設ををををつつつつくくくくろろろろうというというというということでうことでうことでうことで始始始始まったまったまったまった。。。。北九州北九州北九州北九州がががが第第第第１１１１号号号号にににに決決決決まりまりまりまり、、、、第第第第２２２２号号号号はははは豊豊豊豊田田田田市市市市、、、、第第第第３３３３号号号号がががが東京都東京都東京都東京都であるであるであるである。。。。電電電電力会社力会社力会社力会社をををを中心中心中心中心にににに自自自自家家家家処理処理処理処理がががが幾幾幾幾つつつつかかかか行行行行われわれわれわれ、、、、新新新新潟潟潟潟、、、、宮城宮城宮城宮城県県県県はははは地地地地元元元元がががが誘致誘致誘致誘致をををを表明表明表明表明したがしたがしたがしたが、、、、反反反反対対対対運運運運動動動動がががが非常非常非常非常にににに強強強強くくくく中中中中断断断断したしたしたした。。。。北北北北海道海道海道海道はははは室室室室蘭蘭蘭蘭がががが一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命ややややっているっているっているっている。。。。本市本市本市本市にににに申申申申しししし入入入入れがあれがあれがあれがあったのがったのがったのがったのが平平平平成成成成12121212年年年年12121212月月月月、、、、約約約約２２２２年年年年前前前前であるであるであるである。。。。そそそそこでこでこでこで大議大議大議大議論論論論をををを行行行行いいいい、、、、市民市民市民市民、、、、議会議会議会議会のののの意見意見意見意見はははは当当当当然然然然聞聞聞聞くしくしくしくし、、、、専専専専門門門門家家家家のののの意見意見意見意見もももも検討検討検討検討委員委員委員委員会会会会でででで聞聞聞聞いたいたいたいた。。。。傍傍傍傍聴聴聴聴をオーをオーをオーをオーケケケケーにしーにしーにしーにし、、、、議議議議事事事事録録録録ははははホホホホームームームームペペペペーーーージにジにジにジに載載載載せせせせ、、、、全部全部全部全部オープンでオープンでオープンでオープンで半半半半年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい行行行行ったったったった。。。。片片片片やややや市民市民市民市民説説説説明明明明もももも、、、、人人人人口約口約口約口約10101010万万万万人人人人のののの若若若若松区松区松区松区のののの全全全全47474747自治会自治会自治会自治会にににに延延延延べべべべ100100100100回回回回以以以以上上上上、、、、今今今今もももも要要要要望望望望があれがあれがあれがあればばばば行行行行くのでくのでくのでくので130130130130回回回回ぐぐぐぐらいになるらいになるらいになるらいになる。。。。去去去去年年年年のののの夏夏夏夏、、、、５５５５人人人人ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのメメメメンンンンババババーがーがーがーが死死死死ぬぬぬぬ思思思思いをしたがいをしたがいをしたがいをしたが、、、、議議議議論論論論してしてしてして最後最後最後最後にににに議会議会議会議会でででで市市市市にににに受受受受けけけけ入入入入れることにれることにれることにれることに昨昨昨昨年年年年秋秋秋秋にににに決決決決定定定定したしたしたした経経経経緯緯緯緯があるがあるがあるがある。。。。        これはエこれはエこれはエこれはエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業ともともともとも共通共通共通共通であるがであるがであるがであるが、、、、我我我我々々々々のののの経経経経験験験験としてとしてとしてとして、、、、ゼロリスクゼロリスクゼロリスクゼロリスクだだだだとととと言言言言うからうからうからうから信信信信用用用用されないされないされないされない。。。。説説説説明会明会明会明会のときにのときにのときにのときに一一一一番番番番言言言言われたのはわれたのはわれたのはわれたのは、、、、茨城茨城茨城茨城のののの東海村東海村東海村東海村ののののウウウウランランランランひひひひししししゃゃゃゃくくくく事件事件事件事件でででであるあるあるある。。。。ＰＰＰＰＣＣＣＣＢＢＢＢがががが何何何何かかかか皆皆皆皆ささささんんんんよくわかっていないよくわかっていないよくわかっていないよくわかっていない。。。。核核核核燃料燃料燃料燃料がががが来来来来るみたいにるみたいにるみたいにるみたいに思思思思っているっているっているっている。。。。青青青青森森森森県県県県ではではではでは核核核核燃料燃料燃料燃料はこはこはこはこんんんんなものなものなものなものだだだだとちとちとちとちゃゃゃゃんんんんとととと説説説説明明明明ができるとができるとができるとができると思思思思うがうがうがうが、、、、我我我我々々々々はよくわからないはよくわからないはよくわからないはよくわからない。。。。どうしてもどうしてもどうしてもどうしても地域地域地域地域によってによってによってによって違違違違うううう。。。。北九州北九州北九州北九州のののの場場場場合合合合、、、、工工工工場場場場経経経経験者験者験者験者ははははＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢににににつつつついてきちいてきちいてきちいてきちんんんんとわかとわかとわかとわかっているがっているがっているがっているが、、、、普普普普通通通通のののの人人人人はわからないはわからないはわからないはわからない。。。。        たたたただだだだしししし、、、、事事事事故故故故はあるしはあるしはあるしはあるし、、、、ミスもあることをミスもあることをミスもあることをミスもあることを前前前前提提提提にしてにしてにしてにして話話話話をしないといけないをしないといけないをしないといけないをしないといけない。。。。実実実実はエはエはエはエココココタタタタウウウウンもンもンもンもそそそそうであったうであったうであったうであった。。。。蛍蛍蛍蛍光光光光管管管管工工工工場場場場にににに行行行行ったらったらったらったら、、、、水水水水銀銀銀銀ががががばばばばらまかれらまかれらまかれらまかれ、、、、水水水水俣俣俣俣病病病病になるというになるというになるというになるという人人人人がいるがいるがいるがいる。。。。素素素素人人人人はははは有有有有機機機機水水水水銀銀銀銀もももも無無無無機機機機水水水水銀銀銀銀もももも区区区区別別別別できないしできないしできないしできないし、、、、量量量量的的的的なななな感感感感覚覚覚覚もないがもないがもないがもないが、、、、きちきちきちきちんんんんとととと説説説説明明明明していけしていけしていけしていけばばばばわかってもらわかってもらわかってもらわかってもらええええるるるる。。。。ＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢでもダイオでもダイオでもダイオでもダイオキキキキシンでもシンでもシンでもシンでも、、、、ゼロかとゼロかとゼロかとゼロかと必必必必ずずずず言言言言われるわれるわれるわれるがががが、、、、ゼロにはならないゼロにはならないゼロにはならないゼロにはならない。。。。今今今今、、、、吸吸吸吸っているっているっているっている大大大大気気気気のののの中中中中にもにもにもにも微微微微量量量量はははは入入入入っているっているっているっている。。。。魚魚魚魚をををを食食食食べれべれべれべればばばば、、、、体体体体重重重重１１１１キキキキロロロロ当当当当たりたりたりたり１１１１ピピピピコやコやコやコや２２２２ピピピピココココはははは食食食食べているべているべているべている中中中中でのリスクであるとでのリスクであるとでのリスクであるとでのリスクであると言言言言うとうとうとうと大体大体大体大体のののの人人人人ははははわかるわかるわかるわかる。。。。廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理施設施設施設施設のときにはのときにはのときにはのときには、、、、そそそそういうういうういうういう事事事事実実実実をををを言言言言ったったったった方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと、、、、我我我我々々々々もももも実実実実感感感感したしたしたした。。。。大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫ですからですからですからですから心配心配心配心配しないでくしないでくしないでくしないでくだだだださいとさいとさいとさいと言言言言ったらったらったらったら信信信信頼頼頼頼されなかったとされなかったとされなかったとされなかったと思思思思うううう。。。。        今今今今までいまでいまでいまでいろろろろいいいいろろろろなおなおなおなお話話話話をしたをしたをしたをした。。。。静静静静脈脈脈脈系系系系のののの産業産業産業産業はははは技術技術技術技術がまがまがまがまだだだだ開発開発開発開発されていないされていないされていないされていない、、、、またはまたはまたはまたは技技技技



 95

術術術術があってもがあってもがあってもがあっても社会社会社会社会システムができていないシステムができていないシステムができていないシステムができていない、、、、住住住住民民民民のののの理理理理解解解解をををを得得得得ないとないとないとないと立地立地立地立地ができないというができないというができないというができないという問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。我我我我々々々々がががが初初初初めにエめにエめにエめにエココココタタタタウウウウンをンをンをンをややややるときにるときにるときにるときに、、、、ここここんんんんなことなことなことなことばばばばかりかりかりかり考考考考ええええていたがていたがていたがていたが、、、、片片片片やややや、、、、物物物物づくりのづくりのづくりのづくりの上上上上流流流流がががが変変変変わっているわっているわっているわっている。。。。動動動動脈脈脈脈系系系系ののののつつつつくりくりくりくり方方方方がががが変変変変わらなけれわらなけれわらなけれわらなければばばばとととと思思思思うううう。。。。我我我我々々々々はははは環境環境環境環境局局局局にいるのでにいるのでにいるのでにいるのでやややややややや偏偏偏偏っているかもしれないがっているかもしれないがっているかもしれないがっているかもしれないが、、、、現実現実現実現実ののののごごごごみがみがみがみが出出出出てきててきててきててきて困困困困っているっているっているっている実実実実態態態態がががが余余余余りわかっていらっしりわかっていらっしりわかっていらっしりわかっていらっしゃゃゃゃらないらないらないらない方方方方もいるもいるもいるもいる。。。。エエエエココココデデデデザザザザインですべてインですべてインですべてインですべて解解解解決決決決するかするかするかするか。。。。物物物物づくりづくりづくりづくりのありのありのありのあり方方方方がががが変変変変われわれわれわればばばば処処処処分分分分場場場場はははは要要要要らないというらないというらないというらないという発想発想発想発想がががが非常非常非常非常にににに強強強強くくくく、、、、ババババランスがランスがランスがランスが悪悪悪悪いといといといと思思思思うううう。。。。我我我我々々々々もももも、、、、後後後後始始始始末末末末のののの事事事事業業業業ととととつつつつくるくるくるくる側側側側のののの産業産業産業産業とのとのとのとのババババランスがランスがランスがランスが重要重要重要重要だだだだなというなというなというなという気気気気がががが最最最最近近近近よくしよくしよくしよくしてててているいるいるいる。。。。        リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事事事事業業業業にににに限限限限ってもってもってもっても、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな条件条件条件条件がががが整整整整わないとなかなかわないとなかなかわないとなかなかわないとなかなか難難難難しいしいしいしい。。。。市民市民市民市民のののの意見意見意見意見でもでもでもでも、、、、分分分分別別別別のののの数数数数ををををふやふやふやふやしたらしたらしたらしたら処処処処分分分分場場場場はははは要要要要らないというらないというらないというらないという発想発想発想発想がががが余余余余りにもりにもりにもりにも強強強強過過過過ぎるぎるぎるぎる。。。。分分分分けれけれけれければばばば物理物理物理物理的的的的にはにはにはには資源資源資源資源になるがになるがになるがになるが、、、、経済的経済的経済的経済的にににに資源資源資源資源にならないこともあるにならないこともあるにならないこともあるにならないこともある。。。。ここをここをここをここを説説説説明明明明するのがするのがするのがするのが非常非常非常非常にににに大大大大変変変変であるであるであるである。。。。市民市民市民市民のののの方方方方々々々々からからからから必必必必ずずずず質質質質問問問問がががが出出出出るのはるのはるのはるのは、、、、北九州北九州北九州北九州のののの分分分分別別別別はははは少少少少ないないないない。。。。水水水水俣俣俣俣市市市市はははは23232323分分分分別別別別、、、、久久久久留留留留米米米米はははは17171717分分分分別別別別、、、、北九州北九州北九州北九州はなはなはなはなぜぜぜぜ４４４４なのかなのかなのかなのか。。。。ママママススススココココミもミもミもミもほほほほととととんんんんどどどどそそそそうであるうであるうであるうである。。。。分分分分けてけてけてけてもももも後後後後のことがあるのことがあるのことがあるのことがある。。。。家家家家のののの前前前前でででで全部全部全部全部分分分分けてもらうのがいいのかけてもらうのがいいのかけてもらうのがいいのかけてもらうのがいいのか、、、、あるあるあるある程程程程度度度度まとめてもらいまとめてもらいまとめてもらいまとめてもらい、、、、センターでセンターでセンターでセンターで分分分分けるけるけるける方方方方式式式式もあるもあるもあるもある。。。。税税税税金金金金のののの使使使使いいいい方方方方はどちらがいいのかはどちらがいいのかはどちらがいいのかはどちらがいいのか。。。。なかなかトータルのなかなかトータルのなかなかトータルのなかなかトータルの議議議議論論論論ができないができないができないができない。。。。あとあとあとあと、、、、技術技術技術技術、、、、法法法法律律律律のののの問問問問題題題題、、、、おおおお金金金金のののの問問問問題題題題、、、、受受受受けけけけ入入入入れのれのれのれの問問問問題等題等題等題等があるがあるがあるがある。。。。        今今今今、、、、エエエエココココタタタタウウウウンということでンということでンということでンということで幾幾幾幾つつつつかのかのかのかの事事事事業業業業をををを紹介紹介紹介紹介したがしたがしたがしたが、、、、ここここここここだだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市内内内内にもにもにもにも工工工工業業業業都都都都市市市市なのでなのでなのでなので廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物関係関係関係関係のののの事事事事業業業業がかなりあるがかなりあるがかなりあるがかなりある。。。。素材素材素材素材系系系系のののの事事事事業業業業がががが期待期待期待期待できるできるできるできる。。。。さらさらさらさらにににに、、、、動動動動脈脈脈脈系系系系、、、、エエエエコマコマコマコマテリアルテリアルテリアルテリアル、、、、生生生生分分分分解解解解性性性性のののの素材素材素材素材ををををつつつつくっているくっているくっているくっている人人人人、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材からからからから除除除除菌菌菌菌製品製品製品製品ををををつつつつくっているくっているくっているくっている人人人人、、、、長長長長寿寿寿寿命命命命とかとかとかとかメメメメンテナンスフリーンテナンスフリーンテナンスフリーンテナンスフリー等環境等環境等環境等環境負荷負荷負荷負荷をををを下下下下げるげるげるげる事事事事業業業業であるであるであるである。。。。風風風風力発力発力発力発電電電電のののの事事事事業業業業もあるもあるもあるもある。。。。粉粉粉粉砕砕砕砕技術技術技術技術のプロみたいなのプロみたいなのプロみたいなのプロみたいな会社会社会社会社もあるもあるもあるもある。。。。たたたただだだだ、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事事事事業業業業だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、環境関連環境関連環境関連環境関連のののの負荷負荷負荷負荷をををを下下下下げるげるげるげる事事事事業業業業をををを支援支援支援支援するにはどうするかもするにはどうするかもするにはどうするかもするにはどうするかも悩悩悩悩みのみのみのみの１１１１つつつつであるであるであるである。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルとととと廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの関係関係関係関係はははは市市市市がかなりかむのでいがかなりかむのでいがかなりかむのでいがかなりかむのでいろろろろいいいいろろろろ応応応応援援援援できるができるができるができるが、、、、物物物物づくりのづくりのづくりのづくりの動動動動脈脈脈脈のののの上上上上流流流流になになになになれれれればばばばなるなるなるなるほほほほどどどど行行行行政政政政がかむがかむがかむがかむ余余余余地地地地ががががだんだんだんだんだんだんだんだんなくなってくるなくなってくるなくなってくるなくなってくる。。。。何何何何をしたらいいのかをしたらいいのかをしたらいいのかをしたらいいのか悩悩悩悩ましいましいましいましい。。。。        いいいいろろろろいいいいろろろろ事事事事業業業業ををををややややっているがっているがっているがっているが、、、、北九州北九州北九州北九州のののの事事事事業業業業所所所所はははは環境経環境経環境経環境経営営営営意識意識意識意識がががが高高高高いのかいのかいのかいのか調調調調査査査査をしたのをしたのをしたのをしたのがこれであるがこれであるがこれであるがこれである。。。。北九州市北九州市北九州市北九州市とととと隣隣隣隣のののの関関関関門海門海門海門海峡峡峡峡をををを渡渡渡渡ったったったった下下下下関市関市関市関市をををを比比比比べてべてべてべて、、、、おととしおととしおととしおととし、、、、ここここんんんんなななな法法法法律律律律をををを知知知知っていますかとっていますかとっていますかとっていますかと調調調調べたらべたらべたらべたら下下下下関市関市関市関市のののの方方方方がかなりがかなりがかなりがかなり高高高高かったかったかったかった。。。。個個個個別別別別ででででピピピピンンンンポポポポイントはイントはイントはイントはややややってってってっていいいいるがるがるがるが、、、、環境経環境経環境経環境経営営営営というというというという意意意意味味味味ではまではまではまではまだだだだままままだだだだであるであるであるである。。。。全全全全国国国国のののの事事事事業業業業所所所所をををを比比比比べてみるとべてみるとべてみるとべてみると、、、、全全全全国国国国よよよよりもりもりもりも必必必必ずしもずしもずしもずしも高高高高くないくないくないくない状況状況状況状況であるであるであるである。。。。        ＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢ処理処理処理処理監監監監視委員視委員視委員視委員会会会会はははは、、、、市民市民市民市民代代代代表表表表をををを入入入入れれれれ、、、、傍傍傍傍聴聴聴聴をををを行行行行っているっているっているっている。。。。ＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢ施設施設施設施設のののの立地立地立地立地をををを決決決決定定定定するするするする際際際際にはにはにはには、、、、若若若若松松松松会会会会館館館館にににに450450450450人人人人のののの市民市民市民市民とととと専専専専門門門門家家家家のののの先先先先生方生方生方生方とのとのとのとの意見意見意見意見交交交交換換換換会会会会をををを行行行行ったったったった。。。。机机机机をををを前前前前にににに置置置置いたらいたらいたらいたら偉偉偉偉そそそそうにうにうにうに見見見見ええええるからるからるからるから、、、、机机机机をををを横横横横にににに置置置置いていていていて足元足元足元足元がががが見見見見ええええるようにしたるようにしたるようにしたるようにした。。。。翌翌翌翌日日日日のののの新新新新聞聞聞聞ではではではでは、「、「、「、「賛賛賛賛否否否否激激激激論論論論、、、、勝勝勝勝負負負負なしなしなしなし、、、、引引引引きききき分分分分けにけにけにけに」」」」というニというニというニというニュュュュアンスのアンスのアンスのアンスの記記記記事事事事になったになったになったになった。。。。        最後最後最後最後にににに、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは最最最最近近近近考考考考ええええるがるがるがるが、、、、初初初初めはリサイクルめはリサイクルめはリサイクルめはリサイクル工工工工場場場場のことのことのことのことだだだだけでけでけでけで考考考考ええええていてていてていてていて、、、、ペペペペッッッットトトトボボボボトルのトルのトルのトルの工工工工場場場場ができたができたができたができた発想発想発想発想からからからから資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会とととと言言言言っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、最最最最近近近近、、、、どうもどうもどうもどうも違違違違うなとうなとうなとうなと思思思思いいいい始始始始めためためためた。。。。プロのプロのプロのプロの方方方方はははは初初初初めからおわかりめからおわかりめからおわかりめからおわかりだだだだったとったとったとったと思思思思うがうがうがうが、、、、現現現現場場場場でででで各各各各論論論論からからからからややややったときはったときはったときはったときは、、、、リサイクルとゼロエミッションというリサイクルとゼロエミッションというリサイクルとゼロエミッションというリサイクルとゼロエミッションという狭狭狭狭いいいい意意意意味味味味はははは、、、、資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会でいいがでいいがでいいがでいいが、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会となってくるととなってくるととなってくるととなってくると、、、、自自自自然然然然とのとのとのとの問問問問題題題題やややや都都都都市計画市計画市計画市計画のののの絡絡絡絡みみみみ、、、、個個個個人人人人個個個個人人人人のののの市民市民市民市民のののの動動動動きがあるきがあるきがあるきがある。。。。ここここういうういうういうういう話話話話までとらまでとらまでとらまでとらええええたたたた環境環境環境環境政政政政策策策策ををををややややらなけれらなけれらなけれらなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。これはむしこれはむしこれはむしこれはむしろろろろ今日今日今日今日ごごごご参加参加参加参加のののの他他他他のののの自治体自治体自治体自治体ののののホホホホームームームームペペペページージージージ等等等等でででで見見見見るとるとるとると、、、、結結結結構構構構広広広広がっているがっているがっているがっている。。。。北九州北九州北九州北九州はははは工工工工業業業業のののの町町町町だだだだったこともあったこともあったこともあったこともありりりり、、、、かなりリサイクルかなりリサイクルかなりリサイクルかなりリサイクル事事事事業業業業にににに特特特特化化化化してしてしてしているいるいるいる。。。。いいいいいいいい意意意意味味味味ではではではでは深深深深いがいがいがいが、、、、悪悪悪悪いいいい意意意意味味味味ではではではでは広広広広がりががりががりががりがないというないというないというないという反反反反省省省省があるがあるがあるがある。。。。        言言言言葉葉葉葉もももも、、、、改改改改めてめてめてめて見見見見るとるとるとると循環型社会形成推進法循環型社会形成推進法循環型社会形成推進法循環型社会形成推進法ではではではでは、、、、製品製品製品製品がががが廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物循環資源循環資源循環資源循環資源、、、、製品製品製品製品がががが云云云云々々々々とととと資源資源資源資源がががが中心中心中心中心になっているがになっているがになっているがになっているが、、、、これこれこれこれだだだだけでけでけでけで説説説説明明明明するとするとするとすると非常非常非常非常にににに狭狭狭狭いいいい。。。。昨昨昨昨年年年年のののの内内内内閣閣閣閣府府府府のののの経済経済経済経済財財財財
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政政政政諮諮諮諮問問問問会議会議会議会議のののの「「「「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会」」」」のののの定定定定義義義義はははは割割割割とととと広広広広いいいい。。。。環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画ではではではでは「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会」」」」とととと書書書書いてあるがいてあるがいてあるがいてあるが、、、、人人人人とととと自自自自然然然然のののの豊豊豊豊かなかなかなかな触触触触れれれれ合合合合いいいい、、、、各自治体各自治体各自治体各自治体がががが実行実行実行実行できるできるできるできる循環循環循環循環、、、、共生共生共生共生、、、、参加参加参加参加、、、、国国国国際際際際といったといったといったといった４４４４つつつつののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドをををを改改改改めてみるとめてみるとめてみるとめてみると、、、、北九州北九州北九州北九州のエのエのエのエココココタタタタウウウウンはンはンはンは都都都都市産業市産業市産業市産業系系系系からからからから始始始始ままままりりりり、、、、次次次次のトライがいるなとのトライがいるなとのトライがいるなとのトライがいるなと感感感感じじじじているているているている。。。。ブルンブルンブルンブルントラントトラントトラントトラント委員委員委員委員会会会会のののの意見意見意見意見でもでもでもでも、「、「、「、「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発発発発展展展展」」」」というのはというのはというのはというのは非常非常非常非常にににに幅幅幅幅がががが広広広広いいいい。。。。そそそそういうういうういうういう意意意意味味味味でとらでとらでとらでとらええええていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。個個個個別別別別ででででややややってきたがってきたがってきたがってきたが、、、、全全全全体体体体としてどうなのかというとしてどうなのかというとしてどうなのかというとしてどうなのかという気気気気がするがするがするがする。。。。        北九州市北九州市北九州市北九州市はははは５５５５つつつつのののの財財財財をををを挙挙挙挙げているがげているがげているがげているが、、、、足足足足らないとこらないとこらないとこらないところろろろはははは何何何何かかかか。。。。自自自自然然然然財財財財、、、、都都都都市市市市財財財財。。。。北九州北九州北九州北九州ははははココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィーーーービビビビジネスジネスジネスジネスやややや地域地域地域地域通通通通貨貨貨貨といったといったといったといった動動動動きがないきがないきがないきがない。。。。官官官官やややや大企業大企業大企業大企業がががが引引引引っっっっ張張張張るるるる町町町町だだだだっっっったためたためたためたため、、、、地域地域地域地域づくりとしてづくりとしてづくりとしてづくりとして反反反反省省省省点点点点があるががあるががあるががあるが、、、、そそそそういうういうういうういう芽芽芽芽がががが出出出出てきているのでてきているのでてきているのでてきているので大大大大事事事事にしなけにしなけにしなけにしなけれれれればばばばいけないいけないいけないいけない。。。。        最後最後最後最後にににに、、、、高高高高校校校校３３３３年年年年生生生生のうちののうちののうちののうちの娘娘娘娘のののの生物生物生物生物のののの教教教教科科科科書書書書をををを見見見見てててて思思思思ったったったった。。。。炭炭炭炭素素素素はははは空気空気空気空気中中中中やややや大大大大気気気気中中中中ににににありありありあり、、、、光光光光合成合成合成合成でででで植植植植物物物物がががが固定固定固定固定してしてしてして、、、、そそそそのののの炭炭炭炭素素素素がががが動動動動物物物物にににに行行行行きききき、、、、またまたまたまた動動動動物物物物がががが呼呼呼呼吸吸吸吸でででで出出出出してしてしてして大大大大気気気気にににに回回回回ってくるってくるってくるってくる。。。。これをこれをこれをこれを見見見見るとるとるとると、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２発発発発生生生生源源源源はははは工工工工場場場場であるというであるというであるというであるという教育教育教育教育になっていになっていになっていになっていややややしまいかしまいかしまいかしまいか。。。。実際実際実際実際にはにはにはには、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの利用利用利用利用量量量量はははは民民民民生生生生用用用用もももも多多多多いいいい。。。。民民民民生生生生用用用用、、、、運運運運輸輸輸輸部門部門部門部門がががが３３３３分分分分のののの１１１１ずずずずつつつつ占占占占めてめてめてめているにもかかわらずいるにもかかわらずいるにもかかわらずいるにもかかわらず、、、、どうもどうもどうもどうも教教教教科科科科書書書書のののの発想発想発想発想はははは物物物物をををを燃燃燃燃ややややしているしているしているしている悪悪悪悪いいいい人人人人はははは工工工工場場場場であるというであるというであるというであるというステステステステレレレレオタイプのオタイプのオタイプのオタイプの教教教教科科科科書書書書になっているというのがになっているというのがになっているというのがになっているというのが、、、、子子子子供供供供のののの教教教教科科科科書書書書をををを見見見見たたたた感感感感想想想想であるであるであるである。。。。最後最後最後最後にににに市民市民市民市民にににに戻戻戻戻るるるる、、、、我我我我々々々々のののの生生生生活活活活にににに戻戻戻戻るるるるというというというという教育教育教育教育にこのにこのにこのにこの絵絵絵絵はなっていないはなっていないはなっていないはなっていない。。。。        途途途途中中中中飛飛飛飛ばばばばしてしてしてして申申申申しわけなかったがしわけなかったがしわけなかったがしわけなかったが、、、、あとはあとはあとはあとは質質質質疑疑疑疑応応応応答答答答でいたでいたでいたでいただだだだけれけれけれければばばば説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだききききたいたいたいたい。。。。以以以以上上上上でででで報告報告報告報告をををを終終終終わりますわりますわりますわります。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        坂坂坂坂本本本本        垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長、、、、どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。        そそそそれではれではれではれでは、、、、約約約約30303030分分分分ほほほほどどどど皆皆皆皆ささささんんんんとのとのとのとの意見意見意見意見交交交交換換換換をおをおをおをお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。北九州北九州北九州北九州のののの歴歴歴歴史史史史、、、、強強強強ささささ、、、、風風風風土土土土等等等等のののの中中中中でででで環境環境環境環境問問問問題題題題をどうをどうをどうをどう克服克服克服克服していったかしていったかしていったかしていったか。。。。そそそそれがれがれがれが現現現現在在在在のののの日日日日本本本本でででで代代代代表的表的表的表的なエなエなエなエココココタタタタウウウウンンンン、、、、環環環環境境境境をををを克服克服克服克服しししし、、、、1992199219921992年年年年のリオのサミットでのリオのサミットでのリオのサミットでのリオのサミットで死死死死のののの海海海海をををを生生生生きききき返返返返らせたということでらせたということでらせたということでらせたということで国連国連国連国連からからからから表表表表彰彰彰彰をををを受受受受けたけたけたけた。。。。私私私私はははは、、、、現現現現在在在在はははは第第第第２２２２ステージにステージにステージにステージに入入入入っているとっているとっているとっていると思思思思っているっているっているっている。。。。今日今日今日今日ごごごご参加参加参加参加のののの自治体自治体自治体自治体ででででエエエエココココタタタタウウウウンンンンやややや環境産業環境産業環境産業環境産業をををを育育育育成成成成していくしていくしていくしていく事例事例事例事例もももも多多多多いといといといと思思思思うううう。。。。そそそそうしたうしたうしたうした意意意意味味味味でででで忌憚忌憚忌憚忌憚のないのないのないのない率率率率直直直直なななな意見意見意見意見をををを承承承承りたいりたいりたいりたい。。。。ごごごご意見意見意見意見ががががござござござございましたらいましたらいましたらいましたら、、、、ぜぜぜぜひひひひともよともよともよともよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        花花花花田田田田（（（（富士電機富士電機富士電機富士電機））））        今日今日今日今日はははは参考参考参考参考になるになるになるになる貴重貴重貴重貴重ななななごごごご講演講演講演講演、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。実実実実証証証証研究研究研究研究をたくさをたくさをたくさをたくさんやんやんやんやられられられられているがているがているがているが、、、、テーテーテーテーママママをををを制制制制定定定定されたされたされたされた際際際際のののの手手手手順順順順、、、、公公公公募募募募みたいなみたいなみたいなみたいな形形形形でででで行行行行われたのかわれたのかわれたのかわれたのか、、、、あるあるあるある研究研究研究研究をしをしをしをしようとようとようとようと集集集集められたのかめられたのかめられたのかめられたのか、、、、全全全全くくくく提提提提案案案案してくれというしてくれというしてくれというしてくれという形形形形でででで行行行行ったのかったのかったのかったのか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。        垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長        余余余余りシステりシステりシステりシステママママチチチチックではないックではないックではないックではない。。。。最最最最初初初初はははは福福福福岡岡岡岡大学大学大学大学のののの研究研究研究研究所所所所がががが中心中心中心中心になりになりになりになり、、、、企企企企業業業業とのとのとのとの共同共同共同共同研研研研究究究究がががが２２２２つつつつ３３３３つつつつとととと始始始始まったまったまったまった。。。。大大大大きなテーきなテーきなテーきなテーママママとしてはとしてはとしてはとしては廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にににに関関関関するするするする研究研究研究研究であったであったであったであった。。。。新新新新エネルエネルエネルエネルギギギギーはどうかとーはどうかとーはどうかとーはどうかと言言言言われたらわれたらわれたらわれたら拒拒拒拒否否否否するするするする理理理理由由由由もなくもなくもなくもなく、、、、何何何何でもありのでもありのでもありのでもありの世界世界世界世界でででで始始始始まったまったまったまった。。。。そそそそのののの後後後後、、、、こちらからこちらからこちらからこちらから何何何何もしなくてももしなくてももしなくてももしなくても相相相相手手手手からからからから来来来来るのがるのがるのがるのがふえふえふえふえてきたてきたてきたてきた。。。。市市市市がこのエリアにがこのエリアにがこのエリアにがこのエリアに関関関関してしてしてして来来来来年度年度年度年度、、、、研究開発研究開発研究開発研究開発のののの助助助助成成成成制制制制度度度度ををををつつつつくくくくろろろろうとしているのでうとしているのでうとしているのでうとしているので、、、、そそそそうなるとうなるとうなるとうなると公公公公募募募募になるとになるとになるとになると思思思思うううう。。。。        花花花花田田田田        例例例例えばえばえばえば企業企業企業企業からからからから申申申申しししし入入入入れがあったれがあったれがあったれがあった場場場場合合合合、、、、内容内容内容内容、、、、エエエエココココタタタタウウウウンにンにンにンにふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい等等等等、、、、委員委員委員委員会会会会のよのよのよのようなうなうなうな機機機機関関関関ででででゴゴゴゴーサインをーサインをーサインをーサインを出出出出されたのでしされたのでしされたのでしされたのでしょょょょうかうかうかうか。。。。    
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    垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長        事事事事実実実実上上上上はははは福福福福岡岡岡岡大学大学大学大学とととと市市市市でででで協議協議協議協議したしたしたした。。。。実実実実験験験験計画計画計画計画書書書書をををを出出出出していたしていたしていたしていただだだだくことはくことはくことはくことは明明明明確確確確にしにしにしにし、、、、市民市民市民市民からからからから求求求求められたらオープンにするというルールであっためられたらオープンにするというルールであっためられたらオープンにするというルールであっためられたらオープンにするというルールであった。。。。今今今今はははは実実実実証証証証研究研究研究研究がががが増増増増ええええ、、、、実実実実証証証証研究研究研究研究エリアエリアエリアエリア協議会協議会協議会協議会ををををつつつつくりくりくりくり、、、、そそそそこでこでこでこで諮諮諮諮りりりり我我我我々々々々のののの仲仲仲仲間間間間ににににふふふふさわしいかどうかさわしいかどうかさわしいかどうかさわしいかどうか協議協議協議協議してもらおうとしてもらおうとしてもらおうとしてもらおうと思思思思っているがっているがっているがっているが、、、、ネネネネガガガガテテテティィィィブブブブチチチチェックのェックのェックのェックの体体体体制制制制はとれるはとれるはとれるはとれる。。。。余余余余りりりり絞絞絞絞りりりり込込込込まずまずまずまず、、、、怪怪怪怪しげなしげなしげなしげな人人人人はははは外外外外すすすす程程程程度度度度であるであるであるである。。。。        藤藤藤藤田田田田（（（（青青青青森森森森県環境県環境県環境県環境政政政政策課策課策課策課））））        ＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢのののの処理処理処理処理施設施設施設施設のののの立地立地立地立地にににに関連関連関連関連してしてしてして、、、、核核核核燃料燃料燃料燃料税税税税のことをのことをのことをのことを話話話話されたのでされたのでされたのでされたので質質質質問問問問させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。まずまずまずまず、、、、エエエエココココタタタタウウウウンによってンによってンによってンによって、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市のののの廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理計画計画計画計画にににに定定定定めるリサイクルめるリサイクルめるリサイクルめるリサイクル率率率率、、、、最最最最終終終終処処処処分率分率分率分率はどうなるのかはどうなるのかはどうなるのかはどうなるのか。。。。国国国国ではではではでは、、、、平平平平成成成成22222222年年年年までにまでにまでにまでに平平平平成成成成９９９９年年年年のののの最最最最終終終終処処処処分分分分量量量量のののの半半半半分分分分にするにするにするにするとととと言言言言っているっているっているっている。。。。平平平平成成成成22222222年度年度年度年度であれであれであれであればばばば一一一一番番番番わかりわかりわかりわかりややややすいがすいがすいがすいが、、、、どうなるのかどうなるのかどうなるのかどうなるのか。。。。        次次次次ににににそそそそのののの中中中中でででで、、、、今後今後今後今後、、、、処理処理処理処理にににに非常非常非常非常にににに困困困困るとるとるとると予予予予想想想想されるものされるものされるものされるもの、、、、影響影響影響影響がががが大大大大きいものはどういきいものはどういきいものはどういきいものはどういうううう廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物でででで、、、、どういうどういうどういうどういう対策対策対策対策をををを講講講講じじじじられるのかられるのかられるのかられるのか。。。。        ３３３３点点点点目目目目はははは、、、、圏圏圏圏外外外外からからからから来来来来るるるる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの割割割割合合合合がががが大分多大分多大分多大分多いといといといと思思思思うがうがうがうが、、、、これがどれくらいでこれがどれくらいでこれがどれくらいでこれがどれくらいで、、、、圏圏圏圏外外外外からからからから来来来来るるるる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処理処理処理処理をををを住住住住民民民民にどのようににどのようににどのようににどのように説説説説明明明明しているのかしているのかしているのかしているのか。。。。例例例例えばえばえばえば放放放放射射射射性廃棄物性廃棄物性廃棄物性廃棄物であれであれであれであればばばば電電電電源源源源三三三三法法法法交付金交付金交付金交付金やややや核核核核燃料燃料燃料燃料税税税税をををを地地地地元元元元振興振興振興振興にににに使使使使わせていたわせていたわせていたわせていただだだだいているいているいているいている。。。。こちらではこちらではこちらではこちらでは、、、、水水水水銀銀銀銀ややややダイオダイオダイオダイオキキキキシンのシンのシンのシンの影響影響影響影響もあるもあるもあるもあるとととと思思思思うううう。。。。住住住住民民民民はははは環境環境環境環境リスクをリスクをリスクをリスクを背負背負背負背負ってってってって生生生生活活活活しているのでしているのでしているのでしているので、、、、環境環境環境環境未未未未来来来来税税税税をををを住住住住民民民民のアのアのアのアメメメメニテニテニテニティィィィーーーー対策対策対策対策にににに使使使使われるとかわれるとかわれるとかわれるとか、、、、ＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢのののの処理処理処理処理施設施設施設施設をををを誘致誘致誘致誘致したしたしたした際際際際、、、、国国国国がががが地地地地元元元元振興振興振興振興のためにどのようなのためにどのようなのためにどのようなのためにどのような事事事事業業業業ををををややややるとかるとかるとかるとか、、、、確確確確約約約約みたいなものがあったのかみたいなものがあったのかみたいなものがあったのかみたいなものがあったのか。。。。地地地地元元元元のののの住住住住民民民民にににに対対対対してしてしてして、、、、どのようにどのようにどのようにどのように対策対策対策対策をををを講講講講じじじじられていくられていくられていくられていくつつつつもりなのかもりなのかもりなのかもりなのか、、、、教教教教ええええていたていたていたていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。圏圏圏圏外外外外からのからのからのからの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処理処理処理処理でででで一一一一番番番番問問問問題題題題になるのはになるのはになるのはになるのは、、、、地地地地元元元元のののの住住住住民民民民感感感感情情情情へのへのへのへの対対対対応応応応だだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、そそそそのののの理理理理解解解解をををを得得得得るのがるのがるのがるのが大大大大変変変変だだだだとととと思思思思うううう。。。。以以以以上上上上よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長        まずまずまずまず、、、、廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理計画計画計画計画のののの関係関係関係関係はははは、、、、一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物ににににつつつついてはいてはいてはいては市市市市でででで一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物処理処理処理処理基本計画基本計画基本計画基本計画ををををつつつつくりくりくりくり、、、、現現現現在在在在のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル率率率率はははは13131313％％％％でででで全全全全国国国国平平平平均均均均とさとさとさとさほほほほどどどど変変変変わらないわらないわらないわらない。。。。10101010年年年年後後後後にににに25252525％％％％でででで設定設定設定設定したしたしたした。。。。たしかたしかたしかたしか国国国国がががが24242424％％％％だだだだとととと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、余余余余りりりり変変変変わらないわらないわらないわらない。。。。エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業でででで直直直直接一接一接一接一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物のののの減減減減量量量量となるものはとなるものはとなるものはとなるものは余余余余りないりないりないりない。。。。他他他他のののの発発発発生生生生源対策源対策源対策源対策やごやごやごやごみみみみ袋袋袋袋のののの有有有有料料料料等等等等をかませないとをかませないとをかませないとをかませないと、、、、減減減減量量量量にににになることはなることはなることはなることは余余余余りないりないりないりない。。。。片片片片やややや産産産産廃廃廃廃はははは全全全全国国国国平平平平均均均均がががが50505050％％％％弱弱弱弱だだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、北九州北九州北九州北九州はははは５１５１５１５１％％％％くらいでくらいでくらいでくらいであるあるあるある。。。。産業産業産業産業廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理基本計画等基本計画等基本計画等基本計画等がないのでがないのでがないのでがないので、、、、つつつつくくくくろろろろうということになっているうということになっているうということになっているうということになっている。。。。ななななぜぜぜぜなななないかというといかというといかというといかというと、、、、圧圧圧圧倒倒倒倒的多的多的多的多数数数数はははは新日新日新日新日鐵鐵鐵鐵のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物等等等等でででで大企業大企業大企業大企業のものであるのものであるのものであるのものである。。。。個個個個別別別別にエにエにエにエココココタタタタウウウウンンンンををををややややりりりり始始始始めてめてめてめて、、、、処理処理処理処理基本計画基本計画基本計画基本計画でリサイクルをでリサイクルをでリサイクルをでリサイクルを含含含含めてめてめてめて概概概概略略略略ををををつつつつくくくくろろろろうといううといううといううという話話話話をををを最最最最近近近近議会議会議会議会答答答答弁弁弁弁をしたのがをしたのがをしたのがをしたのが実実実実態態態態であるであるであるである。。。。割割割割とととと量量量量をををを占占占占めているめているめているめている大企業大企業大企業大企業ががががややややってきたってきたってきたってきた実実実実態態態態があるがあるがあるがある。。。。        ななななぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、響響響響灘灘灘灘のののの埋埋埋埋立地立地立地立地のののの手手手手前前前前側側側側はははは新日新日新日新日鐵鐵鐵鐵のののの鉱鉱鉱鉱滓滓滓滓でででで造造造造成成成成されされされされ数数数数十十十十年年年年たっているたっているたっているたっている。。。。みずからみずからみずからみずから自社自社自社自社処処処処分分分分場場場場をををを確確確確保保保保しているしているしているしている。。。。旭硝旭硝旭硝旭硝子子子子もももも自社自社自社自社でででで確確確確保保保保しているしているしているしている。。。。そそそそれがれがれがれが歴歴歴歴史史史史的的的的にずっにずっにずっにずっとととと続続続続いてきたいてきたいてきたいてきた。。。。量量量量がががが多多多多いといってもいといってもいといってもいといっても、、、、新日新日新日新日鐵鐵鐵鐵のののの鉄鉄鉄鉄鉱鉱鉱鉱石石石石からからからから鉄鉄鉄鉄をとりをとりをとりをとり、、、、スラグをセスラグをセスラグをセスラグをセメメメメントのントのントのントの原原原原料料料料にすることはにすることはにすることはにすることは相相相相当以前当以前当以前当以前からからからから行行行行っているっているっているっている。。。。市市市市のののの公公公公共事共事共事共事業用業用業用業用としてもうとしてもうとしてもうとしてもう何十何十何十何十年年年年もももも前前前前からからからから使使使使っているしっているしっているしっているし、、、、道道道道路路路路のののの路路路路盤材盤材盤材盤材にまにまにまにまぜぜぜぜるるるる。。。。量量量量がががが相相相相当当当当多多多多いいいい。。。。かなりかなりかなりかなり高高高高いシェアをいシェアをいシェアをいシェアを占占占占めているめているめているめている。。。。ししししかしかしかしかし行行行行政政政政としてきめとしてきめとしてきめとしてきめ細細細細かなことはかなことはかなことはかなことはややややられていなかったのがられていなかったのがられていなかったのがられていなかったのが実実実実態態態態であるであるであるである。。。。        処理処理処理処理にににに一一一一番番番番困困困困っているのはシっているのはシっているのはシっているのはシュュュュレレレレッダーダストッダーダストッダーダストッダーダストだだだだとととと思思思思うううう。。。。シシシシュュュュレレレレッダーダストはッダーダストはッダーダストはッダーダストは、、、、北九北九北九北九州市州市州市州市内内内内にににに３３３３カカカカ所所所所シシシシュュュュレレレレッダーッダーッダーッダー屋屋屋屋ささささんんんんがいてがいてがいてがいて年年年年間間間間６６６６万万万万トントントントン出出出出ているているているている。。。。１１１１日日日日平平平平均均均均200200200200トントントントン出出出出てててておりおりおりおり、、、、響響響響灘灘灘灘のののの管理管理管理管理型型型型処処処処分分分分場場場場にににに来来来来ているているているている。。。。たたたただだだだ、、、、そそそそれをエれをエれをエれをエココココタタタタウウウウンのンのンのンの溶融炉溶融炉溶融炉溶融炉でででで処理処理処理処理することすることすることすること
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になっているになっているになっているになっている。。。。化学化学化学化学物物物物質質質質はははは多分多分多分多分いいいいろろろろいいいいろろろろあるとあるとあるとあると思思思思うがうがうがうが、、、、特特特特別思別思別思別思いいいいつつつつくものはないくものはないくものはないくものはない。。。。ＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢはははは農農農農薬薬薬薬関係関係関係関係ででででＰＰＰＰＯＯＯＯＰＰＰＰｓｓｓｓのののの関係関係関係関係があるがあるがあるがある。。。。三三三三菱菱菱菱化学化学化学化学のののの工工工工場場場場ではではではでは農農農農薬薬薬薬のののの関係関係関係関係がありがありがありがあり、、、、ＰＰＰＰＯＯＯＯＰＰＰＰｓｓｓｓ農農農農薬薬薬薬にににに関関関関してしてしてして処理処理処理処理しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけないといういけないといういけないといういけないという話話話話はあるはあるはあるはある。。。。        市市市市内内内内でででで発発発発生生生生するするするする産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは量量量量がすがすがすがすごごごごいいいい。。。。ちなみにちなみにちなみにちなみに、、、、一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物はははは100100100100万万万万人人人人のののの町町町町なのでなのでなのでなので、、、、家庭家庭家庭家庭系系系系とととと事事事事業業業業系系系系をををを合合合合わせてわせてわせてわせて年年年年間間間間50505050万万万万トントントントン、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分がががが15151515万万万万トントントントンぐぐぐぐらいあるらいあるらいあるらいある。。。。産産産産廃廃廃廃ににににつつつついていていていてはははは最最最最終終終終処処処処分分分分がががが約約約約150150150150万万万万トンとトンとトンとトンと多多多多いいいい。。。。市市市市内内内内のののの発発発発生生生生プラスプラスプラスプラス市市市市外外外外のののの流流流流入入入入もももも相相相相当当当当多多多多いいいい。。。。これはこれはこれはこれはひひひひびびびびきききき灘灘灘灘開発開発開発開発株株株株式式式式会社会社会社会社というというというという第三第三第三第三セクターがありセクターがありセクターがありセクターがあり、、、、そそそそのののの出出出出資企業資企業資企業資企業がががが持持持持ってくるものがあるってくるものがあるってくるものがあるってくるものがある。。。。例例例例えばえばえばえば新日新日新日新日鐵鐵鐵鐵、、、、住友金属住友金属住友金属住友金属、、、、三三三三菱菱菱菱化学等化学等化学等化学等がががが出出出出資資資資しているのでしているのでしているのでしているので、、、、新日新日新日新日鐵君津鐵君津鐵君津鐵君津やややや住友金属住友金属住友金属住友金属和和和和歌歌歌歌山山山山、、、、三三三三菱菱菱菱化学化学化学化学四四四四日日日日市等市等市等市等からからからから来来来来るるるる。。。。シェアがシェアがシェアがシェアが大大大大きいきいきいきい企業企業企業企業がががが持持持持ってくるってくるってくるってくる産産産産廃廃廃廃がががが多多多多いのでいのでいのでいので、、、、量量量量的的的的にはにはにはには多多多多いいいい。。。。数数数数百百百百万万万万トンのオーダーになるとトンのオーダーになるとトンのオーダーになるとトンのオーダーになると思思思思うううう。。。。        そそそそれにれにれにれに伴伴伴伴うううう住住住住民民民民のののの感感感感情情情情としてはとしてはとしてはとしては、、、、ＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢのときはのときはのときはのときは当当当当然然然然反反反反対対対対運運運運動動動動があったがあったがあったがあった。。。。若若若若松松松松のののの北北北北側側側側のののの地地地地区区区区はははは山山山山すすすすそそそそがががが全部海全部海全部海全部海でででで、、、、60606060歳歳歳歳以以以以上上上上ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの方方方方はははは昔昔昔昔ああああそそそそこでこでこでこで泳泳泳泳いでいたいでいたいでいたいでいた。。。。そそそそのことのことのことのことだだだだけとけとけとけとってみれってみれってみれってみればばばば、、、、白白白白砂砂砂砂青青青青松松松松のののの海海海海をををを埋埋埋埋めめめめ立立立立ててしまってててしまってててしまってててしまって何何何何だだだだというというというという感感感感情情情情はずっとあるはずっとあるはずっとあるはずっとある。。。。そそそそうはうはうはうは言言言言いながらいながらいながらいながら、、、、工工工工場場場場ができてができてができてができて経済発経済発経済発経済発展展展展があってというがあってというがあってというがあってという時代時代時代時代にににに埋埋埋埋めめめめ立立立立てられてられてられてられ、、、、複複複複雑雑雑雑なななな気気気気持持持持ちでずちでずちでずちでずっときたとっときたとっときたとっときたと思思思思うううう。。。。万万万万々々々々歳歳歳歳しているしているしているしている人人人人はもちはもちはもちはもちろんろんろんろんいないしいないしいないしいないし、、、、だだだだからといってからといってからといってからといって全部全部全部全部けしからけしからけしからけしからんんんんというというというという方方方方もももも一一一一部部部部ではないかではないかではないかではないか。。。。自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの生生生生活活活活、、、、雇雇雇雇用用用用のののの場場場場なりなりなりなり工工工工場場場場ができてきたということができてきたということができてきたということができてきたということでででで受受受受けているとけているとけているとけていると思思思思うううう。。。。そそそそれがれがれがれが何十何十何十何十年続年続年続年続いているといういているといういているといういているという雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気のののの町町町町であるであるであるである。。。。        ＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢ処理処理処理処理施設施設施設施設にににに関関関関してしてしてして、、、、市市市市がががが説説説説明明明明できるのはできるのはできるのはできるのは人類人類人類人類のののの問問問問題題題題でどこかででどこかででどこかででどこかでややややらないといけならないといけならないといけならないといけないいいい。。。。役役役役割割割割をををを果果果果たせるようにたせるようにたせるようにたせるように頑張頑張頑張頑張りませりませりませりませんんんんかというかというかというかという話話話話ですですですです。。。。このこのこのこの説説説説明明明明のののの論論論論理展理展理展理展開開開開はははは楽楽楽楽だだだだったったったったがががが、、、、ななななぜぜぜぜ北九州北九州北九州北九州ですかというですかというですかというですかという話話話話はははは楽楽楽楽ではないではないではないではない。。。。明明明明快快快快なななな理理理理屈屈屈屈はないはないはないはない。。。。豊豊豊豊田田田田、、、、大大大大阪阪阪阪、、、、東京東京東京東京とととと４４４４大大大大工工工工業地業地業地業地帯帯帯帯でででで話話話話がありがありがありがあり、、、、工工工工業用地業用地業用地業用地、、、、風風風風土土土土、、、、技術技術技術技術がありがありがありがあり、、、、かかかかつつつつ企業企業企業企業がががが多多多多いのでいのでいのでいので、、、、そそそそういうとういうとういうとういうとこここころろろろにににに国国国国からからからから声声声声がかかりがかかりがかかりがかかり、、、、我我我我々々々々もももも工工工工業技術業技術業技術業技術があるならがあるならがあるならがあるなら貢献貢献貢献貢献できませできませできませできませんんんんかということでかということでかということでかということで説説説説明明明明したしたしたした。。。。絶絶絶絶対対対対のののの自自自自信信信信があったわけでもがあったわけでもがあったわけでもがあったわけでも、、、、絶絶絶絶対対対対のののの説得説得説得説得材材材材料料料料があったわけではないがあったわけではないがあったわけではないがあったわけではない。。。。子子子子供供供供たちにたちにたちにたちに負負負負のののの遺遺遺遺産産産産をををを残残残残すのであれすのであれすのであれすのであればばばば、、、、処理処理処理処理したしたしたした方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと説説説説明明明明したしたしたした。。。。ずっとずっとずっとずっと複複複複雑雑雑雑なななな気気気気持持持持ちがあるのちがあるのちがあるのちがあるのはははは間間間間違違違違いないいないいないいない。。。。        最最最最近近近近、、、、市市市市政政政政モモモモニターにアンニターにアンニターにアンニターにアンケケケケートをとりートをとりートをとりートをとり、、、、エエエエココココタタタタウウウウンにンにンにンに行行行行ったことがありますかったことがありますかったことがありますかったことがありますか、、、、行行行行っっっったたたた人人人人はどうでしたかとはどうでしたかとはどうでしたかとはどうでしたかと聞聞聞聞くとくとくとくと、、、、エエエエココココタタタタウウウウンのンのンのンの工工工工場場場場にににに行行行行ったったったった人人人人ははははほほほほととととんんんんどのどのどのどの方方方方ががががごごごごみのみのみのみの工工工工場場場場だだだだとととと思思思思っていたらっていたらっていたらっていたら、、、、ここここんんんんなになになになに立立立立派派派派なななな工工工工場場場場でびっくりしたでびっくりしたでびっくりしたでびっくりした。。。。むしむしむしむしろろろろ周周周周りがりがりがりが汚汚汚汚いいいい。。。。立地立地立地立地するまするまするまするまではではではでは複複複複雑雑雑雑なななな気気気気持持持持ちでちでちでちでごごごごみみみみ工工工工場場場場だだだだとととと思思思思っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、立地立地立地立地したのをしたのをしたのをしたのを見見見見るとみるとみるとみるとみんんんんなななな何何何何ということということということということはないはないはないはない。。。。むしむしむしむしろろろろ就就就就職職職職させてくさせてくさせてくさせてくだだだだささささいといういといういといういという意見意見意見意見がががが多多多多いいいい。。。。ＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢもももも始始始始まったらまったらまったらまったら多分多分多分多分同同同同様様様様だだだだとととと思思思思うううう。。。。こういうこういうこういうこういう工工工工場場場場でででで働働働働いているいているいているいている人人人人がががが多多多多かったかったかったかった町町町町だだだだというというというというベベベベースはあるとースはあるとースはあるとースはあると思思思思うううう。。。。もしもしもしもし農農農農業業業業地地地地帯帯帯帯だだだだったらもたないったらもたないったらもたないったらもたない気気気気がするがするがするがする。。。。        財財財財源源源源はははは、、、、ＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢをををを受受受受けけけけ入入入入れるときにはれるときにはれるときにはれるときには、、、、市市市市長長長長はははは品品品品のないことはのないことはのないことはのないことはややややめようとめようとめようとめようと、、、、財財財財政政政政的的的的なななな措措措措置置置置をしてをしてをしてをして下下下下さいということをさいということをさいということをさいということを言言言言わなかったわなかったわなかったわなかった。。。。でもでもでもでも、、、、ややややはりはりはりはり何何何何かかかか欲欲欲欲しいというのがありしいというのがありしいというのがありしいというのがあり、、、、核核核核燃料燃料燃料燃料税税税税のののの話話話話もももも出出出出たたたた。。。。原原原原発発発発をををを立地立地立地立地したらしたらしたらしたら交付金交付金交付金交付金があるがあるがあるがある。。。。競競競競馬馬馬馬場場場場だだだだってあるってあるってあるってある。。。。自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊がががが来来来来てもてもてもてもあるあるあるある。。。。そそそそれれれれぐぐぐぐらいあってもいいらいあってもいいらいあってもいいらいあってもいいだろだろだろだろうというのがうというのがうというのがうというのが本本本本音音音音であったがであったがであったがであったが。。。。しかししかししかししかし、、、、環境環境環境環境省省省省にににに対対対対ししししてててて、、、、ＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢにににに関関関関してしてしてして税税税税をかけるこをかけるこをかけるこをかけることをとをとをとを宣言宣言宣言宣言しているしているしているしている。。。。安安安安全全全全対策対策対策対策ででででモモモモニタリングをニタリングをニタリングをニタリングをふやふやふやふやすすすす等等等等、、、、監監監監視委員視委員視委員視委員会会会会のののの費費費費用用用用はははは全部全部全部全部市市市市からからからから税税税税金金金金でででで賄賄賄賄われることになるわれることになるわれることになるわれることになる。。。。国国国国のののの施設施設施設施設がががが立地立地立地立地したのにしたのにしたのにしたのに、、、、ななななぜぜぜぜ市市市市税税税税をををを出出出出さなけれさなけれさなけれさなければばばばいけないのかといういけないのかといういけないのかといういけないのかという気気気気持持持持ちであるちであるちであるちである。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、地地地地元元元元のアのアのアのアメメメメニテニテニテニティィィィーーーー対対対対策策策策があるがあるがあるがある。。。。来来来来週週週週月月月月曜曜曜曜日日日日にににに地地地地元元元元のののの自治会自治会自治会自治会代代代代表表表表がががが市市市市長長長長にににに会会会会うううう予予予予定定定定であるであるであるである。。。。緑緑緑緑化等化等化等化等幾幾幾幾つつつつかありかありかありかあり、、、、そそそそのののの財財財財源源源源としてとしてとしてとしてＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢ税税税税をををを今考今考今考今考ええええているているているている。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にににに関関関関してはしてはしてはしては環境環境環境環境未未未未来来来来税税税税、、、、処処処処分分分分場場場場業業業業者者者者にににに税税税税金金金金をかけをかけをかけをかけ、、、、技術開発技術開発技術開発技術開発にもにもにもにも使使使使うがうがうがうが、、、、地地地地元元元元のアのアのアのアメメメメニテニテニテニティィィィーーーー対策対策対策対策にもにもにもにも当当当当然使然使然使然使うううう。。。。        坂坂坂坂本本本本    
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    ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。垣迫垣迫垣迫垣迫様様様様はははは午後午後午後午後もおいでいたもおいでいたもおいでいたもおいでいただだだだけるけるけるけるそそそそうであるうであるうであるうである。。。。ままままだごだごだごだご質質質質問問問問のののの方方方方がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんおありおありおありおありだだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、昼昼昼昼食食食食のののの予予予予定定定定時時時時間間間間なのでなのでなのでなので、、、、午後午後午後午後のののの部部部部のののの最後最後最後最後ににににごごごご質質質質問問問問等等等等をををを総総総総合的合的合的合的にににに持持持持ちちちち越越越越させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。午前中午前中午前中午前中のののの垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長のおのおのおのお話話話話はこれではこれではこれではこれで一一一一応応応応終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。皆皆皆皆ささささんんんん、、、、もうもうもうもう１１１１度度度度拍拍拍拍手手手手でおこたでおこたでおこたでおこたええええしたいしたいしたいしたい。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））                                                            〔〔〔〔                休休休休                        憩憩憩憩                〕〕〕〕    司司司司会会会会        再再再再開開開開させていたさせていたさせていたさせていただだだだくくくく。。。。        坂坂坂坂本本本本アアアアドバドバドバドバイサーイサーイサーイサー        国連大学国連大学国連大学国連大学はははは１９９４１９９４１９９４１９９４年年年年ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを提唱提唱提唱提唱してしてしてして以来以来以来以来、、、、各分野各分野各分野各分野のののの皆皆皆皆様様様様ののののごごごご支援支援支援支援ごごごご配慮配慮配慮配慮でここまできましたがでここまできましたがでここまできましたがでここまできましたが、、、、次次次次のののの更更更更なるなるなるなる発発発発展展展展をとげるためをとげるためをとげるためをとげるため何何何何をしなけれをしなけれをしなけれをしなければばばばならないかならないかならないかならないか、、、、何何何何がががが必必必必要要要要かをかをかをかを常常常常にににに謙虚謙虚謙虚謙虚にににに考考考考ええええていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばならないとならないとならないとならないと思思思思っているっているっているっている。。。。さきさきさきさきほほほほどどどど垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長からからからから北九北九北九北九州市州市州市州市のののの現現現現状状状状ににににつつつついていていていて詳詳詳詳しいおしいおしいおしいお話話話話がありましたががありましたががありましたががありましたが、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学はははは事事事事業業業業をををを抱抱抱抱ええええているているているている機機機機関関関関でもなでもなでもなでもないしいしいしいし研究研究研究研究機機機機関関関関といってもいわゆるといってもいわゆるといってもいわゆるといってもいわゆる理理理理工工工工学学学学系系系系ののののハハハハーーーードドドドのののの研究研究研究研究部門部門部門部門をををを持持持持っているわけでもあっているわけでもあっているわけでもあっているわけでもありませりませりませりませんんんん。。。。そそそそのののの意意意意味味味味でででで机机机机上上上上でででで研究研究研究研究するのがするのがするのがするのが主主主主体体体体ですがですがですがですが、、、、このこのこのこの見地見地見地見地からからからから原点原点原点原点にににに返返返返ってってってって何何何何をすをすをすをすべきかをべきかをべきかをべきかを考考考考ええええなおしてみたいとなおしてみたいとなおしてみたいとなおしてみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ごごごご承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、原点原点原点原点はははは１９９２１９９２１９９２１９９２年年年年のリオののリオののリオののリオの環環環環境境境境サミットでしたサミットでしたサミットでしたサミットでした。。。。あのあのあのあの時時時時にうちにうちにうちにうちだだだだされたされたされたされた文書文書文書文書はははは、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな開発開発開発開発というというというという言言言言葉葉葉葉がががが使使使使われてわれてわれてわれていまいまいまいますがすがすがすが、、、、私私私私はははは本本本本来来来来のののの狙狙狙狙いはいはいはいは持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会形成社会形成社会形成社会形成であったとであったとであったとであったと考考考考ええええていますていますていますています。。。。世界世界世界世界にはにはにはには２０２０２０２０００００近近近近いいいい国国国国々々々々・・・・地域地域地域地域がありますががありますががありますががありますが、、、、2/32/32/32/3    以以以以上上上上のののの国国国国々々々々はははは発発発発展展展展途上途上途上途上国国国国ですからですからですからですから、、、、あのあのあのあの場場場場所所所所でででで開発開発開発開発ということをということをということをということを言言言言わないでわないでわないでわないで社会形成社会形成社会形成社会形成というというというという言言言言葉葉葉葉ををををつつつつかっていたらかっていたらかっていたらかっていたら、、、、会議会議会議会議のののの合意合意合意合意はできていなはできていなはできていなはできていなかったとかったとかったとかったと思思思思いますいますいますいます。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、日日日日本本本本のののの「「「「デデデデベベベベロップロップロップロップメメメメントントントント」」」」のののの訳訳訳訳語語語語ですがですがですがですが、「、「、「、「開発開発開発開発」」」」になになになになっていますっていますっていますっています。。。。しかししかししかししかし、、、、私私私私ははははそそそそのスのスのスのスピピピピリットはリットはリットはリットは「「「「開発開発開発開発」」」」ではなくではなくではなくではなく「「「「発発発発展展展展」」」」だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。最最最最近近近近、、、、多多多多くのくのくのくの方方方方々々々々がががが、「、「、「、「開発開発開発開発」」」」よりよりよりより「「「「発発発発展展展展」」」」をををを使使使使われるようになってきていますわれるようになってきていますわれるようになってきていますわれるようになってきています。。。。            とことことこところろろろでアジェンダでアジェンダでアジェンダでアジェンダ２１２１２１２１にはにはにはには、、、、４４４４つつつつののののセクションがありますセクションがありますセクションがありますセクションがあります。。。。第第第第１１１１はははは世界的経済的世界的経済的世界的経済的世界的経済的側面側面側面側面ですですですです。。。。このこのこのこの中中中中でででで貧貧貧貧困困困困のののの撲撲撲撲滅滅滅滅がががが最最最最もももも重要重要重要重要ですですですです。。。。本年本年本年本年８８８８－－－－９９９９月月月月ののののヨハヨハヨハヨハネスブルグネスブルグネスブルグネスブルグ会議会議会議会議はははは、、、、新新新新聞聞聞聞報報報報道道道道によれによれによれによればばばば成成成成果果果果はははは少少少少なかったとなかったとなかったとなかったと言言言言われていますがわれていますがわれていますがわれていますが、、、、貧貧貧貧困困困困撲撲撲撲滅滅滅滅にかにかにかにかんんんんしてしてしてして先進国先進国先進国先進国とととと途上途上途上途上国国国国ではではではでは対対対対処処処処のしかたでのしかたでのしかたでのしかたで合意合意合意合意ができていないようですができていないようですができていないようですができていないようです。。。。世界世界世界世界のののの国国国国々々々々にとってにとってにとってにとって多多多多くのくのくのくの問問問問題題題題があがあがあがあるるるる；；；；経済経済経済経済システムのシステムのシステムのシステムの変変変変更更更更やややや爆爆爆爆発発発発するするするする人人人人口口口口問問問問題等題等題等題等がががが主要主要主要主要なななな課題課題課題課題ですですですです。。。。第第第第２２２２はははは経済発経済発経済発経済発展展展展・・・・開発開発開発開発にににに伴伴伴伴うううう環境悪化環境悪化環境悪化環境悪化・・・・資源枯渇資源枯渇資源枯渇資源枯渇のののの問問問問題題題題がありますがありますがありますがあります、、、、このこのこのこの分野分野分野分野にににに廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの問問問問題題題題もありますもありますもありますもあります。。。。第第第第３３３３はははは、、、、このようなこのようなこのようなこのような問問問問題題題題のののの解解解解決決決決をををを誰誰誰誰がががが担担担担うかといううかといううかといううかという問問問問題題題題ですですですです。。。。政政政政府府府府のののの役役役役割割割割はははは当当当当然然然然でででですすすす。。。。しかししかししかししかし、、、、ここでここでここでここで特特特特筆筆筆筆してしてしてして強調強調強調強調しているのはしているのはしているのはしているのは、、、、従来従来従来従来社会社会社会社会のののの弱弱弱弱者者者者とととと言言言言われていたわれていたわれていたわれていた女女女女性性性性、、、、青青青青年年年年、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯ等等等等のののの役役役役割割割割ですですですです。。。。リオのリオのリオのリオの会議会議会議会議でででで、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯがががが初初初初めてめてめてめて世界世界世界世界交交交交渉渉渉渉機機機機関関関関としてとしてとしてとして国国国国とととと対等対等対等対等のプのプのプのプレレレレイイイイヤヤヤヤーとーとーとーとしてのしてのしてのしての位位位位置置置置付付付付けをけをけをけを与与与与ええええられましたられましたられましたられました。。。。次次次次ぎのぎのぎのぎの第第第第４４４４のののの側面側面側面側面はははは実施手実施手実施手実施手段段段段ですですですです。。。。1/31/31/31/3    のののの先進国先進国先進国先進国からからからから2/32/32/32/3のののの途上途上途上途上国国国国へのへのへのへの資資資資金金金金、、、、技術技術技術技術、、、、ノノノノーーーーハハハハウウウウ等等等等のののの円滑円滑円滑円滑なななな移転移転移転移転がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。またまたまたまた、、、、教育教育教育教育・・・・意識意識意識意識啓啓啓啓発発発発・・・・普及活動普及活動普及活動普及活動もももも非常非常非常非常にににに重要重要重要重要ですですですです。。。。このようなことがこのようなことがこのようなことがこのようなことが総合的総合的総合的総合的にににに実施実施実施実施されてされてされてされて持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会がががが形成形成形成形成されていくことになりますされていくことになりますされていくことになりますされていくことになります。。。。私私私私はははは、、、、日日日日々々々々のののの考考考考ええええ方方方方・・・・行動行動行動行動のののの中中中中でででで迷迷迷迷いがいがいがいが生生生生じじじじたときはたときはたときはたときは必必必必ずアジェンダずアジェンダずアジェンダずアジェンダ２２２２１１１１にににに立立立立ちちちち戻戻戻戻ってってってって考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。これがこれがこれがこれが私私私私のののの考考考考ええええ方方方方・・・・行動行動行動行動のののの原点原点原点原点ですですですです。。。。            そそそそれではれではれではれでは持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会とはどのようなとはどのようなとはどのようなとはどのような社会社会社会社会でしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。リオのサミットのリオのサミットのリオのサミットのリオのサミットの後後後後、、、、国連本国連本国連本国連本部部部部にににに    CoCoCoCommmmmmmmissionissionissionission    ooooffff    SSSSuuuustainastainastainastainabbbblelelele    DDDDeveloeveloeveloevelopmpmpmpmentententent((((CSCSCSCSDDDD))))    というというというという組織組織組織組織ができましたができましたができましたができました。。。。またまたまたまた世界世界世界世界各国各国各国各国でもでもでもでも公公公公的的的的・・・・民民民民間機間機間機間機関関関関ができてができてができてができて活動活動活動活動をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。日日日日本本本本ではではではでは、、、、政政政政府府府府機機機機関関関関ではなくではなくではなくではなく、、、、１１１１つつつつのののの民民民民間機間機間機間機関関関関ができここにができここにができここにができここに政政政政府府府府のののの方方方方々々々々、、、、学会学会学会学会のののの方方方方々々々々、、、、企業企業企業企業のののの方方方方々々々々がががが入入入入ったったったった委員委員委員委員会会会会がせきがせきがせきがせき、、、、検討検討検討検討をををを続続続続けていますけていますけていますけています。。。。ではではではでは、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会とはとはとはとは具具具具体的体的体的体的にどのようなにどのようなにどのようなにどのような社会社会社会社会であるのかであるのかであるのかであるのか、、、、ままままたたたた持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを表表表表すためにどのようなすためにどのようなすためにどのようなすためにどのような指指指指標標標標がががが適適適適切切切切であるのかにであるのかにであるのかにであるのかにつつつついてはいてはいてはいては、、、、リオリオリオリオ会議会議会議会議以以以以降降降降１０１０１０１０年年年年たちましたがたちましたがたちましたがたちましたが、、、、結結結結論論論論はでていませはでていませはでていませはでていませんんんん。。。。各国各国各国各国でみなでみなでみなでみな考考考考ええええ方方方方がががが違違違違うのですうのですうのですうのです。。。。昨昨昨昨年年年年、、、、ＣＣＣＣ
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ＳＤＳＤＳＤＳＤがががが中間中間中間中間報告報告報告報告をををを発表発表発表発表しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、そそそそのののの中中中中でででで考考考考ええええ方方方方のののの収収収収斂斂斂斂にはにはにはには時時時時間間間間がかかるといっていまがかかるといっていまがかかるといっていまがかかるといっていますすすす。。。。私私私私はははは、、、、等分持続可能等分持続可能等分持続可能等分持続可能なななな社会社会社会社会をををを示示示示すすすす指指指指標標標標がまとまることはがまとまることはがまとまることはがまとまることは当当当当分分分分ないとないとないとないと考考考考ええええていますていますていますています。。。。ここここのののの図図図図はははは、、、、ＣＣＣＣＳＤＳＤＳＤＳＤがががが示示示示しているしているしているしている指指指指標標標標群群群群のののの数数数数ですですですです；；；；社会的社会的社会的社会的側面側面側面側面：：：：３９３９３９３９、、、、経済的経済的経済的経済的側面側面側面側面：：：：２３２３２３２３、、、、環環環環境的境的境的境的側面側面側面側面：：：：５５５５５５５５、、、、制制制制度的度的度的度的側面側面側面側面：：：：１５１５１５１５．．．．このようなこのようなこのようなこのような中中中中でででで我我我我々々々々はどのようにはどのようにはどのようにはどのように考考考考ええええていったらていったらていったらていったら良良良良いのかいのかいのかいのか、、、、日日日日本本本本でもでもでもでも結結結結論論論論ができていまができていまができていまができていませせせせんんんん。。。。私私私私はははは定定定定量量量量的的的的なことをなことをなことをなことを考考考考ええええるよりるよりるよりるより、「、「、「、「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会とはとはとはとは、、、、国国国国家家家家・・・・民民民民族族族族のののの相違相違相違相違をこをこをこをこええええてててて、、、、地球地球地球地球上上上上のすべてののすべてののすべてののすべての人類人類人類人類がががが自自自自然然然然のののの恵恵恵恵みをみをみをみを享享享享受受受受しながしながしながしながらららら健康健康健康健康でででで幸幸幸幸福福福福にににに生生生生活活活活できるできるできるできる社会社会社会社会」」」」ということをということをということをということを自分自分自分自分のののの定定定定義義義義としていますとしていますとしていますとしています。。。。これはこれはこれはこれは、、、、国国国国、、、、機機機機関関関関、、、、個個個個人人人人でででで異異異異なっていいでしなっていいでしなっていいでしなっていいでしょょょょうがうがうがうが、、、、皆皆皆皆様様様様とととと意見意見意見意見をををを交交交交換換換換しししし一一一一緒緒緒緒にににに行動行動行動行動するときするときするときするとき、、、、これをこれをこれをこれを私私私私のののの考考考考ええええ方方方方としていますとしていますとしていますとしています。。。。            そそそそれではれではれではれでは、、、、このようなこのようなこのようなこのような持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会ををををつつつつくるためくるためくるためくるため、、、、先先先先ほほほほどどどど説説説説明明明明しましたようにしましたようにしましたようにしましたように４４４４つつつつのののの側面側面側面側面がががが重重重重なりなりなりなり合合合合うわけですうわけですうわけですうわけです。。。。貧貧貧貧困困困困のののの撲撲撲撲滅滅滅滅もももも、、、、人人人人口口口口爆爆爆爆発発発発抑抑抑抑制制制制のののの問問問問題等題等題等題等のののの基本的基本的基本的基本的問問問問題題題題がありまがありまがありまがありますすすす。。。。しかししかししかししかし、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも健康健康健康健康でででで幸幸幸幸福福福福なななな生生生生活活活活をををを送送送送るためにるためにるためにるために、、、、環境的環境的環境的環境的にににに問問問問題題題題がないこと・がないこと・がないこと・がないこと・資源資源資源資源がががが何時何時何時何時までもまでもまでもまでも使使使使ええええるというシステムがるというシステムがるというシステムがるというシステムがそそそそのためののためののためののための１１１１つつつつのサブシステムであることはのサブシステムであることはのサブシステムであることはのサブシステムであることは明明明明ららららかですかですかですかです。。。。このよななこのよななこのよななこのよなな社会社会社会社会：：：：環境的環境的環境的環境的にににに問問問問題題題題のないのないのないのない資源資源資源資源がががが何時何時何時何時までもまでもまでもまでもつつつつかかかかええええるようなるようなるようなるような社会社会社会社会をををを形形形形成成成成することすることすることすること、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会とととと定定定定義義義義していますしていますしていますしています。。。。これがこれがこれがこれが持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを形成形成形成形成するためのするためのするためのするための１１１１つつつつのサブシステムですのサブシステムですのサブシステムですのサブシステムです。。。。            ９２９２９２９２年年年年６６６６月月月月にリオ・サミットがにリオ・サミットがにリオ・サミットがにリオ・サミットが開催開催開催開催されましたされましたされましたされました。。。。そそそそのののの後後後後、、、、国連国連国連国連のシンクタンクであるのシンクタンクであるのシンクタンクであるのシンクタンクである国国国国連大学連大学連大学連大学はははは、、、、これにこれにこれにこれに対対対対応応応応してしてしてして研究研究研究研究テーテーテーテーママママのののの再再再再検討検討検討検討をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。９２９２９２９２年年年年後後後後半半半半にににに学学学学長長長長諮諮諮諮問機問機問機問機関関関関ができてここでができてここでができてここでができてここで検討検討検討検討しましたしましたしましたしました。。。。このこのこのこの検討検討検討検討のののの結果結果結果結果がががが９３９３９３９３年年年年初初初初めにめにめにめに、、、、ＵＵＵＵＮＮＮＮＵＵＵＵアジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ２１２１２１２１ととととしてしてしてして発表発表発表発表されされされされ、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな開発開発開発開発のののの研究研究研究研究がががが正正正正式式式式にににに決決決決定定定定されましたされましたされましたされました。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学内内内内にににに、、、、独独独独立立立立性性性性のののの高高高高いいいい５５５５つつつつのののの研究研究研究研究所所所所がありますががありますががありますががありますが、、、、このこのこのこの時点時点時点時点ではまではまではまではまだだだだ設設設設置置置置されていませされていませされていませされていませんんんんでしたがでしたがでしたがでしたが、、、、東京東京東京東京にににに開設開設開設開設されるされるされるされる高高高高等研究等研究等研究等研究所所所所がががが持続可能持続可能持続可能持続可能なななな開発開発開発開発のののの研究研究研究研究のののの中心機中心機中心機中心機関関関関になることがになることがになることがになることが位位位位置置置置付付付付けられまけられまけられまけられましたしたしたした。。。。そそそそしてしてしてして、、、、９４９４９４９４年年年年４４４４月月月月にゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッション（（（（正正正正式式式式にはゼロエミッションにはゼロエミッションにはゼロエミッションにはゼロエミッション研究構想研究構想研究構想研究構想））））がががが具具具具体的体的体的体的プロジェクトとしてスタートしましたプロジェクトとしてスタートしましたプロジェクトとしてスタートしましたプロジェクトとしてスタートしました。。。。私私私私はははは、、、、皆皆皆皆様様様様ももももごごごご理理理理解解解解になっておられるとになっておられるとになっておられるとになっておられると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションは理理理理論論論論体体体体系系系系というよりというよりというよりというよりソソソソシアル・ムーブシアル・ムーブシアル・ムーブシアル・ムーブメメメメントントントント：：：：社会社会社会社会啓啓啓啓発活発活発活発活動動動動であるとであるとであるとであると考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。ここでここでここでここで、、、、このプロジェクトのためにこのプロジェクトのためにこのプロジェクトのためにこのプロジェクトのために学学学学長長長長顧顧顧顧問問問問としてとしてとしてとして招招招招聘聘聘聘されされされされたグンター・パたグンター・パたグンター・パたグンター・パウウウウリリリリ（（（（ベベベベルルルルギギギギーーーー出出出出身身身身、、、、当事当事当事当事４０４０４０４０歳歳歳歳））））がががが、、、、ゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというココココンセプンセプンセプンセプトをトをトをトを提唱提唱提唱提唱しましたしましたしましたしました。。。。そそそそののののココココンセプトはンセプトはンセプトはンセプトは、、、、産業界産業界産業界産業界のののの生生生生産産産産工程工程工程工程にににに投投投投入入入入されるすべてのされるすべてのされるすべてのされるすべての原原原原材材材材料料料料はははは、、、、すべてすべてすべてすべて生生生生産産産産物物物物になるになるになるになる（（（（ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション））））ですですですです。。。。すなわちすなわちすなわちすなわち、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ではなくではなくではなくではなくそそそそのののの段階段階段階段階でででで未未未未利用利用利用利用物物物物であるということでであるということでであるということでであるということで、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物というというというという概概概概念念念念をなくしましたをなくしましたをなくしましたをなくしました。。。。そそそそのののの具具具具体的手法体的手法体的手法体的手法はははは、、、、産業産業産業産業間間間間のののの連連連連携携携携＝＝＝＝クラスターのクラスターのクラスターのクラスターの形成形成形成形成ですですですです。。。。北九州市北九州市北九州市北九州市エエエエココココタタタタウウウウンでもンでもンでもンでも目目目目指指指指されていることされていることされていることされていることですですですです。。。。またまたまたまた、、、、技術開発技術開発技術開発技術開発もももも重要重要重要重要ですですですです；；；；すなわちすなわちすなわちすなわち全全全全てのてのてのての投投投投入入入入原原原原材材材材料料料料がががが製品製品製品製品になるになるになるになる革革革革新新新新的技術的技術的技術的技術のののの開発開発開発開発ですですですです、、、、これはなかなかこれはなかなかこれはなかなかこれはなかなか難難難難しいことですからしいことですからしいことですからしいことですから少少少少しでもしでもしでもしでも廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物＝＝＝＝未未未未利用利用利用利用物物物物のののの発発発発生生生生がすくながすくながすくながすくなくなるくなるくなるくなる工程工程工程工程のののの開発開発開発開発ですですですです。。。。技術技術技術技術のののの問問問問題題題題とならとならとならとならんんんんでででで、、、、もうもうもうもう１１１１つつつつのののの重要重要重要重要なことはなことはなことはなことは、、、、ゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッションをョンをョンをョンを推進推進推進推進するためにするためにするためにするために意意意意思思思思決決決決定定定定機機機機構構構構のののの重要性重要性重要性重要性ですですですです。。。。こういうこういうこういうこういう重要重要重要重要なことをなことをなことをなことを、、、、末端末端末端末端のののの技術技術技術技術ののののレベレベレベレベルでルでルでルで決決決決めてめてめてめてややややっていくのにはっていくのにはっていくのにはっていくのには時時時時間間間間がかかりますがかかりますがかかりますがかかります。。。。このこのこのこの点点点点をををを認認認認識識識識していたのがしていたのがしていたのがしていたのが、、、、アントアントアントアントレレレレププププレレレレーナーとしてのーナーとしてのーナーとしてのーナーとしてのＧＧＧＧ....    パパパパウウウウリのリのリのリの卓卓卓卓見見見見でありでありでありであり今今今今もももも尊敬尊敬尊敬尊敬をしていますをしていますをしていますをしています。。。。このこのこのこの考考考考ええええ方方方方をををを内外内外内外内外にににに発発発発信信信信したのですがしたのですがしたのですがしたのですが、、、、パパパパウウウウリはリはリはリは世界世界世界世界のののの皆皆皆皆様様様様にににに理理理理解解解解いたいたいたいただだだだくためにくためにくためにくためにビビビビーーーールルルル生生生生産産産産工程工程工程工程をををを例例例例にとにとにとにとりりりりポポポポンンンンチチチチ絵絵絵絵にかきましたにかきましたにかきましたにかきました。。。。パパパパウウウウリにいわせるとリにいわせるとリにいわせるとリにいわせると、、、、ビビビビールはどのようなールはどのようなールはどのようなールはどのような国国国国、、、、人人人人口口口口１００１００１００１００万万万万人人人人以以以以下下下下のののの国国国国でもでもでもでも生生生生産産産産されているといいますされているといいますされているといいますされているといいます。。。。このこのこのこの絵絵絵絵はははは、、、、彼彼彼彼ののののポポポポンンンンチチチチ絵絵絵絵をををを私私私私がががが３３３３年年年年前前前前にニにニにニにニュュュューーーートントントントン誌誌誌誌にににに描描描描いたものですいたものですいたものですいたものです。。。。ごごごご承承承承知知知知のようにのようにのようにのようにビビビビールールールール生生生生産産産産工程工程工程工程からはからはからはからは、、、、このようにいこのようにいこのようにいこのようにいろんろんろんろんなななな排排排排出物出物出物出物がでますががでますががでますががでますが最最最最大大大大のののの問問問問題題題題はスはスはスはスペペペペント・グント・グント・グント・グレレレレーンーンーンーン（（（（ビビビビールールールール滓滓滓滓））））ですですですです。。。。彼彼彼彼がががが構想構想構想構想したのはしたのはしたのはしたのは、、、、（（（（１１１１））））みみずにみみずにみみずにみみずに食食食食べさせるべさせるべさせるべさせる＝＝＝＝家家家家禽禽禽禽のののの餌餌餌餌、、、、またきのこまたきのこまたきのこまたきのこ栽培栽培栽培栽培のののの栽栽栽栽地地地地にしにしにしにしそそそそのののの後後後後、、、、残残残残さはさはさはさは反反反反芻芻芻芻性性性性動動動動物物物物のののの餌餌餌餌にするにするにするにする、（、（、（、（２２２２））））これらのこれらのこれらのこれらの家家家家禽禽禽禽・・・・家畜家畜家畜家畜のののの排排排排泄泄泄泄物物物物はははは嫌嫌嫌嫌気気気気性性性性・・・・酸酸酸酸化化化化性性性性排排排排水水水水処理処理処理処理をするをするをするをする、、、、
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（（（（３３３３））））嫌嫌嫌嫌気気気気性処性処性処性処理理理理でででで発発発発生生生生するするするするメメメメタンはタンはタンはタンは系内系内系内系内でででで熱熱熱熱源源源源にににに使使使使うううう、（、（、（、（４４４４））））排排排排水水水水処理処理処理処理装装装装置置置置からのからのからのからの排排排排水水水水はははは、、、、アクアアクアアクアアクアポポポポンンンンドドドドでででで藻藻藻藻栽培栽培栽培栽培、、、、魚魚魚魚類類類類養養養養殖殖殖殖、、、、野野野野菜菜菜菜等等等等栽培栽培栽培栽培        のシステムですのシステムですのシステムですのシステムです。。。。食食食食物物物物連連連連鎖鎖鎖鎖をををを利用利用利用利用ししししたたたた簡簡簡簡単単単単なクラスターなクラスターなクラスターなクラスター形成形成形成形成ですですですです。。。。日日日日本本本本でもでもでもでも、、、、１９９４１９９４１９９４１９９４年年年年以以以以降降降降、、、、官庁官庁官庁官庁、、、、自治体自治体自治体自治体、、、、産業界産業界産業界産業界のののの皆皆皆皆様様様様にゼロエミッションのにゼロエミッションのにゼロエミッションのにゼロエミッションの考考考考ええええ方方方方をををを説説説説明明明明してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。各各各各機機機機関関関関がゼロエミッションのがゼロエミッションのがゼロエミッションのがゼロエミッションの考考考考ええええ方方方方をををを理理理理解解解解されされされされ活動活動活動活動をををを進進進進めれれておりますがめれれておりますがめれれておりますがめれれておりますが、、、、このこのこのこの図図図図はははは各各各各機機機機関関関関のののの活動活動活動活動をををを中央官庁中央官庁中央官庁中央官庁・・・・大学大学大学大学、、、、自治体自治体自治体自治体、、、、企業企業企業企業・・・・地域地域地域地域にわけてにわけてにわけてにわけて整理整理整理整理したものですしたものですしたものですしたものです。。。。中央官庁中央官庁中央官庁中央官庁のののの活動活動活動活動ですがですがですがですが、、、、通通通通産産産産省省省省（（（（現経済産業現経済産業現経済産業現経済産業省省省省））））のののの活動活動活動活動ににににつつつついていていていて紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。これはこれはこれはこれは私私私私にはにはにはには忘忘忘忘れれれれられないことですがられないことですがられないことですがられないことですが９７９７９７９７年年年年４４４４月月月月末末末末、、、、担当担当担当担当のののの方方方方がががが国連大学国連大学国連大学国連大学高高高高等研究等研究等研究等研究所所所所におにおにおにお見見見見ええええになりになりになりになり次次次次ぎのようにぎのようにぎのようにぎのように説説説説明明明明されましたされましたされましたされました；；；；「「「「通通通通産産産産省省省省はゼロエはゼロエはゼロエはゼロエミッションのミッションのミッションのミッションの思思思思想想想想をををを評価評価評価評価しししし国国国国としてとしてとしてとしてややややっていくっていくっていくっていく。。。。国国国国としてゼロエミッションというとしてゼロエミッションというとしてゼロエミッションというとしてゼロエミッションという名名名名前前前前ででででなくエなくエなくエなくエココココタタタタウウウウンということでンということでンということでンということで始始始始めるめるめるめる。。。。しかししかししかししかし、、、、ススススピピピピリッリッリッリッツツツツはゼロエミッションであるはゼロエミッションであるはゼロエミッションであるはゼロエミッションである。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、従来従来従来従来はははは通通通通産産産産省省省省はおはおはおはお手本手本手本手本をををを示示示示してこのとおりしてこのとおりしてこのとおりしてこのとおりややややれというれというれというれという方式方式方式方式でででで行行行行政政政政指指指指導導導導をしてきたをしてきたをしてきたをしてきたがこれをがこれをがこれをがこれを変変変変ええええるるるる。。。。自治体自治体自治体自治体がががが地域地域地域地域のなかでサイトにあってのなかでサイトにあってのなかでサイトにあってのなかでサイトにあってそそそそれにれにれにれにママママッッッッチチチチしたものをしたものをしたものをしたものを自分自分自分自分でででで考考考考ええええてててて提提提提出出出出してもらうしてもらうしてもらうしてもらう、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省ははははベベベベストのものをストのものをストのものをストのものを選選選選択択択択してしてしてして認認認認証証証証していくしていくしていくしていくだだだだけけけけだだだだ」」」」。。。。これこれこれこれはははは国国国国としてとしてとしてとして、、、、画画画画期期期期的的的的なななな方針方針方針方針であったとであったとであったとであったと評価評価評価評価しているしているしているしている。。。。環境環境環境環境事事事事業団業団業団業団もゼロエミッションもゼロエミッションもゼロエミッションもゼロエミッション企業企業企業企業団地団地団地団地づくりをづくりをづくりをづくりを各地各地各地各地でででで進進進進めているめているめているめている。。。。またまたまたまた、、、、運運運運輸輸輸輸省省省省のののの臨臨臨臨海部海部海部海部リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルココココンンンンビビビビナートナートナートナート構想構想構想構想ををををごごごご紹介紹介紹介紹介したいしたいしたいしたい。。。。垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長もももも私私私私もももも３３３３年年年年前前前前にににに運運運運輸輸輸輸省省省省港湾港湾港湾港湾局局局局開発課開発課開発課開発課のののの委員委員委員委員会会会会委員委員委員委員としてとしてとしてとして計画計画計画計画のののの検討検討検討検討にににに参参参参画画画画したしたしたした。。。。実実実実はこのはこのはこのはこの前前前前のののの３３３３年年年年間間間間にわたりにわたりにわたりにわたり、、、、当事当事当事当事のののの第第第第１１１１港湾港湾港湾港湾建建建建設設設設局局局局（（（（新新新新潟潟潟潟））））でのでのでのでの検討検討検討検討をををを踏踏踏踏ままままええええたものであるたものであるたものであるたものである。。。。重要重要重要重要港湾港湾港湾港湾はははは、、、、国国国国・・・・自治体自治体自治体自治体によってによってによってによって管理管理管理管理されているがされているがされているがされているが、、、、広広広広大大大大なななな港湾港湾港湾港湾敷敷敷敷地地地地をををを抱抱抱抱ええええているているているている。。。。北九州市北九州市北九州市北九州市のようにのようにのようにのように発発発発展展展展するするするする港湾港湾港湾港湾はいいのはいいのはいいのはいいのだだだだがががが、、、、産業構産業構産業構産業構造造造造のののの変変変変化化化化でででで発発発発展展展展がとがとがとがとまっているまっているまっているまっている港湾港湾港湾港湾もあるもあるもあるもある。。。。第第第第１１１１港湾港湾港湾港湾建建建建設設設設局局局局のあるのあるのあるのある幹幹幹幹部部部部のののの方方方方がががが活活活活性性性性化化化化のののの手法手法手法手法としてとしてとしてとして港湾港湾港湾港湾敷敷敷敷地地地地のののの中中中中にリサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクルココココンンンンビビビビナートをナートをナートをナートをつつつつくくくくろろろろうとうとうとうと構想構想構想構想されたされたされたされた。。。。私私私私ははははそそそそれにゼロエミッション・れにゼロエミッション・れにゼロエミッション・れにゼロエミッション・ハハハハーーーーババババーというーというーというーという名名名名前前前前ををををつつつつけたけたけたけた。。。。これがこれがこれがこれが運運運運輸輸輸輸省省省省（（（（現国現国現国現国土土土土交通省交通省交通省交通省））））のののの、、、、政政政政府府府府のののの構想構想構想構想となりとなりとなりとなり国国国国内内内内でででで北九州北九州北九州北九州をををを含含含含むむむむ４４４４つつつつのリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルポポポポートがートがートがートが指指指指定定定定されることになりましたされることになりましたされることになりましたされることになりました。。。。大学大学大学大学・・・・研究研究研究研究機機機機関関関関ででででもももも、、、、文文文文部省部省部省部省（（（（現現現現文文文文部部部部科学科学科学科学省省省省）、）、）、）、科学技術科学技術科学技術科学技術振興事振興事振興事振興事業団等業団等業団等業団等のののの支援支援支援支援のもとにのもとにのもとにのもとに、、、、東京東京東京東京大学大学大学大学、、、、大大大大阪阪阪阪大大大大学等学等学等学等がががが研究研究研究研究をををを実施実施実施実施されてきているされてきているされてきているされてきている。。。。多多多多くのくのくのくの自治体自治体自治体自治体もゼロエミッションをもゼロエミッションをもゼロエミッションをもゼロエミッションを進進進進められているがめられているがめられているがめられているが、、、、代代代代表的表的表的表的事例事例事例事例はははは後後後後にににに説説説説明明明明するするするする。。。。次次次次ぎにぎにぎにぎに企業企業企業企業・・・・団体団体団体団体ですがですがですがですが、、、、日日日日本本本本機機機機会連合会会連合会会連合会会連合会、、、、地球環境産業技地球環境産業技地球環境産業技地球環境産業技術研究術研究術研究術研究機機機機構構構構（（（（ＲＩＴＲＩＴＲＩＴＲＩＴＥ）Ｅ）Ｅ）Ｅ）等等等等ががががそそそそのののの地域地域地域地域でのゼロエミッションでのゼロエミッションでのゼロエミッションでのゼロエミッション構想構想構想構想ににににつつつついていていていて詳細詳細詳細詳細なななな検討検討検討検討をををを実実実実施施施施しているしているしているしている。。。。またまたまたまた、、、、企業企業企業企業もももも自自自自らのらのらのらの事事事事業業業業としてとしてとしてとして推進推進推進推進されているされているされているされている。。。。またまたまたまた、、、、地域地域地域地域商商商商店街店街店街店街のののの活動活動活動活動ととととしてしてしてして、、、、早早早早稲稲稲稲田田田田商商商商店街店街店街店街のののの事例事例事例事例をををを紹介紹介紹介紹介したいしたいしたいしたい。。。。早早早早稲稲稲稲田田田田大学大学大学大学のののの学学学学生生生生はははは約約約約１０１０１０１０万万万万人人人人いますいますいますいます、、、、地地地地方方方方でででではちはちはちはちょょょょっとしたっとしたっとしたっとした町町町町ですですですです。。。。これがこれがこれがこれが、、、、７７７７月月月月、、、、８８８８月月月月になるとになるとになるとになると休休休休みでみでみでみで学学学学生生生生がいなくなりがいなくなりがいなくなりがいなくなり、、、、商商商商店街店街店街店街はははは夏夏夏夏枯枯枯枯れになりますれになりますれになりますれになります。。。。このこのこのこの町町町町のののの活活活活性性性性化化化化をををを、、、、商商商商店街店街店街店街会会会会長長長長のののの安井安井安井安井ささささんんんんがいがいがいがいろろろろいいいいろろろろ考考考考ええええられたられたられたられた。。。。環環環環境対策境対策境対策境対策、、、、ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを手法手法手法手法としてとしてとしてとして使使使使うことをうことをうことをうことを考考考考えつえつえつえつかれたかれたかれたかれた。。。。協力協力協力協力するするするする学学学学生生生生はははは、、、、最最最最初初初初はははは２２２２ケケケケタタタタ、、、、次次次次年度年度年度年度はははは１００１００１００１００人人人人、、、、次次次次ぎのぎのぎのぎの年年年年はははは数数数数百百百百人人人人になったになったになったになった。。。。何何何何をするかをするかをするかをするか、、、、環境環境環境環境イイイイベベベベントをントをントをントをややややるるるる：：：：環境普及学習環境普及学習環境普及学習環境普及学習ををををややややるるるる；；；；レレレレストラン・ストラン・ストラン・ストラン・食食食食堂堂堂堂でのでのでのでの、、、、空空空空きききき缶缶缶缶・・・・ビビビビン・ン・ン・ン・容容容容器器器器をををを所所所所定定定定場場場場所所所所にすにすにすにすててもらうててもらうててもらうててもらう＝＝＝＝協力協力協力協力をしてくれたをしてくれたをしてくれたをしてくれた人人人人々々々々にジにジにジにジュュュュース・ラーース・ラーース・ラーース・ラーメメメメンンンン等等等等のののの引引引引換換換換券券券券（（（（地域地域地域地域券券券券））））をあげるをあげるをあげるをあげる；；；；生生生生ゴゴゴゴミはミはミはミはココココンンンンポポポポストにしてストにしてストにしてストにして協定協定協定協定したしたしたした農農農農家家家家におくりにおくりにおくりにおくり野野野野菜菜菜菜やややや大大大大豆豆豆豆のののの栽培栽培栽培栽培にににに使使使使ってもらいってもらいってもらいってもらい、、、、できできできできたものをたものをたものをたものを商商商商店店店店がががが引引引引きききき取取取取りりりり有有有有機機機機栽培栽培栽培栽培野野野野菜菜菜菜・・・・豆腐豆腐豆腐豆腐等等等等としてとしてとしてとして販売販売販売販売するするするする。。。。安井安井安井安井ささささんんんんにいわせるとにいわせるとにいわせるとにいわせると、、、、引引引引換換換換券券券券をもったをもったをもったをもった子子子子どもはどもはどもはどもは１１１１人人人人ではではではでは来来来来ないというないというないというないという、、、、必必必必ずずずず親親親親やややや友友友友達達達達ををををつつつつれてくるれてくるれてくるれてくる＝＝＝＝一一一一杯杯杯杯のののの無無無無料料料料ラーラーラーラーメメメメンでンでンでンで何何何何倍倍倍倍ものラーものラーものラーものラーメメメメンがンがンがンが売売売売れるれるれるれる。。。。ここここのようなのようなのようなのような試試試試みにみにみにみに早早早早稲稲稲稲田田田田大学大学大学大学もももも新新新新宿宿宿宿区区区区もももも協力協力協力協力をすをすをすをするようになったるようになったるようになったるようになった。。。。このこのこのこの計画計画計画計画はははは、、、、町町町町おこしのおこしのおこしのおこしの構想構想構想構想からでたものでからでたものでからでたものでからでたもので環境環境環境環境問問問問題題題題からからからから発発発発生生生生したものしたものしたものしたものではないがではないがではないがではないが、、、、結果結果結果結果としてとしてとしてとして多多多多くのくのくのくの人人人人がががが環境環境環境環境問問問問題題題題にににに意識意識意識意識をもちをもちをもちをもち自自自自らもらもらもらも環境環境環境環境保保保保全全全全にににに行動行動行動行動することすることすることすることになったことはになったことはになったことはになったことは素晴素晴素晴素晴らしいことらしいことらしいことらしいことだだだだとととと考考考考ええええているているているている。。。。            ここでここでここでここで、、、、ゼロエミッションがこのようにゼロエミッションがこのようにゼロエミッションがこのようにゼロエミッションがこのように日日日日本本本本でででで受受受受けけけけ入入入入れられたれられたれられたれられた理理理理由由由由はははは何何何何であったかをであったかをであったかをであったかを考考考考ええええてみたいてみたいてみたいてみたい。。。。日日日日本本本本はははは５０５０５０５０年年年年代代代代後後後後半半半半からからからから、、、、経済成経済成経済成経済成長長長長をををを優優優優先先先先しししし１１１１時時時時期期期期環境環境環境環境をおをおをおをおろそろそろそろそかにするかにするかにするかにする時時時時
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代代代代もあったがもあったがもあったがもあったが、、、、私私私私はもともとはもともとはもともとはもともと日日日日本人本人本人本人のののの心心心心のののの中中中中にににに自自自自然然然然とととと共生共生共生共生する・する・する・する・自自自自然然然然をををを大大大大事事事事にするにするにするにする素晴素晴素晴素晴ららららしいしいしいしい何何何何百百百百年年年年のののの歴歴歴歴史史史史があっがあっがあっがあったとたとたとたと思思思思うううう。。。。ゼロエミッションがゼロエミッションがゼロエミッションがゼロエミッションが、、、、このようなこのようなこのようなこのような日日日日本人本人本人本人のののの心心心心にににに再再再再びびびび火火火火ををををつつつつけたのけたのけたのけたのだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。第第第第２２２２ははははココココンセプトのンセプトのンセプトのンセプトの新新新新鮮鮮鮮鮮さとさとさとさと反反反反常常常常識識識識性性性性ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、パパパパウウウウリのリのリのリの偉偉偉偉ささささだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。もしもしもしもし、「、「、「、「限限限限りなくゼロエミッションにりなくゼロエミッションにりなくゼロエミッションにりなくゼロエミッションに近近近近いいいい」」」」とかをタイトルにしたらとかをタイトルにしたらとかをタイトルにしたらとかをタイトルにしたら皆皆皆皆様様様様のののの受受受受けけけけ止止止止めめめめ方方方方はははは違違違違ったとったとったとったと思思思思うううう。。。。本本本本来来来来はははは物理物理物理物理学的学的学的学的にはありにはありにはありにはありええええないゼロエミッションがないゼロエミッションがないゼロエミッションがないゼロエミッションが可可可可能能能能だだだだとととと言言言言いきったいきったいきったいきったココココンセプトのンセプトのンセプトのンセプトの響響響響き・き・き・き・魅魅魅魅力力力力ですですですです。。。。９５９５９５９５年年年年にににに国連大学国連大学国連大学国連大学でででで第第第第１１１１回回回回ゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッションョンョンョン世界会議世界会議世界会議世界会議でのでのでのでの近藤近藤近藤近藤次次次次郎郎郎郎先先先先生生生生ののののごごごご講演講演講演講演をををを思思思思いいいい出出出出しますしますしますします。。。。近藤近藤近藤近藤先先先先生生生生はははは「「「「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションはははは人類人類人類人類がががが死死死死ぬぬぬぬときにときにときにときに初初初初めてめてめてめて達達達達成成成成されるされるされるされる」。」。」。」。これはこれはこれはこれは事事事事実実実実ですですですです、、、、我我我我々々々々がががが生生生生きているきているきているきている限限限限りりりり有有有有機物機物機物機物をたべてをたべてをたべてをたべてCCCCOOOO2222    をををを発発発発生生生生しますしますしますします。。。。こうしたこうしたこうしたこうした意意意意味味味味ではゼロエミッションはありではゼロエミッションはありではゼロエミッションはありではゼロエミッションはありええええないのですがないのですがないのですがないのですが、、、、このスこのスこのスこのスピピピピリッリッリッリッツツツツをををを市民市民市民市民がががが受受受受けけけけ入入入入れてれてれてれてややややっていこうとっていこうとっていこうとっていこうと考考考考ええええ行動行動行動行動をををを始始始始めたということですめたということですめたということですめたということです。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学はははは具具具具体的体的体的体的なななな手法手法手法手法をををを示示示示さなかったことですさなかったことですさなかったことですさなかったことです、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学にはにはにはには人人人人材材材材もももも少少少少なくなくなくなく各各各各分野分野分野分野でのでのでのでの専専専専門門門門化化化化もおりませもおりませもおりませもおりませんんんん。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、基本基本基本基本思思思思想想想想のみをのみをのみをのみを示示示示してしてしてして具具具具体的手法体的手法体的手法体的手法はははは、、、、皆皆皆皆様様様様にににに任任任任せたことせたことせたことせたことだだだだとととと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。人人人人間間間間というものはおかしなというものはおかしなというものはおかしなというものはおかしな存在存在存在存在でででで、、、、人人人人からからからから強強強強制制制制されたこされたこされたこされたことにはとにはとにはとには反反反反発発発発しがちですしがちですしがちですしがちです。。。。ややややりりりり方方方方はははは自分自分自分自分でででで考考考考ええええてくてくてくてくだだだださいといったさいといったさいといったさいといった方方方方ががががややややるるるる気気気気がでてくるのがでてくるのがでてくるのがでてくるのでででではないでしはないでしはないでしはないでしょょょょうかうかうかうか。。。。現現現現在在在在、、、、ゼロエミッションフォーラムはゼロエミッションフォーラムはゼロエミッションフォーラムはゼロエミッションフォーラムは、、、、標準標準標準標準的手法的手法的手法的手法のののの策定策定策定策定をををを進進進進めてめてめてめていますいますいますいます。。。。私私私私ははははそそそそれはあったれはあったれはあったれはあった方方方方がよいがよいがよいがよい、、、、しかししかししかししかしそそそそれをれをれをれを押押押押しししし付付付付けるのではなくけるのではなくけるのではなくけるのではなく本本本本当当当当はははは通通通通産産産産省省省省ののののエエエエココココタタタタウウウウンをンをンをンを計画計画計画計画されたされたされたされた担当官担当官担当官担当官のようにのようにのようにのように、、、、皆皆皆皆様様様様のののの中中中中でででで考考考考ええええていたていたていたていただだだだきたいきたいきたいきたい、、、、そそそそういうういうういうういう柔軟柔軟柔軟柔軟性性性性があったがあったがあったがあった方方方方がよいとがよいとがよいとがよいと考考考考ええええていますていますていますています。。。。最後最後最後最後はははは、、、、日日日日本経済本経済本経済本経済新新新新聞聞聞聞をををを中心中心中心中心とするとするとするとするママママススススメメメメデデデディィィィアのアのアのアの支援支援支援支援ですですですです。。。。何何何何回回回回もももも大大大大きいきいきいきい紙紙紙紙面面面面でででで紹介紹介紹介紹介をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきたこともきたこともきたこともきたことも社会社会社会社会にににに浸浸浸浸透透透透したしたしたした大大大大きいきいきいきい要要要要因因因因でででですすすす。。。。            ここでここでここでここで、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの提唱提唱提唱提唱にににに至至至至るるるる技術技術技術技術思思思思想想想想のののの発発発発展展展展とととと実実実実践践践践のののの過程過程過程過程をををを見見見見てみたいとおてみたいとおてみたいとおてみたいとおもいますもいますもいますもいます。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学はははは学術研学術研学術研学術研究究究究機機機機関関関関ですからですからですからですから、、、、常常常常にこのようなにこのようなにこのようなにこのような理理理理論論論論的的的的背背背背景景景景とととと具具具具体的活動体的活動体的活動体的活動をををを検討検討検討検討しししし次次次次ぎのぎのぎのぎの発発発発展展展展をををを目目目目指指指指さなけれさなけれさなけれさなければばばばなりませなりませなりませなりませんんんん。。。。古古古古くはくはくはくは１９４５１９４５１９４５１９４５年年年年前前前前、、、、戦戦戦戦前前前前のののの日日日日本本本本にもにもにもにも廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物活用活用活用活用のののの活動活動活動活動がありましたがありましたがありましたがありました。。。。ままままだコだコだコだコンセプトンセプトンセプトンセプト名名名名のなかったのなかったのなかったのなかった時代時代時代時代ですがですがですがですが、、、、あるあるあるある大手大手大手大手のののの無無無無機機機機化学企業化学企業化学企業化学企業のののの方方方方はははは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をセをセをセをセメメメメントントントントやややや石石石石膏膏膏膏のののの原原原原料料料料としてとしてとしてとして利用利用利用利用していたしていたしていたしていた実実実実例例例例をををを「「「「１９３１９３１９３１９３８８８８年年年年のゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッション」」」」とととと名名名名づけてづけてづけてづけて発表発表発表発表していますしていますしていますしています。。。。戦戦戦戦後後後後のののの本本本本格格格格的的的的なななな活動活動活動活動はははは、、、、デミングデミングデミングデミング博博博博士士士士がががが提唱提唱提唱提唱されたされたされたされた経経経経営営営営革革革革新新新新手法手法手法手法・・・・ＴＴＴＴＱＱＱＱＭＭＭＭ，，，，ＴＴＴＴＱＱＱＱＣＣＣＣですですですです。。。。これれはこれれはこれれはこれれはビビビビジネスジネスジネスジネスモモモモデルですがデルですがデルですがデルですが、、、、技術技術技術技術的的的的にはプロセスにはプロセスにはプロセスにはプロセス改改改改良良良良・・・・原単原単原単原単位向位向位向位向上上上上のののの活動活動活動活動でででで日日日日本本本本のののの全全全全工工工工場場場場にににに広広広広がりがりがりがり日日日日本本本本のののの技術革技術革技術革技術革新新新新ののののベベベベースースースースををををつつつつくりましたくりましたくりましたくりました。。。。トトトトヨヨヨヨタのタのタのタの「「「「かかかかんばんんばんんばんんばん方式方式方式方式」」」」はこのはこのはこのはこの発発発発展展展展のののの中中中中でででで生生生生まれたまれたまれたまれた立立立立派派派派なななな成成成成果果果果ですですですです。。。。次次次次ぎはぎはぎはぎは、、、、日日日日本本本本およびおよびおよびおよび米米米米国国国国でででで始始始始まったクローズまったクローズまったクローズまったクローズドドドド・システムです・システムです・システムです・システムです。。。。６０６０６０６０年年年年代半代半代半代半ばばばばからからからから盛盛盛盛んんんんにににになりましたがなりましたがなりましたがなりましたが、、、、日日日日本本本本ではではではでは東京東京東京東京工工工工業大学業大学業大学業大学のののの学学学学長長長長およびおよびおよびおよび国立環境研究国立環境研究国立環境研究国立環境研究所所所所（（（（現現現現独独独独立行立行立行立行政政政政法人国立法人国立法人国立法人国立環境研究環境研究環境研究環境研究所所所所））））初代所初代所初代所初代所長長長長をををを勤勤勤勤められられためられられためられられためられられた大山先大山先大山先大山先生生生生がががが中心中心中心中心になってになってになってになって進進進進められましためられましためられましためられました。。。。環境改環境改環境改環境改善善善善およびおよびおよびおよび廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物活用活用活用活用をををを複数複数複数複数企業企業企業企業がががが協力協力協力協力をしてをしてをしてをして実施実施実施実施しようとするものでしようとするものでしようとするものでしようとするもので、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションにににに近近近近くなってきますくなってきますくなってきますくなってきます。。。。このこのこのこの活動活動活動活動のののの成成成成果果果果はははは「「「「クローズクローズクローズクローズドドドドシステムシステムシステムシステム化技術資化技術資化技術資化技術資料集料集料集料集大成大成大成大成」」」」としてとしてとしてとして７６７６７６７６年年年年にににに発発発発刊刊刊刊されていますされていますされていますされています。。。。そそそそれからデンれからデンれからデンれからデンママママークのークのークのークのカカカカルンルンルンルンボボボボーでーでーでーで６０６０６０６０年年年年代代代代後後後後半半半半からからからから「「「「産業産業産業産業エエエエココココシステムシステムシステムシステム」」」」とととと名名名名づけられたづけられたづけられたづけられた活動活動活動活動がががが始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。私私私私はこれをゼロエミッションのはこれをゼロエミッションのはこれをゼロエミッションのはこれをゼロエミッションの原原原原型型型型といっていますがといっていますがといっていますがといっていますが、、、、石石石石油油油油精精精精製製製製のスタトイルのスタトイルのスタトイルのスタトイル、、、、発発発発電電電電所所所所のアスネスのアスネスのアスネスのアスネス、、、、医医医医薬薬薬薬ののののノボノノボノノボノノボノルデルデルデルディィィィスクスクスクスクのののの３３３３社社社社がががが中心中心中心中心になってになってになってになって環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの軽軽軽軽減減減減・・・・廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの相互相互相互相互利用利用利用利用をををを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。昨昨昨昨日日日日のののの工工工工場場場場見見見見学学学学のののの場場場場でででで質質質質問問問問がありましたどこまでをエがありましたどこまでをエがありましたどこまでをエがありましたどこまでをエココココタタタタウウウウンのンのンのンの地域地域地域地域とするかとするかとするかとするか、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をどのをどのをどのをどの範範範範囲囲囲囲からからからから収収収収集集集集するかというするかというするかというするかという質質質質問問問問がでましたがでましたがでましたがでました。。。。カカカカルンルンルンルンボボボボーでーでーでーで、、、、スタトイルからスタトイルからスタトイルからスタトイルから脱脱脱脱硫硫硫硫過程過程過程過程でででで生生生生成成成成するするするする溶溶溶溶融融融融硫硫硫硫黄黄黄黄をををを５０５０５０５０キキキキロはなれたロはなれたロはなれたロはなれたケケケケミラというミラというミラというミラという硫硫硫硫酸酸酸酸工工工工場場場場にににに運運運運んんんんででででそそそそこのこのこのこの原原原原料料料料としていますとしていますとしていますとしています。。。。このこのこのこのようにようにようにように、、、、エエエエココココタタタタウウウウンのンのンのンの範範範範囲囲囲囲・・・・収収収収集集集集するからするからするからするから柔軟柔軟柔軟柔軟にとらにとらにとらにとらええええててててそそそそのサイトでのサイトでのサイトでのサイトで環境改環境改環境改環境改善善善善・・・・廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物活用活用活用活用がががが有効有効有効有効にににに進進進進めめめめばばばばよいのよいのよいのよいのだだだだとととと考考考考ええええていますていますていますています。。。。さらにこのさらにこのさらにこのさらにこの計画計画計画計画はははは民民民民間機間機間機間機関関関関がががが行行行行政政政政のののの金金金金をををを使使使使うことなくうことなくうことなくうことなく自自自自らのらのらのらの費費費費用用用用ででででややややっていることをっていることをっていることをっていることを高高高高くくくく評価評価評価評価したいしたいしたいしたい。。。。企業企業企業企業でもでもでもでもやろやろやろやろうとすれうとすれうとすれうとすればやばやばやばやれれれれ
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るということでするということでするということでするということです。。。。またまたまたまた、、、、工工工工場場場場ででるででるででるででる排排排排熱熱熱熱をををを地域地域地域地域暖暖暖暖房房房房にににに、、、、またまたまたまた有有有有機廃棄物機廃棄物機廃棄物機廃棄物ををををココココンンンンポポポポストにストにストにストにしてしてしてして周周周周辺辺辺辺農農農農家家家家にににに提提提提供供供供していることもしていることもしていることもしていることも、、、、環境行動環境行動環境行動環境行動におけるにおけるにおけるにおける企業企業企業企業－－－－行行行行政政政政――――市民市民市民市民間間間間のののの連連連連携携携携のよいのよいのよいのよいモモモモデルですデルですデルですデルです。。。。国連国連国連国連のののの有力有力有力有力なななな環境環境環境環境機機機機関関関関としてとしてとしてとして国連環境計画国連環境計画国連環境計画国連環境計画（（（（ＵＵＵＵＮＥＮＥＮＥＮＥＰＰＰＰ））））がががが８８８８５５５５年年年年くらくらくらくらいからいからいからいから進進進進めているクリーナー・プロダクションめているクリーナー・プロダクションめているクリーナー・プロダクションめているクリーナー・プロダクション（（（（ＣＰＣＰＣＰＣＰ））））がありますがありますがありますがあります。。。。北九州市北九州市北九州市北九州市ももももＣＰＣＰＣＰＣＰをををを熱熱熱熱心心心心にににに進進進進めていますめていますめていますめています。。。。ＵＵＵＵＮＥＮＥＮＥＮＥＰＰＰＰはははは８８８８００００年年年年代代代代終終終終わりからわりからわりからわりから２２２２年年年年ごごごごとにとにとにとに世界各地域世界各地域世界各地域世界各地域でででで、、、、サイトのサイトのサイトのサイトの政政政政府府府府とととと共共共共同同同同ででででＣＰＣＰＣＰＣＰハハハハイイイイレベレベレベレベルセミナーをルセミナーをルセミナーをルセミナーを開催開催開催開催ししししＣＰＣＰＣＰＣＰのののの普及活動普及活動普及活動普及活動をををを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。２０００２０００２０００２０００年年年年にはにはにはにはカカカカナダのナダのナダのナダのモモモモントリオールでントリオールでントリオールでントリオールで第第第第６６６６回回回回がががが開催開催開催開催されましたされましたされましたされました。。。。私私私私もももも招招招招待待待待されてパネリストをされてパネリストをされてパネリストをされてパネリストを勤勤勤勤めましめましめましめましたがたがたがたが、、、、政政政政府府府府・・・・産業界産業界産業界産業界・・・・学会学会学会学会のののの発表発表発表発表以外以外以外以外にににに青青青青年環境連年環境連年環境連年環境連盟盟盟盟（（（（YYYYoooouuuutttthhhh    EEEEnvironnvironnvironnvironmmmmentalentalentalental    AAAAllianllianllianlliancccceeee））））がががが市民市民市民市民としてのとしてのとしてのとしてのＣＰＣＰＣＰＣＰ活動活動活動活動をををを発表発表発表発表したことにしたことにしたことにしたことに感感感感激激激激しましたしましたしましたしました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ＵＵＵＵＮＥＮＥＮＥＮＥＰＰＰＰがががが市民市民市民市民のののの中中中中ににににＣＰＣＰＣＰＣＰ活動活動活動活動をををを普及普及普及普及させるためにさせるためにさせるためにさせるために新新新新たにたにたにたに設立設立設立設立したしたしたした活動活動活動活動ででででカメカメカメカメルーンのルーンのルーンのルーンの青青青青年等年等年等年等からからからから発表発表発表発表がありがありがありがありましたましたましたました。。。。このようにこのようにこのようにこのようにＣＰＣＰＣＰＣＰはははは産業界産業界産業界産業界のみではなくのみではなくのみではなくのみではなく市民市民市民市民をををを巻巻巻巻きききき込込込込んだんだんだんだ全全全全社会的活動社会的活動社会的活動社会的活動となってきとなってきとなってきとなってきておりておりておりており、、、、ココココンセプトとしてゼロエミッションにンセプトとしてゼロエミッションにンセプトとしてゼロエミッションにンセプトとしてゼロエミッションに非常非常非常非常にににに近近近近くなってきているくなってきているくなってきているくなってきている。。。。一一一一方方方方、、、、米米米米国国国国でででではインダストリアル・エはインダストリアル・エはインダストリアル・エはインダストリアル・エココココロジーというロジーというロジーというロジーという思思思思想想想想がががが発発発発展展展展してきていますしてきていますしてきていますしてきています。。。。このこのこのこのココココンセプトはンセプトはンセプトはンセプトは、、、、「「「「経済経済経済経済・・・・分化分化分化分化・・・・技術技術技術技術のののの発発発発展展展展をををを前前前前提提提提にににに環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの評価評価評価評価////    極極極極小小小小化化化化をはかるをはかるをはかるをはかる産業産業産業産業とととと環境環境環境環境間間間間相互作相互作相互作相互作用用用用へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」とととと定定定定義義義義されていますされていますされていますされています。。。。これをこれをこれをこれを読読読読むとむとむとむと米米米米国国国国ではではではでは、、、、環境環境環境環境よりよりよりより経済発経済発経済発経済発展展展展にににに優位優位優位優位がおかれていますがおかれていますがおかれていますがおかれています。。。。私私私私はははは各国各国各国各国のののの方方方方におこがましいことをにおこがましいことをにおこがましいことをにおこがましいことを申申申申しししし上上上上げるげるげるげるつつつつもりはありませもりはありませもりはありませもりはありませんんんん。。。。そそそそのののの国国国国がどのようながどのようながどのようながどのような思思思思想想想想をとるかはをとるかはをとるかはをとるかはそそそそのののの国国国国のののの文文文文化化化化・・・・伝統伝統伝統伝統・・・・社会社会社会社会およびおよびおよびおよび市民市民市民市民のののの考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。ごごごご承承承承知知知知のようとのようとのようとのようと、、、、レレレレーーーーチチチチェル・ェル・ェル・ェル・カカカカーーーーソソソソンはンはンはンは１９６１１９６１１９６１１９６１年年年年にににに    SilentSilentSilentSilent    SSSSppppringringringring（（（（沈黙沈黙沈黙沈黙のののの春春春春））））といといといといういうういうういうういう素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい本本本本ををををだだだだしてしてしてして農農農農薬薬薬薬のののの使使使使用用用用にににに警鐘警鐘警鐘警鐘をををを発発発発しましたしましたしましたしました。。。。このようにこのようにこのようにこのように素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい人人人人・・・・思思思思想想想想がありますががありますががありますががありますが、、、、私私私私はこれをはこれをはこれをはこれを米米米米国国国国のののの主主主主導的導的導的導的思思思思想想想想とととと考考考考ええええていませていませていませていませんんんん。。。。中心中心中心中心思思思思想想想想はははは産業産業産業産業エエエエココココロジーであるとロジーであるとロジーであるとロジーであると考考考考ええええていますていますていますています。。。。これををこれををこれををこれをを読読読読むとむとむとむと、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯＰＰＰＰ３３３３にににに対対対対するするするする米米米米国国国国のののの対対対対応応応応がががが矛盾矛盾矛盾矛盾なくなくなくなく理理理理解解解解できるようにできるようにできるようにできるように思思思思いますいますいますいます。。。。これをどうしようというこれをどうしようというこれをどうしようというこれをどうしようというのはのはのはのは、、、、これからのこれからのこれからのこれからの国国国国間間間間のののの問問問問題題題題ですですですです。。。。私私私私はははは人人人人にににに思思思思想想想想をおしをおしをおしをおしつつつつけることではなくけることではなくけることではなくけることではなく、、、、緑緑緑緑のののの地球地球地球地球をわれらのをわれらのをわれらのをわれらの子子子子孫孫孫孫にににに引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐためにためにためにために何何何何ををををしなけれしなけれしなけれしなければばばばならないかをならないかをならないかをならないかを考考考考ええええててててほほほほしいとしいとしいとしいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。つつつついでいでいでいでＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡですですですです。。。。これはこれはこれはこれは環境的環境的環境的環境的にににに何何何何がががが優優優優しいかをしいかをしいかをしいかを定定定定量量量量的的的的にににに理理理理解解解解するためのするためのするためのするための技術体技術体技術体技術体系系系系でででで、、、、日日日日本本本本ではではではでは東京東京東京東京大学大学大学大学のののの山本山本山本山本教教教教授授授授がががが中中中中心心心心ですですですです。。。。        ＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡのののの思思思思想想想想ができてができてができてができて１０１０１０１０数数数数年経年経年経年経ちますがちますがちますがちますが、、、、ままままだだだだ具具具具体的体的体的体的にににに動動動動かすというとこかすというとこかすというとこかすというところろろろまでまでまでまで来来来来てててていないのがいないのがいないのがいないのが現現現現状状状状ですですですです。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学はははは９４９４９４９４年年年年にゼロエミッションをにゼロエミッションをにゼロエミッションをにゼロエミッションを提唱提唱提唱提唱しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、これはタこれはタこれはタこれはタイミングイミングイミングイミング的的的的にはにはにはには非常非常非常非常にうまかったにうまかったにうまかったにうまかった、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも日日日日本本本本をゼロエミッションにをゼロエミッションにをゼロエミッションにをゼロエミッションに巻巻巻巻ききききここここんだんだんだんだとととと言言言言ええええますますますます。。。。たたたただだだだ２１２１２１２１世世世世紀紀紀紀はさらにはさらにはさらにはさらに発発発発展展展展させなけれさせなけれさせなけれさせなければばばばならないならないならないならない、、、、先行先行先行先行するするするする技術技術技術技術思思思思想想想想とどうとどうとどうとどう調和調和調和調和させてさせてさせてさせて新新新新しいステージにしいステージにしいステージにしいステージに発発発発展展展展すべきすべきすべきすべき時時時時にきているにきているにきているにきている考考考考ええええていますていますていますています。。。。            日日日日本本本本トータルのトータルのトータルのトータルの考考考考ええええ方方方方をををを説説説説明明明明しますしますしますします。。。。ごごごご承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法がががが２２２２００００００００００００年年年年５５５５月月月月にににに成立成立成立成立しましたしましたしましたしました。。。。たまたまたまたまたまたまたまたまそそそそのののの時時時時のののの３３３３月月月月にににに、、、、某某某某党党党党環境環境環境環境部部部部会会会会からからからから急急急急にスにスにスにスピピピピーーーーチチチチのののの要要要要請請請請がありましたがありましたがありましたがありました。。。。何何何何ににににつつつついていていていて話話話話せというせというせというせという具具具具体的体的体的体的おおおお話話話話はなかったのですがはなかったのですがはなかったのですがはなかったのですが、、、、当当当当時時時時基本法基本法基本法基本法案案案案のののの策定策定策定策定・・・・内容内容内容内容がががが緊緊緊緊急急急急課題課題課題課題であることがであることがであることがであることが推推推推測測測測されていましたされていましたされていましたされていました。。。。私私私私はははは、、、、環境環境環境環境部部部部会会会会でででで地球環境地球環境地球環境地球環境改改改改善善善善およびおよびおよびおよび循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成はははは当当当当然然然然のことであのことであのことであのことであるがるがるがるが、、、、①①①①地球環境地球環境地球環境地球環境とととと調和調和調和調和するするするする社会経済社会経済社会経済社会経済システシステシステシステムムムム構築構築構築構築、、、、②②②②活力活力活力活力あるあるあるある持続的発持続的発持続的発持続的発展展展展のののの継続継続継続継続、、、、③③③③基本基本基本基本政政政政策策策策へのへのへのへの国民的合意国民的合意国民的合意国民的合意        がががが基本課題基本課題基本課題基本課題であるこであるこであるこであることををとををとををとをを、、、、今今今今のべましたのべましたのべましたのべました技術技術技術技術思思思思想想想想のののの発発発発展展展展・・・・米米米米国国国国のののの考考考考ええええ方方方方とともにとともにとともにとともに説説説説明明明明をしましたをしましたをしましたをしました。。。。ここでここでここでここで私私私私がががが述述述述べたかったのはべたかったのはべたかったのはべたかったのは、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題のののの解解解解決決決決にはにはにはには、、、、企業企業企業企業のののの責責責責任任任任はははは大大大大きいのはきいのはきいのはきいのは当当当当然然然然ですがですがですがですが、、、、現現現現代代代代のののの文文文文明社会明社会明社会明社会のののの恩恩恩恩恵恵恵恵をををを享享享享受受受受するするするする我我我我々々々々市民市民市民市民にもにもにもにも、、、、またまたまたまた行行行行政政政政にもにもにもにも一一一一端端端端のののの責責責責任任任任があるということですがあるということですがあるということですがあるということです。。。。このこのこのこの法法法法案案案案はははは４４４４月月月月にににに国会国会国会国会にににに提提提提出出出出されされされされ５５５５月月月月にににに可可可可決決決決されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、このこのこのこの法法法法のののの第第第第４４４４条条条条にににに社会社会社会社会をををを構成構成構成構成するするするする各各各各ステークステークステークステークホホホホルダールダールダールダー、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち政政政政府府府府、、、、自治体自治体自治体自治体、、、、企業企業企業企業、、、、市民市民市民市民がががが、、、、適適適適切切切切にににに役役役役割割割割をををを分分分分担担担担しししし費費費費用用用用をををを公公公公平平平平にににに負負負負担担担担すべきことがすべきことがすべきことがすべきことが明明明明記記記記されておりされておりされておりされており、、、、私私私私がががが環境環境環境環境部部部部会会会会でささでささでささでささややややかにかにかにかに述述述述べたべたべたべた内容内容内容内容がおがおがおがおりこまれたことはりこまれたことはりこまれたことはりこまれたことは大大大大きいきいきいきい喜喜喜喜びであるびであるびであるびである。。。。このこのこのこの基本法基本法基本法基本法にににに基基基基づきづきづきづき、、、、第第第第１１１１回循環型社会回循環型社会回循環型社会回循環型社会白白白白書書書書がががが２０２０２０２０
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０１０１０１０１年年年年にににに、、、、第第第第２２２２回回回回白白白白書書書書がががが本年本年本年本年６６６６月月月月にににに発表発表発表発表されましたされましたされましたされました。。。。このこのこのこの中中中中にににに、、、、循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの３３３３つつつつののののシナリオがシナリオがシナリオがシナリオが書書書書かれているかれているかれているかれている（（（（シナリオシナリオシナリオシナリオＡＡＡＡ，Ｂ，，Ｂ，，Ｂ，，Ｂ，ＣＣＣＣはテはテはテはテキキキキストのストのストのストの中中中中にににに説説説説明明明明）。）。）。）。環境環境環境環境省省省省はははは、、、、このこのこのこの３３３３つつつつのシナリオのどれをとるかをのシナリオのどれをとるかをのシナリオのどれをとるかをのシナリオのどれをとるかを国民国民国民国民のののの判断判断判断判断にまかせているがにまかせているがにまかせているがにまかせているが、、、、アンアンアンアンケケケケートのートのートのートの結果結果結果結果はシナはシナはシナはシナリオリオリオリオＣＣＣＣ＝＝＝＝ライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイル変変変変革型革型革型革型（（（（環境調和化環境調和化環境調和化環境調和化他他他他にライフスタイルをシフトにライフスタイルをシフトにライフスタイルをシフトにライフスタイルをシフト；；；；消費消費消費消費をををを減減減減らしらしらしらし環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの削減削減削減削減をををを循環循環循環循環型社会型社会型社会型社会へのへのへのへの推進力推進力推進力推進力とするとするとするとする））））にににに賛賛賛賛同同同同するものがするものがするものがするものが多多多多いといといといと言言言言われているわれているわれているわれている。。。。またまたまたまた朝朝朝朝日新日新日新日新聞聞聞聞がががが若若若若手国会議手国会議手国会議手国会議員員員員１０１１０１１０１１０１人人人人へのアンへのアンへのアンへのアンケケケケートートートート結果結果結果結果ではではではでは、、、、脱脱脱脱成成成成長主義長主義長主義長主義・・・・目目目目指指指指すすすす国国国国ののののモモモモデルはデルはデルはデルは欧欧欧欧州型州型州型州型であるとであるとであるとであると報報報報道道道道されているされているされているされている（（（（８８８８月月月月３３３３日日日日）。）。）。）。これらをこれらをこれらをこれらを見見見見るとるとるとると国民国民国民国民のののの意識意識意識意識もももも変変変変わわわわってきたのをってきたのをってきたのをってきたのを感感感感じじじじるるるる。。。。            これからのこれからのこれからのこれからの社会社会社会社会はははは、、、、中央官庁中央官庁中央官庁中央官庁をををを別別別別にしてにしてにしてにして、、、、自治体自治体自治体自治体・・・・企業企業企業企業・・・・市民市民市民市民のののの連連連連携携携携がががが重要重要重要重要であるとであるとであるとであると考考考考ええええるるるる。。。。このこのこのこの図図図図はははは、、、、地地地地方方方方分分分分権権権権のののの代代代代表的学表的学表的学表的学者者者者であるであるであるである松松松松下下下下先先先先生生生生のののの著著著著書書書書をををを参考参考参考参考にしてにしてにしてにして書書書書いたがいたがいたがいたが、、、、自自自自治体治体治体治体がががが中心中心中心中心となってとなってとなってとなって、、、、理念理念理念理念のののの共共共共有有有有とととと動動動動機機機機づけをおこないづけをおこないづけをおこないづけをおこない、、、、産業界産業界産業界産業界、、、、市民市民市民市民がががが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって体体体体制制制制・・・・枠枠枠枠組組組組みをみをみをみをつつつつくりくりくりくり共通共通共通共通のののの目標目標目標目標をををを策定策定策定策定してしてしてして行動行動行動行動するするするする流流流流れをれをれをれを示示示示しているしているしているしている。。。。このこのこのこの３３３３者者者者のののの中中中中でででで特特特特にににに自治体自治体自治体自治体のののの責責責責務務務務はははは大大大大きいときいときいときいと考考考考ええええているているているている。。。。北九州市北九州市北九州市北九州市がががが、、、、１９９２１９９２１９９２１９９２年年年年リオのサミットでリオのサミットでリオのサミットでリオのサミットで国連自国連自国連自国連自治体表治体表治体表治体表彰彰彰彰をうけをうけをうけをうけ、、、、エエエエココココタタタタウウウウンをこれンをこれンをこれンをこれだだだだけけけけ発発発発展展展展させているのはさせているのはさせているのはさせているのは、、、、市市市市長長長長をはをはをはをはじじじじめとするめとするめとするめとする市市市市当局当局当局当局がががが努努努努力力力力のののの成成成成果果果果とととと考考考考ええええているているているている。。。。            ここでここでここでここで、、、、県県県県、、、、市市市市、、、、町町町町のののの３３３３つつつつのののの事例事例事例事例をををを紹介紹介紹介紹介したいしたいしたいしたい。。。。    岩岩岩岩手県手県手県手県：：：：増増増増田知事田知事田知事田知事がががが９９９９８８８８年年年年のののの終終終終わりにわりにわりにわりに国連大学国連大学国連大学国連大学高高高高等研究等研究等研究等研究所所所所をををを訪訪訪訪問問問問されされされされ、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＴＴＴＴＴＴＴＴとととと意見意見意見意見交交交交換換換換のののの場場場場をもたれたをもたれたをもたれたをもたれた。。。。このこのこのこの場場場場でででで、、、、知事知事知事知事はははは岩岩岩岩手県手県手県手県まちおこしのまちおこしのまちおこしのまちおこしのキキキキーワーーワーーワーーワードドドドをををを「「「「人人人人、、、、環環環環境境境境、、、、情情情情報報報報」」」」とととと位位位位置置置置付付付付けていることをけていることをけていることをけていることを説説説説明明明明されたされたされたされた。。。。３３３３者者者者はははは、、、、このこのこのこの３３３３つつつつののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドをををを具具具具現化現化現化現化するためするためするためするため、、、、ＩＩＩＩＷＷＷＷＡＴＡＴＡＴＡＴＥＥＥＥ－－－－ＵＵＵＵＮＮＮＮＵＵＵＵ－－－－ＮＮＮＮＴＴＴＴＴＴＴＴ環境環境環境環境ネットワークネットワークネットワークネットワーク共同共同共同共同プロジェクトをプロジェクトをプロジェクトをプロジェクトを立立立立ちちちち上上上上げげげげ、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな環境環境環境環境情情情情報報報報ネットワークづくりをネットワークづくりをネットワークづくりをネットワークづくりを進進進進めめめめ、、、、環境環境環境環境情情情情報報報報をををを共共共共有推進有推進有推進有推進することによってすることによってすることによってすることによって県県県県民民民民のライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルのライフスタイル変変変変革革革革やややや企業企業企業企業のゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッション活動活動活動活動をををを支援支援支援支援することになったすることになったすることになったすることになった。。。。本年本年本年本年３３３３月月月月にににに３３３３ケケケケ年年年年のののの共同共同共同共同研究研究研究研究をををを終了終了終了終了したがしたがしたがしたが、、、、このこのこのこの成成成成果果果果はははは県民県民県民県民にもにもにもにも共共共共有有有有されるとともにされるとともにされるとともにされるとともに、、、、地域地域地域地域のののの県県県県民民民民やややや生生生生徒徒徒徒・・・・児童児童児童児童もももも情情情情報報報報発発発発信信信信にににに参参参参画画画画するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、世界世界世界世界にもにもにもにも発発発発信信信信するようになっているするようになっているするようになっているするようになっている。。。。    北九州市北九州市北九州市北九州市：：：：このこのこのこの図図図図はははは、、、、垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長がががが昨昨昨昨年年年年３３３３月発表月発表月発表月発表したしたしたした論文論文論文論文のののの中中中中のののの「「「「リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事事事事業成立業成立業成立業成立のたのたのたのためのシステムづめのシステムづめのシステムづめのシステムづくりくりくりくり」」」」であるであるであるである。。。。今今今今朝朝朝朝、、、、垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長がががが全全全全体体体体のののの説説説説明明明明をされたをされたをされたをされた中中中中にもあったがにもあったがにもあったがにもあったが、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル事事事事業業業業づくりはづくりはづくりはづくりは、、、、容容容容易易易易なななな事事事事業業業業ではないではないではないではない。。。。このためこのためこのためこのため、、、、このこのこのこの図図図図でででで分分分分かるようにかるようにかるようにかるように、、、、リサイリサイリサイリサイクルクルクルクル事事事事業業業業をシステムとしてをシステムとしてをシステムとしてをシステムとして可能可能可能可能にするためににするためににするためににするために、、、、教育教育教育教育・・・・啓啓啓啓蒙蒙蒙蒙、、、、技術的支援技術的支援技術的支援技術的支援、、、、法法法法律律律律・・・・規規規規制制制制のののの強強強強化化化化・・・・緩緩緩緩和和和和、、、、財財財財政政政政・・・・税税税税制制制制支援支援支援支援、、、、経済的経済的経済的経済的インセンテインセンテインセンテインセンティィィィブブブブ、、、、インフラインフラインフラインフラ整備整備整備整備、、、、社会的社会的社会的社会的受受受受容性容性容性容性（（（（住住住住民民民民合意合意合意合意）、）、）、）、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷評価評価評価評価（（（（ＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡ））））等等等等考考考考ええええられるられるられるられる全全全全てのてのてのての課題課題課題課題をををを取取取取りりりり上上上上げげげげ着着着着実実実実にににに実施実施実施実施してきてしてきてしてきてしてきておりおりおりおり、、、、これがエこれがエこれがエこれがエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業推進業推進業推進業推進のののの原原原原動力動力動力動力となっているとなっているとなっているとなっている。。。。またまたまたまた、、、、昨昨昨昨年年年年１０１０１０１０月月月月、、、、国国国国からからからから要要要要請請請請のあったのあったのあったのあったＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢ処理処理処理処理施設施設施設施設受受受受けけけけ入入入入れをれをれをれを全全全全国自治体国自治体国自治体国自治体のののの中中中中でででで初初初初めてめてめてめて同同同同意意意意することができたのもすることができたのもすることができたのもすることができたのも、、、、環境環境環境環境問問問問題対題対題対題対処処処処をををを企業企業企業企業・・・・市民市民市民市民とととと一体一体一体一体になってになってになってになって進進進進めてきためてきためてきためてきた市市市市当局当局当局当局のののの行行行行政政政政姿勢姿勢姿勢姿勢へのパートナーのへのパートナーのへのパートナーのへのパートナーの信信信信頼頼頼頼がががが基基基基盤盤盤盤となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、上述上述上述上述のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル事事事事業成立業成立業成立業成立システムづくりにみられるシステムづくりにみられるシステムづくりにみられるシステムづくりにみられる総合的総合的総合的総合的かかかかつつつつ地地地地道道道道なななな努努努努力力力力のののの成成成成果果果果のののの反映反映反映反映であるであるであるである。。。。    山形県立川町山形県立川町山形県立川町山形県立川町：：：：このこのこのこの町町町町はははは人人人人口口口口７０００７０００７０００７０００人人人人のののの町町町町でででで風風風風力発力発力発力発電電電電ととととココココンンンンポポポポストストストスト化化化化でででで有有有有名名名名であるであるであるである。。。。１１１１００００月月月月にににに第第第第２２２２回研究会回研究会回研究会回研究会をこのをこのをこのをこの町町町町でででで開催開催開催開催したしたしたした。。。。風風風風力発力発力発力発電電電電はははは１０１０１０１０基動基動基動基動いておりいておりいておりいており、、、、ココココンンンンポポポポストはストはストはストは年年年年間間間間１１００１１００１１００１１００トントントントン程程程程度度度度生生生生産産産産されているされているされているされている。。。。元元元元々々々々、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電ももももココココンンンンポポポポストもストもストもストも、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題からスタからスタからスタからスタートしていないートしていないートしていないートしていない。。。。過過過過疎疎疎疎地地地地のののの町町町町をどうをどうをどうをどう活活活活性性性性化化化化するかするかするかするかということでということでということでということで、、、、スタートしたスタートしたスタートしたスタートした。。。。このこのこのこの地域地域地域地域のののの強強強強いいいい風風風風をどうをどうをどうをどう利用利用利用利用するかでするかでするかでするかで風風風風力発力発力発力発電電電電をををを考考考考ええええ実施実施実施実施してきたしてきたしてきたしてきた。。。。またまたまたまた農農農農山山山山村村村村ですからですからですからですから、、、、生生生生ゴゴゴゴミミミミををををココココンンンンポポポポストにしてこれをストにしてこれをストにしてこれをストにしてこれを地域地域地域地域農農農農家家家家にににに使使使使用用用用してもらってしてもらってしてもらってしてもらって有有有有機機機機米米米米をををを栽培栽培栽培栽培しししし市市市市場場場場でででで一一一一般般般般のののの米米米米よりよりよりより高高高高いいいい値値値値段段段段でででで販売販売販売販売することですることですることですることで地域地域地域地域のののの活活活活性性性性化化化化をををを図図図図っていますっていますっていますっています。。。。これはこれはこれはこれは小小小小さいさいさいさい町町町町でもでもでもでもややややれれれればばばばややややれることをれることをれることをれることを示示示示していますしていますしていますしています。。。。いまいまいまいま立川町立川町立川町立川町はははは、、、、農農農農山山山山村村村村型型型型ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション－－－－なかなかいいなかなかいいなかなかいいなかなかいい言言言言葉葉葉葉ですねですねですねですね－－－－というというというという構想構想構想構想でででで町活町活町活町活性性性性化化化化とととと環境環境環境環境問問問問題題題題のののの対対対対処処処処をををを進進進進めておられるめておられるめておられるめておられる。。。。    
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        私私私私はまたはまたはまたはまた市民市民市民市民にににに呼呼呼呼びかけていますびかけていますびかけていますびかけています。。。。これからはこれからはこれからはこれからは、、、、市民市民市民市民はははは外外外外野野野野ではなくパートナーですではなくパートナーですではなくパートナーですではなくパートナーです、、、、これからはこれからはこれからはこれからは、、、、従来従来従来従来のののの市民市民市民市民のののの参加参加参加参加からからからから参参参参画画画画のののの時代時代時代時代ですですですです。。。。このためこのためこのためこのため私私私私はははは、、、、市民市民市民市民のののの意識意識意識意識をををを高高高高めてめてめてめていたいたいたいただだだだくためくためくためくため、、、、市民市民市民市民にににに行動行動行動行動アクションアクションアクションアクション１０１０１０１０をををを呼呼呼呼びかけているびかけているびかけているびかけている。。。。１１１１：：：：買買買買いいいい物物物物にはショッにはショッにはショッにはショッピピピピンンンンググググババババッグをッグをッグをッグを持持持持っていこうっていこうっていこうっていこう、、、、２２２２：：：：できるならリサイクルできるできるならリサイクルできるできるならリサイクルできるできるならリサイクルできる容容容容器器器器をををを使使使使ってってってって商商商商品品品品をををを買買買買おうおうおうおう、、、、３３３３：：：：食食食食べべべべ物物物物はきちはきちはきちはきちんんんんとととと食食食食べてべてべてべて残残残残飯飯飯飯をなくをなくをなくをなくそそそそうううう等等等等。。。。これらはこれらはこれらはこれらは、、、、誰誰誰誰でもでもでもでもやろやろやろやろうとうとうとうと思思思思えばやえばやえばやえばやれるれるれるれることですことですことですことです。。。。皆皆皆皆ががががそそそそのののの気気気気になってになってになってになって実実実実践践践践することですることですることですることで意識意識意識意識がががが高高高高まりまりまりまり環境環境環境環境問問問問題題題題解解解解決決決決へのへのへのへの大大大大きいきいきいきい力力力力にににになりなりなりなり、、、、市民市民市民市民全全全全体体体体のののの行動行動行動行動でででで環境環境環境環境問問問問題題題題のののの解解解解決決決決ににににつつつつながりますながりますながりますながります。。。。            最後最後最後最後にににに申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能なリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクル型社会型社会型社会型社会はははは、、、、行行行行政機政機政機政機関関関関・・・・自治自治自治自治体体体体、、、、大学大学大学大学・・・・研究研究研究研究機機機機関関関関、、、、経済産業界経済産業界経済産業界経済産業界、、、、市民社会市民社会市民社会市民社会のののの協力協力協力協力によってによってによってによって始始始始めてめてめてめて可能可能可能可能になりますになりますになりますになります。。。。そそそそのようなシステムのようなシステムのようなシステムのようなシステムのののの中中中中でででで、、、、情情情情報報報報ネットワーク・システムはきわめてネットワーク・システムはきわめてネットワーク・システムはきわめてネットワーク・システムはきわめて重要重要重要重要ですですですです。。。。すべてのパートナーがすべてのパートナーがすべてのパートナーがすべてのパートナーが情情情情報報報報をををを共共共共有有有有しながらしながらしながらしながら理理理理解解解解をををを深深深深めめめめ行動行動行動行動をををを進進進進めていくことによってめていくことによってめていくことによってめていくことによって、、、、究極究極究極究極のののの目標目標目標目標とするとするとするとする持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社社社社会会会会がががが形成形成形成形成されていくことになりますされていくことになりますされていくことになりますされていくことになります。。。。            ごごごご清清清清聴聴聴聴有有有有難難難難ううううござござござございましたいましたいましたいました。。。。        司司司司会会会会        坂坂坂坂本先本先本先本先生生生生、、、、おおおお疲疲疲疲れさまでしたれさまでしたれさまでしたれさまでした。。。。ここでここでここでここで５５５５分分分分ほほほほどどどど休憩休憩休憩休憩をいたをいたをいたをいただだだだきききき、、、、そそそそのののの後後後後にににに５５５５名名名名のののの方方方方からからからからののののごごごご発表発表発表発表をいたをいたをいたをいただだだだきますきますきますきます。。。。                                                            〔〔〔〔                休休休休                        憩憩憩憩                〕〕〕〕    司司司司会会会会        再再再再開開開開させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。        まずまずまずまず、、、、環境環境環境環境省省省省総合総合総合総合政政政政策策策策局局局局環境計画課計画環境計画課計画環境計画課計画環境計画課計画官官官官のののの佐佐佐佐野野野野様様様様からからからからごごごご報告報告報告報告をいたをいたをいたをいただだだだきますきますきますきます。。。。おおおお１１１１人人人人15151515分分分分ででででごごごご発表発表発表発表をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        佐佐佐佐野計画野計画野計画野計画官官官官        私私私私のののの仕仕仕仕事事事事はははは、、、、本本本本来来来来、、、、環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画ののののママママネジネジネジネジメメメメントのントのントのントの担当担当担当担当ですがですがですがですが、、、、今今今今のののの基本計画基本計画基本計画基本計画はははは平平平平成成成成12121212年年年年にできておりにできておりにできておりにできており、、、、次次次次のののの見見見見直直直直しがしがしがしが恐恐恐恐らくらくらくらく５５５５年年年年後後後後ぐぐぐぐらいになるらいになるらいになるらいになる。。。。このためこのためこのためこのため、、、、今今今今のとこのとこのとこのところろろろ余余余余りりりり大大大大したしたしたした仕仕仕仕事事事事がないのでがないのでがないのでがないので何何何何ををををややややっているかというとっているかというとっているかというとっているかというと、、、、環境環境環境環境事事事事業団業団業団業団のののの監監監監督督督督ををををややややれとれとれとれと言言言言われわれわれわれ、、、、ＰＣＰＣＰＣＰＣＢＢＢＢ事事事事業業業業ににににつつつついてはいてはいてはいては北九州市北九州市北九州市北九州市ささささんんんんにににに大大大大変変変変ななななごごごご苦労苦労苦労苦労をいたをいたをいたをいただだだだいているようでありましていているようでありましていているようでありましていているようでありまして、、、、このこのこのこの場場場場をかりてをかりてをかりてをかりて厚厚厚厚くくくく御御御御礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げるげるげるげる次第次第次第次第ででででありますありますありますあります。。。。        本本本本日日日日はははは、、、、こういうこういうこういうこういう場場場場におにおにおにお声声声声をおかけいたをおかけいたをおかけいたをおかけいただだだだきききき、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございますいますいますいます。。。。このフォーラムこのフォーラムこのフォーラムこのフォーラムはははは持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会ということであるがということであるがということであるがということであるが、、、、環境環境環境環境省省省省のののの仕仕仕仕事事事事はははは基本的基本的基本的基本的にはすべてにはすべてにはすべてにはすべて持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを目目目目指指指指してしてしてして各各各各セクションがいセクションがいセクションがいセクションがいろろろろいいいいろろろろ取取取取りりりり組組組組んんんんでいるわけですでいるわけですでいるわけですでいるわけです。。。。今今今今回回回回、、、、坂坂坂坂本先本先本先本先生生生生からおからおからおからお話話話話ををををいたいたいたいただだだだいたのはいたのはいたのはいたのは、、、、先先先先日日日日、、、、私私私私どものどものどものどもの課課課課でででで「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づくりのためのづくりのためのづくりのためのづくりのためのガガガガイイイイドドドドブックブックブックブック」、」、」、」、大分手大分手大分手大分手あかのあかのあかのあかのつつつついたいたいたいた表現表現表現表現になってしまったがになってしまったがになってしまったがになってしまったが、、、、要要要要はははは地域地域地域地域おこしおこしおこしおこしやややや地域地域地域地域のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ等等等等におけにおけにおけにおけるるるる持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会づくりにづくりにづくりにづくりに向向向向けけけけ、、、、ここここんんんんなななな取取取取っかかりがあるっかかりがあるっかかりがあるっかかりがある、、、、ここここんんんんなななな切切切切りりりり口口口口があるというもがあるというもがあるというもがあるというものをまとめたのをまとめたのをまとめたのをまとめた手引手引手引手引をををを作作作作成成成成したしたしたした。。。。これがこれがこれがこれが先先先先生生生生のののの目目目目にとまったようでにとまったようでにとまったようでにとまったようで、、、、おおおお声声声声をおかけいたをおかけいたをおかけいたをおかけいただだだだいいいいたたたた次第次第次第次第であるであるであるである。。。。そそそそこでこでこでこで今日今日今日今日はははは、、、、これにこれにこれにこれに沿沿沿沿いいいい、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが今今今今持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づくりにづくりにづくりにづくりに関関関関してこしてこしてこしてこんんんんなものをなものをなものをなものをつつつつくりましたというおくりましたというおくりましたというおくりましたというお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        ちなみにちなみにちなみにちなみに、、、、このこのこのこの手引手引手引手引ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、ぎぎぎぎょょょょうせいからうせいからうせいからうせいから市市市市販販販販本本本本をををを出出出出しているしているしているしている。。。。北九州市北九州市北九州市北九州市からはからはからはからは市市市市長長長長ささささんんんんのブックのブックのブックのブックレレレレットをいたットをいたットをいたットをいただだだだいたがいたがいたがいたが、、、、このこのこのこの本本本本はははは縦横縦横縦横縦横でででで４４４４倍倍倍倍ぐぐぐぐらいかさがあるしらいかさがあるしらいかさがあるしらいかさがあるし、、、、環境環境環境環境省省省省はおはおはおはお金金金金がないのでよがないのでよがないのでよがないのでよろろろろしけれしけれしけれしければばばば買買買買ってくってくってくってくだだだださいさいさいさい。。。。こちらのこちらのこちらのこちらのチチチチラシラシラシラシ兼兼兼兼概概概概要要要要版版版版でででで、、、、どどどどんんんんなこなこなこなことをまとめさせていたとをまとめさせていたとをまとめさせていたとをまとめさせていただだだだいたのかおいたのかおいたのかおいたのかお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        あけていたあけていたあけていたあけていただだだだくとくとくとくと見開見開見開見開きになっておりきになっておりきになっておりきになっており、、、、そそそそももももそそそそもももも持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づくりはづくりはづくりはづくりは、、、、かけかけかけかけ声声声声としとしとしとし



 106

てあるがてあるがてあるがてあるが、、、、何何何何ぞやぞやぞやぞやということでということでということでということで、、、、ここではここではここではここでは１１１１つつつつはははは環境環境環境環境へのへのへのへの負荷負荷負荷負荷がががが少少少少ないないないない、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自自自自然然然然とととと人人人人間間間間とのとのとのとの共生共生共生共生がががが確確確確保保保保されたされたされたされた地域地域地域地域ををををつつつつくるくるくるくる、、、、もうもうもうもう１１１１つつつつはははは、、、、そそそそのためにのためにのためにのために地域地域地域地域のののの方方方方々々々々がみずからがみずからがみずからがみずから主主主主体体体体となってとなってとなってとなって継続的継続的継続的継続的なななな活動活動活動活動をををを進進進進めるというめるというめるというめるという２２２２つつつつであるとであるとであるとであると位位位位置置置置づけているづけているづけているづけている。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会というかというかというかというか、、、、世世世世のののの中全中全中全中全体体体体あるいはあるいはあるいはあるいは地球地球地球地球全全全全体体体体のののの持続可能持続可能持続可能持続可能なななな世世世世のののの中中中中づくりのためにはづくりのためにはづくりのためにはづくりのためには、、、、地域地域地域地域、、、、住住住住んんんんでおられるでおられるでおられるでおられる方方方方々々々々のののの局局局局面面面面でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろとととと取取取取りりりり組組組組みをされるのがみをされるのがみをされるのがみをされるのが非常非常非常非常にににに重要重要重要重要であるであるであるである。。。。環境基本環境基本環境基本環境基本計画計画計画計画はははは何何何何でもでもでもでも盛盛盛盛りりりり込込込込んんんんででででつつつつくれとくれとくれとくれと言言言言われるのでわれるのでわれるのでわれるので何何何何でもかでもかでもかでもかんんんんでもでもでもでも書書書書いてあるがいてあるがいてあるがいてあるが、、、、そそそそのののの中中中中でででで大大大大事事事事なななな11111111のののの課題課題課題課題のののの１１１１つつつつにににに「「「「地域地域地域地域づくりにおけるづくりにおけるづくりにおけるづくりにおける取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進」」」」をををを挙挙挙挙げているげているげているげている。。。。昨昨昨昨日日日日からからからから北北北北九州市等九州市等九州市等九州市等のおのおのおのお話話話話をいをいをいをいろろろろいいいいろろろろ伺伺伺伺っているとっているとっているとっていると、、、、もうどもうどもうどもうどんんんんどどどどんんんん前前前前へへへへ進進進進んんんんでおられるようでおられるようでおられるようでおられるようだだだだがががが、、、、ここここのののの手引手引手引手引はははは、、、、とりあとりあとりあとりあええええずずずず何何何何かかかかそそそそういうものがあるらしいがういうものがあるらしいがういうものがあるらしいがういうものがあるらしいが、、、、どこからどこからどこからどこから手手手手ををををつつつつけたらいいけたらいいけたらいいけたらいいんだんだんだんだというくらいのというくらいのというくらいのというくらいの自治体自治体自治体自治体をををを念念念念頭頭頭頭にににに置置置置いていていていて、、、、ここここんんんんなことからなことからなことからなことからややややってみたらというってみたらというってみたらというってみたらという１１１１つつつつのののの取取取取っかっかっかっかかりをかりをかりをかりを提提提提供供供供することをすることをすることをすることを主主主主眼眼眼眼にしているにしているにしているにしている。。。。        このパンフこのパンフこのパンフこのパンフレレレレットはットはットはットは、、、、見開見開見開見開きがまたきがまたきがまたきがまた見開見開見開見開きになっておりきになっておりきになっておりきになっており、、、、開開開開いていたいていたいていたいていただだだだくとくとくとくと、、、、横横横横にににに長長長長くくくくいいいいろろろろいいいいろろろろ書書書書いてありいてありいてありいてあり、、、、まずまずまずまず、、、、左左左左からからからから２２２２番番番番目目目目ののののペペペページでージでージでージで、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づくりということづくりということづくりということづくりということどのようにどのようにどのようにどのようにややややっていこうかっていこうかっていこうかっていこうか。。。。どうどうどうどうややややってもいいがってもいいがってもいいがってもいいが、、、、例例例例えばえばえばえばのののの形形形形でまずでまずでまずでまず「「「「きっかけきっかけきっかけきっかけ」、」、」、」、初初初初めめめめにににに何何何何かとにかくかとにかくかとにかくかとにかくやろやろやろやろうようようようよ、、、、ということをということをということをということを示示示示すすすす「「「「ははははじじじじめのめのめのめの一一一一歩歩歩歩」、」、」、」、次次次次にににに一一一一歩踏歩踏歩踏歩踏みみみみ出出出出そそそそうようようようよ、、、、さらにさらにさらにさらに進進進進めようよとめようよとめようよとめようよと分分分分けてけてけてけて、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの段階段階段階段階でこでこでこでこんんんんなことをなことをなことをなことをややややってみたらというものをまってみたらというものをまってみたらというものをまってみたらというものをまとめてあるとめてあるとめてあるとめてある。。。。そそそそれれれれぞぞぞぞれどのようなことをれどのようなことをれどのようなことをれどのようなことを進進進進めようかとめようかとめようかとめようかと書書書書いてあるがいてあるがいてあるがいてあるが、、、、そそそそのののの中中中中でこれのでこれのでこれのでこれの裏裏裏裏表表表表紙紙紙紙にににに、、、、このこのこのこの報告書報告書報告書報告書のののの１１１１つつつつのののの考考考考ええええ方方方方としてとしてとしてとして、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく網羅網羅網羅網羅的的的的にににに全部全部全部全部ややややらなくてはいけないとらなくてはいけないとらなくてはいけないとらなくてはいけないということはないいうことはないいうことはないいうことはない。。。。こういうものをこういうものをこういうものをこういうものをやろやろやろやろうとするとうとするとうとするとうとすると、、、、ごごごごみもみもみもみも自自自自然然然然もももも何何何何もかもみもかもみもかもみもかもみんんんんななななややややらなけらなけらなけらなけれれれればばばばいけないといけないといけないといけないと、、、、みずからみずからみずからみずからハハハハーーーードドドドルをルをルをルを高高高高くしてしまうくしてしまうくしてしまうくしてしまう面面面面があるががあるががあるががあるが、、、、みみみみんんんんななななややややらなけれらなけれらなけれらなければばばばいいいいけないことはないけないことはないけないことはないけないことはない。。。。できるとこできるとこできるとこできるところろろろ、、、、皆皆皆皆ささささんんんんのとこのとこのとこのところろろろにににに合合合合わせてわせてわせてわせて意意意意義義義義がありがありがありがありそそそそうなできるとうなできるとうなできるとうなできるとこここころろろろからからからからやろやろやろやろうとうとうとうと、、、、見開見開見開見開きのきのきのきの一一一一番番番番左左左左ののののペペペページにージにージにージに温暖温暖温暖温暖化化化化・エネル・エネル・エネル・エネルギギギギーーーー、、、、交通交通交通交通、、、、循環循環循環循環、、、、水水水水、、、、経経経経験験験験、、、、美観美観美観美観、、、、生物生物生物生物多多多多様様様様性性性性、、、、歴歴歴歴史史史史とととと８８８８つつつつのテーのテーのテーのテーママママをををを掲掲掲掲げているげているげているげている。。。。        ではではではでは、、、、まずまずまずまず最最最最初初初初のきっかけはのきっかけはのきっかけはのきっかけは、、、、私私私私どもでどもでどもでどもで調調調調査査査査をするとをするとをするとをすると２２２２つつつつあるあるあるある。。。。１１１１つつつつはははは、、、、例例例例えばえばえばえば地域地域地域地域をををを流流流流れるれるれるれる川川川川がががが汚汚汚汚くなってくなってくなってくなって困困困困っているっているっているっている、、、、といったといったといったといった地域地域地域地域のものものものもつつつつ課題課題課題課題にににに着着着着目目目目するということがするということがするということがするということがひひひひととととつつつつ、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、地域地域地域地域のののの特性特性特性特性あるあるあるある環境環境環境環境のののの資源資源資源資源、、、、ホホホホタルがタルがタルがタルがいるのをいるのをいるのをいるのを大大大大事事事事にしようとかにしようとかにしようとかにしようとか、、、、屋屋屋屋久久久久島島島島ぐぐぐぐらいすらいすらいすらいすごごごごくなるとくなるとくなるとくなると、、、、世界世界世界世界遺遺遺遺産産産産になったのでになったのでになったのでになったので世界世界世界世界遺遺遺遺産産産産にににに恥恥恥恥じじじじないないないない地域地域地域地域づくりをづくりをづくりをづくりをやろやろやろやろうとうとうとうと進進進進めているがめているがめているがめているが、、、、地域地域地域地域のののの環境資源環境資源環境資源環境資源にににに着着着着目目目目をするをするをするをする。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろ伺伺伺伺ってみるとってみるとってみるとってみると、、、、大体大体大体大体そそそそのののの２２２２つつつつのののの切切切切りりりり口口口口があるようであるがあるようであるがあるようであるがあるようである。。。。そそそそれにれにれにれに対対対対してしてしてして、「、「、「、「調調調調べるべるべるべる」、「」、「」、「」、「考考考考ええええるるるる」、「」、「」、「」、「取取取取りりりり組組組組むむむむ」」」」というというというという切切切切りりりり口口口口があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと紹介紹介紹介紹介しているしているしているしている。。。。        ではではではでは、「、「、「、「調調調調べるべるべるべる」」」」道具道具道具道具立立立立てにてにてにてにつつつついてはいてはいてはいては、、、、フフフフィィィィールールールールドドドドワークワークワークワーク、、、、一一一一種種種種のののの行行行行事事事事としてとしてとしてとして学学学学生生生生やややや子子子子供供供供とととと一一一一緒緒緒緒にににに地域地域地域地域のののの環境環境環境環境をををを歩歩歩歩いていていていて調調調調べてみようべてみようべてみようべてみよう、、、、自自自自然観然観然観然観察察察察会会会会ををををややややってみようとかってみようとかってみようとかってみようとか、、、、地域地域地域地域のののの環環環環境境境境ににににつつつついていていていて調調調調べたべたべたべた環境環境環境環境ママママップがあることップがあることップがあることップがあること自体自体自体自体はははは随随随随分分分分昔昔昔昔からからからから提唱提唱提唱提唱されていたとされていたとされていたとされていたと思思思思うがうがうがうが、、、、こうこうこうこういうものをいうものをいうものをいうものをややややってみてはどうかってみてはどうかってみてはどうかってみてはどうか。「。「。「。「考考考考ええええるるるる」」」」というのはというのはというのはというのは、、、、先先先先ほほほほどどどど網羅網羅網羅網羅的的的的ににににややややるるるる必要必要必要必要はないはないはないはないとととと言言言言ったがったがったがったが、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろのののの経経経経験験験験をををを見見見見ているとているとているとていると、、、、先先先先にににに条例条例条例条例やややや環境計画環境計画環境計画環境計画ををををつつつつくるくるくるくるぞぞぞぞとととと首首首首長長長長がががが宣言宣言宣言宣言しししし、、、、ややややることがることがることがることが決決決決まるとまるとまるとまると勉勉勉勉強強強強しないといけないのでしないといけないのでしないといけないのでしないといけないので、、、、ややややるるるるぞぞぞぞとととと宣言宣言宣言宣言してしまうこしてしまうこしてしまうこしてしまうことがとがとがとが案外案外案外案外有効有効有効有効であったりするであったりするであったりするであったりする。。。。        あるいはあるいはあるいはあるいは「「「「取取取取りりりり組組組組むむむむ」」」」というというというという手手手手だだだだてはてはてはては、、、、パンフパンフパンフパンフレレレレットでットでットでットで見見見見てもてもてもても何何何何のことのことのことのことだだだだかわからないかわからないかわからないかわからないとととと思思思思うがうがうがうが、、、、例例例例えばえばえばえば住住住住民民民民をををを集集集集めてめてめてめて学習会学習会学習会学習会ををををややややってみましってみましってみましってみましょょょょうううう。。。。考考考考ええええるるるる前前前前にににに走走走走れというのがれというのがれというのがれというのが案案案案外外外外有効有効有効有効でででで、、、、まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの分野分野分野分野はいはいはいはいろろろろいいいいろろろろ表表表表彰彰彰彰があがあがあがあったりするのでったりするのでったりするのでったりするので、、、、我我我我がががが町町町町はははは賞賞賞賞をとるをとるをとるをとるぞぞぞぞとととと先先先先にににに首首首首長長長長がががが宣言宣言宣言宣言してしまいしてしまいしてしまいしてしまい、、、、そそそそれからどうれからどうれからどうれからどうややややってとるかってとるかってとるかってとるか考考考考ええええたたたた例例例例もあるもあるもあるもある。。。。行行行行政政政政がががが環境環境環境環境にににに関関関関してしてしてして、、、、市市市市役役役役所所所所でででで何何何何％％％％節節節節電電電電をするとをするとをするとをすると宣言宣言宣言宣言ををををややややられたとこられたとこられたとこられたところろろろとかとかとかとか、、、、もちもちもちもちろんろんろんろん進進進進めるとめるとめるとめるとＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14141414000000000000をををを市市市市役役役役所所所所でででで取取取取るるるるぞぞぞぞとととと宣言宣言宣言宣言したとこしたとこしたとこしたところろろろ等等等等、、、、そそそそういったものをういったものをういったものをういったものを行行行行政政政政がががが積極的積極的積極的積極的ににににややややっているっているっているっている。。。。計画計画計画計画づくりにづくりにづくりにづくりに住住住住民民民民参加参加参加参加をををを求求求求めるめるめるめる、、、、イイイイベベベベントをントをントをントを行行行行うううう、、、、シンシンシンシンボボボボルとなるルとなるルとなるルとなる施設施設施設施設ををををつつつつくるくるくるくる等等等等からからからから始始始始
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めたらどうでしめたらどうでしめたらどうでしめたらどうでしょょょょうかというのがうかというのがうかというのがうかというのが後後後後ろろろろのののの事例事例事例事例になってくっになってくっになってくっになってくっつつつついているいているいているいている。。。。        次次次次にににに「「「「つつつつぎのぎのぎのぎの一一一一歩歩歩歩」」」」にににに進進進進めるためにはどうしたらいいかめるためにはどうしたらいいかめるためにはどうしたらいいかめるためにはどうしたらいいか。。。。パンフパンフパンフパンフレレレレットにはットにはットにはットには「「「「パートナパートナパートナパートナーシーシーシーシップップップップ」、「」、「」、「」、「ネットワーネットワーネットワーネットワーキキキキングングングング」、「」、「」、「」、「人人人人材材材材育育育育成成成成」、「」、「」、「」、「情情情情報報報報提提提提供供供供」、「」、「」、「」、「しくみづくりしくみづくりしくみづくりしくみづくり」」」」とととと書書書書いてあるがいてあるがいてあるがいてあるが、、、、例例例例えばえばえばえばパートナーシップということでパートナーシップということでパートナーシップということでパートナーシップということで地域地域地域地域のののの計画計画計画計画ををををつつつつくるくるくるくる際際際際にににに住住住住民民民民にににに参加参加参加参加をををを求求求求めたりめたりめたりめたり、、、、地域地域地域地域ののののＮＧＯ、ＮＮＧＯ、ＮＮＧＯ、ＮＮＧＯ、ＮＰＰＰＰＯＯＯＯをををを一一一一緒緒緒緒ににににややややるるるる。。。。そそそそのののの活動活動活動活動のののの１１１１つつつつとしてグランとしてグランとしてグランとしてグランドドドドワークワークワークワーク活動活動活動活動があるがあるがあるがある。。。。ネットワークとしてはネットワークとしてはネットワークとしてはネットワークとしては、、、、同同同同じじじじようなようなようなような課題課題課題課題にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる自治体自治体自治体自治体同士同士同士同士のののの連連連連絡絡絡絡会議会議会議会議、、、、何何何何とかとかとかとか協議会協議会協議会協議会はははは実実実実はいっはいっはいっはいっぱぱぱぱいありいありいありいあり、、、、ありありありあり過過過過ぎてぎてぎてぎて財財財財政政政政課等課等課等課等はははは嫌嫌嫌嫌なななな顔顔顔顔をするをするをするをする例例例例がががが多多多多いよいよいよいようであるがうであるがうであるがうであるが、、、、同同同同じじじじテーテーテーテーママママをををを抱抱抱抱ええええているているているている自治体自治体自治体自治体同士同士同士同士のののの連合会連合会連合会連合会ををををつつつつくるくるくるくる。。。。人人人人材材材材育育育育成成成成としてとしてとしてとして、、、、活活活活動動動動がががが続続続続いていくためのリーダーのいていくためのリーダーのいていくためのリーダーのいていくためのリーダーの育育育育成成成成講講講講座座座座をををを行行行行ううううケケケケースースースース、、、、情情情情報報報報提提提提供供供供のためにはのためにはのためにはのためには専専専専門門門門家家家家のネのネのネのネットワークをットワークをットワークをットワークをつつつつくるくるくるくる。。。。もうもうもうもう少少少少しししし進進進進めていくとめていくとめていくとめていくと、、、、条例条例条例条例ををををつつつつくりましくりましくりましくりましょょょょうかといううかといううかといううかという事例事例事例事例があるがあるがあるがある。。。。        「「「「さらにさらにさらにさらに…………」」」」のののの項項項項はフォローアップをどうするかをはフォローアップをどうするかをはフォローアップをどうするかをはフォローアップをどうするかを示示示示しているがしているがしているがしているが、、、、こういったことにこういったことにこういったことにこういったことにつつつついていていていてそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ先先先先ほほほほどどどど一一一一番番番番左左左左のののの枠枠枠枠にににに入入入入っているっているっているっている８８８８つつつつのののの取取取取りりりり組組組組みのパターンみのパターンみのパターンみのパターン、、、、テーテーテーテーマごマごマごマごとにとにとにとに、、、、こういったものをこういったものをこういったものをこういったものを組組組組みみみみ合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、ここここんんんんななななふふふふうにうにうにうにややややってみたらというパターンってみたらというパターンってみたらというパターンってみたらというパターン、、、、またまたまたまた実際実際実際実際ににににややややられているられているられているられている事例事例事例事例、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市もももも取取取取材材材材をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいたようであるがいたようであるがいたようであるがいたようであるが、、、、左左左左側側側側にににに各地各地各地各地ででででややややらららられたれたれたれた事例事例事例事例をををを紹介紹介紹介紹介しているしているしているしている。。。。先先先先ほほほほどおどおどおどお配配配配りしたりしたりしたりした「「「「物物物物のののの循環循環循環循環にににに関関関関するするするする持続可持続可持続可持続可能能能能なななな地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり」」」」というというというというペペペペーパーはーパーはーパーはーパーは、、、、パンフパンフパンフパンフレレレレットットットットだだだだけではけではけではけでは足足足足りないのでりないのでりないのでりないので、、、、このこのこのこの本本本本のまさにゼロエミッショのまさにゼロエミッショのまさにゼロエミッショのまさにゼロエミッションのンのンのンの部部部部分分分分のののの抜抜抜抜きききき刷刷刷刷りであるりであるりであるりである。。。。抽抽抽抽象象象象化化化化したしたしたした事例事例事例事例、、、、考考考考ええええ方方方方のパターンとしてはのパターンとしてはのパターンとしてはのパターンとしては、、、、教教教教科科科科書書書書的的的的にはにはにはには、、、、そそそそのののの地域地域地域地域のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの現現現現状状状状、、、、どういうものがどどういうものがどどういうものがどどういうものがどんんんんななななふふふふうにうにうにうに出出出出ているのかているのかているのかているのか、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル余余余余地地地地ががががあるのかあるのかあるのかあるのか、、、、まずまずまずまず実実実実態態態態をををを調調調調べてみるべてみるべてみるべてみる。。。。そそそそしてしてしてして、、、、どういうどういうどういうどういう減減減減量量量量ができるかができるかができるかができるか考考考考ええええてみましてみましてみましてみましょょょょうううう。。。。あるいはゼロエミッションをあるいはゼロエミッションをあるいはゼロエミッションをあるいはゼロエミッションを目目目目指指指指すとまずすとまずすとまずすとまず宣言宣言宣言宣言してしまうというしてしまうというしてしまうというしてしまうという考考考考ええええ方方方方もあるようであもあるようであもあるようであもあるようであるがるがるがるが、、、、そんそんそんそんなものをなものをなものをなものをややややってみるってみるってみるってみる。。。。        「「「「つつつつぎのぎのぎのぎの一一一一歩歩歩歩」」」」のののの段階段階段階段階でででで考考考考ええええられることとしてはられることとしてはられることとしてはられることとしては、、、、裏裏裏裏側側側側にまとめてあにまとめてあにまとめてあにまとめてあるがるがるがるが、、、、例例例例えばえばえばえば物物物物のののの循環循環循環循環をををを目目目目指指指指したしたしたした工工工工業地域業地域業地域業地域づくりというづくりというづくりというづくりという課題課題課題課題であれであれであれであればばばば、、、、ここここんんんんななななややややりりりり方方方方がががが考考考考ええええられるのではなられるのではなられるのではなられるのではないかいかいかいか、、、、というというというという考考考考ええええ方方方方をををを示示示示しているしているしているしている。。。。後後後後ろろろろにはにはにはには実際実際実際実際のののの事例事例事例事例としてとしてとしてとして、、、、本本本本日日日日もももも話話話話にににに出出出出てきたてきたてきたてきた山山山山梨梨梨梨県県県県のののの国国国国母母母母工工工工業団地業団地業団地業団地のののの例例例例等等等等をををを紹介紹介紹介紹介しているしているしているしている。。。。書書書書いてあるのはかなりいてあるのはかなりいてあるのはかなりいてあるのはかなり初初初初歩歩歩歩的的的的なというかなというかなというかなというか、、、、このこのこのこの先先先先のののの応応応応用用用用問問問問題題題題になるとになるとになるとになると、、、、ママママニニニニュュュュアルをアルをアルをアルを示示示示してこのとおりにしてこのとおりにしてこのとおりにしてこのとおりにややややれれれればばばばいいということができるいいということができるいいということができるいいということができる代代代代物物物物ではないのでではないのでではないのでではないので、、、、このこのこのこの本本本本はとにかくどこからはとにかくどこからはとにかくどこからはとにかくどこから手手手手ををををつつつつけようかというけようかというけようかというけようかという方方方方々々々々のためののためののためののための手引手引手引手引にににになれなれなれなればばばばというというというというレベレベレベレベルであるルであるルであるルである。。。。        環境環境環境環境省省省省ははははガガガガイイイイドドドドとかけとかけとかけとかけ声声声声だだだだけかというとけかというとけかというとけかというと、、、、環境環境環境環境省省省省はおはおはおはお金金金金がないがないがないがない。。。。静静静静脈脈脈脈系系系系のののの話話話話ををををややややっていっていっていっているとるとるとると、、、、いいいいろんろんろんろんなななな話話話話がががが確確確確かにかにかにかに出出出出てくるものでてくるものでてくるものでてくるもので、、、、私私私私もももも以前以前以前以前、、、、おまおまおまおまええええらかららかららかららから金金金金をををを取取取取ろろろろうとはうとはうとはうとは思思思思わわわわんんんん。。。。おまおまおまおまええええらをらをらをらを幾幾幾幾らららら揺揺揺揺すってもすってもすってもすっても何何何何にもにもにもにも出出出出てこないてこないてこないてこないだろだろだろだろうとうとうとうと言言言言われたことがありわれたことがありわれたことがありわれたことがあり、、、、金金金金がないがないがないがないならないでならないでならないでならないで気気気気楽楽楽楽であるがであるがであるがであるが、、、、ママママニニニニュュュュアルをアルをアルをアルをつつつつくるくるくるくるだだだだけかというのがあるけかというのがあるけかというのがあるけかというのがある。。。。環境環境環境環境省省省省はははは、、、、従来従来従来従来かかかからららら地域地域地域地域のののの環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画、、、、自治体自治体自治体自治体レベレベレベレベルのルのルのルの環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画ををををつつつつくるくるくるくる自治体自治体自治体自治体へのへのへのへの補助金補助金補助金補助金をををを些些些些少少少少でででではあるがはあるがはあるがはあるが持持持持っていたっていたっていたっていた。。。。来来来来年年年年からこれをからこれをからこれをからこれを少少少少しししし衣衣衣衣ががががええええしししし、、、、ここにここにここにここに挙挙挙挙げたようなげたようなげたようなげたような環境環境環境環境づくりのづくりのづくりのづくりの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをややややられるときにられるときにられるときにられるときに、、、、少少少少しおしおしおしお金金金金をををを援援援援助助助助できるようにしたいとできるようにしたいとできるようにしたいとできるようにしたいと要要要要求求求求しているがしているがしているがしているが、、、、財財財財政当政当政当政当局局局局からからからから大大大大変評変評変評変評判判判判がががが悪悪悪悪くくくくてててて苦苦苦苦戦戦戦戦をしているをしているをしているをしている。。。。財財財財政政政政的的的的にはちまちましたにはちまちましたにはちまちましたにはちまちました補助金補助金補助金補助金をををを出出出出してしてしてして自治体自治体自治体自治体にあっちにあっちにあっちにあっち向向向向けけけけ、、、、こっちこっちこっちこっち向向向向けとけとけとけと言言言言うのはうのはうのはうのは時代時代時代時代おくれであるというのはおっしおくれであるというのはおっしおくれであるというのはおっしおくれであるというのはおっしゃゃゃゃるとおりであるとおりであるとおりであるとおりでありりりり、、、、大大大大変変変変苦苦苦苦戦戦戦戦していてしていてしていてしていて、、、、だだだだめめめめだだだだったらったらったらったらごごごごめめめめんんんんなさいというようなものであるがなさいというようなものであるがなさいというようなものであるがなさいというようなものであるが、、、、こういっこういっこういっこういったものをたものをたものをたものを環境環境環境環境省省省省はははは一一一一応応応応企画企画企画企画しているしているしているしている。。。。        このこのこのこの種種種種のものはのものはのものはのものは、、、、現現現現場場場場ででででごごごご苦労苦労苦労苦労されているされているされているされている北九州市北九州市北九州市北九州市初初初初めめめめ皆皆皆皆ささささんんんんよくよくよくよくごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、ママママニニニニュュュュアルがあれアルがあれアルがあれアルがあればばばば、、、、そそそそのとおりのとおりのとおりのとおりややややってうまくいくものではってうまくいくものではってうまくいくものではってうまくいくものでは到到到到底底底底ないないないない。。。。これはどこからこれはどこからこれはどこからこれはどこから手手手手ををををつつつつけていいかというときのためにけていいかというときのためにけていいかというときのためにけていいかというときのために、、、、一一一一応応応応取取取取っっっっつつつつきききき口口口口ぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは用意用意用意用意したというしたというしたというしたという性性性性質質質質のものでのものでのものでのものでありありありあり、、、、何何何何とかとかとかとかそそそそれれれれでもおでもおでもおでもお役役役役にににに立立立立てていたてていたてていたてていただだだだけれけれけれければばばば幸幸幸幸いであるいであるいであるいである。。。。このこのこのこのほほほほかにかにかにかに、、、、地域地域地域地域のののの経経経経験験験験のののの交交交交流流流流のののの場場場場としてとしてとしてとして、、、、環境環境環境環境省省省省ののののホホホホームームームームペペペページのージのージのージの一一一一部部部部にににに「「「「知知知知恵恵恵恵のののの輪輪輪輪」」」」というというというという事例交事例交事例交事例交換換換換ののののペペペページをージをージをージを
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つつつつくってあるくってあるくってあるくってある。。。。これもこれもこれもこれも今今今今はてこはてこはてこはてこ入入入入れがれがれがれが必要必要必要必要なななな状状状状態態態態になっておりになっておりになっておりになっており、、、、余余余余りりりり役役役役にににに立立立立たないとたないとたないとたないと思思思思ううううかもしれないかもしれないかもしれないかもしれない。。。。中中中中身身身身自体自体自体自体のののの活活活活性性性性化化化化もももも含含含含めめめめ、、、、これからこれからこれからこれからごごごご協力協力協力協力、、、、ごごごご活用活用活用活用をおをおをおをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと宣宣宣宣伝伝伝伝をしをしをしをし、、、、これでこれでこれでこれで終終終終わりたいわりたいわりたいわりたい。。。。        司司司司会会会会        ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。        そそそそれではれではれではれでは、、、、愛知愛知愛知愛知県環境県環境県環境県環境部廃棄物部廃棄物部廃棄物部廃棄物対策課対策課対策課対策課のののの伊藤伊藤伊藤伊藤様様様様、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        伊藤伊藤伊藤伊藤主主主主幹幹幹幹        実実実実はははは今日今日今日今日このこのこのこの場場場場ででででごごごご説説説説明明明明をををを予予予予定定定定していたしていたしていたしていた廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物対策対策対策対策監監監監のののの近藤近藤近藤近藤はははは急急急急用用用用ができができができができ、、、、急遽急遽急遽急遽代代代代役役役役でででで私私私私、、、、伊藤伊藤伊藤伊藤からからからから若干若干若干若干ののののごごごご説説説説明明明明をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        「「「「愛知愛知愛知愛知県県県県のののの物物物物質質質質フローフローフローフロー」」」」のののの資資資資料料料料はははは、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを構築構築構築構築していくためにしていくためにしていくためにしていくために、、、、昨昨昨昨年度資源循環年度資源循環年度資源循環年度資源循環型社会形成推進型社会形成推進型社会形成推進型社会形成推進方方方方策策策策のののの調調調調査査査査をををを行行行行いいいい、、、、そそそそのののの中中中中でででで愛知愛知愛知愛知県分県分県分県分のののの物物物物質質質質フローをフローをフローをフローを作作作作成成成成したものであるしたものであるしたものであるしたものである。。。。        循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築にににに関関関関しますしますしますします指指指指標標標標のののの１１１１つつつつとしてとしてとしてとして本県本県本県本県のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル率率率率をををを申申申申しししし上上上上げげげげるとるとるとると、、、、一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物がががが14141414％％％％でででで全全全全国国国国約約約約19191919位位位位、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ににににつつつついてはいてはいてはいては57575757％％％％でででで全全全全国国国国4444位位位位となっておりとなっておりとなっておりとなっておりますますますます。。。。本県本県本県本県ではではではでは機機機機械械械械、、、、鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼等等等等のののの製造製造製造製造業業業業がががが活発活発活発活発であることをであることをであることをであることを反映反映反映反映しししし、、、、鋼鋼鋼鋼さいさいさいさい、、、、煤煤煤煤じじじじんんんん、、、、金属金属金属金属くくくくずずずず、、、、瓦瓦瓦瓦れきれきれきれき等等等等のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル率率率率がかなりがかなりがかなりがかなり高高高高いいいい水水水水準準準準にありますがにありますがにありますがにありますが、、、、物物物物づくりのづくりのづくりのづくりの地域地域地域地域としてとしてとしてとして、、、、またまたまたまた2005200520052005年年年年にににに愛知愛知愛知愛知万万万万博博博博、、、、愛愛愛愛・・・・地球地球地球地球博博博博のののの開催地開催地開催地開催地としてとしてとしてとして、、、、このこのこのこの地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける環境環境環境環境面面面面のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを積極積極積極積極的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいくでいくでいくでいく立立立立場場場場もありもありもありもあり、、、、県県県県内内内内におけるにおけるにおけるにおける資源資源資源資源投投投投入入入入、、、、生生生生産産産産、、、、販売販売販売販売、、、、消費消費消費消費・・・・廃棄廃棄廃棄廃棄、、、、処理処理処理処理・・・・処処処処分分分分といったといったといったといった各各各各段階段階段階段階におけるにおけるにおけるにおける物物物物質質質質量量量量をををを把握把握把握把握しししし、、、、物物物物質質質質フローをフローをフローをフローを作作作作成成成成いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。県県県県単単単単位位位位でででで詳詳詳詳細細細細なななな物物物物質質質質フローをフローをフローをフローを作作作作成成成成したのはしたのはしたのはしたのは全全全全国国国国でででで初初初初めてですめてですめてですめてです。。。。        若干若干若干若干内容内容内容内容をををを説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだくとくとくとくと、、、、資源資源資源資源投投投投入入入入のののの段階段階段階段階（（（（断断断断面面面面１１１１））））のののの年年年年間間間間のののの資源資源資源資源投投投投入入入入量量量量はははは１１１１億億億億800800800800万万万万トンであるトンであるトンであるトンである。。。。これはこれはこれはこれは全全全全国国国国のののの5.85.85.85.8%%%%にににに当当当当たりますがたりますがたりますがたりますが、、、、製造品出製造品出製造品出製造品出荷荷荷荷額額額額等等等等のののの全全全全国国国国比比比比11.311.311.311.3%%%%でででであることをあることをあることをあることを考慮考慮考慮考慮しますとしますとしますとしますと、、、、付加価付加価付加価付加価値値値値のののの高高高高いいいい加加加加工工工工組立型組立型組立型組立型のののの製造製造製造製造業業業業をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした愛知愛知愛知愛知県県県県のののの産業産業産業産業構構構構造造造造をををを反映反映反映反映していますしていますしていますしています。。。。内内内内訳訳訳訳はははは、、、、鉄鉄鉄鉄鉱鉱鉱鉱石石石石、、、、砕砕砕砕石石石石等等等等のののの無無無無機性機性機性機性資源資源資源資源5,3005,3005,3005,300万万万万トントントントン、、、、石石石石油油油油、、、、石炭石炭石炭石炭等等等等のののの化化化化石石石石原原原原燃料燃料燃料燃料3200320032003200万万万万トントントントン、、、、飼飼飼飼肥料肥料肥料肥料、、、、種種種種子子子子等有等有等有等有機性機性機性機性資源資源資源資源500500500500万万万万トンをトンをトンをトンを合合合合わせたわせたわせたわせた天天天天然然然然資源資源資源資源がががが9999000000000000万万万万トンをトンをトンをトンを占占占占めておりめておりめておりめており、、、、金属金属金属金属くずなどのくずなどのくずなどのくずなどの再生再生再生再生資源資源資源資源1800180018001800万万万万トンをトンをトンをトンを占占占占めておりますめておりますめておりますめております。。。。        次次次次にににに、、、、断断断断面面面面２２２２製品生製品生製品生製品生産産産産のののの段階段階段階段階ではではではでは、、、、燃料燃料燃料燃料がががが消費消費消費消費されされされされ電電電電力力力力などのエネルなどのエネルなどのエネルなどのエネルギギギギーにーにーにーに変変変変わるわるわるわる一一一一方方方方でででで、、、、光光光光合成合成合成合成によるによるによるによる農農農農作作作作物物物物のののの成成成成長長長長等等等等がありがありがありがあり、、、、2000200020002000万万万万トントントントン減減減減ってってってって8800880088008800万万万万トンとなりますトンとなりますトンとなりますトンとなります。。。。次次次次にににに製品製品製品製品のののの販販販販売売売売・・・・購購購購入入入入のののの段階段階段階段階（（（（断断断断面面面面３３３３））））ではではではでは、、、、最最最最終終終終製品製品製品製品はははは移移移移出出出出2700270027002700万万万万トンにトンにトンにトンに対対対対しししし、、、、移移移移入入入入ののののほほほほううううがががが多多多多くくくく3300330033003300万万万万トンとなっておりますのでトンとなっておりますのでトンとなっておりますのでトンとなっておりますので、、、、600600600600万万万万トントントントン増増増増ええええてててて9400940094009400万万万万トンとなりますトンとなりますトンとなりますトンとなります。。。。次次次次にににに新新新新規規規規蓄蓄蓄蓄積積積積、、、、消費消費消費消費、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄（（（（断断断断面面面面4444））））ですがですがですがですが、、、、建建建建築築築築物物物物、、、、土土土土木木木木構構構構造物造物造物造物、、、、工工工工場場場場にあるにあるにあるにある機機機機械械械械類等類等類等類等のののの蓄蓄蓄蓄積積積積からからからから廃棄廃棄廃棄廃棄にににに回回回回るるるる600600600600万万万万トンをトンをトンをトンを加加加加ええええ全全全全体体体体のののの量量量量はははは1111億億億億トンとなりますがトンとなりますがトンとなりますがトンとなりますが、、、、7200720072007200万万万万トントントントン建建建建築築築築物物物物やややや土土土土木木木木構構構構造物造物造物造物などとしてなどとしてなどとしてなどとして新新新新規規規規にににに蓄蓄蓄蓄積積積積されされされされ、、、、食食食食料料料料としてとしてとしてとして500500500500万万万万トンがトンがトンがトンが消費消費消費消費されされされされ、、、、残残残残るるるる2300230023002300万万万万トトトトンのうちンのうちンのうちンのうち700700700700万万万万トンがトンがトンがトンが有有有有価物価物価物価物としてとしてとしてとして売売売売却却却却されされされされ、、、、1600160016001600万万万万トンがトンがトンがトンが廃棄廃棄廃棄廃棄すなわちすなわちすなわちすなわち無無無無価物価物価物価物としてとしてとしてとして処処処処理理理理・・・・処処処処分分分分されますされますされますされます。。。。        最最最最終終終終的的的的にはにはにはには処理処理処理処理・・・・処処処処分分分分のののの断断断断面面面面５５５５ではではではでは、、、、1600160016001600万万万万トンはトンはトンはトンは減減減減量量量量500500500500万万万万トントントントン、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分300300300300万万万万トントントントン、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル物物物物としてのとしてのとしてのとしての再再再再利用利用利用利用800800800800万万万万トンというトンというトンというトンという内内内内訳訳訳訳でででで処理処処理処処理処処理処分分分分されますされますされますされます。。。。このリサイクルこのリサイクルこのリサイクルこのリサイクル物物物物800800800800万万万万トンとトンとトンとトンと有有有有価物価物価物価物のののの700700700700万万万万トンをトンをトンをトンを合合合合わせたわせたわせたわせた1500150015001500万万万万トンにトンにトンにトンに他他他他県県県県とのとのとのとの差差差差しししし引引引引きききき流流流流入入入入分分分分のののの300300300300万万万万トンがトンがトンがトンが加加加加わりわりわりわり、、、、1800180018001800万万万万トンがトンがトンがトンが再再再再びびびび資源資源資源資源投投投投入入入入されますされますされますされます。。。。大大大大きくきくきくきく見見見見るとるとるとると、、、、平平平平成成成成11111111年度調年度調年度調年度調査査査査のののの結果結果結果結果ではではではでは、、、、愛知愛知愛知愛知県県県県におけるにおけるにおけるにおける物物物物のフローはこういったのフローはこういったのフローはこういったのフローはこういった流流流流れになるということでれになるということでれになるということでれになるということでごごごご紹介紹介紹介紹介させてさせてさせてさせていたいたいたいただだだだいたいたいたいた。。。。        従来従来従来従来のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物対策対策対策対策はははは、、、、このこのこのこの物物物物質質質質フローでフローでフローでフローで申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、断断断断面面面面５５５５すなわちすなわちすなわちすなわち処理処処理処処理処処理処分分分分のののの段階段階段階段階にににに着着着着目目目目してしてしてして、、、、言言言言わわわわばばばば最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ態態態態勢勢勢勢をいかにをいかにをいかにをいかに確確確確保保保保するかがするかがするかがするかが最最最最大大大大のののの行行行行政政政政課題課題課題課題であっであっであっであっ
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たがたがたがたが、、、、これからはこれからはこれからはこれからは物物物物質質質質フローのフローのフローのフローの各各各各段階段階段階段階においてにおいてにおいてにおいて、、、、リデリデリデリデュュュュースースースース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルいわリサイクルいわリサイクルいわリサイクルいわゆるゆるゆるゆる３３３３RRRRのののの取組取組取組取組をををを進進進進めるめるめるめる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。このためこうしたこのためこうしたこのためこうしたこのためこうした点点点点ににににつつつついていていていて、、、、県民県民県民県民、、、、事事事事業業業業者者者者、、、、行行行行政政政政のののの役役役役割割割割とととと取組取組取組取組のののの方向方向方向方向をををを明明明明らかにするらかにするらかにするらかにする「「「「資源循環型社会形成資源循環型社会形成資源循環型社会形成資源循環型社会形成プランプランプランプラン」」」」をををを本年度策定本年度策定本年度策定本年度策定しよしよしよしようとしておりうとしておりうとしておりうとしており、、、、このプランにこのプランにこのプランにこのプランに基基基基づきいづきいづきいづきいろろろろいいいいろろろろなななな事事事事業活動業活動業活動業活動のののの段階段階段階段階におけるにおけるにおけるにおける３３３３ＲＲＲＲをををを推進推進推進推進、、、、グリグリグリグリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママのののの育育育育成成成成、、、、グリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入等等等等のののの施策施策施策施策にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいきたいとでいきたいとでいきたいとでいきたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。        既既既既にににに建建建建設分野設分野設分野設分野ではではではでは公公公公共共共共工工工工事事事事におけるリサイクルにおけるリサイクルにおけるリサイクルにおけるリサイクル資資資資材材材材のののの率先利用率先利用率先利用率先利用ということでということでということでということで、、、、アイクルアイクルアイクルアイクル材材材材というリサイクルというリサイクルというリサイクルというリサイクル資資資資材材材材評価評価評価評価制制制制度度度度をををを本年度本年度本年度本年度からからからから実施実施実施実施しししし、、、、公公公公共事共事共事共事業業業業でででで利用利用利用利用できるリサイクルできるリサイクルできるリサイクルできるリサイクル資資資資材材材材としてとしてとしてとして17171717品目品目品目品目をををを認認認認定定定定してしてしてして率先利用率先利用率先利用率先利用していますしていますしていますしています。。。。本県本県本県本県以外以外以外以外のののの他他他他県県県県のののの資資資資材材材材もももも認認認認定定定定のののの対対対対象象象象ととととしたのはしたのはしたのはしたのは本県本県本県本県がががが初初初初めてでありめてでありめてでありめてであり、、、、今後他今後他今後他今後他のののの分野分野分野分野においてもにおいてもにおいてもにおいても積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいくでいくでいくでいく。。。。予予予予定定定定のののの話話話話でででで申申申申しわけないがしわけないがしわけないがしわけないが、、、、愛知愛知愛知愛知県県県県、、、、岐阜岐阜岐阜岐阜県県県県、、、、三重三重三重三重県県県県とととと名古名古名古名古屋屋屋屋市市市市のののの４４４４者者者者でででで首首首首長長長長会議会議会議会議のののの結果結果結果結果をををを受受受受けけけけ、、、、地域地域地域地域をををを超超超超ええええてグリーンてグリーンてグリーンてグリーン購購購購入入入入をををを訴訴訴訴ええええていこうとていこうとていこうとていこうと現現現現在在在在検討検討検討検討中中中中であるであるであるである。。。。行行行行政政政政のののの壁壁壁壁等等等等なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難ししししいいいい面面面面もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、一一一一方方方方、、、、産業界産業界産業界産業界、、、、スーパースーパースーパースーパーママママーーーーケケケケットットットット等等等等からのからのからのからの意見意見意見意見ではではではでは、、、、行行行行政政政政がががが壁壁壁壁ををををつつつつくっくっくっくっているているているている、、、、行行行行政政政政のののの枠枠枠枠はははは小小小小ささささ過過過過ぎるぎるぎるぎる、、、、我我我我々々々々はははは行行行行政政政政のののの枠枠枠枠をををを飛飛飛飛びびびび越越越越ええええてててて商売商売商売商売しているしているしているしている。。。。パートナーパートナーパートナーパートナーシップがシップがシップがシップが大大大大切切切切とととと言言言言うならうならうならうならばばばば３３３３県県県県１１１１市市市市ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが一一一一緒緒緒緒ににににややややってってってってほほほほしいとしいとしいとしいと要要要要望望望望もありもありもありもあり、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみをををを始始始始めためためためた。。。。初初初初年度年度年度年度でででで十十十十分分分分なななな取組取組取組取組とはいとはいとはいとはいええええないがないがないがないが広広広広域的域的域的域的なななな取組取組取組取組はあまりはあまりはあまりはあまり例例例例がないということがないということがないということがないということですのでがですのでがですのでがですのでがんばんばんばんばってってってってややややっていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。以以以以上上上上でででで説説説説明明明明をををを終終終終わりますわりますわりますわります。。。。    ごごごごよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        司司司司会会会会        ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。愛知愛知愛知愛知県県県県のののの伊藤伊藤伊藤伊藤ささささんんんんでしたでしたでしたでした。。。。        次次次次のののの方方方方にににに移移移移らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。三重三重三重三重県環境県環境県環境県環境部部部部循環循環循環循環システムシステムシステムシステム推進推進推進推進チチチチームームームーム主主主主幹幹幹幹のののの橋橋橋橋本本本本様様様様、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        橋橋橋橋本本本本主主主主幹幹幹幹        循環循環循環循環システムシステムシステムシステム推進推進推進推進チチチチームとはームとはームとはームとは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物とリサイクルをとリサイクルをとリサイクルをとリサイクルを主担当主担当主担当主担当にしているにしているにしているにしているチチチチームであるームであるームであるームである。。。。今今今今年年年年４４４４月月月月からからからから課課課課がなくなりがなくなりがなくなりがなくなり、、、、チチチチームというームというームというームという小小小小さなさなさなさな組織組織組織組織にににに変変変変わったわったわったわった。。。。        昨昨昨昨日日日日からからからから北九州市北九州市北九州市北九州市のエのエのエのエココココタタタタウウウウンをンをンをンを見見見見せていたせていたせていたせていただだだだきききき、、、、今今今今までまでまでまで文文文文献献献献ではではではでは見見見見せていたせていたせていたせていただだだだいていいていいていいていたがたがたがたが、、、、初初初初めてめてめてめて目目目目のののの当当当当たりにしてたりにしてたりにしてたりにして、、、、今日今日今日今日これからこれからこれからこれから私私私私がさせていたがさせていたがさせていたがさせていただだだだくくくく話話話話がいかにちっがいかにちっがいかにちっがいかにちっぽぽぽぽけなけなけなけなものかものかものかものか、、、、そそそそれれれれだだだだけけけけごごごご了承了承了承了承いたいたいたいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。今今今今までまでまでまで本県本県本県本県でででで取取取取りりりり組組組組んんんんできたできたできたできた循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築にににに向向向向けてというけてというけてというけてという取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつついていていていて少少少少ししししごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。産産産産廃廃廃廃税税税税とリサイクルとリサイクルとリサイクルとリサイクル条例条例条例条例のののの２２２２つつつつのパンフのパンフのパンフのパンフレレレレットをットをットをットを本本本本日日日日のののの資資資資料料料料としておとしておとしておとしてお渡渡渡渡しさせていたしさせていたしさせていたしさせていただだだだいたがいたがいたがいたが、、、、そそそそのののの辺辺辺辺のののの成成成成果果果果といといといというううう意意意意味味味味でででで本本本本日日日日ごごごご紹介紹介紹介紹介をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        まずまずまずまず、、、、三重三重三重三重県県県県のののの状況状況状況状況はははは、、、、大体本州大体本州大体本州大体本州のののの真真真真んんんん中中中中にににに位位位位置置置置しししし、、、、南南南南北北北北にににに長長長長いいいい形形形形状状状状でででで北北北北はははは伊伊伊伊勢勢勢勢湾湾湾湾からからからから熊熊熊熊野野野野灘灘灘灘までまでまでまで、、、、東東東東側側側側はははは200200200200キキキキロにロにロにロに及及及及ぶぶぶぶ海海海海岸岸岸岸線線線線をををを持持持持っているっているっているっている。。。。西西西西側側側側はははは鈴鹿鈴鹿鈴鹿鈴鹿山山山山脈脈脈脈、、、、布布布布引山引山引山引山脈脈脈脈、、、、大大大大台台台台山山山山系系系系というというというという山山山山脈脈脈脈がががが連連連連なっておりなっておりなっておりなっており、、、、西西西西側側側側はははは山山山山ででででふふふふさがれているさがれているさがれているさがれている状況状況状況状況であるであるであるである。。。。69696969市町市町市町市町村村村村のののの中中中中にににに13131313市市市市ありありありあり、、、、海海海海岸岸岸岸線線線線沿沿沿沿いにいにいにいに11111111市市市市がががが数数数数珠珠珠珠つつつつなぎのようになぎのようになぎのようになぎのように並並並並んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。四四四四日日日日市市市市市市市市でもでもでもでも現現現現在在在在28282828万万万万人人人人程程程程度度度度でででで、、、、そそそそうううう大大大大きなきなきなきな市市市市ではなではなではなではないいいい。。。。全全全全人人人人口口口口でもでもでもでも185185185185万万万万人人人人程程程程度度度度のののの状況状況状況状況であるであるであるである。。。。        一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物のののの状況状況状況状況はははは、、、、180180180180万万万万都都都都市市市市でででで年年年年間間間間80808080万万万万トントントントン程程程程度度度度ののののごごごごみがここみがここみがここみがここ10101010年年年年間間間間にににに出出出出てきていてきていてきていてきているるるる。。。。ここここここここ一一一一、、、、二二二二年年年年はははは少少少少しししし下下下下降降降降ぎみであるがぎみであるがぎみであるがぎみであるが、、、、全全全全国国国国平平平平均均均均ののののごごごごみみみみ１１１１人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの排排排排出出出出量量量量1100110011001100グラグラグラグラムにムにムにムに比比比比べるとべるとべるとべると、、、、100100100100グラムグラムグラムグラム程程程程度多度多度多度多いいいい問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。またまたまたまた、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ににににつつつついてもいてもいてもいても、、、、400400400400万万万万トントントントンぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで推推推推移移移移してきているしてきているしてきているしてきている。。。。これがこれがこれがこれが多多多多いかいかいかいか少少少少ないかというないかというないかというないかという評価評価評価評価はできないがはできないがはできないがはできないが、、、、減減減減らずにらずにらずにらずに推推推推移移移移してきているしてきているしてきているしてきている状況状況状況状況がががが続続続続いているいているいているいている。。。。他他他他県県県県でもでもでもでもそそそそううううだだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、特特特特にににに最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場のののの困難困難困難困難等等等等ががががあるあるあるある。。。。残残残残余余余余量量量量がががが減減減減ってきているってきているってきているってきている状況状況状況状況がありがありがありがあり、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要だだだだとととと平平平平成成成成13131313年年年年からいからいからいからいろんろんろんろんなことをなことをなことをなことを始始始始めているめているめているめている。。。。最最最最初初初初におにおにおにお話話話話しするしするしするしする産産産産廃廃廃廃税税税税ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、ここここここここ数数数数年年年年来来来来いいいいろろろろいいいいろろろろ検討検討検討検討
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がされたがされたがされたがされた結果結果結果結果であるがであるがであるがであるが、、、、従来従来従来従来のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを適正適正適正適正にににに処理処理処理処理するするするする、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる規規規規制制制制というというというという観点観点観点観点をををを脱却脱却脱却脱却したしたしたした何何何何かのかのかのかの取取取取りりりり組組組組みができないかみができないかみができないかみができないか、、、、今今今今回回回回紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだくくくく２２２２つつつつのののの制制制制度度度度ができができができができ上上上上がったとがったとがったとがったとごごごご理理理理解解解解いたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思うううう。。。。        今今今今回回回回ごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだくのはくのはくのはくのは、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物税税税税のののの制制制制度度度度、、、、三重三重三重三重県県県県リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製品製品製品製品利用推進利用推進利用推進利用推進条例条例条例条例のののの制制制制度度度度でででで、、、、産産産産廃廃廃廃税税税税ににににつつつついてはいてはいてはいては北九州市北九州市北九州市北九州市のののの室長室長室長室長様様様様からもからもからもからも環境環境環境環境未未未未来来来来税税税税のののの話話話話のののの中中中中でででで出出出出ていたていたていたていたとととと思思思思うううう。。。。まずまずまずまず、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物税税税税のののの状況状況状況状況ににににつつつついてはパンフいてはパンフいてはパンフいてはパンフレレレレットットットットにににに概概概概略略略略載載載載っているがっているがっているがっているが、、、、どのよどのよどのよどのようなうなうなうな状況状況状況状況かかかか少少少少ししししごごごご説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの適正適正適正適正処理処理処理処理のののの観点観点観点観点をををを脱却脱却脱却脱却しししし、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、行行行行政政政政のののの枠枠枠枠をををを超超超超ええええたたたた施策施策施策施策をををを実行実行実行実行することすることすることすることによりによりによりにより、、、、資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会をををを目目目目指指指指すことでできたのがすことでできたのがすことでできたのがすことでできたのが産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物税税税税であるであるであるである。。。。税税税税収収収収によりによりによりにより得得得得たたたた財財財財源源源源をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルやややや発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制にににに関関関関するするするする支援支援支援支援をををを行行行行いいいい、、、、さらにリサイクルさらにリサイクルさらにリサイクルさらにリサイクル、、、、減減減減量量量量化化化化をををを進進進進めていくことをめていくことをめていくことをめていくことを目目目目的的的的としているとしているとしているとしている。。。。税税税税制制制制のののの中中中中身身身身ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、見開見開見開見開きにどのようなきにどのようなきにどのようなきにどのような財財財財源源源源のののの使途使途使途使途があるかがあるかがあるかがあるか書書書書かせていたかせていたかせていたかせていただだだだいているいているいているいている。。。。実実実実はははは産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物税税税税のののの使使使使いいいい道道道道としてとしてとしてとして、、、、平平平平成成成成14141414年度年度年度年度からからからから施行施行施行施行されているがされているがされているがされているが、、、、１１１１番番番番のののの事事事事業業業業はははは平平平平成成成成13131313年度年度年度年度からからからから既既既既にににに前前前前倒倒倒倒しでしでしでしで行行行行っているっているっているっている。。。。このこのこのこの使途使途使途使途はははは大大大大きくきくきくきく２２２２つつつつありありありあり、、、、まずまずまずまず１１１１つつつつ目目目目がががが環境環境環境環境のののの21212121世世世世紀紀紀紀にににに通通通通ずるずるずるずる産業活動産業活動産業活動産業活動へのへのへのへの支援支援支援支援であるであるであるである。。。。企企企企業業業業がみずからがみずからがみずからがみずから排排排排出出出出するするするする産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制やややや減減減減量量量量化化化化のののの研究研究研究研究、、、、製品製品製品製品開発開発開発開発をををを行行行行うものにうものにうものにうものに対対対対ししししてててて一一一一部助部助部助部助成成成成するするするする制制制制度度度度、、、、またまたまたまた中小中小中小中小企業企業企業企業のののの方方方方々々々々がみずからのがみずからのがみずからのがみずからの産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制、、、、減減減減量量量量化化化化ににににかかるかかるかかるかかる設設設設備備備備をををを設設設設置置置置することにすることにすることにすることに対対対対するするするする助助助助成成成成がががが１１１１つつつつのののの事事事事業業業業になっているになっているになっているになっている。。。。平平平平成成成成13131313年度年度年度年度でででで前前前前倒倒倒倒ししししがががが既既既既にににに行行行行われわれわれわれ、、、、公公公公募募募募がががが28282828件件件件ほほほほどありどありどありどあり、、、、実際実際実際実際にはにはにはにはそそそそのののの中中中中でででで９９９９件件件件採択採択採択採択したとしたとしたとしたと聞聞聞聞いているいているいているいている。。。。        ２２２２つつつつ目目目目のののの使途使途使途使途ではではではでは、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物によるによるによるによる新新新新たなたなたなたな環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷へのへのへのへの対策対策対策対策としてとしてとしてとして、、、、三三三三重重重重県県県県はははは関関関関西西西西圏圏圏圏またはまたはまたはまたは中部中部中部中部圏圏圏圏にににに近近近近いこともありいこともありいこともありいこともあり、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄がががが後後後後をををを絶絶絶絶たないたないたないたない現現現現状状状状があるがあるがあるがある。。。。そそそそれらのれらのれらのれらの対策対策対策対策としとしとしとしてててて、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物監監監監視視視視強化対策強化対策強化対策強化対策事事事事業業業業でででで平平平平成成成成14141414年度年度年度年度からからからから警警警警察察察察職職職職員員員員10101010名名名名をををを含含含含めめめめ20202020名名名名のののの監監監監視視視視体体体体制制制制にににに強化強化強化強化したしたしたした現現現現状状状状であるであるであるである。。。。        産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物税税税税はははは余余余余りりりり報告報告報告報告がされていないとがされていないとがされていないとがされていないと思思思思うううう。。。。効効効効果果果果としてはとしてはとしてはとしては、、、、当当当当初初初初昨昨昨昨年年年年からからからから産産産産廃廃廃廃税税税税、、、、全全全全国国国国でででで初初初初めてですとめてですとめてですとめてですと各各各各種報種報種報種報道道道道のののの方方方方でもアナでもアナでもアナでもアナウウウウンスしていたンスしていたンスしていたンスしていただだだだいたことがまずあるいたことがまずあるいたことがまずあるいたことがまずある。。。。今今今今のののの補補補補助助助助制制制制度度度度のののの活用活用活用活用あるなしにかかわらずあるなしにかかわらずあるなしにかかわらずあるなしにかかわらず、、、、県県県県内内内内のののの該該該該当当当当ししししそそそそうなうなうなうな事事事事業業業業者者者者がががが一一一一斉斉斉斉にリサイクルににリサイクルににリサイクルににリサイクルに取取取取りりりり組組組組みみみみ出出出出したしたしたした。。。。平平平平成成成成14141414年度年度年度年度のののの予予予予算算算算をををを考考考考ええええているているているている時点時点時点時点ではではではでは、、、、４４４４億円億円億円億円程程程程度度度度のののの税税税税収収収収がががが見見見見込込込込まれたまれたまれたまれたがががが、、、、現現現現時点時点時点時点ではではではでは３３３３億円億円億円億円程程程程度度度度のののの税税税税収収収収しかしかしかしか見見見見込込込込めないめないめないめない――――そそそそれれれれだだだだけけけけ減減減減量量量量化化化化がされたのかがされたのかがされたのかがされたのか。。。。最最最最終終終終的的的的にはにはにはには、、、、さらにさらにさらにさらに減減減減ってくるってくるってくるってくる見見見見込込込込みであるみであるみであるみである。。。。法定法定法定法定外目外目外目外目的的的的税税税税のののの形形形形でででで、、、、本本本本来来来来、、、、税税税税収収収収をををを確確確確保保保保しなけしなけしなけしなけれれれればばばばいけないがいけないがいけないがいけないが、、、、逆逆逆逆にあるにあるにあるにある程程程程度度度度のののの制制制制度度度度のののの効効効効果果果果がががが出出出出てきているのではないかとてきているのではないかとてきているのではないかとてきているのではないかと言言言言ええええるるるる。。。。たたたただだだだ、、、、税税税税収収収収だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、最最最最近近近近のののの経済経済経済経済状況状況状況状況等等等等もありもありもありもあり、、、、一一一一概概概概にににに本本本本制制制制度度度度のののの効効効効果果果果があるのかというがあるのかというがあるのかというがあるのかという数数数数値値値値的的的的なななな評価評価評価評価はまはまはまはまだだだだされていないのでされていないのでされていないのでされていないので、、、、ごごごご了了了了解解解解いたいたいたいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        もうもうもうもう１１１１つつつつのののの制制制制度度度度としてとしてとしてとして、、、、三重三重三重三重県県県県はははは三重三重三重三重県県県県リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製品製品製品製品利用促進利用促進利用促進利用促進条例条例条例条例をををを平平平平成成成成13131313年年年年３３３３月月月月にににに議議議議員員員員立法立法立法立法でででで制制制制定定定定したしたしたした。。。。昨昨昨昨年年年年10101010月月月月からからからから施行施行施行施行しておりしておりしておりしており、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ紆紆紆紆余余余余曲曲曲曲折折折折があったがあったがあったがあった。。。。昨昨昨昨年度年度年度年度のののの10101010月月月月にににに施行施行施行施行したがしたがしたがしたが、、、、実際実際実際実際にはにはにはには今今今今年度年度年度年度２２２２月月月月にににに初初初初めてめてめてめて認認認認定定定定をををを行行行行いいいい、、、、13131313年度年度年度年度中中中中にににに13131313製品製品製品製品のののの認認認認定定定定をををを行行行行っているっているっているっている。。。。本本本本条例条例条例条例のののの目目目目的的的的はははは、、、、当当当当たりたりたりたり前前前前であるがであるがであるがであるが、、、、認認認認定定定定するのがするのがするのがするのが１１１１つつつつのののの趣趣趣趣旨旨旨旨であるであるであるである。。。。要要要要すすすするにるにるにるに、、、、認認認認定定定定するするするするばばばばかりでかりでかりでかりで使使使使用用用用がなけれがなけれがなけれがなければばばば一一一一向向向向にににに効効効効果果果果がないのでがないのでがないのでがないので、、、、県県県県のののの公公公公共事共事共事共事業業業業やややや物品物品物品物品購購購購入入入入においてにおいてにおいてにおいて使使使使ええええるならるならるならるならばばばば優優優優先的先的先的先的にににに利用利用利用利用していこうというしていこうというしていこうというしていこうという制制制制度度度度になっているになっているになっているになっている。。。。本本本本制制制制度度度度はははは平平平平成成成成13131313年度年度年度年度中中中中にににに13131313製品認製品認製品認製品認定定定定したがしたがしたがしたが、、、、現現現現在在在在までまでまでまで70707070件件件件ほほほほどのどのどのどの申申申申請請請請がががが延延延延べでべでべでべで上上上上がってきてがってきてがってきてがってきて今今今今までまでまでまで24242424製品製品製品製品ほほほほどのどのどのどの認認認認定定定定をををを終了終了終了終了しているしているしているしている。。。。認認認認定定定定のののの中中中中身身身身ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、パンフパンフパンフパンフレレレレットにットにットにットに挟挟挟挟んんんんでいるでいるでいるでいる資資資資料料料料をををを見見見見ていたていたていたていただだだだけれけれけれければばばば載載載載っているっているっているっている。。。。ままままだだだだ広広広広いいいい範範範範囲囲囲囲にはわたっておらずにはわたっておらずにはわたっておらずにはわたっておらず、、、、平平平平成成成成14141414年年年年４４４４月月月月からからからから10101010月月月月ままままでででで、、、、金金金金額額額額でででで500500500500万万万万円円円円程程程程度度度度のののの公公公公共共共共でのでのでのでの使使使使用用用用しかましかましかましかまだだだだ見見見見込込込込まれていないまれていないまれていないまれていない。。。。県県県県だだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、市市市市町町町町村村村村やややや民民民民間間間間でもでもでもでも活用活用活用活用できるできるできるできる形形形形でででで制制制制度的度的度的度的にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろ普及普及普及普及していくしていくしていくしていく必要必要必要必要がまがまがまがまだだだだままままだだだだあるのであるのであるのであるのではないかとはないかとはないかとはないかと考考考考ええええているているているている。。。。またまたまたまた、、、、安安安安全全全全面面面面、、、、品品品品質面質面質面質面ににににつつつついてもいてもいてもいても十十十十分分分分審審審審査査査査したしたしたした上上上上でででで認認認認定定定定していきしていきしていきしていきたいたいたいたい。。。。    



 111 

    パンフパンフパンフパンフレレレレットをットをットをットを見見見見ていたていたていたていただだだだくとくとくとくと、、、、左左左左側側側側にににに認認認認定定定定ののののポポポポイントがイントがイントがイントが載載載載っているっているっているっている。。。。まずまずまずまず、、、、三重三重三重三重県県県県内内内内からからからから出出出出たたたた廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを利用利用利用利用してくしてくしてくしてくだだだださいさいさいさい。。。。三重三重三重三重県県県県内内内内のののの工工工工場場場場、、、、事事事事業業業業所所所所でででで加加加加工工工工したものをしたものをしたものをしたものを対対対対象象象象としとしとしとしますますますます。。。。当当当当然然然然、、、、環境環境環境環境面面面面、、、、品品品品質面質面質面質面のののの安安安安全性全性全性全性のののの確確確確保保保保はされていなくてはいけないはされていなくてはいけないはされていなくてはいけないはされていなくてはいけない。。。。またまたまたまた、、、、ＪＪＪＪＩＩＩＩＳＳＳＳ等等等等他他他他のののの規規規規格格格格もももも当当当当然然然然クリアしていてくクリアしていてくクリアしていてくクリアしていてくだだだださいとさいとさいとさいと認認認認定基定基定基定基準準準準をををを定定定定めめめめ、、、、これらのこれらのこれらのこれらの基基基基準準準準にににに合合合合ったものったものったものったものをををを認認認認定定定定しているしているしているしている。。。。詳詳詳詳しいしいしいしい中中中中身身身身ににににつつつついてはパンフいてはパンフいてはパンフいてはパンフレレレレットをットをットをットを参考参考参考参考におにおにおにお持持持持ちちちち帰帰帰帰りいたりいたりいたりいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        現現現現在在在在までのまでのまでのまでの産産産産廃廃廃廃税税税税、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製品製品製品製品利用推進利用推進利用推進利用推進条例条例条例条例のおのおのおのお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいたがいたがいたがいたが、、、、本県本県本県本県ににににおいてもエおいてもエおいてもエおいてもエココココタタタタウウウウンンンン等等等等のののの検討検討検討検討をををを現現現現在在在在させていたさせていたさせていたさせていただだだだいているいているいているいている。。。。どこのどこのどこのどこの県県県県でもでもでもでも同同同同様様様様だだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会のののの構築構築構築構築がががが１１１１つつつつのののの目目目目玉玉玉玉になってくるのではないかとになってくるのではないかとになってくるのではないかとになってくるのではないかと思思思思うううう。。。。今今今今回回回回、、、、参加参加参加参加させていたさせていたさせていたさせていただだだだいたのもいたのもいたのもいたのも、、、、どのよどのよどのよどのようなうなうなうな課題課題課題課題があるのかがあるのかがあるのかがあるのか、、、、問問問問題題題題があるのかがあるのかがあるのかがあるのか、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市からからからからもいもいもいもいろろろろいいいいろろろろ意見意見意見意見をををを聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら、、、、三重三重三重三重県県県県としてとしてとしてとして進進進進めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい。。。。エエエエココココタタタタウウウウンンンン等等等等ができるようができるようができるようができるようなことがあれなことがあれなことがあれなことがあればばばば、、、、またこのまたこのまたこのまたこの場場場場をおかりしてをおかりしてをおかりしてをおかりして発表発表発表発表できたらとできたらとできたらとできたらと考考考考ええええているているているている。。。。        簡簡簡簡単単単単ですがですがですがですが、、、、報告報告報告報告をををを終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだきますきますきますきます。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        司司司司会会会会        ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。三重三重三重三重県県県県のののの橋橋橋橋本本本本ささささんんんんでしたでしたでしたでした。。。。        行行行行政政政政関係関係関係関係がががが３３３３件件件件続続続続きききき、、、、次次次次はははは民民民民間間間間のののの立立立立場場場場からからからからごごごご報告報告報告報告をいたをいたをいたをいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。まずまずまずまず、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＰＰＰＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯＯＯＯのののの活動活動活動活動ということでということでということでということで、、、、北九州活北九州活北九州活北九州活性性性性化協議会化協議会化協議会化協議会もったいないもったいないもったいないもったいない総研総研総研総研のののの野野野野田田田田様様様様、、、、おおおお願願願願いいたしまいいたしまいいたしまいいたしますすすす。。。。        野野野野田田田田総合総合総合総合プロデプロデプロデプロデュュュューサーーサーーサーーサー        今日今日今日今日はははは北九北九北九北九州州州州でのでのでのでの活動活動活動活動のののの３３３３つつつつのののの事例事例事例事例報告報告報告報告をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだくがくがくがくが、、、、そそそそのののの前前前前にもったいないにもったいないにもったいないにもったいない総総総総研研研研というちというちというちというちょょょょっとっとっとっと変変変変なななな名名名名前前前前でもあるのででもあるのででもあるのででもあるので、、、、簡簡簡簡単単単単にににに成成成成りりりり立立立立ちをちをちをちをごごごご説説説説明明明明しますしますしますします。。。。        まずまずまずまず、、、、財財財財団法人北九州活団法人北九州活団法人北九州活団法人北九州活性性性性化協議会化協議会化協議会化協議会がありがありがありがあり、、、、そそそそのののの10101010周周周周年年年年記記記記念事念事念事念事業業業業としてとしてとしてとして設立設立設立設立されたされたされたされた。。。。北北北北九州活九州活九州活九州活性性性性化協議会化協議会化協議会化協議会とととと言言言言うとうとうとうと、、、、よくよくよくよく行行行行政政政政のののの外外外外郭郭郭郭団体団体団体団体とととと間間間間違違違違ええええられるがられるがられるがられるが、、、、純純純純粋粋粋粋なななな民民民民間間間間団体団体団体団体であであであであるるるる。。。。地地地地元元元元企業企業企業企業をををを中心中心中心中心にににに大学大学大学大学のののの先先先先生方生方生方生方、、、、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり団体等団体等団体等団体等がががが入入入入りりりり、、、、産学民産学民産学民産学民のののの入入入入っているっているっているっている地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり団体団体団体団体とととと考考考考ええええていたていたていたていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思うううう。。。。平平平平成成成成元元元元年年年年にできたにできたにできたにできた当当当当初初初初はははは、、、、ルネッサンスルネッサンスルネッサンスルネッサンス構想構想構想構想をををを民民民民間間間間のののの立立立立場場場場でででで推進推進推進推進していくというしていくというしていくというしていくという大大大大きなきなきなきな目標目標目標目標があったががあったががあったががあったが、、、、当当当当然然然然行行行行政政政政のののの方方方方がスタッフがスタッフがスタッフがスタッフ、、、、財財財財源源源源等等等等もももも大大大大変優変優変優変優秀秀秀秀であるであるであるである。。。。当当当当初初初初厳厳厳厳しいしいしいしい中中中中でででで６６６６億億億億2000200020002000万万万万円円円円のののの基基基基金金金金ががががつつつつくられたがくられたがくられたがくられたが、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか力及力及力及力及ばばばばずずずず、、、、少少少少しでもできることをしでもできることをしでもできることをしでもできることをややややっていこうとっていこうとっていこうとっていこうとややややっているっているっているっている団体団体団体団体であるであるであるである。。。。        もったいないもったいないもったいないもったいない総研総研総研総研はははは、、、、平平平平成成成成11111111年年年年にににに準備準備準備準備段階段階段階段階のフォーラムをのフォーラムをのフォーラムをのフォーラムをつつつつくったくったくったくった際際際際にににに、、、、非常非常非常非常にロにロにロにロママママンンンンチチチチックであるがックであるがックであるがックであるが、、、、本本本本当当当当のののの豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを求求求求めようとめようとめようとめようと設立設立設立設立されたされたされたされた。。。。もったいないはもったいないはもったいないはもったいないは、、、、物物物物をををを節節節節約約約約するするするするだだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、時時時時間間間間とかとかとかとか人等人等人等人等がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん使使使使いいいい捨捨捨捨てられてられてられてられ、、、、むむむむだだだだにされていくにされていくにされていくにされていく。。。。ひひひひいてはいてはいてはいては心心心心のののの問問問問題題題題までまでまでまで響響響響いていくということでいていくということでいていくということでいていくということで、、、、本本本本当当当当のののの豊豊豊豊かさはかさはかさはかさはそそそそういうことではないよねとういうことではないよねとういうことではないよねとういうことではないよねと設立設立設立設立したしたしたした。。。。国国国国のののの豊豊豊豊かさのかさのかさのかさの指指指指標標標標としてとしてとしてとしてＧＧＧＧＤＤＤＤＰＰＰＰのののの話話話話があるがあるがあるがある。。。。我我我我々々々々がががが風風風風邪邪邪邪をををを引引引引いていていていて薬薬薬薬をををを買買買買うとうとうとうと、Ｇ、Ｇ、Ｇ、ＧＤＤＤＤＰＰＰＰはははは繁繁繁繁栄栄栄栄するからするからするからするから非常非常非常非常にににに豊豊豊豊かになるがかになるがかになるがかになるが、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが健康健康健康健康でででで何何何何もももも病病病病院院院院にかからなけれにかからなけれにかからなけれにかからなければばばば動動動動かないのでかないのでかないのでかないのでＧＧＧＧＤＤＤＤＰＰＰＰはははは少少少少なくなるなくなるなくなるなくなる。。。。でもでもでもでも、、、、本本本本当当当当のののの豊豊豊豊かさはどっちかさはどっちかさはどっちかさはどっちだろだろだろだろうというのがうというのがうというのがうというのが根根根根本的本的本的本的なななな考考考考ええええであるであるであるである。。。。        ではではではでは、、、、どういうどういうどういうどういう考考考考ええええ方方方方ででででややややっていくかっていくかっていくかっていくか、、、、１１１１つつつつはははは行行行行政政政政とととと事事事事業業業業者者者者とととと市民市民市民市民、、、、住住住住民民民民のののの３３３３セクターセクターセクターセクターのののの環境環境環境環境ココココミミミミュュュュニニニニケケケケーションをーションをーションをーションを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、小小小小さいプロジェクトをさいプロジェクトをさいプロジェクトをさいプロジェクトを生生生生みみみみ出出出出していこうしていこうしていこうしていこう。。。。そそそそれれれれををををママママーーーーケケケケテテテティィィィングしてングしてングしてングして育育育育てててて上上上上げていこうとげていこうとげていこうとげていこうと、、、、ココココミミミミュュュュニニニニケケケケーションーションーションーション、、、、ママママーーーーケケケケテテテティィィィングをングをングをングを非常非常非常非常にににに重要重要重要重要視視視視しているしているしているしている。。。。もうもうもうもう１１１１つつつつはははは、、、、21212121世世世世紀紀紀紀型型型型とととと我我我我々々々々はははは呼呼呼呼んんんんでいるがでいるがでいるがでいるが、、、、大大大大きいスイきいスイきいスイきいスイカカカカををををぼぼぼぼんんんんととととつつつつくくくくろろろろうということではなくうということではなくうということではなくうということではなく、、、、自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで地域地域地域地域にににに密密密密着着着着してしてしてして、、、、稚稚稚稚拙拙拙拙なななな知知知知恵恵恵恵かもしれないがかもしれないがかもしれないがかもしれないが、、、、そそそそれをれをれをれを集集集集めてめてめてめて内内内内発的発的発的発的にににに地域地域地域地域ををををつつつつくっていこうくっていこうくっていこうくっていこう。。。。考考考考ええええることよりもることよりもることよりもることよりも、、、、少少少少しししし荒荒荒荒っっっっぽぽぽぽくてくてくてくて批批批批判判判判をををを浴浴浴浴びてもいいからびてもいいからびてもいいからびてもいいからdodododoをしようをしようをしようをしよう。。。。dodododoすることでプロセスをすることでプロセスをすることでプロセスをすることでプロセスを重重重重視視視視してしてしてして、、、、そそそそのプロセスののプロセスののプロセスののプロセスの中中中中にいにいにいにいろんろんろんろんなななな人人人人のののの知知知知恵恵恵恵をををを取取取取りりりり込込込込んんんんでいこうということででいこうということででいこうということででいこうということで、、、、ブブブブドウドウドウドウををををつつつつくることをくることをくることをくることを最最最最初初初初からからからから考考考考ええええてててて
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いたいたいたいた。。。。ブブブブドウドウドウドウのののの小小小小さなさなさなさな実実実実をををを幾幾幾幾つつつつもももも連連連連檐檐檐檐してしてしてしてつつつつくりくりくりくり、、、、１１１１つつつつのののの地域地域地域地域ををををつつつつくりたいくりたいくりたいくりたい。。。。ブブブブドウドウドウドウのののの実実実実であれであれであれであればばばば、、、、市民市民市民市民もももも参参参参画画画画ししししややややすいとすいとすいとすいと考考考考ええええているているているている。。。。        具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、北九州北九州北九州北九州ブラブラブラブランンンンドドドドのエのエのエのエココココプロダクプロダクプロダクプロダクツツツツパートパートパートパート１１１１とととと呼呼呼呼んんんんでいるがでいるがでいるがでいるが、「、「、「、「北九州北九州北九州北九州紙紙紙紙ええええこっパーこっパーこっパーこっパー」」」」をををを昨昨昨昨年年年年４４４４月月月月からからからから企画企画企画企画制作制作制作制作してしてしてして売売売売りりりり出出出出しているしているしているしている。。。。一一一一番番番番のののの考考考考ええええ方方方方はははは、、、、北九州北九州北九州北九州のみのみのみのみんんんんながながながなが集集集集めためためためた紙紙紙紙パックパックパックパック、、、、古古古古紙紙紙紙がこがこがこがこんんんんなななな姿姿姿姿になってになってになってになって返返返返ってきたということですってきたということですってきたということですってきたということです。。。。このこのこのこの絵絵絵絵はははは「「「「北北北北九州九州九州九州紙紙紙紙ええええこっパーができるまでこっパーができるまでこっパーができるまでこっパーができるまで」」」」ということということということということだだだだがががが、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは当当当当初初初初からからからから紙紙紙紙産業産業産業産業やややや食食食食べべべべ物物物物産業産業産業産業等等等等いいいいろろろろいいいいろろろろ考考考考ええええていたていたていたていた。。。。まずはまずはまずはまずは紙紙紙紙ということでということでということでということで、、、、エエエエココココタタタタウウウウンにンにンにンに紙紙紙紙産業産業産業産業のののの収収収収集場集場集場集場所所所所とととと製造場製造場製造場製造場所所所所があるといいがあるといいがあるといいがあるといい、、、、トイトイトイトイレレレレットットットットペペペペーパーーパーーパーーパーやややや紙紙紙紙はははは空気空気空気空気をををを運運運運ぶぶぶぶようなものでようなものでようなものでようなもので非常非常非常非常にににに物物物物流流流流のののの問問問問題題題題ががががありありありあり、、、、勉勉勉勉強強強強していたがしていたがしていたがしていたが、、、、なかなかきっかけがなかなかきっかけがなかなかきっかけがなかなかきっかけがつつつつかめなかったかめなかったかめなかったかめなかった。。。。一一一一昨昨昨昨年年年年７７７７月月月月にににに市市市市がががが紙紙紙紙パックパックパックパックのののの分分分分別別別別回回回回収収収収をスタートするをスタートするをスタートするをスタートする話話話話をををを聞聞聞聞いたいたいたいた。。。。輪輪輪輪のののの右右右右半半半半分分分分はははは、、、、例例例例えばえばえばえば市民市民市民市民がががが紙紙紙紙パックパックパックパック、、、、牛乳牛乳牛乳牛乳パッパッパッパックをクをクをクを市市市市内内内内スーパースーパースーパースーパー等等等等約約約約250250250250カカカカ所所所所でででで出出出出されされされされ、、、、そそそそれをれをれをれを行行行行政政政政がががが３３３３カカカカ所所所所にににに集集集集めめめめ、、、、そそそそこにこにこにこに大分大分大分大分製製製製紙紙紙紙がががが取取取取りにりにりにりに来来来来ていたがていたがていたがていたが、、、、左左左左半半半半分分分分のアのアのアのアウウウウトプットトプットトプットトプット、、、、出出出出口口口口ができていなかったができていなかったができていなかったができていなかった。。。。ではではではでは、、、、我我我我々々々々はちはちはちはちょょょょっとここをっとここをっとここをっとここを考考考考ええええてみようよとスタートしたてみようよとスタートしたてみようよとスタートしたてみようよとスタートした。。。。        最最最最初初初初にににに、、、、これをこれをこれをこれを産産産産官官官官学民学民学民学民全部全部全部全部にににに取取取取りりりり込込込込んんんんでいきたいということででいきたいということででいきたいということででいきたいということで、、、、ままままだだだだ学学学学のののの方方方方はうまくはうまくはうまくはうまくいっていないがいっていないがいっていないがいっていないが、、、、まずまずまずまず私私私私どものどものどものどもの会会会会員員員員企業企業企業企業七百七百七百七百数数数数十十十十社社社社にににに、、、、今今今今使使使使っているものはどっているものはどっているものはどっているものはどんんんんなものでなものでなものでなもので、、、、年年年年間間間間どれどれどれどれぐぐぐぐらいらいらいらい購購購購入入入入しししし、、、、料金料金料金料金がどうかがどうかがどうかがどうか等等等等いいいいろろろろいいいいろろろろなアンなアンなアンなアンケケケケートをとったートをとったートをとったートをとった。。。。よくよくよくよくママママーーーーケケケケットットットットリサーリサーリサーリサーチチチチがとられるががとられるががとられるががとられるが、、、、我我我我々々々々はははは最最最最初初初初からからからから発想発想発想発想がががが違違違違っていたっていたっていたっていた。。。。そそそそれによってこういうれによってこういうれによってこういうれによってこういう運運運運動動動動ががががスタートしスタートしスタートしスタートし、、、、こういうこういうこういうこういう問問問問題題題題点点点点があるというがあるというがあるというがあるという掘掘掘掘りりりり起起起起こしをまずこしをまずこしをまずこしをまず重要重要重要重要視視視視してアンしてアンしてアンしてアンケケケケートをとっートをとっートをとっートをとっているているているている。。。。アンアンアンアンケケケケートのートのートのートの結果結果結果結果はもはもはもはもろろろろももももろろろろあったがあったがあったがあったが、、、、こういうこういうこういうこういう製品製品製品製品ができたらができたらができたらができたら半半半半分分分分以以以以上上上上がががが買買買買ううううとととと答答答答ええええたたたた。。。。買買買買うにうにうにうに当当当当たってのたってのたってのたっての条件条件条件条件をををを聞聞聞聞いたらいたらいたらいたら、、、、今今今今とととと同同同同じじじじ値値値値段段段段であれであれであれであればばばば買買買買うとうとうとうと、、、、これもまたこれもまたこれもまたこれもまた当当当当たりたりたりたり前前前前でありでありでありであり、、、、まずまずまずまずそそそそれをれをれをれを１１１１つつつつ念念念念頭頭頭頭にににに置置置置くことにしたくことにしたくことにしたくことにした。。。。        もうもうもうもう１１１１つつつつはははは、、、、インターネットインターネットインターネットインターネット会議会議会議会議をををを行行行行いいいい、、、、数数数数字字字字的的的的にはにはにはには39393939件件件件ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで非常非常非常非常にににに少少少少ないないないない参加参加参加参加のののの会議会議会議会議であったであったであったであった。。。。市民市民市民市民のののの方方方方たちからたちからたちからたちから、、、、どういうどういうどういうどういう商商商商品品品品仕仕仕仕様様様様がいいかがいいかがいいかがいいか、、、、販売販売販売販売促進促進促進促進はははは何何何何かかかか、、、、一一一一緒緒緒緒にににに参参参参画画画画してもらってしてもらってしてもらってしてもらって考考考考ええええていこうということでインターネットていこうということでインターネットていこうということでインターネットていこうということでインターネット会議会議会議会議をををを仕仕仕仕掛掛掛掛けたけたけたけた。。。。数数数数字字字字はははは少少少少ななななかったがかったがかったがかったが、、、、これもこれもこれもこれも１１１１つつつつ誤誤誤誤解解解解があるがあるがあるがある。。。。数数数数字字字字がががが少少少少ないからないからないからないからだだだだめなのではなくめなのではなくめなのではなくめなのではなく、、、、これでこれでこれでこれでＮＮＮＮＨＫＨＫＨＫＨＫ、、、、朝朝朝朝日新日新日新日新聞聞聞聞等等等等たくさたくさたくさたくさんんんんののののメメメメデデデディィィィアにアにアにアに扱扱扱扱っていたっていたっていたっていただだだだいたいたいたいた。。。。そそそそれによりれによりれによりれにより、、、、またまたまたまた情情情情報報報報はははは一一一一般般般般のののの方方方方にににに蓄蓄蓄蓄積積積積していくというしていくというしていくというしていくという別別別別のののの面面面面ををををママママーーーーケケケケットットットット掘掘掘掘りりりり起起起起こしでこしでこしでこしで考考考考ええええててててややややっているっているっているっている。。。。        もうもうもうもう１１１１つつつつはははは、、、、ブランブランブランブランドドドドのののの名名名名前前前前をををを北九州市北九州市北九州市北九州市ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ協議会協議会協議会協議会にににに声声声声をかけてをかけてをかけてをかけて市市市市内内内内のののの小中小中小中小中学学学学生生生生からからからから募募募募集集集集しししし、、、、約約約約５４３５４３５４３５４３点点点点集集集集まったまったまったまった。。。。これもこれもこれもこれも教育教育教育教育委員委員委員委員会会会会にににに声声声声をかけるのではをかけるのではをかけるのではをかけるのではなくなくなくなく、、、、ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ協議会協議会協議会協議会にににに声声声声をかけることによりをかけることによりをかけることによりをかけることにより、、、、官製官製官製官製ではなくではなくではなくではなく、、、、いくいくはおいくいくはおいくいくはおいくいくはお母母母母ささささんんんん、、、、おおおお父父父父ささささんんんんにににに買買買買ってもらおってもらおってもらおってもらおうとうとうとうと仕仕仕仕掛掛掛掛けをしたけをしたけをしたけをした。。。。４４４４人人人人のののの小中小中小中小中学学学学生生生生のネーミングのネーミングのネーミングのネーミング案案案案からからからから「「「「北九州北九州北九州北九州紙紙紙紙ええええこっパーこっパーこっパーこっパー」」」」をををを合成合成合成合成ででででつつつつくったくったくったくった。。。。パッパッパッパッケケケケージデージデージデージデザザザザインはインはインはインは、、、、今今今今度度度度ははははヤヤヤヤングをターングをターングをターングをターゲゲゲゲットにしようとットにしようとットにしようとットにしようと市市市市内内内内のののの専専専専門門門門学学学学校校校校生生生生からからからから募募募募集集集集してしてしてして決決決決めためためためた。。。。ももももろろろろももももろろろろ決決決決めてめてめてめて、、、、最最最最終終終終的的的的にににに価価価価格格格格とととと商商商商品品品品訴訴訴訴求求求求をどうするかをどうするかをどうするかをどうするか、、、、大分大分大分大分製製製製紙紙紙紙、、、、チチチチェーンストアェーンストアェーンストアェーンストア、、、、ＣＣＣＣＧＧＧＧＣＣＣＣグループグループグループグループ、、、、井井井井筒筒筒筒屋屋屋屋デパートデパートデパートデパート等等等等々々々々にににに行行行行ったったったった。。。。        まずまずまずまず、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが一一一一番番番番ここここだだだだわったのがわったのがわったのがわったのが値値値値段段段段であるであるであるである。「。「。「。「北九州北九州北九州北九州紙紙紙紙ええええこっパーこっパーこっパーこっパー」」」」はははは１３０１３０１３０１３０ｍｍｍｍシシシシングルングルングルングル巻巻巻巻きききき６６６６ロールパックでロールパックでロールパックでロールパックで合合合合計計計計７７７７８８８８００００ｍｍｍｍ。。。。西西西西のエリアはのエリアはのエリアはのエリアは圧圧圧圧倒倒倒倒的的的的にこれがにこれがにこれがにこれが多多多多いらしいがいらしいがいらしいがいらしいが、、、、一一一一般般般般流流流流通品通品通品通品はははは27.527.527.527.5メメメメートルのダブルートルのダブルートルのダブルートルのダブル巻巻巻巻きできできできで12121212ロールパックロールパックロールパックロールパック合計合計合計合計660660660660ｍｍｍｍ。。。。今今今今までのまでのまでのまでの12121212ロールロールロールロールはははは巻巻巻巻きがきがきがきが緩緩緩緩ややややかでかでかでかで見見見見たたたた目目目目のののの面面面面積積積積がががが倍倍倍倍であるであるであるである。。。。一一一一般般般般のおのおのおのお客客客客ささささんんんんはははは同同同同じじじじようなようなようなような値値値値段段段段だだだだととととそそそそちらちらちらちらのののの方方方方がががが安安安安いといといといと思思思思ってってってって、、、、つつつついいいいそそそそちらをちらをちらをちらを買買買買うがうがうがうが、、、、我我我我々々々々はイはイはイはイメメメメージではなくてージではなくてージではなくてージではなくて情情情情報報報報をををを訴訴訴訴求求求求したしたしたした。。。。ロールのロールのロールのロールの長長長長さはさはさはさは2.42.42.42.4倍倍倍倍あるあるあるある。。。。当当当当然然然然、、、、ストックスストックスストックスストックスペペペペースはースはースはースは半半半半分分分分でででで済済済済むむむむ。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、環境的環境的環境的環境的ににににはははは物物物物流等流等流等流等がががが全部全部全部全部半半半半分分分分でででで済済済済むのでむのでむのでむので、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２ややややエネルエネルエネルエネルギギギギーもーもーもーも半半半半分分分分でいいがでいいがでいいがでいいが、、、、例例例例えばえばえばえばおおおお客客客客様様様様のスのスのスのストックストックストックストックスペペペペースもースもースもースも半半半半分分分分、、、、取取取取りかりかりかりかええええ手手手手間間間間もももも半半半半分分分分以以以以下下下下であであであであるるるる。。。。中中中中にににに紙紙紙紙ししししんんんんがないのでがないのでがないのでがないのでごごごごみがみがみがみが出出出出ないないないない。。。。ししししんんんんはははは３３３３本本本本でででで割割割割りりりりばばばばしししし１１１１本本本本ですとですとですとですと、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済メメメメリットをリットをリットをリットを一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命訴訴訴訴ええええたたたた。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、わずかですがわずかですがわずかですがわずかですが、、、、１１１１パックパックパックパック買買買買うとうとうとうと１１１１円円円円、、、、子子子子どものどものどものどもの環境環境環境環境教育教育教育教育ということでということでということでということで北九州市北九州市北九州市北九州市ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ協議協議協議協議
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会会会会にににに寄寄寄寄附附附附するのでするのでするのでするので、、、、１１１１円円円円おおおお手手手手伝伝伝伝いしませいしませいしませいしませんんんんかというかというかというかというメメメメッセージもッセージもッセージもッセージも流流流流したしたしたした。。。。        価価価価格格格格はははは高高高高いがいがいがいが、、、、モモモモラルでラルでラルでラルで買買買買ってよというのではいけないのでってよというのではいけないのでってよというのではいけないのでってよというのではいけないので、、、、半半半半年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい激激激激論論論論がありがありがありがあり、、、、メメメメーーーーカカカカーさーさーさーさんんんんはははは489489489489円円円円をををを希望希望希望希望したしたしたした。。。。初初初初めにめにめにめにメメメメーーーーカカカカーはいいことをーはいいことをーはいいことをーはいいことをややややっているしっているしっているしっているし、、、、パブリッパブリッパブリッパブリックでクでクでクでややややっているのっているのっているのっているのだだだだからからからから、、、、モモモモラルでラルでラルでラルで買買買買ってもらってもらってもらってもらええええるるるる可能可能可能可能性性性性をををを主主主主張張張張したしたしたした。。。。そそそそれではれではれではれでは絶絶絶絶対対対対だだだだめめめめだだだだというというというというのでのでのでのでメメメメーターーターーターーター単単単単価価価価にににに直直直直しししし、、、、結局結局結局結局、、、、398398398398円円円円でででで大分大分大分大分製製製製紙紙紙紙もももも大大大大変変変変協力協力協力協力をしていたをしていたをしていたをしていただだだだいたいたいたいた。。。。チチチチェーンストアにェーンストアにェーンストアにェーンストアに何何何何度度度度もももも足足足足をををを運運運運びびびび、、、、チチチチェーンストアェーンストアェーンストアェーンストア等等等等はははは値値値値崩崩崩崩れをれをれをれを起起起起こさなかったらいいこさなかったらいいこさなかったらいいこさなかったらいい。。。。このこのこのこの手手手手はははは多分多分多分多分値値値値崩崩崩崩れをれをれをれを起起起起こさないこさないこさないこさないだろだろだろだろうううう。。。。トイトイトイトイレレレレットットットットペペペペーパーがーパーがーパーがーパーが目目目目玉玉玉玉になりになりになりになり、、、、逆逆逆逆ざやざやざやざやでみでみでみでみんんんんなななな客客客客引引引引きをきをきをきをややややることになっているることになっているることになっているることになっている。。。。公公公公取取取取のののの問問問問題題題題があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、我我我我々々々々がががが価価価価格指格指格指格指定定定定はできないはできないはできないはできないがががが、、、、希望希望希望希望小小小小売売売売価価価価格格格格をををを決決決決めためためためた。。。。        もうもうもうもう１１１１つつつつはははは、、、、こういうこういうこういうこういう動動動動きをしていてきをしていてきをしていてきをしていて、、、、行行行行政政政政がががが全部全部全部全部買買買買いましいましいましいましょょょょうとなってきたうとなってきたうとなってきたうとなってきた。。。。私私私私どもどもどもどものののの会会会会員員員員企業企業企業企業ののののＴＴＴＴＯＯＯＯＴＴＴＴＯＯＯＯがががが九州九州九州九州のののの７７７７工工工工場場場場でででで全部全部全部全部買買買買いますいますいますいます。。。。井井井井筒筒筒筒屋屋屋屋がががが顧客顧客顧客顧客用用用用はははは今今今今までまでまでまでババババージンージンージンージンパルプパルプパルプパルプだだだだったがったがったがったが、、、、これをこれをこれをこれを全部全部全部全部かかかかええええるというるというるというるという話話話話になったになったになったになった。。。。もうもうもうもう１１１１つつつつ、、、、ママママーーーーケケケケテテテティィィィングングングング上上上上、、、、大大大大きいシールをきいシールをきいシールをきいシールをつつつつくりくりくりくり、、、、井井井井筒筒筒筒屋屋屋屋などのトイなどのトイなどのトイなどのトイレレレレットットットットホホホホルダーにルダーにルダーにルダーにそそそそのシールをのシールをのシールをのシールを張張張張るようにしたるようにしたるようにしたるようにした。。。。例例例例えばえばえばえば顧客顧客顧客顧客がががが今今今今までのまでのまでのまでのソソソソフトなものとフトなものとフトなものとフトなものと言言言言ってもってもってもっても、、、、井井井井筒筒筒筒屋屋屋屋がががが社会社会社会社会参参参参画画画画していることをしていることをしていることをしていることを強調強調強調強調ししししたたたた。。。。おかげさまでどおかげさまでどおかげさまでどおかげさまでどんんんんどどどどんんんん売売売売れれれれ、、、、今今今今はははは非常非常非常非常にににに成成成成功功功功裏裏裏裏にいっているにいっているにいっているにいっている。。。。具具具具体的体的体的体的なななな数数数数字字字字はははは昨昨昨昨年年年年４４４４月月月月からからからから今今今今年年年年３３３３月月月月、、、、実際実際実際実際はははは３３３３月月月月からからからから出出出出荷荷荷荷しているがしているがしているがしているが、、、、16161616万万万万3000300030003000パックパックパックパック、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市のシェアでのシェアでのシェアでのシェアで4.24.24.24.2％％％％にににに当当当当たるたるたるたる。。。。当当当当初初初初、、、、10101010万万万万パックパックパックパック、、、、2.62.62.62.6％％％％をををを目目目目指指指指したのでしたのでしたのでしたのでそそそそここここそそそそこであるこであるこであるこである。。。。昨昨昨昨年年年年のののの月月月月平平平平均均均均がががが約約約約１１１１万万万万2500250025002500パックであパックであパックであパックであるがるがるがるが、、、、今今今今年年年年４４４４月月月月以以以以降降降降１１１１万万万万3500350035003500パックとパックとパックとパックと1000100010001000パックパックパックパック増増増増加加加加しているしているしているしている。。。。        直直直直接的接的接的接的ではないがではないがではないがではないが、、、、もうもうもうもう１１１１つつつつはははは市市市市のののの分分分分別別別別回回回回収収収収のののの紙紙紙紙パックであるパックであるパックであるパックである。。。。平平平平成成成成12121212年年年年７７７７月月月月にスターにスターにスターにスタートしトしトしトし、、、、そそそそのののの年度年度年度年度のののの月月月月平平平平均均均均がががが7.67.67.67.6トントントントン、、、、そそそそれがれがれがれが去去去去年年年年４４４４月月月月からのからのからのからの１１１１年年年年間間間間でででで9.79.79.79.7トントントントン、、、、現現現現在在在在はははは11.111.111.111.1トンのトンのトンのトンのペペペペースであるースであるースであるースである。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、これこれこれこれだだだだけではないがけではないがけではないがけではないが、、、、出出出出したのがしたのがしたのがしたのが返返返返ってくるというってくるというってくるというってくるという意識意識意識意識もももも、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろでおでおでおでお話話話話をををを聞聞聞聞くのでくのでくのでくので、、、、まあまあまあまあまあまあまあまあ効効効効果果果果があるのがあるのがあるのがあるのだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思っているっているっているっている。。。。今今今今年年年年４４４４月月月月にににに16161616万万万万、、、、今今今今度度度度、、、、大分大分大分大分製製製製紙紙紙紙がががが大大大大変変変変わずかですがとわずかですがとわずかですがとわずかですがと４４４４万万万万円円円円追追追追加加加加してしてしてして20202020万万万万円円円円をををを寄寄寄寄附附附附しししし、、、、11111111月月月月３３３３日日日日ににににギギギギネスにネスにネスにネスに挑挑挑挑戦戦戦戦でででで５５５５万万万万1000100010001000人人人人ののののごごごごみみみみ拾拾拾拾いをいをいをいをＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡががががややややることになりることになりることになりることになり、、、、そそそそのののの資資資資金金金金のののの一一一一部部部部としてとしてとしてとして結結結結びびびびつつつついたいたいたいた。。。。以以以以上上上上、、、、ええええこっパーのこっパーのこっパーのこっパーの現現現現状状状状であるであるであるである。。。。        続続続続いていていていて、、、、エスト・ラエスト・ラエスト・ラエスト・ラヴヴヴヴィィィィーーーーヌヌヌヌがががが先月先月先月先月、、、、10101010月月月月８８８８日日日日にににに北九州市北九州市北九州市北九州市内内内内のののの小小小小倉倉倉倉南南南南区区区区にスローフーにスローフーにスローフーにスローフードドドドレレレレストランストランストランストラン、、、、オーオーオーオーガガガガニックニックニックニックレレレレストランとしてストランとしてストランとしてストランとして開開開開店店店店しししし、、、、現現現現在在在在一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命頑張頑張頑張頑張っているっているっているっている。。。。このこのこのこの地地地地域域域域はははは2500250025002500坪坪坪坪ありありありあり、、、、今後今後今後今後のののの展展展展開開開開をいをいをいをいろろろろいいいいろろろろ考考考考ええええているているているている最中最中最中最中であるであるであるである。。。。これにこれにこれにこれに至至至至るまでのるまでのるまでのるまでの経経経経緯緯緯緯をををを説説説説明明明明するするするする。。。。        まずまずまずまず、、、、エエエエココココレレレレストラン・グリーングリーンはストラン・グリーングリーンはストラン・グリーングリーンはストラン・グリーングリーンは、、、、昨昨昨昨年行年行年行年行われたわれたわれたわれた北九州北九州北九州北九州博博博博覧覧覧覧祭祭祭祭でででで私私私私どもがプどもがプどもがプどもがプロデロデロデロデュュュュースしたものであるースしたものであるースしたものであるースしたものである。。。。私私私私はははは博博博博覧覧覧覧祭祭祭祭のののの環境環境環境環境部部部部会会会会長長長長ももももややややらせていたらせていたらせていたらせていただだだだきききき、、、、当当当当初初初初環境環境環境環境をテをテをテをテーーーーママママのののの博博博博覧覧覧覧祭祭祭祭でででで社会実社会実社会実社会実験験験験をいっをいっをいっをいっぱぱぱぱいいいい繰繰繰繰りりりり返返返返そそそそうとうとうとうと考考考考ええええたたたた。。。。市民市民市民市民にににに密密密密着着着着したしたしたした食食食食べるというこべるというこべるというこべるということではとではとではとでは、、、、200200200200万万万万人人人人のテストのテストのテストのテストママママーーーーケケケケットがたットがたットがたットがただだだだでできるのででできるのででできるのででできるので、、、、ぜぜぜぜひひひひ出出出出店店店店をおをおをおをお願願願願いしようといしようといしようといしようと話話話話をしたがをしたがをしたがをしたが、、、、博博博博覧覧覧覧祭祭祭祭協会協会協会協会とのとのとのとの話話話話もなかなかもなかなかもなかなかもなかなかそそそそこまでいかなかったこまでいかなかったこまでいかなかったこまでいかなかった。。。。そそそそのときにのときにのときにのときに地地地地元元元元のののの名名名名門門門門のののの千千千千草草草草ホホホホテルというテルというテルというテルというレレレレストランがストランがストランがストランが協会協会協会協会からからからからＶＶＶＶＩＰＩＰＩＰＩＰレレレレストランをストランをストランをストランをややややってくれないかとってくれないかとってくれないかとってくれないかと話話話話があがあがあがありりりり、、、、私私私私はははは反反反反対対対対したしたしたした。。。。ＶＶＶＶＩＰＩＰＩＰＩＰレレレレストランはストランはストランはストランは近近近近くのくのくのくのホホホホテルでテルでテルでテルで対対対対応応応応してもらいしてもらいしてもらいしてもらい、、、、どうせならどうせならどうせならどうせなら我我我我々々々々はこういうはこういうはこういうはこういう運運運運動動動動をしているのをしているのをしているのをしているのだだだだからからからから、、、、エエエエココココレレレレストランをストランをストランをストランをややややってってってって来来来来年年年年以以以以降降降降にににに結結結結びびびびつつつつけようとけようとけようとけようと考考考考ええええたたたた。。。。まずまずまずまず千千千千草草草草ホホホホテルをテルをテルをテルを核核核核にににに、、、、左左左左側側側側ににににややややはたはたはたはた有有有有機機機機野野野野菜菜菜菜研究会研究会研究会研究会、、、、これはもともとこれはもともとこれはもともとこれはもともと私私私私どものどものどものどものもったいないもったいないもったいないもったいない総研総研総研総研のののの農農農農業業業業部部部部会会会会からからからから情情情情報報報報がががが出出出出されたものでされたものでされたものでされたもので、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市内内内内にににに15151515軒軒軒軒のオーのオーのオーのオーガガガガニッニッニッニックのクのクのクの研究会研究会研究会研究会があったがあったがあったがあった。。。。山山山山口口口口、、、、熊熊熊熊本等本等本等本等をををを我我我我々々々々がががが調調調調査査査査しししし、、、、エフエフエフエフココココープープープープ、、、、博博博博覧覧覧覧祭祭祭祭協会協会協会協会、、、、秋秋秋秋川川川川牧牧牧牧園園園園、、、、生生生生活活活活者者者者というというというという形形形形でででで、、、、どどどどんんんんなななな料金料金料金料金でででで、、、、どどどどんんんんなななな食材食材食材食材かかかか等等等等同同同同じじじじ広広広広場場場場でででで検討検討検討検討したしたしたした。。。。もったいないもったいないもったいないもったいない総総総総研研研研がががが根根根根っこになってっこになってっこになってっこになって１１１１つつつつのののの土俵土俵土俵土俵ををををつつつつくりくりくりくり、、、、生生生生活活活活者者者者にもにもにもにも参参参参画画画画していたしていたしていたしていただだだだいていていていてつつつつくってみたくってみたくってみたくってみた。。。。        資源循環型地域資源循環型地域資源循環型地域資源循環型地域づくりとづくりとづくりとづくりと新新新新しいしいしいしいココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィーーーービビビビジネスジネスジネスジネスモモモモデルということでデルということでデルということでデルということで、、、、昨昨昨昨年年年年、、、、ググググッッッッドドドドデデデデザザザザインインインイン賞賞賞賞のののの新新新新領領領領域域域域部門部門部門部門をををを受賞受賞受賞受賞したしたしたした。。。。情情情情報報報報公公公公開開開開であるがであるがであるがであるが、、、、当当当当然然然然みみみみんんんんなでなでなでなで一一一一緒緒緒緒ににににややややるにるにるにるに



 114

はははは情情情情報公報公報公報公開開開開がががが重要重要重要重要であるであるであるである。。。。最最最最初初初初からからからから千千千千草草草草ホホホホテルとテルとテルとテルと約約約約束束束束しししし、、、、毎毎毎毎日日日日のようにインターネットでのようにインターネットでのようにインターネットでのようにインターネットで公公公公開開開開していったがしていったがしていったがしていったが、、、、これがこれがこれがこれが最後最後最後最後であるであるであるである。。。。原原原原材材材材料料料料からからからから人人人人件件件件費費費費までまでまでまで全部全部全部全部オープンにしようといオープンにしようといオープンにしようといオープンにしようということでうことでうことでうことで、、、、博博博博覧覧覧覧祭祭祭祭でででで5700570057005700万万万万円円円円のののの売売売売りりりり上上上上げでげでげでげで、、、、150150150150万万万万円円円円のののの営営営営業利業利業利業利益益益益がががが出出出出たたたた。。。。アンアンアンアンケケケケートもートもートもートも今今今今までのまでのまでのまでのレレレレストランストランストランストラン業業業業、、、、農農農農業業業業というというというという生生生生産産産産者者者者やややや事事事事業業業業者者者者とととと我我我我々々々々生生生生活活活活者者者者ののののギギギギャップがャップがャップがャップが浮浮浮浮きききき彫彫彫彫りになりになりになりになったったったった。。。。生生生生活活活活者者者者はははは本本本本当当当当はこういうものがはこういうものがはこういうものがはこういうものが欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと言言言言っているのにっているのにっているのにっているのに、、、、事事事事業業業業者者者者はははは多分多分多分多分ここここんんんんなことなことなことなことををををややややってもおってもおってもおってもお客客客客ささささんんんんははははつつつついてこないいてこないいてこないいてこないだろだろだろだろうといううといううといううという感感感感覚覚覚覚がありがありがありがあり、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるギギギギャャャャップがあったップがあったップがあったップがあった。。。。        このこのこのこの博博博博覧覧覧覧祭祭祭祭でのでのでのでの社会実社会実社会実社会実験験験験のののの成成成成功功功功をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、エスト・ラエスト・ラエスト・ラエスト・ラヴヴヴヴィィィィーーーーヌヌヌヌはははは10101010月月月月８８８８日日日日にオープンしにオープンしにオープンしにオープンしたがたがたがたが、、、、そそそそのののの後後後後追追追追いいいいママママーーーーケケケケテテテティィィィングとしてングとしてングとしてングとして10101010月月月月29292929日日日日にスローフーにスローフーにスローフーにスローフードドドドパーテパーテパーテパーティィィィーをーをーをーを行行行行いいいい、、、、メメメメデデデディィィィアにアにアにアに取取取取りりりり上上上上げていたげていたげていたげていただだだだいたいたいたいた。。。。またまたまたまた、、、、ややややはたはたはたはた有有有有機機機機野野野野菜菜菜菜研究会研究会研究会研究会のとこのとこのとこのところろろろでででで畑畑畑畑のののの学学学学校校校校等等等等をををを行行行行っっっったたたた。。。。環境活動環境活動環境活動環境活動によりによりによりによりママママーーーーケケケケットをットをットをットをつつつつくっていくくっていくくっていくくっていくママママーーーーケケケケテテテティィィィングのングのングのングの一環一環一環一環のののの局局局局面面面面がががが大大大大きいときいときいときいと思思思思っているっているっているっている。。。。将将将将来来来来、、、、ここでシェフここでシェフここでシェフここでシェフ、、、、市民市民市民市民もももも含含含含めてめてめてめて農農農農作作作作物物物物ををををつつつつくりくりくりくり、、、、そそそそれをれをれをれを料理料理料理料理するするするする。。。。行行行行政政政政かかかからもいらもいらもいらもいろろろろいいいいろろろろなななな話話話話がががが来来来来ておりておりておりており、、、、ここでここでここでここで食食食食べるべるべるべる、、、、住住住住むというむというむというむという市民市民市民市民情情情情報報報報ステーションをステーションをステーションをステーションを事事事事業業業業者者者者とととと生生生生活活活活者者者者のののの出出出出会会会会いのいのいのいの場場場場もももも含含含含めてめてめてめてつつつつくっていこうとくっていこうとくっていこうとくっていこうと思思思思っているっているっているっている。。。。        最後最後最後最後にににに、、、、これはこれはこれはこれは現現現現在在在在進行形進行形進行形進行形でででで、、、、門司門司門司門司港港港港にににに今今今今年年年年２２２２月月月月にクローズしたにクローズしたにクローズしたにクローズした昭昭昭昭和和和和10101010年年年年建建建建築築築築のののの銭湯銭湯銭湯銭湯ががががあるあるあるある。。。。こちらはこちらはこちらはこちらは大大大大正正正正10101010年年年年にできたにできたにできたにできた酒酒酒酒屋屋屋屋であるであるであるである。。。。こういうこういうこういうこういう土土土土地地地地のののの記記記記憶憶憶憶、、、、家家家家のののの物物物物語語語語ををををぜぜぜぜひひひひ動体動体動体動体保存保存保存保存してしてしてしてつつつつないでいきたいないでいきたいないでいきたいないでいきたい。。。。どどどどんんんんどどどどんんんん産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物になっているがになっているがになっているがになっているが、、、、そそそそういうのはもったいういうのはもったいういうのはもったいういうのはもったいないねということでないねということでないねということでないねということで、、、、単単単単にににに博博博博物物物物館館館館的的的的なものではなくてなものではなくてなものではなくてなものではなくて、、、、事事事事業業業業者者者者をををを引引引引きききき込込込込むためにまずイむためにまずイむためにまずイむためにまずイベベベベントをントをントをントを仕仕仕仕掛掛掛掛けけけけ、、、、清清清清掃掃掃掃活動活動活動活動ををををややややってってってって番番番番台台台台寄寄寄寄席席席席等等等等をををを行行行行ったったったった。。。。市民市民市民市民にににに大大大大変変変変好好好好評評評評ででででメメメメデデデディィィィアからアからアからアから取取取取りりりり上上上上げられげられげられげられ、、、、今今今今ぼぼぼぼちちちちぼぼぼぼちとちとちとちと事事事事業業業業者者者者のののの声声声声がかかってきているがかかってきているがかかってきているがかかってきている状状状状態態態態であであであであるるるる。。。。今今今今度度度度はははは事事事事業業業業者者者者、、、、不不不不動産業動産業動産業動産業者者者者、、、、観光観光観光観光業業業業者者者者等等等等々々々々をををを含含含含めめめめ、、、、これがこれがこれがこれが本本本本当当当当にににに再再再再活用活用活用活用できるのかできるのかできるのかできるのか、、、、経済経済経済経済性性性性等等等等もももも考考考考ええええ、、、、検討検討検討検討していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。        以以以以上上上上、、、、３３３３つつつつのののの点点点点をををを報告報告報告報告したしたしたした。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございますいますいますいます。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        司司司司会会会会        ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。もったいないもったいないもったいないもったいない総研総研総研総研のののの野野野野田田田田ささささんんんんでしたでしたでしたでした。。。。        引引引引きききき続続続続きききき、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＴＴＴＴＴＴＴＴのエのエのエのエココココ・・・・ココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトママママネージャーのネージャーのネージャーのネージャーの岸岸岸岸本本本本様様様様におにおにおにお願願願願いしいしいしいしたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。        岸岸岸岸本本本本プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトママママネージャーネージャーネージャーネージャー        ななななぜぜぜぜここここんんんんなとこなとこなとこなところろろろににににＮＮＮＮＴＴＴＴＴＴＴＴがががが出出出出てくるのかとてくるのかとてくるのかとてくるのかと思思思思うとうとうとうと思思思思うがうがうがうが、、、、最最最最初初初初ににににＮＮＮＮＴＴＴＴＴＴＴＴがどういうとがどういうとがどういうとがどういうとこここころろろろでででで環境環境環境環境にににに関係関係関係関係するのかするのかするのかするのか少少少少しおしおしおしお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        私私私私どもどもどもどもＮＮＮＮＴＴＴＴＴＴＴＴのののの環境環境環境環境理念理念理念理念としてエとしてエとしてエとしてエココココロジープログラムロジープログラムロジープログラムロジープログラム21212121をををを制制制制定定定定しているがしているがしているがしているが、、、、そそそそのののの中中中中でででで低低低低負荷負荷負荷負荷環境環境環境環境とととと持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会システムのシステムのシステムのシステムの２２２２つつつつををををメメメメインのテーインのテーインのテーインのテーママママにににに挙挙挙挙げているげているげているげている。。。。もともともともともともともともと低低低低負負負負荷荷荷荷環境環境環境環境のののの方方方方がががが、、、、私私私私どもにどもにどもにどもに関係関係関係関係がありますがありますがありますがあります。。。。まずまずまずまず紙紙紙紙はははは、、、、最最最最近近近近皆皆皆皆ささささんんんん余余余余りおりおりおりお使使使使いにならないといにならないといにならないといにならないと思思思思うがうがうがうが、、、、電電電電話話話話帳帳帳帳はははは大大大大量量量量なななな紙紙紙紙資源資源資源資源をををを使使使使っているっているっているっている。。。。最最最最近近近近ではではではでは横横横横浜浜浜浜市市市市やややや大大大大阪阪阪阪市市市市でででで電電電電話話話話帳帳帳帳はははは要要要要らならならならないですかといですかといですかといですかと試試試試験験験験的的的的にににに聞聞聞聞いていていていて、、、、必要必要必要必要でないといわれたでないといわれたでないといわれたでないといわれた方方方方にはにはにはには配配配配らないようにしたりらないようにしたりらないようにしたりらないようにしたり、、、、インタインタインタインターネットでーネットでーネットでーネットで電電電電話話話話帳帳帳帳のののの検検検検索索索索等等等等ができるようになっているができるようになっているができるようになっているができるようになっている。。。。紙紙紙紙資源資源資源資源のののの利用利用利用利用もももも減減減減っているがっているがっているがっているが、、、、電電電電話話話話帳帳帳帳からからからから電電電電話話話話帳帳帳帳ををををつつつつくることもくることもくることもくることもややややっているっているっているっている。。。。        廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、私私私私どもはどもはどもはどもはメメメメーーーーカカカカーではないがーではないがーではないがーではないが、、、、大大大大量量量量にににに通信通信通信通信のののの設設設設備備備備等等等等をををを購購購購入入入入しておりしておりしておりしており、、、、当当当当然然然然これをこれをこれをこれを廃棄廃棄廃棄廃棄することがあるすることがあるすることがあるすることがある。。。。例例例例えばえばえばえば電電電電線線線線ののののケケケケーブルのーブルのーブルのーブルの中中中中身身身身はははは有有有有価物価物価物価物であるがであるがであるがであるが、、、、周周周周りのりのりのりの外外外外皮皮皮皮はははは産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物になるになるになるになる。。。。今今今今現現現現在在在在一一一一番番番番問問問問題題題題になっているのはになっているのはになっているのはになっているのはＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２であるがであるがであるがであるが、、、、私私私私どものどものどものどもの場場場場合合合合はははは電電電電力力力力であるであるであるである。。。。最最最最近近近近、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＴＴＴＴＴＴＴＴ××××××××というというというという会社会社会社会社がががが山山山山のようにできのようにできのようにできのようにでき、、、、どこまでどこまでどこまでどこまでＮＮＮＮＴＴＴＴＴＴＴＴグルーグルーグルーグループとプとプとプと言言言言うかというのはあるがうかというのはあるがうかというのはあるがうかというのはあるが、、、、グループグループグループグループ全全全全体体体体でででで全全全全国国国国のののの0.0.0.0.６６６６％％％％ほほほほどのどのどのどの電電電電力力力力をををを買買買買っているっているっているっている。。。。多多多多分一分一分一分一番番番番大大大大きなきなきなきなユユユユーーーーザザザザーーーーだだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、逆逆逆逆にににに言言言言えばえばえばえば、、、、そそそそれれれれだだだだけのけのけのけのＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２排排排排出出出出をしているをしているをしているをしている。。。。いかいかいかいか
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にこのにこのにこのにこの辺辺辺辺をををを省省省省エネエネエネエネルルルルギギギギーーーー化化化化、、、、クリーンエネルクリーンエネルクリーンエネルクリーンエネルギギギギーーーー化化化化していくかがしていくかがしていくかがしていくかが大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題になっているになっているになっているになっている。。。。        循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会白白白白書書書書のののの中中中中にににに幾幾幾幾つつつつかのシナリオがありかのシナリオがありかのシナリオがありかのシナリオがあり、、、、特特特特にににに環境産業発環境産業発環境産業発環境産業発展展展展型型型型シナリオにはシナリオにはシナリオにはシナリオには先進先進先進先進的的的的ななななＩＴＩＴＩＴＩＴ技術技術技術技術をををを使使使使っていくのがっていくのがっていくのがっていくのが１１１１つつつつのののの目目目目玉玉玉玉にににに挙挙挙挙がっているがっているがっているがっている。。。。実実実実はこのはこのはこのはこの辺辺辺辺はははは今今今今いいいいろろろろいいいいろろろろななななＬＬＬＬＣＡＣＡＣＡＣＡをををを使使使使ってってってって検討検討検討検討しているがしているがしているがしているが、、、、そそそそのののの効効効効果果果果はよくわからないはよくわからないはよくわからないはよくわからない。。。。ＩＴＩＴＩＴＩＴをををを利用利用利用利用するとするとするとするとＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２排排排排出出出出量量量量はははは下下下下がるのではないかというがるのではないかというがるのではないかというがるのではないかという見見見見通通通通しはあるがしはあるがしはあるがしはあるが、、、、クエスクエスクエスクエスチチチチョンがョンがョンがョンが若干若干若干若干つつつつくとこくとこくとこくところろろろであるであるであるである。。。。最最最最近近近近、、、、ブローブローブローブロードバドバドバドバンンンンドドドド等等等等でででで非常非常非常非常にににに高高高高速速速速なインターネットなインターネットなインターネットなインターネット接続接続接続接続をををを得得得得られるようになっているられるようになっているられるようになっているられるようになっているとととと思思思思うううう。。。。家庭家庭家庭家庭ににににＡＡＡＡＤＳＤＳＤＳＤＳＬＬＬＬモモモモデルデルデルデル等等等等をををを置置置置かなけれかなけれかなけれかなければばばばいけないいけないいけないいけない状況状況状況状況になりになりになりになり、、、、電電電電話話話話にににに比比比比べるとべるとべるとべると電電電電力力力力量量量量的的的的にはにはにはには100100100100倍倍倍倍ぐぐぐぐらいらいらいらい余余余余計計計計にににに食食食食うううう代代代代物物物物になっているになっているになっているになっている。。。。ブローブローブローブロードバドバドバドバンンンンドドドド化化化化がががが進進進進むとむとむとむと非常非常非常非常ににににエネルエネルエネルエネルギギギギーーーー食食食食いいいい虫虫虫虫になってしまいになってしまいになってしまいになってしまい、、、、そそそそのののの辺辺辺辺をどうしていくかがをどうしていくかがをどうしていくかがをどうしていくかが開発開発開発開発のののの１１１１つつつつのののの目目目目玉玉玉玉としてとしてとしてとしてややややっていかなけれっていかなけれっていかなけれっていかなければばばばいけないとこいけないとこいけないとこいけないところだろだろだろだとととと考考考考ええええているているているている。。。。        今日今日今日今日はライフスタイルはライフスタイルはライフスタイルはライフスタイル変変変変革型革型革型革型のシナリオにのシナリオにのシナリオにのシナリオに沿沿沿沿ったったったった話話話話としてとしてとしてとして、、、、環境環境環境環境共生共生共生共生社会社会社会社会システムシステムシステムシステム、、、、特特特特にににに情情情情報報報報通信通信通信通信をををを使使使使ったったったった中中中中でででで市民市民市民市民参加参加参加参加のののの促進促進促進促進としてどういうことをしているかとしてどういうことをしているかとしてどういうことをしているかとしてどういうことをしているか、、、、少少少少しこのしこのしこのしこの後後後後おおおお話話話話ししたいししたいししたいししたい。。。。        私私私私たちがたちがたちがたちが考考考考ええええているているているている中中中中でででで、、、、ＩＴＩＴＩＴＩＴをををを使使使使うとうとうとうと１１１１つつつつはははは身身身身のののの回回回回りをりをりをりを知知知知ることができることができることができることができ、、、、そそそそのことにのことにのことにのことによってよってよってよって、、、、仲仲仲仲間間間間をををを知知知知ってってってって仲仲仲仲間間間間ををををつつつつくることができるというのがもともとのくることができるというのがもともとのくることができるというのがもともとのくることができるというのがもともとの考考考考ええええ方方方方であるであるであるである。。。。岩岩岩岩手県手県手県手県、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学とのとのとのとの共同共同共同共同プロジェクトはプロジェクトはプロジェクトはプロジェクトは今今今今年年年年３３３３月月月月末末末末にににに終終終終わったがわったがわったがわったが、、、、そそそそのののの中中中中でここにでここにでここにでここに書書書書いていていていてあるあるあるある３３３３つつつつのことをのことをのことをのことを柱柱柱柱にににに進進進進めてきためてきためてきためてきた。。。。身身身身のののの回回回回りをりをりをりを知知知知るというるというるというるという意意意意味味味味ではではではでは、、、、フフフフィィィィールールールールドドドドでいでいでいでいろろろろいいいいろろろろ活動活動活動活動されているがされているがされているがされているが、、、、そそそそのののの中中中中でどういうことがおでどういうことがおでどういうことがおでどういうことがお手手手手伝伝伝伝いできるのかいできるのかいできるのかいできるのか。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、仲仲仲仲間間間間ををををつつつつくくくくるということではるということではるということではるということでは市民市民市民市民ネットワークネットワークネットワークネットワーク、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＰＰＰＯＯＯＯのののの方方方方たちのネットワーたちのネットワーたちのネットワーたちのネットワーキキキキングをしていこうとングをしていこうとングをしていこうとングをしていこうということでいうことでいうことでいうことで、、、、これはこれはこれはこれは滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県とのとのとのとの共同共同共同共同プロジェクトでプロジェクトでプロジェクトでプロジェクトでややややっていることっていることっていることっていることだだだだがががが、、、、びわこびわこびわこびわこＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯネネネネットットットット、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるココココーデーデーデーディィィィネーションするためのネネーションするためのネネーションするためのネネーションするためのネットワークをットワークをットワークをットワークをつつつつくっているくっているくっているくっている。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、仲仲仲仲間間間間ををををつつつつくるというくるというくるというくるという意意意意味味味味でででで、、、、滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県とのとのとのとの共同共同共同共同プロジェクトでびわこプロジェクトでびわこプロジェクトでびわこプロジェクトでびわこ市民研究市民研究市民研究市民研究所所所所といういわゆといういわゆといういわゆといういわゆるるるる市民研究市民研究市民研究市民研究のののの支援支援支援支援をををを行行行行いいいい、、、、仲仲仲仲間間間間づくりをすることをづくりをすることをづくりをすることをづくりをすることを進進進進めているめているめているめている。。。。組織体組織体組織体組織体があるわけではながあるわけではながあるわけではながあるわけではなくくくく、、、、ババババーーーーチチチチャルのインターネットャルのインターネットャルのインターネットャルのインターネット上上上上のののの組織組織組織組織であるであるであるである。。。。このようにこのようにこのようにこのように３３３３つつつつののののレレレレイイイイヤヤヤヤーでいーでいーでいーでいろろろろいいいいろろろろ市民市民市民市民参加参加参加参加のののの促進促進促進促進をををを検討検討検討検討しているしているしているしている。。。。        このこのこのこの絵絵絵絵でででで2000200020002000年年年年からからからから2002200220022002年年年年までのまでのまでのまでの桜桜桜桜のののの花花花花がががが咲咲咲咲いてくるのでいてくるのでいてくるのでいてくるので見見見見ていたていたていたていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。たたたただだだだ、、、、ススススタートタートタートタート日日日日ががががそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ違違違違うううう。。。。今今今今年年年年はははは桜桜桜桜のののの開開開開花花花花がががが非常非常非常非常にににに早早早早かったとかったとかったとかったと思思思思うううう。。。。２２２２年年年年前前前前はこのはこのはこのはこの辺辺辺辺ででででややややっとっとっとっと桜桜桜桜がががが咲咲咲咲きききき、、、、５５５５月月月月のののの連連連連休休休休のこのこのこのころろろろにににに満満満満開開開開になったになったになったになった。。。。多分地球多分地球多分地球多分地球温暖温暖温暖温暖化化化化のののの影響影響影響影響だだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、ここここれはれはれはれは桜桜桜桜のののの開開開開花花花花というというというという非常非常非常非常にににに身身身身近近近近なななな指指指指標標標標ではかったものであるではかったものであるではかったものであるではかったものである。。。。１１１１つつつつ１１１１つつつつはははは小小小小学学学学校校校校、、、、中中中中学学学学校校校校ややややエエエエココココクラブがクラブがクラブがクラブが行行行行ったったったった結果結果結果結果をををを示示示示したものであるしたものであるしたものであるしたものである。。。。学学学学校校校校にインターネットがにインターネットがにインターネットがにインターネットが入入入入ったがったがったがったが、、、、現現現現状状状状ははははホホホホームームームームペペペページをージをージをージを見見見見ることることることることばばばばかりにかりにかりにかりに使使使使われているのがわれているのがわれているのがわれているのが現現現現状状状状とととと思思思思うううう。。。。そそそそこでこのこでこのこでこのこでこの取取取取りりりり組組組組みでみでみでみではははは点点点点のののの情情情情報報報報をインターネットでをインターネットでをインターネットでをインターネットで収収収収集集集集することによりすることによりすることによりすることにより面面面面のののの情情情情報報報報になることをになることをになることをになることを体体体体感感感感してもうしてもうしてもうしてもうらためらためらためらため、、、、各各各各校校校校にににに情情情情報報報報をををを発発発発信信信信をしてもらおうということでをしてもらおうということでをしてもらおうということでをしてもらおうということで行行行行ったったったった。。。。桜桜桜桜はははは学学学学校校校校のののの標準木標準木標準木標準木でありでありでありであり、、、、つつつつぼぼぼぼみがみがみがみが出出出出てててて、、、、３３３３分分分分咲咲咲咲きききき、、、、５５５５分分分分咲咲咲咲きききき、、、、満満満満開開開開、、、、葉葉葉葉桜桜桜桜になったものをになったものをになったものをになったものを出出出出していたしていたしていたしていただだだだいたものでいたものでいたものでいたものであるあるあるある。。。。実際実際実際実際にににに見見見見てみるとてみるとてみるとてみると、、、、このこのこのこの３３３３年年年年間間間間のののの３３３３月月月月からからからから５５５５月月月月のののの間間間間でもでもでもでも２２２２度度度度ぐぐぐぐらいらいらいらい平平平平均均均均気気気気温温温温がががが違違違違うううう。。。。そそそそれがれがれがれが桜桜桜桜のののの開開開開花花花花がががが早早早早まったまったまったまった理理理理由由由由であるとであるとであるとであると思思思思うううう。。。。簡簡簡簡単単単単なななな事事事事柄柄柄柄をををを身身身身近近近近なななな指指指指標標標標をををを使使使使ってみってみってみってみんんんんなでなでなでなで調調調調べていこうとしているべていこうとしているべていこうとしているべていこうとしている。。。。岩岩岩岩手県手県手県手県のプロジェクトがのプロジェクトがのプロジェクトがのプロジェクトが３３３３月月月月でででで終終終終わったわったわったわった後後後後、、、、現現現現在在在在ははははＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ的的的的なななな組織組織組織組織にしてにしてにしてにして地地地地元元元元のののの方方方方をををを中心中心中心中心にににに運営運営運営運営しているしているしているしている。。。。現現現現在在在在はははは秋秋秋秋ババババージョンのージョンのージョンのージョンの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行っているっているっているっている。。。。紅紅紅紅葉葉葉葉はははは難難難難しいのでしいのでしいのでしいので、、、、イイイイチチチチョョョョウウウウのののの落落落落葉葉葉葉やややや桜桜桜桜のののの落落落落葉葉葉葉をををを使使使使ってってってって、、、、進進進進めているめているめているめている。。。。なおこのなおこのなおこのなおこの取取取取りりりり組組組組みみみみはははは岩岩岩岩手県手県手県手県だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、秋秋秋秋田田田田県県県県、、、、青青青青森森森森県県県県のののの北北北北東東東東北北北北３３３３県県県県でででで実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。        これはこれはこれはこれは簡簡簡簡単単単単なななな情情情情報報報報機機機機器器器器をををを使使使使いいいい、、、、水水水水調調調調べべべべ等等等等をををを行行行行っているっているっているっている。。。。子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが調調調調べてきてべてきてべてきてべてきて、、、、気気気気持持持持ちちちちのののの盛盛盛盛りりりり上上上上がったときにすがったときにすがったときにすがったときにすぐぐぐぐ結果結果結果結果がががが出出出出るといいがるといいがるといいがるといいが、、、、現現現現状状状状まとめるのにまとめるのにまとめるのにまとめるのに非常非常非常非常にににに時時時時間間間間がかかってがかかってがかかってがかかっているいるいるいる。。。。そそそそこでこういうこでこういうこでこういうこでこういう簡簡簡簡単単単単なななな情情情情報報報報機機機機器器器器をををを使使使使ってまとめているってまとめているってまとめているってまとめている。。。。みみみみんんんんなでなでなでなでつつつつくったものをくったものをくったものをくったものを水水水水環境環境環境環境ママママップにしてップにしてップにしてップにして、、、、１１１１個個個個１１１１個個個個クリックしていたクリックしていたクリックしていたクリックしていただだだだくとくとくとくと全部全部全部全部データがデータがデータがデータが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。同同同同様様様様にににに、、、、ここここ
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れはれはれはれは琵琶湖琵琶湖琵琶湖琵琶湖でででで調調調調査査査査しているとこしているとこしているとこしているところろろろであるであるであるである。Ｎ。Ｎ。Ｎ。ＮＰＰＰＰＯＯＯＯのののの方方方方たちがたちがたちがたちが琵琶湖琵琶湖琵琶湖琵琶湖のののの水水水水質質質質のののの調調調調査査査査をしていをしていをしていをしているるるる。。。。先先先先ほほほほどどどど環境環境環境環境省省省省のののの「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりのガガガガイイイイドドドドラインラインラインライン」」」」のののの中中中中にににに滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県守守守守山市山市山市山市とあっとあっとあっとあったがたがたがたが、、、、これはまさにこれはまさにこれはまさにこれはまさに守守守守山市山市山市山市ででででホホホホタルをタルをタルをタルを取取取取りりりり戻戻戻戻そそそそうということでうということでうということでうということで水水水水環境環境環境環境のののの改改改改善善善善にににに取取取取りりりり組組組組んんんんででででいるいるいるいるＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯのののの方方方方たちであるたちであるたちであるたちである。。。。今今今今年年年年はははは、、、、守守守守山市山市山市山市のののの皆皆皆皆ささささんんんんからからからからホホホホタルがタルがタルがタルが飛飛飛飛んんんんでいたというでいたというでいたというでいたという連連連連絡絡絡絡をををを受受受受けけけけ、、、、そそそそれをリアルタイムでれをリアルタイムでれをリアルタイムでれをリアルタイムでホホホホームームームームペペペページにージにージにージに    アップしたものであるアップしたものであるアップしたものであるアップしたものである。。。。メメメメッシッシッシッシュュュュをををを細細細細かくするとかくするとかくするとかくすると捕捕捕捕獲獲獲獲業業業業者者者者がががが来来来来てしまうのでてしまうのでてしまうのでてしまうので、、、、メメメメッシッシッシッシュュュュをををを非常非常非常非常にににに荒荒荒荒くしてあるくしてあるくしてあるくしてある。。。。どのどのどのどのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのメメメメッシッシッシッシュュュュにするかにするかにするかにするか、、、、４４４４回回回回ぐぐぐぐらいけらいけらいけらいけんんんんけけけけんんんんがくがくがくがくがくがくがくがく議議議議論論論論ををををややややってってってって、、、、決決決決定定定定したしたしたした。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん技術的技術的技術的技術的にはにはにはには幾幾幾幾らでもらでもらでもらでも細細細細かくかくかくかく出出出出せるがせるがせるがせるが、、、、出出出出してしまうとしてしまうとしてしまうとしてしまうと次次次次のののの日日日日にににに捕捕捕捕獲獲獲獲されていなくなってしまうとされていなくなってしまうとされていなくなってしまうとされていなくなってしまうと困困困困るのでるのでるのでるので、、、、わわわわざざざざとととと荒荒荒荒くしているくしているくしているくしている。。。。        仲仲仲仲間間間間をををを知知知知るとこるとこるとこるところろろろではではではでは、、、、びわこびわこびわこびわこＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯネットというネットというネットというネットというココココーデーデーデーディィィィネーションネーションネーションネーションのネットワークのネットワークのネットワークのネットワークををををつつつつくっているくっているくっているくっている。。。。昨昨昨昨年世界年世界年世界年世界湖湖湖湖沼沼沼沼会議会議会議会議がありがありがありがあり、、、、去去去去年年年年までまでまでまで湖湖湖湖沼沼沼沼会議市民会議市民会議市民会議市民ネットというネットというネットというネットという名名名名前前前前になになになになっていたがっていたがっていたがっていたが、、、、今今今今はははは湖湖湖湖沼沼沼沼ネットというネットというネットというネットというＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯになっているになっているになっているになっている。。。。このこのこのこの皆皆皆皆ささささんんんんとととと滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県のののの淡淡淡淡海海海海ネッネッネッネットワークセンタートワークセンタートワークセンタートワークセンター、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯセンターセンターセンターセンター的的的的なものとなものとなものとなものと私私私私どものどものどものどもの３３３３者者者者でででで運営運営運営運営しているしているしているしている。。。。ここここれはイれはイれはイれはイベベベベントントントントカカカカレレレレンダーンダーンダーンダー的的的的なものなものなものなものだだだだけけけけ出出出出しているがしているがしているがしているが、、、、実際実際実際実際ににににボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアの募募募募集集集集云云云云々々々々もこもこもこもこのののの中中中中でででで運運運運用用用用しているしているしているしている。。。。インターネットインターネットインターネットインターネットだだだだけではけではけではけでは皆皆皆皆ささささんんんんなかなかなかなかなかなかなかなか見見見見てくれないのでてくれないのでてくれないのでてくれないので、、、、ｉｉｉｉモモモモーーーードドドドもあわせてもあわせてもあわせてもあわせて利用利用利用利用しししし発発発発信信信信しているしているしているしている。。。。        仲仲仲仲間間間間ををををつつつつくるということではくるということではくるということではくるということでは、、、、びわこびわこびわこびわこ市民研究市民研究市民研究市民研究所所所所をををを去去去去年年年年８８８８月月月月からからからから立立立立ちちちち上上上上げたげたげたげた。。。。ネットワネットワネットワネットワークークークーク上上上上ののののココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィとリアルなとリアルなとリアルなとリアルなココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィをををを繋繋繋繋ぐぐぐぐ役役役役割割割割であるであるであるである。。。。京都京都京都京都精精精精華華華華大学大学大学大学のののの嘉嘉嘉嘉田田田田先先先先生生生生等等等等にににに言言言言わせるとわせるとわせるとわせると、、、、市民研究市民研究市民研究市民研究はははは素素素素人人人人サイエンスというようなサイエンスというようなサイエンスというようなサイエンスというような言言言言いいいい方方方方をされているがをされているがをされているがをされているが、、、、もともともともともともともともと滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県はははは市民研究市民研究市民研究市民研究がががが非常非常非常非常にににに盛盛盛盛んんんんなとこなとこなとこなところろろろであるであるであるである。。。。本本本本サイトはサイトはサイトはサイトは人人人人とととと人人人人とがとがとがとが知知知知りりりり合合合合うことうことうことうことがががが目目目目的的的的でありでありでありであり、、、、ここにここにここにここに出出出出てきたものをいてきたものをいてきたものをいてきたものをいろろろろいいいいろろろろなななな人人人人にににに見見見見てもらうことはてもらうことはてもらうことはてもらうことは余余余余りりりり目目目目的的的的にしていにしていにしていにしていないないないない。。。。たたたただだだだ余余余余りりりり宣宣宣宣伝伝伝伝していないがしていないがしていないがしていないが、、、、最最最最近近近近、、、、月月月月３３３３万万万万程程程程度度度度ととととそそそそここここそそそそここここ見見見見ていたていたていたていただだだだいているいているいているいている。。。。ここここののののペペペページのージのージのージの中中中中ではではではでは行行行行政政政政やややや企業企業企業企業、、、、市民団体市民団体市民団体市民団体のののの方方方方々々々々がががが実実実実名名名名でででで出出出出ていたていたていたていただだだだいているいているいているいている。。。。市民研究市民研究市民研究市民研究室室室室のののの中中中中にはにはにはには農農農農業業業業ををををややややられているられているられているられている方方方方のののの研究研究研究研究室室室室、、、、学学学学生生生生ささささんんんんたちによるたちによるたちによるたちによるヨヨヨヨシをシをシをシを使使使使ったったったった商商商商品品品品化化化化のプロのプロのプロのプロジェクトジェクトジェクトジェクト、、、、環境関連環境関連環境関連環境関連のののの企業企業企業企業のののの研究研究研究研究室室室室等等等等、、、、現現現現在在在在二二二二十十十十幾幾幾幾つつつつかのかのかのかの研究研究研究研究がががが行行行行われているわれているわれているわれている。。。。大体大体大体大体毎毎毎毎週週週週更更更更新新新新しているのでしているのでしているのでしているので、、、、もしおもしおもしおもしお時時時時間間間間があれがあれがあれがあればばばば見見見見ていたていたていたていただだだだけれけれけれければばばば幸幸幸幸いであるいであるいであるいである。。。。        私私私私たちがたちがたちがたちがややややっているっているっているっている一一一一端端端端をちをちをちをちょょょょっとおっとおっとおっとお話話話話しさせていたしさせていたしさせていたしさせていただだだだいたいたいたいた。。。。まとまりがないがまとまりがないがまとまりがないがまとまりがないが、、、、以以以以上上上上ですですですです。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        司司司司会会会会        ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。NTTNTTNTTNTTのののの岸岸岸岸本本本本様様様様でしたでしたでしたでした。。。。        以以以以上上上上ででででごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだいたいたいたいた方方方方々々々々からのからのからのからの発表発表発表発表をををを終終終終わりますわりますわりますわります。。。。ここでここでここでここで５５５５分分分分間間間間休憩休憩休憩休憩をいたをいたをいたをいただだだだきききき、、、、５５５５分分分分後後後後にもうにもうにもうにもう１１１１度度度度おおおお集集集集まりくまりくまりくまりくだだだださいさいさいさい。。。。そそそそこでこでこでこで最最最最終終終終的的的的なまとめのなまとめのなまとめのなまとめの討議討議討議討議をををを行行行行いたいたいたいたいいいい。。。。                                                            〔〔〔〔                休休休休                        憩憩憩憩                〕〕〕〕    坂坂坂坂本本本本        再再再再開開開開させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。        ごごごご発表発表発表発表あるいはあるいはあるいはあるいはごごごご説説説説明明明明ににににつつつついていていていてごごごご意見意見意見意見ががががござござござございましたらいましたらいましたらいましたら、、、、まずまずまずまずそそそそれをおれをおれをおれをお受受受受けさせていたけさせていたけさせていたけさせていただだだだけたらとけたらとけたらとけたらと思思思思いますいますいますいます。。。。ごごごご意見意見意見意見があるがあるがあるがある方方方方はいらっしはいらっしはいらっしはいらっしゃゃゃゃいませいませいませいませんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。        志志志志村主村主村主村主幹幹幹幹（（（（三重三重三重三重県県県県農林農林農林農林水水水水産産産産商商商商工工工工部部部部））））        午前中午前中午前中午前中のののの北九州市北九州市北九州市北九州市のおのおのおのお話話話話のののの中中中中でででで、、、、研究研究研究研究にににに対対対対するするするする支援支援支援支援はははは研究施設研究施設研究施設研究施設のののの立地立地立地立地にににに対対対対するするするする支援支援支援支援なのなのなのなのかかかか、、、、そそそそれともれともれともれとも個個個個別別別別のののの研究課題研究課題研究課題研究課題にににに対対対対するするするする支援支援支援支援なのでしなのでしなのでしなのでしょょょょうかうかうかうか。。。。        垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長    
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    新新新新しくしくしくしく制制制制度度度度ををををつつつつくるということでくるということでくるということでくるということで、、、、ぜぜぜぜひひひひ三重三重三重三重県県県県をををを参考参考参考参考にさせていたにさせていたにさせていたにさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと三三三三重重重重県県県県かかかからららら資資資資料料料料をををを取取取取りりりり寄寄寄寄せせせせ、、、、今今今今、、、、財財財財政局政局政局政局とととと折折折折衝衝衝衝中中中中であるであるであるである。。。。結結結結論論論論からからからから言言言言うとうとうとうと、、、、両両両両方方方方ありありありありだだだだとととと思思思思っていっていっていっているるるる。。。。施設施設施設施設ををををつつつつくるのにくるのにくるのにくるのにママママックスをックスをックスをックスを幾幾幾幾らまでらまでらまでらまで、、、、３３３３分分分分のののの２２２２とかとかとかとか２２２２分分分分のののの１１１１のののの枠枠枠枠をををを決決決決めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい。。。。たたたただだだだ、、、、研究活動研究活動研究活動研究活動ににににつつつついてもいてもいてもいても、、、、人人人人件件件件費費費費をををを含含含含むというむというむというむという議議議議論論論論はしているがはしているがはしているがはしているが、、、、今今今今議議議議論論論論中中中中でありでありでありであり、、、、むむむむししししろろろろ参考参考参考参考にさせていたにさせていたにさせていたにさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。逆逆逆逆にににに三重三重三重三重県県県県ではいかがですかではいかがですかではいかがですかではいかがですか。。。。        志志志志村主村主村主村主幹幹幹幹        私私私私どももどももどももどもも現現現現在在在在検討検討検討検討中中中中でででで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな問問問問題題題題がががが出出出出てくるとてくるとてくるとてくると思思思思うううう。。。。最最最最近近近近、、、、自治体自治体自治体自治体のののの情情情情報報報報開示開示開示開示のののの問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。研究研究研究研究内容内容内容内容ににににつつつついていていていて、、、、当当当当然然然然補助補助補助補助対対対対象象象象のののの審審審審査査査査がありがありがありがあり、、、、そそそそのののの際際際際のののの資資資資料料料料でどのでどのでどのでどの程程程程度度度度書書書書きききき込込込込むのかむのかむのかむのか。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル的的的的なななな分野分野分野分野とととと新製品新製品新製品新製品開発開発開発開発ではではではでは当当当当然違然違然違然違うとうとうとうと思思思思うがうがうがうが、、、、余余余余りいりいりいりいろろろろいいいいろろろろ書書書書きききき込込込込んんんんでででで自分自分自分自分のとこのとこのとこのところろろろのののの意意意意図図図図がががが外外外外にににに漏漏漏漏れるリスクとれるリスクとれるリスクとれるリスクと補助補助補助補助をもらをもらをもらをもらええええるるるるメメメメリットをはかりにかリットをはかりにかリットをはかりにかリットをはかりにかけるとどうかというけるとどうかというけるとどうかというけるとどうかという意見意見意見意見をおっしをおっしをおっしをおっしゃゃゃゃるるるる方方方方もあるもあるもあるもある。。。。        垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長        私私私私どもどもどもども環境産業環境産業環境産業環境産業政政政政策策策策室室室室あるいはあるいはあるいはあるいは環境環境環境環境局局局局としてはとしてはとしてはとしては、、、、まずまずまずまず集中集中集中集中立地立地立地立地みたいなものがあるのでみたいなものがあるのでみたいなものがあるのでみたいなものがあるので、、、、エエエエココココタタタタウウウウンンンン地域地域地域地域でででで廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物関係関係関係関係をををを中心中心中心中心にににに研究研究研究研究するするするする方方方方からスタートしようとからスタートしようとからスタートしようとからスタートしようと思思思思っているっているっているっている。。。。だだだだだだだだ、、、、市市市市全全全全体体体体からからからから考考考考ええええるとるとるとると、、、、今日今日今日今日のののの野野野野田田田田ささささんんんんのおのおのおのお話話話話のようなのようなのようなのような動動動動きはパートナーシップとしてきはパートナーシップとしてきはパートナーシップとしてきはパートナーシップとして非常非常非常非常にににに大大大大事事事事だだだだとととと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動をどうをどうをどうをどう支援支援支援支援するかみたいなするかみたいなするかみたいなするかみたいな話話話話もももも当当当当然然然然話題話題話題話題になってくるとになってくるとになってくるとになってくると思思思思うううう。。。。        坂坂坂坂本本本本        たたたただだだだいまのいまのいまのいまの三重三重三重三重県県県県ののののごごごご説説説説明明明明、、、、垣迫垣迫垣迫垣迫ささささんんんんのおのおのおのお答答答答ええええでででで自治体自治体自治体自治体のののの皆皆皆皆ささささんんんんでででで関連関連関連関連ののののごごごご質質質質問問問問ははははござござござございませいませいませいませんんんんかかかか。。。。        垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長        三重三重三重三重県県県県はリサイクルはリサイクルはリサイクルはリサイクル品品品品のののの認認認認定定定定制制制制度度度度ををををつつつつくられているとくられているとくられているとくられていると思思思思うがうがうがうが、、、、認認認認定定定定制制制制度度度度はすはすはすはすごごごごくくくく難難難難しいしいしいしいとととと思思思思うううう。。。。ごごごごみになっているものをリサイクルしたからみになっているものをリサイクルしたからみになっているものをリサイクルしたからみになっているものをリサイクルしたから単純単純単純単純にリサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクル品品品品としてとしてとしてとして認認認認定定定定してしてしてしていいかいいかいいかいいか非常非常非常非常にににに悩悩悩悩むとこむとこむとこむところろろろであるがであるがであるがであるが、、、、そそそそのののの辺辺辺辺のののの悩悩悩悩みはないでしみはないでしみはないでしみはないでしょょょょうかうかうかうか。。。。一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命エネルエネルエネルエネルギギギギーーーーをををを使使使使ってってってってつつつつくっているのにくっているのにくっているのにくっているのに、、、、本本本本当当当当はリサイクルはリサイクルはリサイクルはリサイクル品品品品もももも環境環境環境環境によくないよねみたいなものがあによくないよねみたいなものがあによくないよねみたいなものがあによくないよねみたいなものがあるようなるようなるようなるような気気気気がするがするがするがする。。。。        橋橋橋橋本本本本主主主主幹幹幹幹        室長室長室長室長のおっしのおっしのおっしのおっしゃゃゃゃられるとおりでられるとおりでられるとおりでられるとおりで、、、、たたたただだだだ、、、、現現現現在在在在ははははひひひひとまずとまずとまずとまず廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの減減減減量量量量化化化化、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの観点観点観点観点からからからからだだだだけけけけ、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、処処処処分分分分されないようにリサイクルしてもらいましされないようにリサイクルしてもらいましされないようにリサイクルしてもらいましされないようにリサイクルしてもらいましょょょょうといううといううといううという観点観点観点観点でででで認認認認定定定定作作作作業業業業をしているをしているをしているをしている。。。。ＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡみたいなみたいなみたいなみたいな評価評価評価評価をををを入入入入れれれれ、、、、本本本本当当当当にににに認認認認定定定定品品品品かどうかはかどうかはかどうかはかどうかは今後今後今後今後のテーのテーのテーのテーママママであるであるであるである。。。。ひひひひとまずとまずとまずとまず５５５５年年年年のののの認認認認定定定定期間期間期間期間をををを置置置置いているのでいているのでいているのでいているので、、、、そそそそのののの時点時点時点時点でででで次次次次のののの何何何何らかのらかのらかのらかの評価評価評価評価がががが必要必要必要必要ならならならならばばばば新新新新たなたなたなたな評価評価評価評価をををを加加加加ええええ、、、、次次次次のののの認認認認定定定定時時時時期期期期にににに生生生生かしていくかしていくかしていくかしていく形形形形にしたいにしたいにしたいにしたい。。。。ままままだだだだ今今今今のののの時点時点時点時点ではではではでは、、、、認認認認定定定定してまずしてまずしてまずしてまず使使使使いましいましいましいましょょょょうというとこうというとこうというとこうというところろろろをををを主主主主眼眼眼眼にににに置置置置いてしまっているのでいてしまっているのでいてしまっているのでいてしまっているので、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２のののの発発発発生生生生量量量量ががががそそそそれによってれによってれによってれによってふえふえふえふえるるるる等等等等はははは一一一一切切切切考考考考ええええていないていないていないていない現現現現状状状状であるであるであるである。。。。        もうもうもうもう１１１１つつつつ説説説説明明明明しししし忘忘忘忘れれれれたがたがたがたが、、、、すべてのものをリサイクルすべてのものをリサイクルすべてのものをリサイクルすべてのものをリサイクル製品製品製品製品としてとしてとしてとして認認認認定定定定しているわけではしているわけではしているわけではしているわけではないないないない。。。。既既既既ににににココココンクリートのンクリートのンクリートのンクリートのＲＣＲＣＲＣＲＣ40404040等等等等はははは、、、、90909090％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらい既既既既にににに現現現現在在在在のシステムののシステムののシステムののシステムの中中中中でリサイクルでリサイクルでリサイクルでリサイクルがががが回回回回っているのでっているのでっているのでっているので、、、、そそそそういうういうういうういう品目品目品目品目ににににつつつついてはいてはいてはいては認認認認定定定定からからからから外外外外しているしているしているしている。。。。        坂坂坂坂本本本本    
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    リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進あるいはあるいはあるいはあるいは循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの中中中中でででで非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな問問問問題題題題であるであるであるである。。。。私私私私がががが今日今日今日今日説説説説明明明明をををを省省省省いたいたいたいた９９９９ペペペページにージにージにージに、、、、産業界産業界産業界産業界のののの立立立立場場場場からとしてからとしてからとしてからとして、、、、経経経経営営営営意意意意思思思思決決決決定定定定、、、、３３３３ＲＲＲＲへのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの重要重要重要重要性性性性をををを述述述述べているべているべているべている。。。。今日今日今日今日、、、、産業界産業界産業界産業界からたくさからたくさからたくさからたくさんごんごんごんご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだいているがいているがいているがいているが、、、、ごごごご意見意見意見意見ははははござござござございまいまいまいませせせせんんんんかかかか。。。。例例例例えばえばえばえば富士電機富士電機富士電機富士電機のののの花花花花田田田田ささささんんんんはどのようなはどのようなはどのようなはどのようなごごごご意見意見意見意見をおをおをおをお持持持持ちちちちでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。        花花花花田田田田（（（（富士電機富士電機富士電機富士電機））））        非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい。。。。当当当当社社社社もももも、、、、リサイクルということでリサイクルということでリサイクルということでリサイクルということで分分分分解解解解がががが非常非常非常非常にににに簡簡簡簡単単単単でででで部品部品部品部品としてもとしてもとしてもとしても再生再生再生再生可能可能可能可能なものなものなものなもの、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄のののの際際際際にににに簡簡簡簡単単単単にににに分分分分解解解解できるものをできるものをできるものをできるものをつつつつくるくるくるくる努努努努力力力力もしているがもしているがもしているがもしているが、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの考考考考ええええ方方方方をををを私私私私自自自自身身身身がもうがもうがもうがもう１１１１つつつつよくわかっていないよくわかっていないよくわかっていないよくわかっていない。。。。今日今日今日今日はははは勉勉勉勉強強強強というというというという意意意意味味味味でででで環境環境環境環境担当担当担当担当としてとしてとしてとして参加参加参加参加させていたさせていたさせていたさせていただだだだいたいたいたいた。。。。産業界産業界産業界産業界としてのとしてのとしてのとしての意見意見意見意見まではまではまではまでは残残残残念念念念ながらながらながらながら私私私私はおはおはおはお話話話話しできないしできないしできないしできない。。。。        坂坂坂坂本本本本        このこのこのこの問問問問題題題題をををを少少少少しししし掘掘掘掘りりりり下下下下げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思うがうがうがうが、、、、日日日日本本本本テトラパックのテトラパックのテトラパックのテトラパックの福福福福田田田田ささささんんんんはいかがでしはいかがでしはいかがでしはいかがでしょょょょううううかかかか。。。。        福福福福田田田田ママママネージャーネージャーネージャーネージャー（（（（日日日日本本本本テトラパックテトラパックテトラパックテトラパック営営営営業業業業部部部部））））        会社会社会社会社のののの立立立立場場場場というよというよというよというよりもりもりもりも、、、、個個個個人的人的人的人的なななな意見意見意見意見ととととごごごご理理理理解解解解いたいたいたいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。リサイクルはいリサイクルはいリサイクルはいリサイクルはいろろろろいいいいろろろろなななな選選選選択択択択肢肢肢肢があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。例例例例えばえばえばえばサーサーサーサーママママルもルもルもルも１１１１つつつつのののの選選選選択択択択肢肢肢肢でありでありでありであり、、、、ママママテリアルもテリアルもテリアルもテリアルも選選選選択択択択肢肢肢肢のののの１１１１つだつだつだつだとととと思思思思うううう。。。。そそそそれをどういうれをどういうれをどういうれをどういう形形形形でででで組組組組みみみみ合合合合わせてわせてわせてわせて有効有効有効有効にににに使使使使うかのうかのうかのうかの決決決決定定定定はははは、、、、当当当当然然然然社会的社会的社会的社会的なななな背背背背景景景景やややや経済的経済的経済的経済的にににに成立成立成立成立するかどうかによってするかどうかによってするかどうかによってするかどうかによって異異異異なってくるとなってくるとなってくるとなってくると思思思思うううう。。。。例例例例えばえばえばえば１１１１つつつつのののの例例例例としてとしてとしてとして、、、、一一一一番番番番リサイクルがリサイクルがリサイクルがリサイクルが進進進進んんんんでいるとでいるとでいるとでいると言言言言われているわれているわれているわれているドドドドイイイイツツツツはははは環境先進国環境先進国環境先進国環境先進国ということでということでということでということで取取取取りりりり上上上上げられげられげられげられるがるがるがるが、、、、ドドドドイイイイツツツツがすべていいかがすべていいかがすべていいかがすべていいか。。。。いいものはいっいいものはいっいいものはいっいいものはいっぱぱぱぱいあるがいあるがいあるがいあるが、、、、ドドドドイイイイツツツツのシステムではのシステムではのシステムではのシステムでは外外外外国人国人国人国人労労労労働働働働力力力力をををを使使使使いいいい、、、、余余余余りりりり労労労労働働働働環境環境環境環境がよくないがよくないがよくないがよくない中中中中でででで行行行行われているわれているわれているわれている。。。。        ＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯのののの方方方方ともいともいともいともいろろろろいいいいろろろろおおおおつつつつきききき合合合合いをさせていたいをさせていたいをさせていたいをさせていただだだだきききき、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル活動活動活動活動のいいとこのいいとこのいいとこのいいところろろろはははは、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが担当担当担当担当しているしているしているしている紙紙紙紙容容容容器器器器はははは１１１１つつつつのののの製品製品製品製品のののの一一一一部部部部分分分分であるがであるがであるがであるが、、、、すすすすごごごごくくくく目目目目立立立立つつつつ。ＮＧＯ。ＮＧＯ。ＮＧＯ。ＮＧＯやややや消消消消費費費費者者者者のののの前前前前でででで、、、、たかがたかがたかがたかが紙紙紙紙容容容容器器器器であるがであるがであるがであるが、、、、されどされどされどされど紙紙紙紙容容容容器器器器であるとよくであるとよくであるとよくであるとよく話話話話をするをするをするをする。。。。これがこれがこれがこれが一体一体一体一体どどどどこにこにこにこに行行行行ってしまうのかってしまうのかってしまうのかってしまうのか、、、、どどどどんんんんなななな消費消費消費消費者者者者もももも一一一一番番番番最最最最初初初初にににに感感感感じじじじられるられるられるられる。。。。リサイクルもリサイクルもリサイクルもリサイクルも非常非常非常非常にににに重要重要重要重要であるがであるがであるがであるが、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル活動活動活動活動のもうのもうのもうのもう１１１１つつつつのののの大大大大きなきなきなきな部部部部分分分分はははは、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ででででママママインインインインドドドドセッテセッテセッテセッティィィィングングングングであるであるであるである。。。。消費消費消費消費者者者者、、、、特特特特にににに学学学学校校校校給給給給食食食食等等等等でででで次次次次世世世世代代代代のののの環境環境環境環境をををを担担担担うううう児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒がががが具具具具体的体的体的体的にににに教育教育教育教育活動活動活動活動をををを通通通通してしてしてして環境環境環境環境をををを実実実実感感感感するするするする部部部部分分分分もかなもかなもかなもかなりりりり大大大大きいきいきいきい部部部部分分分分があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。そそそそれもかなりれもかなりれもかなりれもかなり重要重要重要重要なななな部部部部分分分分であるしであるしであるしであるし、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな観点観点観点観点からからからから理理理理解解解解されなくてはいけないされなくてはいけないされなくてはいけないされなくてはいけない。。。。        ＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡにににに関関関関してはいしてはいしてはいしてはいろろろろいいいいろろろろなななな議議議議論論論論があるがあるがあるがある。。。。例例例例えばえばえばえば素材素材素材素材のののの違違違違うものをうものをうものをうものを比比比比較較較較することがすることがすることがすることが正正正正ししししいのかどうかといういのかどうかといういのかどうかといういのかどうかという議議議議論論論論もあるもあるもあるもある。。。。ＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡのののの結果結果結果結果だだだだけをもってけをもってけをもってけをもって、、、、どちらがどちらがどちらがどちらが環境環境環境環境にににに優優優優しいかとしいかとしいかとしいかといういういういう議議議議論論論論をしてしまうとをしてしまうとをしてしまうとをしてしまうと、、、、ＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡのののの専専専専門門門門家家家家のののの方方方方はよくはよくはよくはよく愚痴愚痴愚痴愚痴をををを言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、日日日日本本本本のののの場場場場合合合合ははははどっちがどっちがどっちがどっちが優優優優しいかしいかしいかしいか、、、、ママママルかルかルかルかバツバツバツバツかというかというかというかという話話話話をいをいをいをいつつつつもしてしまうもしてしまうもしてしまうもしてしまう。。。。そそそそうではなくうではなくうではなくうではなく、、、、ＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡはははは環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの観点観点観点観点からからからから取取取取りりりり上上上上げたげたげたげた場場場場合合合合、、、、どどどどんんんんなななな物物物物差差差差しをしをしをしを使使使使ってはかったかをきちってはかったかをきちってはかったかをきちってはかったかをきちんんんんとととと理理理理解解解解ししししなななないといといといと非常非常非常非常にににに一一一一方方方方的的的的なななな解解解解釈釈釈釈になってしまうおになってしまうおになってしまうおになってしまうおそそそそれがあるとれがあるとれがあるとれがあると思思思思うううう。。。。そそそそれにれにれにれに加加加加ええええ、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷以以以以外外外外のののの部部部部分分分分でででで、、、、リサイクルしたものがリサイクルしたものがリサイクルしたものがリサイクルしたものが実際実際実際実際ににににママママーーーーケケケケットプライスよりもットプライスよりもットプライスよりもットプライスよりも競争競争競争競争的的的的でなけれでなけれでなけれでなければばばば最最最最終終終終的的的的にににに成立成立成立成立しないのでしないのでしないのでしないので、、、、そそそそのののの部部部部分分分分をどのようにをどのようにをどのようにをどのように考考考考ええええるかるかるかるか。。。。そそそそのののの辺辺辺辺のののの部部部部分分分分をををを含含含含めてめてめてめて考考考考ええええないないないないといけないといけないといけないといけない。。。。例例例例えばえばえばえばＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡをブラックをブラックをブラックをブラックボボボボックスとックスとックスとックスと考考考考ええええてててて、、、、ＡＡＡＡととととＢＢＢＢととととＣＣＣＣのののの製品製品製品製品のどれがいいのどれがいいのどれがいいのどれがいいかかかか、、、、ココココンンンンピピピピュュュューターのーターのーターのーターのソソソソフトフトフトフトウウウウエアのようにエアのようにエアのようにエアのようにぽぽぽぽここここんんんんとととと入入入入れるとれるとれるとれると、、、、ＡＡＡＡのののの方方方方がががが優優優優しいとしいとしいとしいと出出出出てくてくてくてくるとるとるとると考考考考ええええるのはるのはるのはるのは間間間間違違違違いいいいだだだだとととと私私私私はははは考考考考ええええているているているている。。。。        坂坂坂坂本本本本    
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    国国国国のののの行行行行政政政政のののの立立立立場場場場でででで松松松松崎崎崎崎ささささんんんん、、、、今今今今のののの問問問問題題題題はははは非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな問問問問題題題題であるがであるがであるがであるが、、、、ごごごご意見意見意見意見をををを承承承承りたいりたいりたいりたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。        松松松松崎崎崎崎課課課課長補佐長補佐長補佐長補佐（（（（九州経済産業九州経済産業九州経済産業九州経済産業局局局局環境対策課環境対策課環境対策課環境対策課））））            私私私私はははは経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のののの九州地域九州地域九州地域九州地域におけるにおけるにおけるにおける行行行行政政政政活動活動活動活動をををを担担担担っているっているっているっている。。。。九州地域九州地域九州地域九州地域ではではではでは、、、、九州地域環九州地域環九州地域環九州地域環境境境境・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル産業産業産業産業交交交交流流流流プラプラプラプラザザザザ、、、、所所所所謂謂謂謂ＫＫＫＫ－ＲＩＰ－ＲＩＰ－ＲＩＰ－ＲＩＰをををを通通通通してしてしてして、、、、環境環境環境環境・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル産業産業産業産業のののの振興振興振興振興をををを推進推進推進推進しているとこしているとこしているとこしているところろろろ。。。。実際実際実際実際にリサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクル製品製品製品製品がががが市市市市場場場場にににに乗乗乗乗らないのはらないのはらないのはらないのは、、、、もちもちもちもちろんコろんコろんコろんコストのストのストのストの議議議議論論論論もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、評価評価評価評価のののの議議議議論論論論があるがあるがあるがある。。。。グリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入制制制制度度度度はははは、、、、各自治体各自治体各自治体各自治体はなるべくであるがはなるべくであるがはなるべくであるがはなるべくであるが、、、、国等国等国等国等のののの機機機機関関関関におけるリサイクルにおけるリサイクルにおけるリサイクルにおけるリサイクル製品製品製品製品のののの購購購購入入入入をををを促促促促すものであるがすものであるがすものであるがすものであるが、、、、そそそそのののの各各各各製品製品製品製品のののの認認認認定定定定、、、、認容認容認容認容等等等等によるによるによるによる、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの評価評価評価評価のののの議議議議論論論論はなかはなかはなかはなかなかなかなかなか出出出出てこないてこないてこないてこない。。。。国国国国土土土土交通省交通省交通省交通省、、、、農林農林農林農林水水水水産産産産省省省省、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれがれがれがれが購購購購入入入入するリサイクルするリサイクルするリサイクルするリサイクル商商商商品品品品のののの基基基基準準準準があるがあるがあるがある。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、自治体自治体自治体自治体のののの中中中中にもにもにもにも公公公公共事共事共事共事業業業業をををを行行行行うううう際際際際ににににそそそそれれれれぞぞぞぞれのリサイクルれのリサイクルれのリサイクルれのリサイクル製品製品製品製品にににに対対対対してのしてのしてのしての認容認容認容認容、、、、認認認認定基定基定基定基準準準準があるがあるがあるがある。。。。これまでこれまでこれまでこれまで経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省はははは技術開発技術開発技術開発技術開発のののの方方方方にににに力力力力をををを入入入入れれれれ、、、、大学大学大学大学のののの先先先先生生生生やややや企業企業企業企業のののの技術開発技術開発技術開発技術開発にににに支援支援支援支援してきたがしてきたがしてきたがしてきたが、、、、最最最最近近近近ははははそそそそれれれれだだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、販販販販路路路路開開開開拓拓拓拓支援支援支援支援もももも手手手手がけておりがけておりがけておりがけており、、、、私私私私はリサイクルはリサイクルはリサイクルはリサイクル産業産業産業産業のののの事事事事業業業業者者者者のののの方方方方々々々々とおとおとおとお話話話話をするときにをするときにをするときにをするときに、、、、事事事事業化業化業化業化がもっとうまくいくようにがもっとうまくいくようにがもっとうまくいくようにがもっとうまくいくようにママママーーーーケケケケテテテティィィィングのングのングのングの話話話話までまでまでまで突突突突っっっっ込込込込んんんんでででで話話話話ししししているているているている。。。。        例例例例えばえばえばえば国国国国土土土土交通省交通省交通省交通省でででで建建建建設設設設リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ができたがができたがができたがができたが、、、、実際実際実際実際にににに建建建建設設設設汚汚汚汚泥泥泥泥がなかなかうまくいがなかなかうまくいがなかなかうまくいがなかなかうまくいかないかないかないかない。。。。汚汚汚汚泥泥泥泥がリサイクルされがリサイクルされがリサイクルされがリサイクルされ、、、、セセセセメメメメントントントントやややや路路路路盤材盤材盤材盤材等等等等いいいいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろにににに使使使使われていくリわれていくリわれていくリわれていくリサイクルサイクルサイクルサイクル製品製品製品製品がががが出出出出てきたがてきたがてきたがてきたが、、、、国国国国土土土土交通省交通省交通省交通省のののの基基基基準準準準はあってもはあってもはあってもはあっても、、、、実際実際実際実際にににに、、、、地地地地方方方方のののの自治体自治体自治体自治体のののの公公公公共共共共工工工工事事事事でででで購購購購入入入入するするするする際際際際のののの認認認認証証証証とかとかとかとか認容認容認容認容等等等等のののの評価評価評価評価がうまくすりがうまくすりがうまくすりがうまくすり合合合合わされていないとこわされていないとこわされていないとこわされていないところろろろがあるがあるがあるがあるのでないかのでないかのでないかのでないか。。。。ココココストのストのストのストの議議議議論論論論もももも同同同同様様様様であるであるであるである。。。。そそそそこがこがこがこが非常非常非常非常にににに悩悩悩悩ましくましくましくましく、、、、垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長のののの非常非常非常非常におにおにおにお悩悩悩悩みのみのみのみの点点点点はははは私私私私自自自自身身身身もももも悩悩悩悩んんんんでいるとこでいるとこでいるとこでいるところろろろであるであるであるである。。。。各各各各事事事事業業業業者者者者がどこでがどこでがどこでがどこで評価評価評価評価をしてもらいをしてもらいをしてもらいをしてもらい、、、、自治体自治体自治体自治体でどういうでどういうでどういうでどういう認容認容認容認容等等等等のののの評価評価評価評価があってがあってがあってがあって使使使使ってくれるのかってくれるのかってくれるのかってくれるのか、、、、これからこれからこれからこれから私私私私どももどももどももどもも自治体自治体自治体自治体のののの方方方方々々々々とととと議議議議論論論論のののの場場場場をををを持持持持ちちちちたいとたいとたいとたいと思思思思っているっているっているっている。。。。今日今日今日今日はははは九州九州九州九州のののの各県各県各県各県のののの方方方方がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃらないのがらないのがらないのがらないのが残残残残念念念念であであであであるがるがるがるが、、、、私私私私どものどものどものどもの環境環境環境環境・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル産業産業産業産業振興振興振興振興のののの窓窓窓窓口口口口でありでありでありでありカウカウカウカウンターパートにはンターパートにはンターパートにはンターパートには、、、、各県各県各県各県のののの環環環環境境境境部部部部署署署署のののの方方方方々々々々がおられるがおられるがおられるがおられる。。。。実際実際実際実際、、、、各県各県各県各県ではではではでは、、、、土土土土木部木部木部木部、、、、水水水水道部道部道部道部等等等等いいいいろろろろいいいいろろろろなななな部部部部署署署署においてリにおいてリにおいてリにおいてリサイクルサイクルサイクルサイクル商商商商品品品品がががが購購購購入入入入されておりされておりされておりされており、、、、各県各県各県各県のののの中中中中でもグリーンでもグリーンでもグリーンでもグリーン購購購購入入入入にににに向向向向けたけたけたけた県自体県自体県自体県自体のののの横横横横断断断断的的的的なななな議議議議論論論論がががが十十十十分分分分にできていないにできていないにできていないにできていない部部部部分分分分もあるもあるもあるもある。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの認容認容認容認容、、、、認認認認証証証証等等等等のののの評価評価評価評価のののの議議議議論論論論のののの中中中中でででで、、、、リサイリサイリサイリサイクルはクルはクルはクルは地域地域地域地域のののの重要重要重要重要なななな課題課題課題課題であるということをであるということをであるということをであるということを前前前前提提提提としたとしたとしたとした部部部部分分分分がががが非常非常非常非常にににに大大大大きいのできいのできいのできいので、、、、なるべなるべなるべなるべくくくく自治体自治体自治体自治体のののの方方方方々々々々のののの中中中中ででででそそそそういったういったういったういった議議議議論論論論がうまくがうまくがうまくがうまく進進進進むようなむようなむようなむような場場場場ををををつつつつくりくりくりくり、、、、グリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入がもがもがもがもっとっとっとっと進進進進むようにしたいとむようにしたいとむようにしたいとむようにしたいと思思思思っているっているっているっている。。。。        坂坂坂坂本本本本        ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。そそそそうしたものをうしたものをうしたものをうしたものを使使使使うかうかうかうか使使使使わないかはわないかはわないかはわないかは、、、、行行行行政政政政体体体体とととと同同同同時時時時にににに、、、、一一一一般般般般市民市民市民市民もももも非常非常非常非常にににに関係関係関係関係をををを持持持持ってくるってくるってくるってくる。。。。今日今日今日今日、、、、徳島徳島徳島徳島からからからからごごごご出出出出席席席席いたいたいたいただだだだいているいているいているいている消費消費消費消費者者者者団体連合会団体連合会団体連合会団体連合会のののの北北北北原原原原ささささんんんん、、、、ごごごご意見意見意見意見をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        北北北北原原原原事務局長事務局長事務局長事務局長（（（（徳島徳島徳島徳島・・・・消費消費消費消費者者者者団体連合会団体連合会団体連合会団体連合会））））        もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、あるあるあるある程程程程度度度度消費消費消費消費者者者者としてもとしてもとしてもとしても環境環境環境環境をををを考考考考ええええたたたた上上上上でででで、、、、農農農農業業業業にににに関関関関することもすることもすることもすることもそそそそうであっうであっうであっうであったがたがたがたが、、、、環境環境環境環境にににに負荷負荷負荷負荷をををを与与与与ええええているものをよくするためにているものをよくするためにているものをよくするためにているものをよくするために値値値値段段段段がががが高高高高いものはいものはいものはいものは、、、、当当当当然然然然今今今今までのまでのまでのまでの消消消消費費費費者者者者のようにのようにのようにのように安安安安いものをいものをいものをいものを選選選選ぶぶぶぶのでのでのでのではなくはなくはなくはなく、、、、プラスアルフプラスアルフプラスアルフプラスアルファァァァでででで環境環境環境環境にににに負荷負荷負荷負荷をををを与与与与ええええないようなないようなないようなないような努努努努力力力力をしていることにをしていることにをしていることにをしていることに関関関関してはしてはしてはしては、、、、そそそそのののの正統正統正統正統なななな代代代代価価価価をををを払払払払わなけれわなけれわなけれわなければばばばいけないことはいけないことはいけないことはいけないことは消費消費消費消費者者者者自自自自身身身身もももも考考考考ええええているているているている。。。。エエエエココココ商商商商品品品品としてはとしてはとしてはとしては、、、、例例例例えばえばえばえばトイトイトイトイレレレレットットットットペペペペーパーーパーーパーーパー１１１１つつつつにしてもにしてもにしてもにしても、、、、再生再生再生再生紙紙紙紙ででででできたトイできたトイできたトイできたトイレレレレットットットットペペペペーパーはーパーはーパーはーパーは色色色色がががが悪悪悪悪いいいい等等等等いいいいろろろろいいいいろろろろなことがありなことがありなことがありなことがあり、、、、避避避避けられていたがけられていたがけられていたがけられていたが、、、、最最最最近近近近
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はははは環境環境環境環境にににに優優優優しいものしいものしいものしいものだだだだとととと、、、、もったいないもったいないもったいないもったいない総研総研総研総研のようなのようなのようなのようなごごごご努努努努力力力力がががが市民市民市民市民のののの間間間間にににに浸浸浸浸透透透透してきていしてきていしてきていしてきているるるる。。。。私私私私たちたちたちたち消費消費消費消費者者者者自自自自身身身身もきちっとしたもきちっとしたもきちっとしたもきちっとした代代代代価価価価としてとしてとしてとして支支支支払払払払いいいい、、、、購購購購入入入入するするするする姿勢姿勢姿勢姿勢はできておるはできておるはできておるはできておるつつつつももももりですりですりですりです。。。。        坂坂坂坂本本本本        もったいなもったいなもったいなもったいな総研総研総研総研のののの野野野野田田田田ささささんんんん、、、、同同同同じじじじようなおようなおようなおようなお立立立立場場場場かとかとかとかと思思思思うがうがうがうが、、、、ごごごご意見意見意見意見ははははござござござございますかいますかいますかいますか。。。。        野野野野田田田田総合総合総合総合プロデプロデプロデプロデュュュューサーーサーーサーーサー        まずまずまずまず、、、、私私私私どもでもどもでもどもでもどもでも、、、、おととしおととしおととしおととしぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまで２２２２年年年年間間間間ちちちちょょょょっとっとっとっとＪＪＪＪＣＣＣＣのののの研究会研究会研究会研究会でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな方方方方たたたたちとちとちとちと一一一一緒緒緒緒にににに研究研究研究研究するするするする中中中中ででででＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡはははは非常非常非常非常にににに問問問問題題題題になったになったになったになった。。。。要要要要はははは何何何何がががが本本本本当当当当にいいのかにいいのかにいいのかにいいのか、、、、選選選選択択択択肢肢肢肢がががが示示示示されていないということでされていないということでされていないということでされていないということで何何何何度度度度もももも議議議議論論論論があったががあったががあったががあったが、、、、結局結局結局結局、、、、私私私私どももったいないどももったいないどももったいないどももったいない総研総研総研総研のののの立立立立場場場場としてはとしてはとしてはとしては、、、、もうもうもうもうややややめようよめようよめようよめようよ。。。。ＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡをををを求求求求めていないわけではないがめていないわけではないがめていないわけではないがめていないわけではないが、、、、いいいいつつつつもももも机机机机上上上上のののの議議議議論論論論ばばばばかりしていてかりしていてかりしていてかりしていてdodododoをしないをしないをしないをしない。。。。そそそそうではなくてうではなくてうではなくてうではなくて、、、、今今今今、、、、我我我我々々々々がががが感感感感覚覚覚覚でもいいからいいとでもいいからいいとでもいいからいいとでもいいからいいと思思思思っっっったものはたものはたものはたものはやろやろやろやろうよといううよといううよといううよという姿勢姿勢姿勢姿勢をををを貫貫貫貫こうとしたのがこうとしたのがこうとしたのがこうとしたのが去去去去年年年年からであるからであるからであるからである。。。。        単純単純単純単純にににに言言言言うとうとうとうと、、、、ええええこっパーをこっパーをこっパーをこっパーをややややるとるとるとると発表発表発表発表したのはしたのはしたのはしたのは一一一一昨昨昨昨年年年年のののの10101010月月月月であるがであるがであるがであるが、、、、市民市民市民市民のののの一一一一部部部部かかかからららら反反反反発発発発がががが来来来来たたたた。。。。牛乳牛乳牛乳牛乳パックはすパックはすパックはすパックはすごごごごくくくく素材素材素材素材がいいからがいいからがいいからがいいから、、、、そそそそれをトイれをトイれをトイれをトイレレレレットットットットペペペペーパーでーパーでーパーでーパーで使使使使いいいい捨捨捨捨てするものではないというてするものではないというてするものではないというてするものではないという反反反反発発発発、、、、もうもうもうもう１１１１つつつつはははは、、、、そそそそういうリサイクルではなくういうリサイクルではなくういうリサイクルではなくういうリサイクルではなく、、、、牛乳牛乳牛乳牛乳ビビビビンンンン、、、、リターナブルリターナブルリターナブルリターナブル瓶瓶瓶瓶ででででややややるべきるべきるべきるべきだだだだというというというという意見意見意見意見があったがあったがあったがあった。。。。おおおお説説説説ごごごごもっともなのでもっともなのでもっともなのでもっともなので、、、、私私私私どもがいどもがいどもがいどもがいろろろろんんんんなななな方方方方にすにすにすにすぐぐぐぐ言言言言うのはうのはうのはうのは、、、、もったいないもったいないもったいないもったいない総研総研総研総研でもでもでもでもそそそそういうういうういうういう点点点点はははは課題課題課題課題があるからがあるからがあるからがあるから、、、、ぜぜぜぜひひひひプロセプロセプロセプロセスをスをスをスを一一一一緒緒緒緒にににに共共共共有有有有してしてしてして応応応応援援援援しますからしますからしますからしますから、、、、そそそそのかわりあなたがのかわりあなたがのかわりあなたがのかわりあなたがややややってくってくってくってくだだだださいさいさいさい。。。。人人人人ががががややややるのでるのでるのでるのではなくはなくはなくはなく、、、、評評評評論論論論家家家家でででではなくてはなくてはなくてはなくて、、、、あなたあなたあなたあなた自自自自身身身身がががが牛乳瓶牛乳瓶牛乳瓶牛乳瓶のリターナブルのリターナブルのリターナブルのリターナブル瓶瓶瓶瓶運運運運動動動動をををを立立立立ちちちち上上上上げるのなげるのなげるのなげるのならららら、、、、我我我我々々々々はははは応応応応援援援援してみしてみしてみしてみんんんんなにもどなにもどなにもどなにもどんんんんどどどどんつんつんつんつないでいきますとないでいきますとないでいきますとないでいきますと言言言言うとうとうとうと、、、、ヘヘヘヘェーェーェーェー、、、、私私私私がとがとがとがと言言言言うううう方方方方がががが百百百百人人人人がががが百百百百人人人人であるであるであるである。。。。百百百百人人人人がががが百百百百人人人人というのはというのはというのはというのは語語語語弊弊弊弊があるががあるががあるががあるが、、、、そそそそのののの中中中中でででで何何何何人人人人かはよしきたかはよしきたかはよしきたかはよしきたとなるとなるとなるとなる。。。。そそそそのののの方方方方とこのとこのとこのとこの指指指指とまりとまりとまりとまり式式式式でででで我我我我々々々々ははははやろやろやろやろうううう。。。。        東京東京東京東京大学大学大学大学安井安井安井安井先先先先生生生生等等等等のののの話話話話ででででビビビビールールールール瓶瓶瓶瓶のリのリのリのリユユユユースがースがースがースが20202020回回回回になるとになるとになるとになると一一一一番番番番いいといいといいといいと勉勉勉勉強強強強したしたしたした。。。。市市市市民民民民系系系系からからからから言言言言うとうとうとうと、、、、テトラパックのテトラパックのテトラパックのテトラパックの中中中中でちでちでちでちょょょょっとっとっとっと異論異論異論異論があるのはがあるのはがあるのはがあるのは、、、、ブラックブラックブラックブラックボボボボックスかなとックスかなとックスかなとックスかなというこというこというこということ自自自自身身身身がががが問問問問題題題題であるであるであるである。。。。もっとわかりもっとわかりもっとわかりもっとわかりややややすいすいすいすい製品製品製品製品、、、、もちもちもちもちろんろんろんろん企業企業企業企業秘秘秘秘密密密密、、、、特特特特許許許許のののの問問問問題題題題ははははあるかとあるかとあるかとあるかと思思思思うがうがうがうが、、、、環境環境環境環境ということはということはということはということは今後今後今後今後もももも絶絶絶絶対対対対逃逃逃逃げられないげられないげられないげられない。。。。環境環境環境環境ということではブラッということではブラッということではブラッということではブラッククククボボボボックスックスックスックス化化化化しないでしないでしないでしないで、、、、わかりわかりわかりわかりややややすくしなけれすくしなけれすくしなけれすくしなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。例例例例えばえばえばえば農農農農薬薬薬薬のののの問問問問題題題題でもでもでもでも、、、、環境環境環境環境やややや食食食食べべべべ物物物物にににに優優優優しいといってもしいといってもしいといってもしいといっても、、、、北北北北海道海道海道海道のののの栽培栽培栽培栽培ででででややややっているっているっているっている農農農農薬薬薬薬がががが半半半半分分分分とととと鹿鹿鹿鹿児児児児島島島島のののの栽培栽培栽培栽培でででで農農農農薬薬薬薬がががが半半半半分分分分はははは北北北北海道海道海道海道のののの方方方方がずっとがずっとがずっとがずっと少少少少ないないないない。。。。だだだだからからからから、、、、既存既存既存既存のものののものののものののものの半半半半分分分分というのはというのはというのはというのは何何何何のののの意意意意味味味味ももももないないないない。。。。実際実際実際実際にどういうにどういうにどういうにどういう農農農農薬薬薬薬をどれをどれをどれをどれぐぐぐぐらいらいらいらい使使使使っているのかっているのかっているのかっているのか、、、、東京東京東京東京ののののママママザザザザーズはーズはーズはーズは大大大大きくきくきくきく情情情情報報報報をををを公公公公開開開開しししし、、、、そそそそれによりれによりれによりれにより消費消費消費消費者者者者がががが選選選選択択択択しているしているしているしている。。。。すべてすべてすべてすべて公公公公開開開開できなくてもできなくてもできなくてもできなくても、、、、メメメメッセージをッセージをッセージをッセージを出出出出ししししていくことはていくことはていくことはていくことは大大大大変重要変重要変重要変重要だだだだとととと思思思思うううう。。。。        坂坂坂坂本本本本        このこのこのこの問問問問題題題題はははは非常非常非常非常にににに大大大大事事事事であるがであるがであるがであるが、、、、他他他他のののの問問問問題題題題にもにもにもにも少少少少しししし触触触触れさせていたれさせていたれさせていたれさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。実実実実はははは私私私私がががが申申申申しししし上上上上げたげたげたげた中中中中でもでもでもでも、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは皆皆皆皆ささささんんんんからのおからのおからのおからのお話話話話のののの中中中中にもライフスタイルのにもライフスタイルのにもライフスタイルのにもライフスタイルの変変変変革革革革というのがというのがというのがというのがあったあったあったあった。。。。事事事事業業業業としてとしてとしてとして循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを行行行行っていくっていくっていくっていく場場場場合合合合、、、、原原原原料料料料をどうをどうをどうをどう集集集集めていくかはめていくかはめていくかはめていくかは非常非常非常非常にににに問問問問題題題題であるであるであるである。。。。名古名古名古名古屋屋屋屋市市市市はははは藤藤藤藤前前前前干干干干潟潟潟潟のののの問問問問題題題題でででで廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが20202020％％％％以以以以上減上減上減上減ったったったったそそそそうであるうであるうであるうである。。。。そそそそうしたうしたうしたうした動動動動ききききがががが例例例例えばえばえばえば具具具具体的体的体的体的にににに北九州市北九州市北九州市北九州市でどのようなでどのようなでどのようなでどのような影響影響影響影響をもたらしていくのであをもたらしていくのであをもたらしていくのであをもたらしていくのであろろろろうかうかうかうか。。。。もっともっともっともっと本本本本質質質質であるであるであるである我我我我々々々々のライフスタイルをのライフスタイルをのライフスタイルをのライフスタイルを変変変変革革革革していくことしていくことしていくことしていくこと、、、、あるいはもったいないあるいはもったいないあるいはもったいないあるいはもったいない型型型型のののの生生生生活活活活をしてをしてをしてをしていくことといくことといくことといくことと矛盾矛盾矛盾矛盾しないしないしないしないだろだろだろだろうかうかうかうか。。。。このこのこのこの辺辺辺辺はははは他他他他のののの事事事事業体業体業体業体、、、、自治体自治体自治体自治体ともともともとも非常非常非常非常にににに密接密接密接密接にににに関係関係関係関係するするするするがががが、、、、そそそそのののの辺辺辺辺、、、、まずまずまずまず垣迫垣迫垣迫垣迫ささささんんんんからからからからごごごご意見意見意見意見をををを承承承承りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    
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    垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長        野野野野田田田田ささささんんんんがががが言言言言われたことはわれたことはわれたことはわれたことは実実実実はははは私私私私もももも感感感感じじじじていることがあるていることがあるていることがあるていることがある。。。。エエエエココココタタタタウウウウンをンをンをンを見見見見にににに来来来来ないでないでないでないで批批批批判判判判的的的的なななな論文論文論文論文をををを書書書書いているいているいているいている先先先先生生生生をををを何何何何人人人人もももも知知知知っているっているっているっている。。。。見見見見にににに来来来来たたたた人人人人はははは評価評価評価評価もするしもするしもするしもするし、、、、批批批批判判判判ををををするのはするのはするのはするのは当当当当然然然然であるであるであるである。。。。最最最最初初初初のののの質質質質問問問問もももも基基基基準準準準がないのではないかとがないのではないかとがないのではないかとがないのではないかと攻攻攻攻めているのではなくてめているのではなくてめているのではなくてめているのではなくて、、、、難難難難しいのしいのしいのしいのだだだだからからからからややややってみなけれってみなけれってみなけれってみなければばばばしようがないというのがしようがないというのがしようがないというのがしようがないというのが我我我我々々々々のののの本意本意本意本意であるであるであるである。。。。１１１１個個個個１１１１個個個個詰詰詰詰めていってできてくれめていってできてくれめていってできてくれめていってできてくればばばばもちもちもちもちろんろんろんろんいいがいいがいいがいいが、、、、ややややってみないとしようがなってみないとしようがなってみないとしようがなってみないとしようがないいいい。。。。ややややっていくうちっていくうちっていくうちっていくうちにににに本本本本当当当当にににに環境環境環境環境にににに悪悪悪悪いものならいものならいものならいものなら多分話題多分話題多分話題多分話題になりになりになりになり、、、、たたかれてたたかれてたたかれてたたかれてややややめようというものがめようというものがめようというものがめようというものが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。ややややってみることがってみることがってみることがってみることが大大大大事事事事だだだだとととと思思思思うううう。。。。        私私私私どもどもどもども行行行行政政政政としてはとしてはとしてはとしては、、、、確確確確かにかにかにかに産業産業産業産業からアプローからアプローからアプローからアプローチチチチしているしているしているしている。。。。家家家家電電電電等等等等はははは環境環境環境環境保保保保全全全全のののの面面面面ではではではでは貢献貢献貢献貢献したとしたとしたとしたと思思思思うしうしうしうし、、、、そそそそれなりのれなりのれなりのれなりの雇雇雇雇用用用用をををを生生生生んんんんでいくでいくでいくでいく意意意意味味味味でのでのでのでの自自自自己己己己評価評価評価評価はしているはしているはしているはしている。。。。かといっかといっかといっかといってててて、、、、そそそそれでライフスタイルれでライフスタイルれでライフスタイルれでライフスタイル全全全全体体体体がががが変変変変わるかというとわるかというとわるかというとわるかというと、、、、全部変全部変全部変全部変わるとはとてもわるとはとてもわるとはとてもわるとはとても思思思思ええええないないないない。。。。市市市市民活動民活動民活動民活動、ＮＧＯ、Ｎ、ＮＧＯ、Ｎ、ＮＧＯ、Ｎ、ＮＧＯ、ＮＰＰＰＰＯＯＯＯとしてのとしてのとしてのとしての活動活動活動活動のののの今日今日今日今日のもったいないのもったいないのもったいないのもったいない総研総研総研総研みたいなみたいなみたいなみたいな活動活動活動活動がががが両両両両輪輪輪輪であであであであれれれればばばば、、、、そそそそこでこでこでこで初初初初めてめてめてめて変変変変わっていくのではないかわっていくのではないかわっていくのではないかわっていくのではないか。。。。行行行行政政政政はははは何何何何もせずにもせずにもせずにもせずに市民市民市民市民のののの皆皆皆皆様様様様ととととややややるとるとるとると、、、、ブブブブドウドウドウドウのののの房房房房はできてくるがはできてくるがはできてくるがはできてくるが、、、、幹幹幹幹にににに行行行行くまでかなりくまでかなりくまでかなりくまでかなり時時時時間間間間がかかるがかかるがかかるがかかるだろだろだろだろうううう。。。。そそそそういうういうういうういう意意意意味味味味でででで、、、、つつつつくるのはあるくるのはあるくるのはあるくるのはある程程程程度行度行度行度行政政政政のののの仕仕仕仕事事事事ではないかではないかではないかではないか。。。。両両両両方方方方のののの役役役役割割割割ががががややややってみてということでってみてということでってみてということでってみてということで変変変変わっわっわっわっていくのではないかというていくのではないかというていくのではないかというていくのではないかという実実実実感感感感をををを持持持持っているっているっているっている。。。。        坂坂坂坂本本本本        愛知愛知愛知愛知県県県県はははは名古名古名古名古屋屋屋屋市市市市のののの事例事例事例事例をどのようにをどのようにをどのようにをどのように評価評価評価評価されるかされるかされるかされるか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは愛知愛知愛知愛知県県県県のののの方向方向方向方向づけをづけをづけをづけを伺伺伺伺いいいいたいたいたいたい。。。。        伊藤伊藤伊藤伊藤主主主主幹幹幹幹        名古名古名古名古屋屋屋屋市市市市のののの場場場場合合合合、、、、100100100100万万万万都都都都市市市市ということでということでということでということで産業産業産業産業もももも盛盛盛盛んんんんであるであるであるである。。。。名古名古名古名古屋屋屋屋市市市市のののの例例例例はははは一一一一般廃棄般廃棄般廃棄般廃棄物物物物のののの処理場処理場処理場処理場をををを藤藤藤藤前前前前干干干干潟潟潟潟ににににつつつつくりたいというくりたいというくりたいというくりたいという計画計画計画計画でありでありでありであり、、、、野野野野鳥鳥鳥鳥のののの楽楽楽楽園園園園ということでということでということでということで、、、、干干干干潟潟潟潟をををを埋埋埋埋めめめめ立立立立てることにてることにてることにてることに反反反反対対対対というというというという大大大大きなきなきなきな自自自自然保護然保護然保護然保護のののの方方方方からのからのからのからの意見意見意見意見があってがあってがあってがあって名古名古名古名古屋屋屋屋市市市市ももももそそそそれをれをれをれを中中中中止止止止するするするする。。。。しかししかししかししかし、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場がないのでがないのでがないのでがないので、、、、どうどうどうどう対対対対応応応応したらいいかしたらいいかしたらいいかしたらいいか非常非常非常非常にににに悩悩悩悩まれたまれたまれたまれた。。。。結局結局結局結局、、、、容容容容器器器器包包包包装装装装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法がががが施行施行施行施行されるされるされるされる時時時時期期期期とととと重重重重なりなりなりなり、、、、市民市民市民市民にににに対対対対してしてしてして分分分分別収別収別収別収集集集集をををを徹底徹底徹底徹底するするするする。。。。大大大大都都都都市市市市のののの中中中中ではではではでは容容容容器器器器包包包包装装装装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法のののの細細細細分化分化分化分化、、、、分分分分別収別収別収別収集集集集をををを一一一一番番番番細細細細かくかくかくかくややややっているとっているとっているとっていると思思思思うううう。。。。そそそそれによりれによりれによりれにより平平平平成成成成11111111年年年年比比比比でででで約約約約２２２２割減少割減少割減少割減少したがしたがしたがしたが、、、、そそそそれでもまれでもまれでもまれでもまだだだだ廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物があるがあるがあるがある。。。。最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場はははは手手手手薄薄薄薄でででで、、、、名古名古名古名古屋屋屋屋市市市市ののののごごごごみはどこへみはどこへみはどこへみはどこへ行行行行っているかというとっているかというとっているかというとっているかというと岐阜岐阜岐阜岐阜県県県県におにおにおにお世話世話世話世話になっているになっているになっているになっている。。。。多治多治多治多治見市見市見市見市にににに大大大大きなきなきなきな処処処処分分分分場場場場がありがありがありがあり、、、、そそそそちらへちらへちらへちらへ大大大大半半半半がががが最最最最終終終終処処処処分分分分されているされているされているされている。。。。        ではではではでは、、、、愛知愛知愛知愛知県県県県はどうはどうはどうはどうだだだだというというというという質質質質問問問問もあったもあったもあったもあった。。。。愛知愛知愛知愛知県県県県としてはとしてはとしてはとしては名古名古名古名古屋屋屋屋市市市市のことをどうこうのことをどうこうのことをどうこうのことをどうこう言言言言うううう立立立立場場場場ではないがではないがではないがではないが、、、、愛知愛知愛知愛知県県県県全全全全体体体体でででで見見見見てもてもてもても産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、一一一一般廃棄物処理場般廃棄物処理場般廃棄物処理場般廃棄物処理場のののの有効年有効年有効年有効年数数数数はははは大大大大体体体体あとあとあとあと５５５５～～～～６６６６年年年年であるであるであるである。。。。愛知愛知愛知愛知県県県県としてはとしてはとしてはとしては、、、、今後今後今後今後、、、、県県県県がががが積極的積極的積極的積極的にににに参加参加参加参加してしてしてして処処処処分分分分場場場場をををを手手手手当当当当てすてすてすてするるるる方方方方法法法法をををを打打打打ちちちち出出出出しているしているしているしている。。。。場場場場所所所所、、、、時時時時間間間間はまはまはまはまだだだだ明言明言明言明言していないがしていないがしていないがしていないが、、、、このこのこのこの方方方方法法法法でいくでいくでいくでいく。。。。我我我我々々々々ととととしてはしてはしてはしては循環社会循環社会循環社会循環社会ををををつつつつくっていくことがくっていくことがくっていくことがくっていくことが目標目標目標目標ではあるがではあるがではあるがではあるが、、、、現実現実現実現実問問問問題題題題としてはとしてはとしてはとしては廃棄物処理場廃棄物処理場廃棄物処理場廃棄物処理場のののの開設開設開設開設がががが具具具具体的体的体的体的なななな日日日日程程程程としてシとしてシとしてシとしてシビビビビアなアなアなアな問問問問題題題題としてとしてとしてとして出出出出てきているてきているてきているてきている。。。。        坂坂坂坂本本本本        これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題であるがであるがであるがであるが、、、、他他他他のののの皆皆皆皆様様様様からもしからもしからもしからもしごごごご意見意見意見意見があれがあれがあれがあればばばばおおおお出出出出しいたしいたしいたしいただだだだきたきたきたきたいいいい。。。。        熊熊熊熊野社野社野社野社長長長長（（（（アミタアミタアミタアミタ））））    
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    今今今今回回回回、、、、私私私私どもとどもとどもとどもと神神神神奈奈奈奈川県川県川県川県でででで先導的先導的先導的先導的エエエエココココ産業協議会産業協議会産業協議会産業協議会ををををややややっておりっておりっておりっており、、、、そそそそののののメメメメンンンンババババーのーのーのーの一一一一員員員員ととととしてしてしてして現地現地現地現地をををを見見見見させていたさせていたさせていたさせていただだだだいたいたいたいた。。。。今今今今話話話話にににに出出出出たものはたものはたものはたものは、、、、先先先先般般般般、、、、環境環境環境環境省省省省のののの方方方方もおっしもおっしもおっしもおっしゃゃゃゃっていっていっていっていたがたがたがたが、、、、グリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入がががが国国国国でででで今今今今達達達達成率成率成率成率98989898％％％％をををを超超超超ええええているているているている。。。。恐恐恐恐らくらくらくらく北九州市北九州市北九州市北九州市もももも福福福福岡岡岡岡県県県県もももも90909090％％％％以以以以上上上上はははは超超超超ええええていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃるのではないかるのではないかるのではないかるのではないか。。。。神神神神奈奈奈奈川県川県川県川県もももも96969696％％％％をををを超超超超ええええているているているている。。。。グリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入率率率率ががががふえふえふえふえてもてもてもても、、、、世世世世のののの中中中中何何何何らららら変変変変わっていないわっていないわっていないわっていない気気気気がするがするがするがする。。。。これはこれはこれはこれは何何何何がががが問問問問題題題題なのかなのかなのかなのか、、、、議議議議論論論論になるべきになるべきになるべきになるべきではないかではないかではないかではないか。。。。私私私私自自自自身身身身はははは環境産業環境産業環境産業環境産業ををををややややってってってって25252525年年年年であるがであるがであるがであるが、、、、そそそそのののの中中中中でででで感感感感じじじじるのはるのはるのはるのは、、、、よらよらよらよらばばばば大大大大樹樹樹樹のののの陰陰陰陰とととと環境産業環境産業環境産業環境産業ををををややややるるるる方方方方やややや技術技術技術技術がががが先行先行先行先行するするするする人人人人、、、、エエエエココココロジロジロジロジカカカカルなルなルなルな商商商商品品品品をををを開発開発開発開発するするするする人人人人もいらっもいらっもいらっもいらっししししゃゃゃゃるがるがるがるが、、、、すべてすべてすべてすべて残残残残っていないっていないっていないっていない。。。。いいものをいいものをいいものをいいものをつつつつくってもくってもくってもくっても事事事事業業業業としてとしてとしてとして持続可能持続可能持続可能持続可能というのはというのはというのはというのは非非非非常常常常にににに難難難難しいのではないかしいのではないかしいのではないかしいのではないか。。。。        今問今問今問今問題題題題になっているのはになっているのはになっているのはになっているのは、、、、製造製造製造製造責責責責任任任任というよりもというよりもというよりもというよりも販売責販売責販売責販売責任任任任のののの顧客顧客顧客顧客志志志志向向向向のののの物物物物づくりがづくりがづくりがづくりが足足足足ららららないのではないかないのではないかないのではないかないのではないか。。。。そそそそこでこでこでこで、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市ではではではでは、、、、顧客顧客顧客顧客志志志志向向向向のののの社会的社会的社会的社会的システムでこれからどういシステムでこれからどういシステムでこれからどういシステムでこれからどういうものをうものをうものをうものを提提提提案案案案していったらいいとおしていったらいいとおしていったらいいとおしていったらいいとお考考考考ええええなのかなのかなのかなのか、、、、教教教教ええええていたていたていたていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長        質質質質問問問問のののの内容内容内容内容をををを詳詳詳詳しくしくしくしく教教教教ええええていたていたていたていただだだだきたきたきたきたいいいい。。。。        熊熊熊熊野社野社野社野社長長長長        単純単純単純単純にににに言言言言うとうとうとうと、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなエなエなエなエココココララララベベベベルをルをルをルを出出出出してもしてもしてもしても、、、、消費消費消費消費者者者者ががががそそそそれをれをれをれを理理理理解解解解してしてしてして買買買買うといううといううといううという前前前前提提提提にににに立立立立つつつつのではなくのではなくのではなくのではなく、、、、販売販売販売販売するとこするとこするとこするところろろろがががが責責責責任任任任をををを持持持持ってってってって不不不不用用用用になったものをになったものをになったものをになったものを引引引引きききき取取取取るサーるサーるサーるサービビビビスをスをスをスを展展展展開開開開しししし出出出出したらしたらしたらしたら、、、、消費消費消費消費者者者者ははははそそそそういうサーういうサーういうサーういうサービビビビスをスをスをスをつつつつけたものをけたものをけたものをけたものを選選選選べべべべばばばばいいいいいいいい。。。。そそそそうなれうなれうなれうなればばばば、、、、消費消費消費消費者者者者にとってはにとってはにとってはにとっては不不不不用用用用物物物物かもわからないがかもわからないがかもわからないがかもわからないが、、、、販売販売販売販売したものにとってはサーしたものにとってはサーしたものにとってはサーしたものにとってはサービビビビスをスをスをスを継続継続継続継続するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なものになるなものになるなものになるなものになる。。。。そそそそのののの瞬瞬瞬瞬間間間間からからからから廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物からからからから離離離離れれれれ、、、、サーサーサーサービビビビスのスのスのスの技術技術技術技術のののの進進進進歩歩歩歩とかとかとかとか商商商商品品品品のののの進進進進歩歩歩歩がががが始始始始まるとまるとまるとまると思思思思うううう。。。。今今今今、、、、環境環境環境環境管理管理管理管理をををを強化強化強化強化するするするする中中中中でででで循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ををををつつつつくくくくろろろろうというこうというこうというこうということになっているとになっているとになっているとになっている。。。。回回回回収収収収するするするする手手手手段段段段をしをしをしをしややややすくするすくするすくするすくする社会社会社会社会システムがこのシステムがこのシステムがこのシステムがこの日日日日本本本本ではではではでは欠欠欠欠けているのけているのけているのけているのではないかととっていたではないかととっていたではないかととっていたではないかととっていただだだだいていていていて結結結結構構構構であるであるであるである。。。。        垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長        グリーングリーングリーングリーン製品製品製品製品はははは、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市のののの企業企業企業企業のののの総体的総体的総体的総体的なななな調調調調査査査査をををを出出出出したことはないとしたことはないとしたことはないとしたことはないと話話話話したがしたがしたがしたが、、、、同同同同時時時時にとったアンにとったアンにとったアンにとったアンケケケケートでもートでもートでもートでも、、、、企業企業企業企業でもでもでもでも家庭家庭家庭家庭でもでもでもでも価価価価格格格格がががが１１１１割割割割高高高高いといといといと買買買買わないわないわないわない。。。。ややややはりはりはりはり価価価価格競争格競争格競争格競争力力力力がないとがないとがないとがないとだだだだめであるめであるめであるめである。。。。先先先先ほほほほどどどど坂坂坂坂本先本先本先本先生生生生がががが述述述述べたべたべたべたカカカカルンルンルンルンボボボボーのーのーのーの例例例例でででで私私私私がががが一一一一番番番番心心心心にににに残残残残っていっていっていっているのはるのはるのはるのは、、、、あれもあれもあれもあれも実実実実はははは環境環境環境環境にいいからにいいからにいいからにいいからややややっているのではなくっているのではなくっているのではなくっているのではなく、、、、もうかるからもうかるからもうかるからもうかるからややややるのるのるのるのだだだだとはっとはっとはっとはっきりしているきりしているきりしているきりしている。。。。エエエエココココ対対対対応応応応プロジェクトはたくさプロジェクトはたくさプロジェクトはたくさプロジェクトはたくさんんんんあったがあったがあったがあったが、、、、赤赤赤赤字字字字になったプロジになったプロジになったプロジになったプロジェクトはェクトはェクトはェクトはややややめたとめたとめたとめたと明明明明確確確確にににに言言言言っていたっていたっていたっていた。。。。いかにもいかにもいかにもいかにも環境環境環境環境にいいのでにいいのでにいいのでにいいのでややややっているようにっているようにっているようにっているように見見見見ええええるがるがるがるが、、、、採採採採算算算算にににに合合合合わないとわないとわないとわないとややややらないらないらないらない、、、、もうかるからもうかるからもうかるからもうかるからややややっているっているっているっている。。。。        北九州市北九州市北九州市北九州市のののの考考考考ええええはははは別別別別にないがにないがにないがにないが、、、、個個個個人人人人のののの考考考考ええええ方方方方をををを言言言言わせていたわせていたわせていたわせていただだだだけれけれけれければばばば、、、、物物物物をををを売売売売ってってってって最後最後最後最後までまでまでまで終終終終わったらわったらわったらわったら引引引引きききき取取取取るというるというるというるという話話話話はおっしはおっしはおっしはおっしゃゃゃゃるとおりるとおりるとおりるとおりだだだだとととと思思思思うううう。。。。恐恐恐恐らくリースらくリースらくリースらくリース社会社会社会社会、、、、レレレレンンンンタルタルタルタル社会社会社会社会にしていくのがにしていくのがにしていくのがにしていくのが今今今今のののの流流流流れれれれだだだだとととと思思思思うううう。。。。よくよくよくよく言言言言われるようにわれるようにわれるようにわれるように、、、、物物物物をををを売売売売るのではなくるのではなくるのではなくるのではなく、、、、機機機機能能能能、、、、サーサーサーサービビビビスをスをスをスを売売売売ってってってってメメメメンテをンテをンテをンテを請請請請けけけけ負負負負うううう。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、物物物物をををを売売売売りっりっりっりっ放放放放しでもうかるしでもうかるしでもうかるしでもうかる時代時代時代時代でででではないはないはないはない。。。。物物物物のののの使使使使用用用用量量量量をををを減減減減らすのであれらすのであれらすのであれらすのであればばばばリースリースリースリースだだだだとととと言言言言うがうがうがうが、、、、リーリーリーリーススススだだだだけけけけだだだだったらったらったらったら物物物物がががが売売売売れれれれなくてなくてなくてなくて経済経済経済経済はははは回回回回らないらないらないらないだろだろだろだろうううう。。。。メメメメンテをしンテをしンテをしンテをし続続続続けるけるけるける産業産業産業産業がががが育育育育っていかなけれっていかなけれっていかなけれっていかなければばばばいけないといけないといけないといけないと思思思思うううう。。。。住住住住宅宅宅宅でもでもでもでも何何何何とかとかとかとかホホホホームがずっとームがずっとームがずっとームがずっと面面面面倒倒倒倒をををを見見見見てくれるかというとてくれるかというとてくれるかというとてくれるかというと、、、、見見見見てくれないてくれないてくれないてくれない。。。。かぎがかぎがかぎがかぎが壊壊壊壊れたられたられたられたら、、、、かぎかぎかぎかぎ屋屋屋屋ささささんんんんをををを探探探探すすすす。。。。全部最全部最全部最全部最初初初初ににににつつつつくってくれたくってくれたくってくれたくってくれた人人人人がががが最後最後最後最後までまでまでまで面面面面倒倒倒倒をををを見見見見てくれててくれててくれててくれて、、、、おおおお金金金金をををを払払払払っていけっていけっていけっていけばばばば、、、、そそそそこでこでこでこで回回回回っていくっていくっていくっていく。。。。そそそそういうういうういうういう社会社会社会社会なのかとなのかとなのかとなのかと個個個個人的人的人的人的にはにはにはには思思思思っているっているっているっている。。。。        
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熊熊熊熊野社野社野社野社長長長長        そそそそのののの場場場場合合合合、、、、委委委委託託託託したしたしたした方方方方がががが修修修修理理理理やメやメやメやメンテナンスでンテナンスでンテナンスでンテナンスで経済合経済合経済合経済合理性理性理性理性をををを発発発発揮揮揮揮するするするする。。。。そそそそのののの瞬瞬瞬瞬間間間間にににに許許許許可可可可業業業業務務務務になるになるになるになる。。。。        垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長        そそそそれはれはれはれは民民民民民民民民でででで売売売売ったったったった側側側側とととと買買買買ったったったった側側側側、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは借借借借りたりたりたりた側側側側がががが契約契約契約契約すれすれすれすればばばば、、、、別別別別にににに行行行行政政政政はかむはかむはかむはかむ余余余余地地地地はないはないはないはない。。。。        熊熊熊熊野社野社野社野社長長長長        廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物法法法法のののの範範範範囲囲囲囲になるになるになるになる。。。。製造製造製造製造とととと販売販売販売販売とととと回回回回収収収収がががが一一一一貫貫貫貫だだだだったらいいがったらいいがったらいいがったらいいが。。。。        垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長        廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理法法法法をどうをどうをどうをどう変変変変ええええるかはまたるかはまたるかはまたるかはまた別別別別のののの話話話話になるのではないかになるのではないかになるのではないかになるのではないか。。。。現現現現状状状状のののの廃廃廃廃掃掃掃掃法法法法のののの中中中中でででで話話話話をををを考考考考ええええるのではなくてるのではなくてるのではなくてるのではなくて、、、、廃廃廃廃掃掃掃掃法法法法そそそそのものがのものがのものがのものが大大大大転換転換転換転換しようかというしようかというしようかというしようかという時代時代時代時代であるであるであるである。。。。        熊熊熊熊野社野社野社野社長長長長        そそそそういうことのストういうことのストういうことのストういうことのストレレレレスをスをスをスを産業産業産業産業育育育育成成成成のときにのときにのときにのときに感感感感じじじじられていたらられていたらられていたらられていたら、、、、構構構構造造造造改革改革改革改革特区特区特区特区等等等等でででで規規規規制制制制緩緩緩緩和和和和をををを考考考考ええええていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃっているのかなということもっているのかなということもっているのかなということもっているのかなということも含含含含めておめておめておめてお聞聞聞聞きしたきしたきしたきした。。。。        坂坂坂坂本本本本        そそそそれはれはれはれは次次次次のののの場場場場にまたにまたにまたにまた譲譲譲譲っていたっていたっていたっていただだだだいていていていて結結結結構構構構であるであるであるである。。。。        垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長        ここここんんんんなことをなことをなことをなことを言言言言ってはいけないがってはいけないがってはいけないがってはいけないが、、、、構構構構造造造造改革改革改革改革特区特区特区特区でででで環境関係環境関係環境関係環境関係のののの手続手続手続手続、、、、廃廃廃廃掃掃掃掃法法法法のののの見見見見直直直直しししし等等等等、、、、要要要要求求求求しようかとしようかとしようかとしようかと思思思思ったがったがったがったが、、、、現実現実現実現実にににに時時時時間間間間がかかるがかかるがかかるがかかるだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思ってってってってややややめためためためた。。。。        坂坂坂坂本本本本        続続続続きはきはきはきは別別別別のののの場場場場でまたおでまたおでまたおでまたお願願願願いするとしていするとしていするとしていするとして、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど予予予予定定定定したしたしたした３３３３時半時半時半時半になったになったになったになった。。。。大大大大変変変変恐恐恐恐縮縮縮縮でででですがすがすがすが、、、、あとあとあとあと10101010分分分分ないしないしないしないし15151515分分分分延延延延長長長長させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        私私私私はははは無無無無理理理理ややややりこのりこのりこのりこの会議会議会議会議をををを結結結結論論論論づけようとはづけようとはづけようとはづけようとは思思思思っていないがっていないがっていないがっていないが、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へのへのへのへの挑挑挑挑戦戦戦戦となっとなっとなっとなっているているているている。。。。昨昨昨昨日日日日、、、、今日今日今日今日とすとすとすとすばばばばらしいらしいらしいらしい事例事例事例事例をををを拝拝拝拝見見見見させていたさせていたさせていたさせていただだだだきききき、、、、かかかかつつつつパネリストのパネリストのパネリストのパネリストの皆皆皆皆ささささんんんんかかかからもらもらもらも非常非常非常非常にすにすにすにすばばばばらしいおらしいおらしいおらしいお話話話話をををを承承承承ったったったった。。。。まずまずまずまず、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市のののの垣迫垣迫垣迫垣迫ささささんんんんかかかからららら、、、、今後今後今後今後、、、、今今今今までのまでのまでのまでの成成成成果果果果をさらにをさらにをさらにをさらに発発発発展展展展させていくためにさせていくためにさせていくためにさせていくために、、、、何何何何がががが一一一一番番番番問問問問題題題題点点点点であるのかのであるのかのであるのかのであるのかのごごごご指指指指摘摘摘摘、、、、パネリストのパネリストのパネリストのパネリストの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、フロアーのフロアーのフロアーのフロアーの皆皆皆皆ささささんんんんからからからから、、、、私私私私だだだだったらこうったらこうったらこうったらこうややややっていくのっていくのっていくのっていくのだだだだということでということでということでということで個個個個人人人人のののの意見意見意見意見でででで結結結結構構構構ですからおっしですからおっしですからおっしですからおっしゃゃゃゃっていたっていたっていたっていただだだだけたらとけたらとけたらとけたらと思思思思いますいますいますいます。。。。        垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長        １１１１つつつつはさっきはさっきはさっきはさっき言言言言いいいい忘忘忘忘れたれたれたれた話話話話でででで、、、、青青青青森森森森県県県県ののののごごごご質質質質問問問問にににに答答答答ええええていなかったていなかったていなかったていなかった。。。。産産産産廃処廃処廃処廃処分分分分場場場場、、、、焼却焼却焼却焼却、、、、後後後後始始始始末末末末はははは社会社会社会社会のののの重要重要重要重要なインフラであるというなインフラであるというなインフラであるというなインフラであるという哲哲哲哲学学学学をををを行行行行政政政政がしっかりがしっかりがしっかりがしっかり持持持持つつつつことことことことだだだだとととと思思思思うううう。。。。企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致できれいなできれいなできれいなできれいな工工工工場場場場をどをどをどをどんんんんどどどどんんんん来来来来いといといといと言言言言ってってってって、、、、後後後後始始始始末末末末のののの工工工工場場場場はどこかはどこかはどこかはどこか行行行行けけけけ、、、、そそそそれはれはれはれは違違違違ううううだろだろだろだろうというのがうというのがうというのがうというのが、、、、行行行行政政政政がががが絶絶絶絶対対対対持持持持つつつつべきべきべきべき哲哲哲哲学学学学だろだろだろだろうとうとうとうと思思思思うううう。。。。そそそそれかられかられかられから事事事事業業業業ををををややややるときはるときはるときはるときは、、、、最後最後最後最後はははは人人人人だだだだとととと思思思思うううう。。。。うちのプロジェクトでもうちのプロジェクトでもうちのプロジェクトでもうちのプロジェクトでも、、、、実実実実はははは１１１１個個個個１１１１個個個個のののの工工工工場場場場にににに異常異常異常異常なななな熱熱熱熱意意意意のののの持持持持ちちちち主主主主がいるがいるがいるがいる。。。。１１１１個個個個１１１１個個個個企業企業企業企業をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげ、、、、経経経経営営営営してしてしてして我我我我々々々々といといといといつつつつもけもけもけもけんんんんかしているかしているかしているかしている。。。。そそそそういうういうういうういう人人人人ががががいていていていて多分多分多分多分事事事事業業業業がががが進進進進むのむのむのむのだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思うううう。。。。    
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    坂坂坂坂本本本本        今後今後今後今後、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市をををを発発発発展展展展させていくさせていくさせていくさせていく方向方向方向方向ににににつつつついておいておいておいてお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        垣迫垣迫垣迫垣迫室長室長室長室長        北九州市北九州市北九州市北九州市はははは産産産産廃廃廃廃税税税税、、、、環境環境環境環境未未未未来来来来税税税税をををを追追追追いいいい出出出出しししし税税税税とはとはとはとは位位位位置置置置づけていないづけていないづけていないづけていない。。。。重要重要重要重要なななな産業産業産業産業のののの最後最後最後最後をををを支支支支ええええるインフラるインフラるインフラるインフラだだだだとととと位位位位置置置置づけているづけているづけているづけている。。。。これはこれはこれはこれは北九州市北九州市北九州市北九州市ももちももちももちももちろんそろんそろんそろんそううううだだだだしししし、、、、日日日日本本本本全全全全体体体体ががががそそそそうしないとうしないとうしないとうしないとだだだだめめめめだだだだとととと思思思思っているっているっているっている。。。。静静静静脈脈脈脈系系系系はははは最後最後最後最後はインフラであるはインフラであるはインフラであるはインフラである。。。。        坂坂坂坂本本本本        ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。パネリストのパネリストのパネリストのパネリストの皆皆皆皆ささささんんんんでででで私私私私ならこうならこうならこうならこうややややっていきたいというっていきたいというっていきたいというっていきたいという抱抱抱抱負負負負ををををぜぜぜぜひひひひともおっしともおっしともおっしともおっしゃゃゃゃっていたっていたっていたっていただだだだけたらけたらけたらけたら、、、、あるいはフロアのあるいはフロアのあるいはフロアのあるいはフロアの皆皆皆皆様様様様もももも結結結結構構構構ですですですです。。。。        渡渡渡渡辺副辺副辺副辺副センターセンターセンターセンター長長長長（（（（福福福福岡岡岡岡県県県県リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル総合推進総合推進総合推進総合推進センターセンターセンターセンター））））        挑挑挑挑戦戦戦戦というというというという意意意意味味味味合合合合いではないがいではないがいではないがいではないが、、、、当当当当センターはセンターはセンターはセンターは企業企業企業企業がリサイクルがリサイクルがリサイクルがリサイクルビビビビジネスをジネスをジネスをジネスを立立立立ちちちち上上上上げるげるげるげるおおおお手手手手伝伝伝伝いをしているいをしているいをしているいをしている。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろななななビビビビジネスをジネスをジネスをジネスを考考考考ええええるるるる際際際際、、、、今今今今ネックになっていることのネックになっていることのネックになっていることのネックになっていることの１１１１つつつつはははは、、、、原原原原料料料料のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をいかにをいかにをいかにをいかに効率的効率的効率的効率的にににに集集集集めるかめるかめるかめるか、、、、そそそそのシステムができないとリサイクルはなのシステムができないとリサイクルはなのシステムができないとリサイクルはなのシステムができないとリサイクルはなかなかうまくかなかうまくかなかうまくかなかうまくいかないいかないいかないいかない。。。。そそそそのののの１１１１つつつつのののの方方方方法法法法としてとしてとしてとして、、、、建建建建設設設設リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法、、、、食食食食品品品品リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの形形形形でリサイクルをすべきものをでリサイクルをすべきものをでリサイクルをすべきものをでリサイクルをすべきものを指指指指定定定定しているがしているがしているがしているが、、、、国国国国のののの方方方方でででで法法法法律律律律上上上上のののの仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをややややっていたっていたっていたっていただだだだくくくくとととと大手大手大手大手のののの企業企業企業企業がががが入入入入ってくるってくるってくるってくる。。。。大企業大企業大企業大企業はははは法法法法律律律律のののの仕仕仕仕組組組組みができたからみができたからみができたからみができたから入入入入ってきたってきたってきたってきた。。。。物物物物をををを集集集集めるめるめるめる段階段階段階段階でのセーフテでのセーフテでのセーフテでのセーフティィィィーネットができないとーネットができないとーネットができないとーネットができないと、、、、大手大手大手大手のののの企業企業企業企業はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか入入入入ってこないってこないってこないってこない気気気気がするがするがするがする。。。。        もうもうもうもう１１１１つつつつはははは、、、、リサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルをややややっていくっていくっていくっていく場場場場合合合合、、、、廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理のののの許許許許可可可可をををを必要必要必要必要とするとするとするとする。。。。具具具具体的体的体的体的ににににはははは、、、、私私私私どもでかかわりどもでかかわりどもでかかわりどもでかかわり、、、、使使使使用済用済用済用済みのみのみのみの紙紙紙紙おむおむおむおむつつつつをリサイクルしてをリサイクルしてをリサイクルしてをリサイクルして再再再再使使使使用用用用ルートをルートをルートをルートをつつつつくくくくろろろろうとうとうとうと、、、、本年度本年度本年度本年度中中中中にはにはにはには施設施設施設施設建建建建設設設設にににに着工着工着工着工できるできるできるできるぐぐぐぐらいらいらいらいのとこのとこのとこのところろろろまでまでまでまで進進進進んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。使使使使用済用済用済用済みみみみ紙紙紙紙おむおむおむおむつつつつのののの法法法法令令令令のののの解解解解釈釈釈釈はははは産産産産廃廃廃廃なのかなのかなのかなのか一一一一廃廃廃廃なのかなのかなのかなのか。。。。一一一一廃廃廃廃ではではではでは実実実実はこのはこのはこのはこの事事事事業業業業ができないができないができないができない。。。。市町市町市町市町村村村村のののの許許許許可可可可をををを取取取取らないとらないとらないとらないと、、、、このこのこのこの事事事事業業業業はははは成立成立成立成立しないというしないというしないというしないという問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。国国国国ができるができるができるができるだだだだけリサイクルがけリサイクルがけリサイクルがけリサイクルが成成成成りりりり立立立立ちちちちややややすいようなすいようなすいようなすいような法法法法令令令令上上上上のののの手手手手当当当当てをしていたてをしていたてをしていたてをしていただだだだけれけれけれければばばば少少少少しはしはしはしは前前前前へへへへ進進進進むのではないかむのではないかむのではないかむのではないか。。。。        坂坂坂坂本本本本        ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。他他他他にににに挑挑挑挑戦戦戦戦、、、、ごごごご提提提提案案案案ということでということでということでということでごごごご意見意見意見意見をどうをどうをどうをどうぞぞぞぞ。。。。        野野野野田田田田総合総合総合総合プロデプロデプロデプロデュュュューサーーサーーサーーサー        私私私私どももどももどももどもも地地地地元元元元のののの企業企業企業企業にににに対対対対しししし、、、、まさにまさにまさにまさに異異異異業業業業種種種種交交交交流流流流としてとしてとしてとして流流流流通通通通、、、、生生生生産産産産者者者者をををを結結結結びびびびつつつつけけけけ、、、、そそそそれにれにれにれに市民市民市民市民をををを参参参参画画画画させていくということでさせていくということでさせていくということでさせていくということで一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命ややややってってってっているがいるがいるがいるが、、、、我我我我々々々々はいはいはいはいつつつつもももも事事事事業業業業者者者者のののの方方方方にににに環環環環境境境境にいいことをにいいことをにいいことをにいいことをやろやろやろやろうよといううよといううよといううよという言言言言いいいい方方方方はははは余余余余りしないりしないりしないりしない。。。。なかなかなかなかなかなかなかなか理理理理解解解解していたしていたしていたしていただだだだけないとけないとけないとけないと思思思思うがうがうがうが、、、、地域地域地域地域にとってこにとってこにとってこにとってこんんんんなにいいなにいいなにいいなにいいチチチチャンスはないャンスはないャンスはないャンスはない。。。。例例例例えばえばえばえばレレレレストランではストランではストランではストランでは、、、、全全全全国的国的国的国的ななななチチチチェェェェーンのフーンのフーンのフーンのファァァァミリーミリーミリーミリーレレレレストランのストランのストランのストランの1000100010001000億円億円億円億円企業企業企業企業とととと、、、、今今今今まではどうにかまではどうにかまではどうにかまではどうにか同同同同じじじじとことことこところろろろのおこのおこのおこのおこぼぼぼぼれれれれをををを預預預預かかかかろろろろうといううといううといううという事事事事業形業形業形業形態態態態がががが非常非常非常非常にににに多多多多かったかったかったかった。。。。消費消費消費消費者者者者としてはとしてはとしてはとしては、、、、そそそそれもれもれもれも１１１１つつつつあるがあるがあるがあるが、、、、地域地域地域地域のののの人人人人のののの顔顔顔顔がががが見見見見ええええ、、、、地域地域地域地域のののの職職職職人人人人のののの顔顔顔顔もももも見見見見ええええるものもるものもるものもるものも実実実実はあるはずであるはあるはずであるはあるはずであるはあるはずである。。。。そそそそれはれはれはれは全全全全国国国国のののの大大大大ききききいスーパーいスーパーいスーパーいスーパーややややフフフファァァァミミミミレレレレスススス等等等等にはとてもできるにはとてもできるにはとてもできるにはとてもできる話話話話ではないではないではないではない。。。。        そそそそうするとうするとうするとうすると、、、、同同同同じじじじ海海海海のののの土俵土俵土俵土俵でででで戦戦戦戦うのではなくうのではなくうのではなくうのではなく、、、、全全全全くくくく違違違違うとこうとこうとこうところろろろにににに少少少少しししし自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで掘掘掘掘ろろろろうううう。。。。掘掘掘掘ったらったらったらったら少少少少しししし水水水水がたまってがたまってがたまってがたまって、、、、そそそそこでこでこでこでそそそそのののの水水水水をををを海海海海にににに持持持持っていこうとするのはっていこうとするのはっていこうとするのはっていこうとするのはややややめようめようめようめよう。。。。オーオーオーオーガガガガニックニックニックニック等等等等になるとになるとになるとになると食材食材食材食材のののの問問問問題題題題があってがあってがあってがあって一一一一律律律律にににに拡大拡大拡大拡大できないできないできないできない。。。。１１１１億億億億2000200020002000万万万万円円円円ならならならなら１１１１億億億億2000200020002000万万万万円円円円のののの売売売売りりりり上上上上げをげをげをげを上限上限上限上限にしてにしてにしてにしてややややるるるる。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろななななココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィーーーー等等等等のののの満足満足満足満足感感感感があるがあるがあるがある。。。。おおおお客客客客様様様様
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がががが参加参加参加参加しししし、、、、レレレレストランをストランをストランをストランを地域地域地域地域のののの山山山山のののの木木木木をををを使使使使ってってってって改改改改装装装装しませしませしませしませんんんんかということでかということでかということでかということで、、、、全全全全くくくく別別別別ののののママママーーーーケケケケットはットはットはットは我我我我々々々々はははは幾幾幾幾つつつつももももつつつつくっていこうとくっていこうとくっていこうとくっていこうと一一一一生生生生懸懸懸懸命今命今命今命今ややややっているっているっているっている。。。。そそそそれにれにれにれに賛賛賛賛同同同同するするするする方方方方もいもいもいもいるるるる。。。。商商商商店街店街店街店街等等等等ももももそそそそううううだだだだがががが、、、、そそそそのときにのときにのときにのときに必必必必ずずずず成成成成功功功功事例事例事例事例をををを出出出出さなけれさなけれさなけれさなければばばばいけないのでいけないのでいけないのでいけないので、、、、例例例例えばえばえばえば京都京都京都京都ののののヘヘヘヘルプさルプさルプさルプさんんんんはははは、、、、５５５５年年年年間間間間でででで同同同同じじじじ坪坪坪坪数数数数でででで売売売売りりりり上上上上げがげがげがげが倍倍倍倍増増増増になったになったになったになった。。。。今今今今までのまでのまでのまでの全全全全国国国国にににに大大大大量量量量にににに流流流流すスタイルではなくてすスタイルではなくてすスタイルではなくてすスタイルではなくて、、、、環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮してすしてすしてすしてすごごごごくくくく伸伸伸伸びているびているびているびている。。。。東京東京東京東京ののののママママザザザザーズもーズもーズもーズもそそそそうでうでうでうであるあるあるある。。。。レレレレストランでもオーストランでもオーストランでもオーストランでもオーガガガガニックニックニックニック系系系系ののののレレレレストランはストランはストランはストランは非常非常非常非常にににに伸伸伸伸びているびているびているびている。。。。我我我我々々々々もったいなもったいなもったいなもったいないいいい総研総研総研総研としてのとしてのとしてのとしての挑挑挑挑戦戦戦戦はははは、、、、志志志志がなけれがなけれがなけれがなければだばだばだばだめであるがめであるがめであるがめであるが、、、、志志志志があったがあったがあったがあった上上上上でいいでいいでいいでいいビビビビジネスをジネスをジネスをジネスをやろやろやろやろうということでうということでうということでうということで、、、、異異異異業業業業種種種種ををををつつつつけてけてけてけて自分自分自分自分たちもたちもたちもたちも育育育育ちちちち上上上上げていくことにげていくことにげていくことにげていくことに挑挑挑挑戦戦戦戦したいしたいしたいしたい。。。。        坂坂坂坂本本本本        大大大大変変変変ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。ユユユユニークなニークなニークなニークなごごごご発言発言発言発言をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。ほほほほかにかにかにかにごごごご意見意見意見意見をどをどをどをどううううぞぞぞぞ。。。。        北北北北原原原原事務局長事務局長事務局長事務局長        昨昨昨昨日来日来日来日来いいいいろろろろいいいいろろろろ見学見学見学見学させていたさせていたさせていたさせていただだだだきききき、、、、私私私私はははは今日今日今日今日もったいないもったいないもったいないもったいない総研総研総研総研のもったいないというのもったいないというのもったいないというのもったいないという言言言言葉葉葉葉がががが初初初初めてめてめてめて出出出出てきててきててきててきてほほほほっとしたっとしたっとしたっとした。。。。昨昨昨昨日来日来日来日来、、、、自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの生生生生活活活活のありようのありようのありようのありよう、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの処処処処理場理場理場理場をををを拝拝拝拝見見見見していてしていてしていてしていて、、、、何何何何かかかか恥恥恥恥ずかしいずかしいずかしいずかしい思思思思いがいがいがいが一一一一番番番番にににに来来来来たたたた。。。。私私私私もももも最最最最近近近近経経経経験験験験したことしたことしたことしたことだだだだがががが、、、、ああああるブランるブランるブランるブランドドドド物物物物ののののババババッグがッグがッグがッグが部部部部分的分的分的分的にににに悪悪悪悪くなったのでくなったのでくなったのでくなったので、、、、そそそそこへこへこへこへ行行行行ってってってって新新新新しいのをしいのをしいのをしいのを買買買買おうかおうかおうかおうか相相相相談談談談したしたしたした。。。。フフフファァァァスナーのスナーのスナーのスナーの部部部部分分分分はははは変変変変ええええたがたがたがたが、、、、どこのどこのどこのどこの部部部部分分分分がががが悪悪悪悪いのかといのかといのかといのかと言言言言われわれわれわれ、、、、フフフファァァァスナーをスナーをスナーをスナーを持持持持つつつつつつつつまみのまみのまみのまみの皮皮皮皮のののの部部部部分分分分がとれたとがとれたとがとれたとがとれたと言言言言ったらったらったらったら、、、、これくらいのおこれくらいのおこれくらいのおこれくらいのお値値値値段段段段をををを出出出出していたしていたしていたしていただだだだけれけれけれければばばば、、、、１１１１カカカカ月月月月かかるがかかるがかかるがかかるが、、、、そそそそのののの部部部部分分分分だだだだけおけおけおけお取取取取りかりかりかりかええええできますとできますとできますとできますと言言言言われたわれたわれたわれた。。。。私私私私のののの物物物物をををを大大大大事事事事にしていないにしていないにしていないにしていない姿姿姿姿勢勢勢勢がががが見見見見ええええたようでたようでたようでたようで恥恥恥恥ずかしいずかしいずかしいずかしい思思思思いをしていをしていをしていをして帰帰帰帰ってきたってきたってきたってきた。。。。        そそそそれとれとれとれと同同同同様様様様にににに、、、、10101010年年年年ほほほほどどどど前前前前、、、、イイイイギギギギリスのアラジンリスのアラジンリスのアラジンリスのアラジン社社社社のブルーフのブルーフのブルーフのブルーフレレレレームというームというームというームという石石石石油油油油ストーストーストーストーブをブをブをブを20202020年年年年近近近近くくくく使使使使ってきてってきてってきてってきて感感感感じじじじたのはたのはたのはたのは、、、、ばばばばららららばばばばらになってらになってらになってらになってボボボボデデデディィィィーがーがーがーが傷傷傷傷みみみみ、、、、もうどうしようもうどうしようもうどうしようもうどうしようもなくなったもなくなったもなくなったもなくなった時点時点時点時点でででで初初初初めてめてめてめて廃棄廃棄廃棄廃棄にしたにしたにしたにした。。。。そそそそのののの間間間間にににに中中中中のかのかのかのかええええししししんんんんはははは３３３３年年年年にににに１１１１回回回回、、、、こういうこういうこういうこういう場場場場所所所所へへへへ行行行行けけけけばばばばかかかかええええししししんんんんはははは何何何何年年年年たってもあるとはっきりしていたのでたってもあるとはっきりしていたのでたってもあるとはっきりしていたのでたってもあるとはっきりしていたので、、、、私私私私はブルーフはブルーフはブルーフはブルーフレレレレームのームのームのームのおかげでおかげでおかげでおかげで日日日日本本本本製品製品製品製品をををを使使使使わずにわずにわずにわずに暖暖暖暖かいかいかいかい冬冬冬冬、、、、子子子子育育育育てができたてができたてができたてができた。。。。これがこれがこれがこれが日日日日本本本本製品製品製品製品だだだだったらったらったらったら、、、、果果果果たたたたしてこれしてこれしてこれしてこれだだだだけけけけ部品部品部品部品がががが何十何十何十何十年年年年ものものものもの間間間間そろそろそろそろってってってって供供供供給給給給されたされたされたされただろだろだろだろうかとうかとうかとうかと一一一一番番番番にににに思思思思ったったったった。。。。私私私私たちたちたちたち消消消消費費費費者者者者としてもとしてもとしてもとしても、、、、ここのここのここのここの部部部部分分分分だだだだけけけけ直直直直せせせせばばばば、、、、家家家家電製品電製品電製品電製品はまはまはまはまだだだだ使使使使ええええるのにもったいないなというるのにもったいないなというるのにもったいないなというるのにもったいないなという思思思思いがするがいがするがいがするがいがするが、、、、そそそそれをれをれをれを取取取取りかりかりかりかええええるならるならるならるなら、、、、もうちもうちもうちもうちょょょょっとおっとおっとおっとお金金金金をををを足足足足していたしていたしていたしていただだだだけたらけたらけたらけたら新新新新しいしいしいしい製製製製品品品品がががが買買買買ええええますというのがこのますというのがこのますというのがこのますというのがこのごろごろごろごろはははは販売販売販売販売店店店店等等等等のののの姿勢姿勢姿勢姿勢であるであるであるである。。。。ハハハハンンンンドバドバドバドバッグのッグのッグのッグの大大大大きなブランきなブランきなブランきなブランドメドメドメドメーーーーカカカカーとーとーとーと販売販売販売販売のののの仕仕仕仕方方方方、、、、姿勢姿勢姿勢姿勢がすがすがすがすごごごごくくくく違違違違っているとっているとっているとっていると最最最最近近近近感感感感じじじじたたたた。。。。        坂坂坂坂本本本本        ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。ちちちちょょょょうどうどうどうど予予予予定定定定したしたしたした時時時時間間間間をををを十十十十数数数数分分分分過過過過ぎたぎたぎたぎた。。。。最後最後最後最後にににに、、、、消費消費消費消費者者者者、、、、市市市市民民民民のののの皆皆皆皆ささささんんんんをををを代代代代表表表表してしてしてしておおおお２２２２人人人人ののののごごごご意見意見意見意見をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。私私私私はははは、、、、これからのこれからのこれからのこれからの21212121世世世世紀紀紀紀のののの社会社会社会社会はははは賢賢賢賢明明明明なるなるなるなる市民市民市民市民、、、、地球市民地球市民地球市民地球市民がががが社会社会社会社会ををををつつつつくっていくとくっていくとくっていくとくっていくと確信確信確信確信しているしているしているしている。。。。そそそそうしたうしたうしたうした意意意意味味味味でででで、、、、最後最後最後最後のののの２２２２人人人人ののののごごごご発言発言発言発言はははは大大大大変変変変ありがたくありがたくありがたくありがたく思思思思っていますっていますっていますっています。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。        ままままだだだだままままだごだごだごだご意見意見意見意見がおありのがおありのがおありのがおありの方方方方がおいでかとがおいでかとがおいでかとがおいでかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、これでこれでこれでこれで一一一一応応応応終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだききききたいたいたいたい。。。。最後最後最後最後にににに、、、、ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム第第第第３３３３回研究会回研究会回研究会回研究会をををを開催開催開催開催するにするにするにするに当当当当たりたりたりたり絶絶絶絶大大大大なるなるなるなるごごごご支援支援支援支援をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた北九州市北九州市北九州市北九州市のののの環境環境環境環境局局局局のののの皆皆皆皆様様様様にもうにもうにもうにもう１１１１度度度度心心心心からからからから御御御御礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げたいげたいげたいげたい。。。。ごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、どうもどうもどうもどうも本本本本当当当当にありがとうにありがとうにありがとうにありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。ここここれからもれからもれからもれからも国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロゼロゼロゼロエミッションフォーラムのエミッションフォーラムのエミッションフォーラムのエミッションフォーラムの活動活動活動活動ををををごごごご支援支援支援支援いたいたいたいただだだだきますようにきますようにきますようにきますように、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。どうもどうもどうもどうもありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。    
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４４４４－－－－４４４４    第第第第４４４４回研究会議回研究会議回研究会議回研究会議事事事事録録録録    
    

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

    ２００２２００２２００２２００２年度研究会年度研究会年度研究会年度研究会    地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの促進手法促進手法促進手法促進手法    第第第第４４４４回回回回ワークショップワークショップワークショップワークショップ    

    

                            日日日日        時時時時：：：：2002200220022002年年年年 12121212月月月月２２２２日日日日（（（（木木木木））））                                    場場場場        所所所所：：：：国連大学国連大学国連大学国連大学高高高高等研究等研究等研究等研究所所所所                            1.1.1.1.司司司司会会会会挨拶挨拶挨拶挨拶                            2.2.2.2.講演講演講演講演        (1)(1)(1)(1)地球環境地球環境地球環境地球環境時代時代時代時代のののの地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり                                                    東京東京東京東京大学大学大学大学大学大学大学大学院農院農院農院農学学学学生命生命生命生命科学研究科科学研究科科学研究科科学研究科教教教教授授授授        武武武武内内内内    和和和和彦氏彦氏彦氏彦氏                                                （（（（環境環境環境環境省省省省・・・・持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの支援支援支援支援のためののためののためののための手法開発調手法開発調手法開発調手法開発調査査査査                                                    委員委員委員委員会会会会座座座座長長長長））））                                                (2)(2)(2)(2)地球地球地球地球におけるにおけるにおけるにおける循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの構想構想構想構想                                                    アミタアミタアミタアミタ㈱㈱㈱㈱代代代代表取表取表取表取締締締締役役役役社社社社長長長長                                    熊熊熊熊野野野野    英介英介英介英介氏氏氏氏                            3.3.3.3.休憩休憩休憩休憩                            4.4.4.4.パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションッションッションッション：：：：意見意見意見意見交交交交換換換換及及及及びびびび討議討議討議討議                                    パネリストパネリストパネリストパネリスト        東京東京東京東京大学大学大学大学大学大学大学大学院教院教院教院教授授授授                                武武武武内内内内    和和和和彦氏彦氏彦氏彦氏                                                                環境環境環境環境省省省省総合環境総合環境総合環境総合環境政政政政策策策策局局局局環境計画課環境計画課環境計画課環境計画課長長長長    鷺鷺鷺鷺坂坂坂坂    長長長長美美美美氏氏氏氏                                                                アミタアミタアミタアミタ㈱㈱㈱㈱代代代代表取表取表取表取締締締締役役役役社社社社長長長長                        熊熊熊熊野野野野    英介英介英介英介氏氏氏氏                                                                静岡静岡静岡静岡県県県県三島三島三島三島市環境市環境市環境市環境政政政政策策策策室長室長室長室長                    小池小池小池小池        満満満満氏氏氏氏                                                                ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法人法人法人法人グローグローグローグローババババル・スル・スル・スル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンス・アライアンス・アライアンス・アライアンス                                                                常任常任常任常任理事理事理事理事                                                    岡田岡田岡田岡田    達達達達雄氏雄氏雄氏雄氏                                    司司司司会会会会                    国連大学国連大学国連大学国連大学ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト                坂坂坂坂本本本本    憲憲憲憲一一一一氏氏氏氏    
    

    司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））        国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム第第第第４４４４回回回回のののの研究会研究会研究会研究会をををを始始始始めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだくくくく。。。。        本本本本日日日日のののの議議議議事次第事次第事次第事次第はははは、、、、まずまずまずまず基調基調基調基調講演講演講演講演としてとしてとしてとして東京東京東京東京大学大学大学大学大学大学大学大学院農院農院農院農学学学学生命生命生命生命科学研究科科学研究科科学研究科科学研究科教教教教授授授授のののの武武武武内内内内和和和和彦彦彦彦先先先先生生生生からからからから「「「「地球環境地球環境地球環境地球環境時代時代時代時代のののの地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり」」」」というおというおというおというお話話話話をちをちをちをちょょょょううううだだだだいするいするいするいする予予予予定定定定であるであるであるである。。。。武武武武内内内内先先先先生生生生はははは、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境でででで日日日日本本本本でででで非常非常非常非常にににに高高高高名名名名ななななごごごご研究研究研究研究をなさっているをなさっているをなさっているをなさっている先先先先生生生生ですがですがですがですが、、、、たまたまたまたまたまたまたまたま環環環環境境境境省省省省がががが２２２２年年年年間間間間かけてかけてかけてかけて持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づくりのためのづくりのためのづくりのためのづくりのためのガガガガイイイイドドドドブックをブックをブックをブックを作作作作成成成成しししし、、、、今今今今年年年年９９９９月月月月にににに環環環環境境境境省内部省内部省内部省内部のののの本本本本をををを発行発行発行発行されたされたされたされた。。。。これとこれとこれとこれと同同同同じじじじ本本本本はははは市市市市販販販販されているがされているがされているがされているが、、、、このこのこのこのガガガガイイイイドドドドブックをまとブックをまとブックをまとブックをまとめるにめるにめるにめるに当当当当たりたりたりたり環境環境環境環境省省省省がががが 10101010名名名名のののの先先先先生方生方生方生方におにおにおにお願願願願いしいしいしいし、、、、委員委員委員委員会会会会ををををつつつつくられたがくられたがくられたがくられたが、、、、武武武武内内内内先先先先生生生生ははははそそそそのののの委員委員委員委員会会会会のののの座座座座長長長長をををを務務務務められためられためられためられた。「。「。「。「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づくりづくりづくりづくりのためののためののためののためのガガガガイイイイドドドドブックブックブックブック」」」」のののの全全全全貌貌貌貌をいをいをいをいろろろろいいいいろろろろ計画計画計画計画なさったということでおなさったということでおなさったということでおなさったということでお話話話話をををを承承承承るるるる予予予予定定定定であるであるであるである。。。。    
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    続続続続いていていていて２２２２番番番番目目目目のののの基調基調基調基調講演講演講演講演はははは、、、、アミタアミタアミタアミタ株株株株式式式式会社会社会社会社のののの代代代代表取表取表取表取締締締締役役役役のののの熊熊熊熊野野野野英介英介英介英介様様様様からおからおからおからお話話話話をををを承承承承りりりりますますますます。。。。議題議題議題議題はははは「「「「地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの構想構想構想構想」」」」であるであるであるである。。。。熊熊熊熊野野野野氏氏氏氏はははは、、、、30303030 年年年年近近近近くくくく、、、、いわいわいわいわゆるゆるゆるゆる静静静静脈脈脈脈産業産業産業産業、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル型産業型産業型産業型産業のののの育育育育成成成成のののの創造創造創造創造にににに非常非常非常非常にににに努努努努力力力力されされされされ、、、、社業社業社業社業もももも非常非常非常非常にににに順順順順調調調調であであであであるとるとるとると伺伺伺伺っているがっているがっているがっているが、、、、本本本本日日日日はははは企業企業企業企業のののの社社社社長長長長のののの立立立立場場場場ではなくではなくではなくではなく、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを形成形成形成形成するするするするためにどのようなためにどのようなためにどのようなためにどのような経済経済経済経済システムがシステムがシステムがシステムが適適適適合合合合するのかするのかするのかするのか非常非常非常非常にににに研究研究研究研究されていらっしされていらっしされていらっしされていらっしゃゃゃゃるのでるのでるのでるので、、、、そそそそれれれれににににつつつついてのいてのいてのいての考考考考ええええ方方方方をおをおをおをお伺伺伺伺いいいいするするするする予予予予定定定定であるであるであるである。。。。        そそそそのののの後後後後、、、、10101010 分分分分のののの休憩休憩休憩休憩をををを置置置置きききき、、、、武武武武内内内内先先先先生生生生、、、、熊熊熊熊野野野野様様様様、、、、そそそそれれれれ以外以外以外以外にににに環境環境環境環境省省省省のののの本本本本カカカカイイイイドドドドブックのブックのブックのブックの担当部門担当部門担当部門担当部門であったであったであったであった環境計画課環境計画課環境計画課環境計画課長長長長のののの鷺鷺鷺鷺坂坂坂坂様様様様、、、、静岡静岡静岡静岡県県県県三島三島三島三島市市市市のののの環境環境環境環境政政政政策策策策室長室長室長室長のののの小池小池小池小池様様様様、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法人法人法人法人グローグローグローグローババババル・スル・スル・スル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンスの・アライアンスの・アライアンスの・アライアンスの常任常任常任常任理事理事理事理事のののの岡田岡田岡田岡田様様様様、、、、５５５５人人人人のののの方方方方にパネリストににパネリストににパネリストににパネリストになっていたなっていたなっていたなっていただだだだきききき、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな意見意見意見意見交交交交換換換換、、、、ごごごご発表発表発表発表をいたをいたをいたをいただだだだくくくく予予予予定定定定であるであるであるである。。。。４４４４時半過時半過時半過時半過ぎまでぎまでぎまでぎまで本本本本研究会研究会研究会研究会をををを開催開催開催開催するするするする予予予予定定定定であるがであるがであるがであるが、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ皆皆皆皆様様様様最後最後最後最後までまでまでまでごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきますようおきますようおきますようおきますようお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。        そそそそれではれではれではれでは、、、、武武武武内内内内先先先先生生生生、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    
    武武武武内教内教内教内教授授授授        坂坂坂坂本先本先本先本先生生生生ととととはははは随随随随分分分分以前以前以前以前からのおからのおからのおからのおつつつつきききき合合合合いであるいであるいであるいである。。。。またまたまたまた、、、、東京東京東京東京大学大学大学大学とととと国連大学国連大学国連大学国連大学とはとはとはとは学術協学術協学術協学術協定定定定をををを結結結結んんんんでおりでおりでおりでおり、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな意意意意味味味味でででで日日日日ごろごろごろごろからからからから国連大学国連大学国連大学国連大学にはおにはおにはおにはお世話世話世話世話になっているになっているになっているになっている。。。。たまたたまたたまたたまたまままま明明明明日日日日、、、、当当当当大学大学大学大学でででで農農農農学学学学生命生命生命生命科学研究科科学研究科科学研究科科学研究科とととと生生生生産技術研究産技術研究産技術研究産技術研究所所所所のののの共同共同共同共同所所所所管管管管としてとしてとしてとして学学学学内内内内初初初初のののの試試試試みでみでみでみで寄寄寄寄付付付付研究研究研究研究ユユユユニットのニットのニットのニットの設立設立設立設立式式式式典典典典があるがあるがあるがある。。。。荏荏荏荏原原原原製製製製作所作所作所作所ののののごごごご寄寄寄寄付付付付によりによりによりにより、、、、５５５５年年年年間間間間寄寄寄寄附附附附研究研究研究研究ユユユユニッニッニッニットとしてトとしてトとしてトとして設立設立設立設立するものであるするものであるするものであるするものである。。。。私私私私どもはどもはどもはどもは西西西西千千千千葉葉葉葉にににに生生生生産技術研究産技術研究産技術研究産技術研究所所所所のののの千千千千葉葉葉葉実実実実験験験験所所所所をををを持持持持っていっていっていっているがるがるがるが、、、、そそそそちらでちらでちらでちらで開設開設開設開設することになっているすることになっているすることになっているすることになっている。。。。そそそそのテーのテーのテーのテーママママがががが本本本本日日日日のののの話話話話にににに関係関係関係関係あるあるあるある循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会であるであるであるである。。。。特特特特にににに私私私私どもがどもがどもがどもが注注注注目目目目しているのはしているのはしているのはしているのはババババイオイオイオイオママママスのスのスのスの利用利用利用利用でありでありでありであり、、、、生生生生産技術研究産技術研究産技術研究産技術研究所所所所のののの迫迫迫迫田田田田教教教教授授授授ははははババババイオイオイオイオママママスリフスリフスリフスリファァァァイナリーというイナリーというイナリーというイナリーという言言言言いいいい方方方方をしているをしているをしているをしている。。。。オイルリフオイルリフオイルリフオイルリファァァァイナリーのイナリーのイナリーのイナリーの社会社会社会社会はははは石石石石油油油油をすべてをすべてをすべてをすべて使使使使いいいい尽尽尽尽くすことをくすことをくすことをくすことを目目目目的的的的としたとしたとしたとした社会社会社会社会であるがであるがであるがであるが、、、、そそそそのようなことになのようなことになのようなことになのようなことになぞぞぞぞられられられられ、、、、ババババイオイオイオイオママママスをスをスをスを使使使使いいいい尽尽尽尽くすくすくすくす社会社会社会社会をををを築築築築きききき上上上上げるためげるためげるためげるため、、、、荏荏荏荏原原原原ババババイオイオイオイオママママスリフスリフスリフスリファァァァイナリーというイナリーというイナリーというイナリーという名名名名前前前前のののの寄寄寄寄付付付付研究研究研究研究ユユユユニットをニットをニットをニットをつつつつくることになっているくることになっているくることになっているくることになっている。。。。        これがこれがこれがこれが誕誕誕誕生生生生するきっかけはするきっかけはするきっかけはするきっかけは、、、、実実実実はははは国連大学国連大学国連大学国連大学副副副副学学学学長長長長のののの鈴鈴鈴鈴木木木木基基基基之之之之先先先先生生生生であるであるであるである。。。。明明明明日日日日はははは鈴鈴鈴鈴木木木木先先先先生生生生にににに来来来来ていたていたていたていただだだだきききき、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演ををををややややっていたっていたっていたっていただだだだくことになっているくことになっているくことになっているくことになっている。。。。私私私私自自自自身身身身ももうももうももうももう数数数数カカカカ月月月月前前前前になるがになるがになるがになるが、、、、高高高高等研究等研究等研究等研究所所所所のののの研究研究研究研究員員員員をされているをされているをされているをされているピピピピーター・ーター・ーター・ーター・ママママルルルルココココトリオトリオトリオトリオ氏氏氏氏とととと一一一一緒緒緒緒にににに東東東東南南南南アジアジアジアジアにアにアにアに行行行行きききき、、、、フフフフィィィィリリリリピピピピンのンのンのンのメメメメトロトロトロトロママママニラのニラのニラのニラの都都都都市化市化市化市化がグローがグローがグローがグローババババルルルル化化化化のののの中中中中でどのようなでどのようなでどのようなでどのような進進進進展展展展をををを示示示示しているのかしているのかしているのかしているのか、、、、都都都都市化市化市化市化によりによりによりにより相相相相当当当当環境環境環境環境にににに対対対対するダするダするダするダメメメメージがージがージがージが大大大大きいがきいがきいがきいが、、、、そそそそれらにれらにれらにれらにつつつついてどのいてどのいてどのいてどのようにようにようにように考考考考ええええていったらいいのかていったらいいのかていったらいいのかていったらいいのか、、、、１１１１つつつつのパースのパースのパースのパースペペペペクテクテクテクティィィィブをブをブをブを考考考考ええええるためのるためのるためのるための旅旅旅旅行行行行をさせていをさせていをさせていをさせていたたたただだだだいたいたいたいた。。。。おおおお互互互互いにいにいにいに大大大大変変変変刺激刺激刺激刺激になりになりになりになり、、、、できれできれできれできればばばば今後今後今後今後ともともともとも共同共同共同共同研究研究研究研究をををを続続続続けていきたいとけていきたいとけていきたいとけていきたいと考考考考ええええているているているている。。。。        さてさてさてさて、、、、私私私私はははは時時時時間間間間がなくがなくがなくがなく、、、、実実実実はははは今今今今回回回回もももも東東東東南南南南アジアのアジアのアジアのアジアの旅旅旅旅行行行行からからからから帰帰帰帰ってきたってきたってきたってきたばばばばかりでかりでかりでかりで、、、、坂坂坂坂本先本先本先本先生生生生からきちからきちからきちからきちんんんんとしたとしたとしたとした資資資資料料料料をををを用意用意用意用意するようにするようにするようにするようにごごごご下下下下命命命命があっがあっがあっがあったがたがたがたが、、、、口頭口頭口頭口頭でででで皆皆皆皆ささささんんんんにににに話話話話をさせてをさせてをさせてをさせていたいたいたいただだだだくことでおくことでおくことでおくことでお許許許許しししし願願願願いたいといたいといたいといたいと申申申申しししし上上上上げたげたげたげた。。。。そそそそれでもれでもれでもれでも坂坂坂坂本先本先本先本先生生生生がががが何何何何かかかか資資資資料料料料をををを用意用意用意用意せよとせよとせよとせよということであったのでいうことであったのでいうことであったのでいうことであったので、、、、たまたまたまたまたまたまたまたま私私私私がががが座座座座長長長長ををををややややっていたっていたっていたっていた環境環境環境環境省省省省のののの委員委員委員委員会会会会のののの地域地域地域地域づくりにづくりにづくりにづくりにつつつついてのいてのいてのいての基本的基本的基本的基本的ななななガガガガイイイイドドドドラインをラインをラインをラインを示示示示したパンフしたパンフしたパンフしたパンフレレレレットをットをットをットを配付配付配付配付させていたさせていたさせていたさせていただだだだいたいたいたいた。。。。10101010 人人人人のののの委員委員委員委員はははは、、、、日日日日本本本本でででで今今今今このこのこのこの分野分野分野分野にににに関関関関してしてしてして大大大大変変変変先先先先端端端端的的的的にににに研究研究研究研究をををを進進進進められているめられているめられているめられている方方方方々々々々であるであるであるである。。。。京都京都京都京都大学大学大学大学
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のののの内内内内藤藤藤藤先先先先生生生生はははは大大大大変変変変すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい先先先先生生生生でででで、、、、私私私私もももも日日日日ごろごろごろごろからからからから触触触触発発発発されることがされることがされることがされることが多多多多いいいい。。。。特特特特にににに今日今日今日今日はははは京都京都京都京都のののの事例事例事例事例ににににつつつついていていていて私私私私がががが非常非常非常非常にににに画画画画期期期期的的的的だだだだとととと思思思思っていることにっていることにっていることにっていることにつつつついておいておいておいてお話話話話をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思ってってってっているいるいるいる。。。。        今日今日今日今日はははは地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体のののの方方方方々々々々もももも相相相相当参加当参加当参加当参加されているとされているとされているとされていると伺伺伺伺っているっているっているっている。。。。ややややややややもするともするともするともすると国国国国のののの環境環境環境環境政政政政策策策策ををををそそそそのままのままのままのまま地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体のののの名名名名前前前前ををををつつつつけけけけ、、、、４４４４つつつつのののの柱柱柱柱ははははそそそそのままのままのままのまま循環循環循環循環、、、、共生共生共生共生等等等等になることがになることがになることがになることが多多多多いいいい気気気気がしているががしているががしているががしているが、、、、そそそそれではいけないとれではいけないとれではいけないとれではいけないと思思思思っておられるっておられるっておられるっておられる方方方方もももも多分多分多分多分おられるのではないかおられるのではないかおられるのではないかおられるのではないか。。。。私私私私はははは、、、、地域地域地域地域ががががそそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの個性個性個性個性をををを競競競競いいいい合合合合いながらいながらいながらいながら、、、、今後今後今後今後みずからのみずからのみずからのみずからの将将将将来来来来をををを考考考考ええええていくというていくというていくというていくという地地地地方方方方分分分分権時代権時代権時代権時代のののの思思思思想想想想はははは環境環境環境環境政政政政策策策策でもでもでもでも引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐべきべきべきべきだだだだとととと思思思思っているっているっているっている。。。。一一一一方方方方、、、、共通共通共通共通的的的的なななな課題課題課題課題ははははグローグローグローグローババババルなルなルなルな視点視点視点視点もももも含含含含んんんんでいるのででいるのででいるのででいるので、、、、２２２２つつつつのののの間間間間ののののババババランスをどうとっていくのかランスをどうとっていくのかランスをどうとっていくのかランスをどうとっていくのか。。。。ししししばばばばししししばそばそばそばそのののの両両両両者者者者がががが矛盾矛盾矛盾矛盾をををを呈呈呈呈するするするすることがあったときにことがあったときにことがあったときにことがあったときに、、、、どうどうどうどう考考考考ええええていくのかていくのかていくのかていくのか、、、、私私私私なりのなりのなりのなりの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方をををを説説説説明明明明しししし、、、、少少少少しでもしでもしでもしでも皆皆皆皆ささささんんんんのおのおのおのお役役役役にににに立立立立てれてれてれてればばばばとととと思思思思っているっているっているっている。。。。        最最最最初初初初にににに、、、、日日日日本本本本のののの環境環境環境環境政政政政策策策策をををを少少少少しししし考考考考ええええてみたいてみたいてみたいてみたい。。。。これはこれはこれはこれは環境環境環境環境省省省省公公公公認認認認ではなくではなくではなくではなく、、、、私私私私がががが勝勝勝勝手手手手にににに考考考考ええええていることでていることでていることでていることで公公公公式式式式発言発言発言発言ではないではないではないではない。。。。私私私私はははは、、、、日日日日本本本本のののの環境環境環境環境政政政政策策策策はははは 10101010年年年年ぐぐぐぐらいのインターらいのインターらいのインターらいのインターババババルルルルでででで次次次次々々々々とととと変変変変わってきているとわってきているとわってきているとわってきていると思思思思っているっているっているっている。。。。一一一一番番番番最最最最初初初初にににに日日日日本本本本のののの環境環境環境環境政政政政策策策策がががが本本本本格格格格化化化化したのはしたのはしたのはしたのは
1969196919691969年年年年～～～～70707070年年年年代代代代にかけてにかけてにかけてにかけてだだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、言言言言ってみるとってみるとってみるとってみると 70707070年年年年代代代代のののの環境環境環境環境政政政政策策策策はははは、、、、いわいわいわいわばばばば公害公害公害公害をををを解解解解決決決決するというするというするというするという目目目目的的的的にににに特特特特化化化化したしたしたした環境環境環境環境政政政政策策策策だだだだったとったとったとったと思思思思うううう。。。。当当当当時時時時はははは環境環境環境環境庁庁庁庁ができができができができ、、、、ススススウウウウェーデェーデェーデェーデンのストックンのストックンのストックンのストックホホホホルムでルムでルムでルムで国連人国連人国連人国連人間間間間環境会議環境会議環境会議環境会議がががが開催開催開催開催されされされされ、、、、公害公害公害公害にににに関関関関するするするする基本法基本法基本法基本法ができたができたができたができた。。。。そそそそうううういういういういう状況状況状況状況のののの中中中中でででで日日日日本本本本ではではではでは典典典典型型型型７７７７公害公害公害公害にににに代代代代表表表表されるされるされるされる公害公害公害公害問問問問題題題題もももも非常非常非常非常にににに深深深深刻刻刻刻でありでありでありであり、、、、場場場場合合合合によによによによってはってはってはっては人人人人命命命命にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる問問問問題題題題ににににつつつついていていていて１１１１つつつつ１１１１つつつつ克服克服克服克服していったしていったしていったしていった状況状況状況状況であったとであったとであったとであったと思思思思うううう。。。。        これがこれがこれがこれが 1980198019801980年年年年代代代代にににに入入入入るとるとるとると、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど 70707070年年年年代代代代のののの中中中中ごろごろごろごろににににＯＥＯＥＯＥＯＥＣＣＣＣＤＤＤＤのののの日日日日本環境本環境本環境本環境政政政政策策策策にににに対対対対すすすするるるる批批批批判判判判があるがあるがあるがある。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、個個個個々々々々のののの環境環境環境環境問問問問題題題題はははは解解解解決決決決するめどがするめどがするめどがするめどが立立立立ったがったがったがったが、、、、トータルなトータルなトータルなトータルな環境環境環境環境のののの質質質質のののの観点観点観点観点でででで日日日日本本本本のののの環境環境環境環境政政政政策策策策はははは十十十十分分分分でないのではないかでないのではないかでないのではないかでないのではないか。。。。当当当当時時時時はははは、、、、トータルなトータルなトータルなトータルな環境環境環境環境のののの質質質質といといといというううう言言言言いいいい方方方方をすることをすることをすることをすること自自自自身身身身がががが個個個個々々々々のののの公害公害公害公害問問問問題題題題にににに対対対対してしてしてして目目目目ををををつつつつぶぶぶぶることになってしまうとのることになってしまうとのることになってしまうとのることになってしまうとの批批批批判判判判もあったがもあったがもあったがもあったが、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、日日日日本本本本のののの環境環境環境環境政政政政策策策策はよりはよりはよりはより総合的総合的総合的総合的なななな方向方向方向方向にににに向向向向かったというこかったというこかったというこかったということになとになとになとになろろろろうううう。。。。要要要要約約約約するとするとするとすると、、、、1980198019801980年年年年代代代代のののの日日日日本本本本のののの環境環境環境環境政政政政策策策策はははは、、、、アアアアメメメメニテニテニテニティィィィーーーー環境環境環境環境政政政政策策策策であったであったであったであった。。。。たたたただだだだ、、、、環境環境環境環境庁庁庁庁だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、建建建建設設設設省省省省やそやそやそやそのののの他他他他のさまのさまのさまのさまざざざざまなまなまなまな省庁省庁省庁省庁がトータルながトータルながトータルながトータルな環境環境環境環境のののの質質質質のののの向向向向上上上上にににに取取取取りりりり組組組組むようになったむようになったむようになったむようになった。。。。環境環境環境環境のネのネのネのネガガガガテテテティィィィブなブなブなブな問問問問題題題題除去除去除去除去だだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、もうもうもうもう少少少少ししししポポポポジテジテジテジティィィィブにブにブにブに環境環境環境環境をよくしていこうというをよくしていこうというをよくしていこうというをよくしていこうという発想発想発想発想になってきたになってきたになってきたになってきた。。。。恐恐恐恐らくらくらくらく地域地域地域地域づくりとづくりとづくりとづくりと非常非常非常非常にににに関連関連関連関連がががが出出出出てきたのはてきたのはてきたのはてきたのは、、、、そそそそのののの辺辺辺辺からではなかったかとからではなかったかとからではなかったかとからではなかったかと私私私私はははは思思思思っっっっているているているている。。。。        とことことこところろろろがががが、、、、80808080 年年年年代代代代のののの後後後後半半半半からからからからやややややややや雲雲雲雲行行行行きがおかしくなってくるきがおかしくなってくるきがおかしくなってくるきがおかしくなってくる。。。。地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題にににに対対対対するするするする認認認認識識識識のののの深深深深まりがありまりがありまりがありまりがあり、、、、私私私私たちたちたちたち日日日日本人本人本人本人がががが最最最最初初初初にににに問問問問題題題題をををを提提提提起起起起したというよりしたというよりしたというよりしたというより、、、、海外海外海外海外、、、、特特特特にサミにサミにサミにサミットのットのットのットのレベレベレベレベルでルでルでルで地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題がががが非常非常非常非常にににに重要重要重要重要であるとであるとであるとであると言言言言われるようになりわれるようになりわれるようになりわれるようになり、、、、そそそそしてしてしてして私私私私たちもたちもたちもたちもそそそそれはれはれはれは大大大大変変変変だだだだとととと地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ始始始始めるようになっためるようになっためるようになっためるようになった。。。。最最最最初初初初はははは温暖温暖温暖温暖化化化化はははは本本本本当当当当にににに事事事事実実実実かかかか等等等等のののの批批批批判判判判もありもありもありもあり、、、、果果果果たしてたしてたしてたして我我我我がががが国国国国がががが本本本本当当当当にににに地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題ににににつつつついていていていて取取取取りりりり組組組組むことができるむことができるむことができるむことができるののののだろだろだろだろうかとうかとうかとうかと疑疑疑疑心心心心暗暗暗暗鬼鬼鬼鬼があったがあったがあったがあった中中中中でででで、、、、1992199219921992年年年年のリオデジャネイロののリオデジャネイロののリオデジャネイロののリオデジャネイロの地球地球地球地球サミットのサミットのサミットのサミットの参加参加参加参加をををを契契契契機機機機にかなりにかなりにかなりにかなり本本本本格格格格的的的的にににに我我我我がががが国国国国もももも地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組むようになったむようになったむようになったむようになった。。。。これがこれがこれがこれが 90909090年年年年代代代代だろだろだろだろうとうとうとうと思思思思うううう。。。。ちちちちょょょょうどうどうどうど環境環境環境環境庁庁庁庁のののの中中中中ではではではでは地球環境地球環境地球環境地球環境部部部部――――今今今今のののの地球環境地球環境地球環境地球環境局局局局ができができができができ、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題をををを議議議議論論論論するようになったするようになったするようになったするようになった。。。。        さてさてさてさて、、、、そそそそういうういうういうういう経経経経緯緯緯緯をたどったをたどったをたどったをたどった結果結果結果結果としてとしてとしてとして、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは今今今今どういうどういうどういうどういう状況状況状況状況にあるのかにあるのかにあるのかにあるのか。。。。私私私私はははは地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題以以以以降降降降のののの日日日日本本本本のののの環境環境環境環境政政政政策策策策はははは、、、、およおよおよおよそそそそ２２２２つつつつのののの大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題をををを抱抱抱抱ええええているとているとているとていると思思思思っていっていっていってい
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るるるる。。。。そそそそのののの１１１１つつつつはははは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題でででで今今今今議議議議論論論論されていることはされていることはされていることはされていることは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、昔昔昔昔のののの公害公害公害公害問問問問題題題題がたがたがたがただだだだ地球地球地球地球ススススケケケケールになったールになったールになったールになっただだだだけであるけであるけであるけである。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題自題自題自題自身身身身がががが複複複複雑雑雑雑にににに絡絡絡絡みみみみ合合合合いいいい、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会のののの間間間間のかなりのかなりのかなりのかなり基本的基本的基本的基本的なななな関係関係関係関係性性性性をををを議議議議論論論論しないとしないとしないとしないとだだだだめなのにめなのにめなのにめなのに、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化対策対策対策対策はははは温暖温暖温暖温暖化対策化対策化対策化対策、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層はオはオはオはオゾゾゾゾンンンン層層層層、、、、砂砂砂砂漠漠漠漠化化化化はははは砂砂砂砂漠漠漠漠化化化化でででで個個個個別別別別にににに議議議議論論論論されされされされ、、、、生物生物生物生物多多多多様様様様性性性性はははは環境環境環境環境省省省省のののの中中中中でもでもでもでも局局局局がががが違違違違うといううといううといううという話話話話になっているになっているになっているになっている。。。。このようにこのようにこのようにこのように地球環境地球環境地球環境地球環境政政政政策策策策ががががばばばばららららばばばばらにらにらにらに行行行行われていることはわれていることはわれていることはわれていることは非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題であるであるであるである。。。。これはこれはこれはこれは国連国連国連国連レベレベレベレベルでまさにルでまさにルでまさにルでまさに問問問問題題題題になっていになっていになっていになっているるるる。。。。        一一一一例例例例をををを挙挙挙挙げるとげるとげるとげると、、、、私私私私がががが今今今今関関関関心心心心をををを持持持持っているテーっているテーっているテーっているテーママママとしてとしてとしてとして黄砂黄砂黄砂黄砂のののの問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。黄砂黄砂黄砂黄砂はははは中中中中国国国国ややややモモモモンンンンゴゴゴゴルルルル、、、、場場場場合合合合によってはによってはによってはによってはそそそそのののの背背背背後後後後のののの旧旧旧旧ソソソソ連連連連のののの内内内内陸陸陸陸国国国国をををを起起起起源源源源としたダストがとしたダストがとしたダストがとしたダストが中中中中国国国国のみなのみなのみなのみならずらずらずらず、、、、韓韓韓韓国国国国、、、、日日日日本本本本、、、、ひひひひいてはアいてはアいてはアいてはアメメメメリリリリカカカカにまでにまでにまでにまで現現現現在在在在到到到到達達達達しているしているしているしている。。。。いわゆるダストのいわゆるダストのいわゆるダストのいわゆるダストの問問問問題題題題でででで、、、、ダストのダストのダストのダストの比比比比較較較較的的的的厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況にあるにあるにあるにある中中中中国国国国のののの北北北北京京京京等等等等ではではではでは直直直直接接接接のののの被被被被害害害害があるがあるがあるがある。。。。人人人人がががが死死死死ぬぬぬぬ、、、、飛飛飛飛行行行行機機機機がががが飛飛飛飛ばばばばなくなるなくなるなくなるなくなる、、、、家畜家畜家畜家畜がががが舞舞舞舞いいいい上上上上がってがってがってがって大大大大量量量量にににに死死死死んんんんでしまうでしまうでしまうでしまう等等等等のののの直直直直接的接的接的接的被被被被害害害害だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、実実実実はははは別別別別のののの被被被被害害害害がががが発発発発生生生生しているしているしているしている。。。。特特特特にににに韓韓韓韓国国国国ががががそそそそうであるがうであるがうであるがうであるが、、、、ななななぜぜぜぜ韓韓韓韓国国国国でででで被被被被害害害害でででで発発発発生生生生しているかしているかしているかしているかというとというとというとというと、、、、このこのこのこの黄砂黄砂黄砂黄砂がががが中中中中国北国北国北国北部部部部のののの大大大大気気気気汚汚汚汚染染染染ををををつつつつかまかまかまかまええええ、、、、そそそそのままのままのままのまま運運運運ぶぶぶぶ。。。。運運運運悪悪悪悪くくくくそそそそれがちれがちれがちれがちょょょょうどうどうどうど韓韓韓韓国国国国のののの上上上上空空空空にににに到到到到達達達達しししし、、、、結果結果結果結果としてとしてとしてとして呼呼呼呼吸吸吸吸疾患疾患疾患疾患、、、、目目目目のののの病病病病気気気気がががが韓韓韓韓国国国国でででで引引引引きききき起起起起こされているこされているこされているこされている。。。。        しかもしかもしかもしかも、、、、そそそそれがさらにれがさらにれがさらにれがさらに日日日日本本本本にににに来来来来ているというのでているというのでているというのでているというので、、、、日日日日本本本本におけるにおけるにおけるにおけるハハハハイテクイテクイテクイテク産業産業産業産業へのへのへのへの黄砂黄砂黄砂黄砂のののの影響影響影響影響はははは前前前前からからからから言言言言われているがわれているがわれているがわれているが、、、、そそそそれれれれ以外以外以外以外にににに今後今後今後今後健康被健康被健康被健康被害害害害をををを引引引引きききき起起起起こすこすこすこす可能可能可能可能性性性性がががが非常非常非常非常にににに高高高高いいいい。。。。今今今今、、、、黄砂黄砂黄砂黄砂をめをめをめをめぐぐぐぐってってってって日日日日本本本本、、、、韓韓韓韓国国国国、、、、中中中中国国国国のののの環境大環境大環境大環境大臣臣臣臣会合会合会合会合のののの中中中中でででで議議議議論論論論がががが進進進進められようとしめられようとしめられようとしめられようとしているがているがているがているが、、、、黄砂黄砂黄砂黄砂のののの問問問問題題題題１１１１つつつつ考考考考ええええるとるとるとると、、、、当当当当然然然然発発発発生生生生源源源源としてのとしてのとしてのとしての砂砂砂砂漠漠漠漠化化化化のののの地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。そそそそももももそそそそもももも砂砂砂砂がががが運運運運ばばばばれるにれるにれるにれるに至至至至ったったったった気気気気候候候候のののの問問問問題題題題、、、、特特特特にににに乾燥乾燥乾燥乾燥化化化化のののの問問問問題題題題がががが指指指指摘摘摘摘されているされているされているされている。。。。これはこれはこれはこれは地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化とととと非常非常非常非常にににに関連関連関連関連したしたしたした話話話話であるであるであるである。。。。中中中中国北国北国北国北部部部部のののの工工工工業地業地業地業地帯帯帯帯でででで酸酸酸酸性性性性雨雨雨雨をトラップするのはをトラップするのはをトラップするのはをトラップするのは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる越越越越境大境大境大境大気気気気汚汚汚汚染染染染、、、、ＳＳＳＳＯＯＯＯ２２２２のののの問問問問題題題題とととと関連関連関連関連するするするする。。。。さらにさらにさらにさらに健康被健康被健康被健康被害害害害にににに影響影響影響影響をもたらすというをもたらすというをもたらすというをもたらすという点点点点ではではではでは、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでのばばばばららららばばばばらにらにらにらに行行行行ってきたってきたってきたってきた地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題のののの対対対対応応応応だだだだけではけではけではけでは解解解解くことはできなくことはできなくことはできなくことはできないいいい。。。。そそそそのののの点点点点にににに思思思思いをはせていかなけれいをはせていかなけれいをはせていかなけれいをはせていかなければばばばならないというならないというならないというならないという非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題があるがあるがあるがある。。。。英語英語英語英語でででではシナジーとはシナジーとはシナジーとはシナジーと言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、シナジーをシナジーをシナジーをシナジーを求求求求めたアプローめたアプローめたアプローめたアプローチチチチはどうしてもはどうしてもはどうしてもはどうしても必要必要必要必要であることがであることがであることがであることが１１１１つつつつのののの点点点点であるであるであるである。。。。        ２２２２番番番番目目目目はははは、、、、今日主今日主今日主今日主としてとしてとしてとして話題話題話題話題にしたいにしたいにしたいにしたい点点点点であるがであるがであるがであるが、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境政政政政策策策策はははは言言言言ってみるとってみるとってみるとってみると環境環境環境環境問問問問題題題題のグローのグローのグローのグローババババリゼーションリゼーションリゼーションリゼーション、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題のグローのグローのグローのグローババババルルルル化化化化であるであるであるである。。。。グローグローグローグローババババルルルル化化化化のののの大大大大きなきなきなきな特特特特徴徴徴徴はははは、、、、世界世界世界世界をあるをあるをあるをある１１１１つつつつのののの基基基基準準準準でででで見見見見ていくていくていくていく。。。。そそそそしてしてしてして、、、、あるあるあるある地域地域地域地域でででで起起起起こるこるこるこる現現現現象象象象がたちまちにしてがたちまちにしてがたちまちにしてがたちまちにして別別別別のののの地域地域地域地域でででで、、、、本本本本来来来来固有固有固有固有のののの社会社会社会社会システムをシステムをシステムをシステムを持持持持っていたっていたっていたっていた地域地域地域地域にににに対対対対してもしてもしてもしても、、、、同同同同一一一一のののの強強強強さでインパさでインパさでインパさでインパクトをクトをクトをクトを与与与与ええええ、、、、地域社会及地域社会及地域社会及地域社会及びびびび地域地域地域地域のさまのさまのさまのさまざざざざまなまなまなまな環境環境環境環境にににに対対対対してしてしてして大大大大変変変変大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をもたらしをもたらしをもたらしをもたらし、、、、そそそそのことがしのことがしのことがしのことがしばばばばししししばばばば大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題となるのがグローとなるのがグローとなるのがグローとなるのがグローババババルルルル化化化化のののの持持持持つつつつ１１１１つつつつのののの大大大大きなきなきなきな特特特特徴徴徴徴であるであるであるである。。。。ここここのグローのグローのグローのグローババババルルルル化化化化はさまはさまはさまはさまざざざざまなまなまなまな意意意意味味味味でとらでとらでとらでとらええええられるられるられるられる。。。。私私私私がががが日日日日ごろごろごろごろおおおおつつつつきききき合合合合いしているいしているいしているいしている初代初代初代初代地地地地球環境球環境球環境球環境部長部長部長部長のののの環境環境環境環境文文文文明研究明研究明研究明研究所所所所のののの加加加加藤藤藤藤三三三三郎郎郎郎氏氏氏氏もももも私私私私とととと全全全全くくくく同同同同じじじじ意見意見意見意見であるがであるがであるがであるが、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題をををを通通通通したグローしたグローしたグローしたグローババババルルルル化化化化のののの観点観点観点観点をどうしてもをどうしてもをどうしてもをどうしても考考考考ええええなくてはいけないなくてはいけないなくてはいけないなくてはいけない。。。。        そそそそのののの観点観点観点観点でででで考考考考ええええるとるとるとると、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても世界世界世界世界中中中中でででで物物物物をををを考考考考ええええるスるスるスるスキキキキームがームがームがームが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。例例例例えばえばえばえば京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書のののの批批批批准准准准をめをめをめをめぐぐぐぐりりりり、、、、森森森森林林林林をををを植植植植林林林林すれすれすれすればばばばＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２のシンクにのシンクにのシンクにのシンクに勘勘勘勘定定定定するするするする。。。。再再再再植植植植林林林林ももももカウカウカウカウントすントすントすントするがるがるがるが、、、、日日日日本等本等本等本等のののの場場場場合合合合、、、、ほほほほととととんんんんどどどど植植植植林林林林するするするする可能可能可能可能性性性性がないがないがないがない。。。。日日日日本本本本がががが６６６６％％％％のうちののうちののうちののうちの 3.93.93.93.9％％％％はははは森森森森林林林林のののの吸収吸収吸収吸収源源源源でででで引引引引いてもらいてもらいてもらいてもらええええることはることはることはることは、、、、３３３３条条条条４４４４項項項項でででで経経経経営営営営されたされたされたされた森森森森林林林林ににににつつつついてはいてはいてはいてはそそそそれをれをれをれを見見見見るというるというるというるということでありことでありことでありことであり、、、、これはこれはこれはこれは国連国連国連国連のののの条条条条約約約約でででで認認認認めてもらめてもらめてもらめてもらええええないないないない可能可能可能可能性性性性もあるもあるもあるもある。。。。そそそそのののの点点点点ではではではでは私私私私たちがたちがたちがたちが森森森森
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林林林林のののの経経経経営営営営とはどうかととはどうかととはどうかととはどうかと言言言言うううう以前以前以前以前にににに、、、、国際国際国際国際条条条条約約約約のののの中中中中でのでのでのでの森森森森林林林林のののの経経経経営営営営とはとはとはとは何何何何かをかをかをかを理理理理解解解解しなけれしなけれしなけれしなければばばば、、、、恐恐恐恐らくらくらくらく日日日日本本本本のののの政政政政策策策策はははは全全全全くくくく成成成成りりりり立立立立たないたないたないたない。。。。そそそそういうういうういうういう意意意意味味味味でででで基基基基準準準準化化化化はははは私私私私たちのたちのたちのたちの社会社会社会社会にににに非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな影響影響影響影響をもたらしていることはをもたらしていることはをもたらしていることはをもたらしていることは間間間間違違違違いないいないいないいない。。。。そそそそれをれをれをれを無無無無視視視視してしてしてして本本本本条条条条約約約約からからからから脱脱脱脱退退退退してしてしてして何何何何かをかをかをかをややややっていくことはっていくことはっていくことはっていくことは可能可能可能可能であるがであるがであるがであるが、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは少少少少なくともなくともなくともなくともそそそそれはとるべきれはとるべきれはとるべきれはとるべき道道道道ではないとではないとではないとではないと思思思思っているっているっているっている。。。。そそそそういうういうういうういう意意意意味味味味でグローでグローでグローでグローババババルルルル化化化化のののの問問問問題題題題はははは非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題があることはわかるがあることはわかるがあることはわかるがあることはわかる。。。。日日日日本本本本というというというという国国国国がががが社会社会社会社会貢献貢献貢献貢献しししし、、、、６６６６％％％％削減削減削減削減をををを、、、、1990199019901990年年年年時点時点時点時点比比比比較較較較でででで達達達達成成成成することになるとすることになるとすることになるとすることになると大大大大変変変変なななな努努努努力力力力がががが要要要要るるるる。。。。日日日日本本本本全全全全体体体体があるがあるがあるがある１１１１つつつつのスタンダーのスタンダーのスタンダーのスタンダードドドドをををを持持持持ちちちち、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域にににに対対対対してしてしてして協力協力協力協力をををを求求求求めていくことはめていくことはめていくことはめていくことは、、、、トップダトップダトップダトップダウウウウンンンンだだだだからよくないというからよくないというからよくないというからよくないという話話話話ではなくではなくではなくではなく、、、、国際的国際的国際的国際的なななな取取取取りりりり決決決決めのめのめのめのルールのルールのルールのルールの過程過程過程過程のののの中中中中でででで生生生生じじじじたたたたややややむをむをむをむを得得得得ないことであるないことであるないことであるないことである。。。。これもこれもこれもこれも地域地域地域地域によっによっによっによってててて物物物物のののの考考考考ええええ方方方方がががが違違違違うことではないうことではないうことではないうことではない。。。。同同同同じじじじことがことがことがことが多分多分多分多分生物生物生物生物多多多多様様様様性性性性でもでもでもでも言言言言ええええるとるとるとると思思思思うううう。。。。今今今今、、、、生物生物生物生物多多多多様様様様性性性性にににに関関関関してしてしてしていいいいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろでででで絶滅絶滅絶滅絶滅危危危危惧惧惧惧種種種種がががが盛盛盛盛んんんんにににに取取取取りりりりざざざざたされているがたされているがたされているがたされているが、、、、日日日日本本本本全全全全体体体体としてとしてとしてとして貴重貴重貴重貴重なななな守守守守るべきるべきるべきるべき野野野野生生生生動動動動植植植植物物物物種種種種、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは景観景観景観景観がががが認認認認定定定定されることはされることはされることはされることは、、、、国国国国全全全全体体体体がががが生物生物生物生物のののの多多多多様様様様性性性性をををを維維維維持持持持ししししていくていくていくていく上上上上ではどうしてもではどうしてもではどうしてもではどうしても必要必要必要必要なことであるなことであるなことであるなことである。。。。このこのこのこの点点点点ににににつつつついていていていて言言言言えばえばえばえば、、、、新新新新しいしいしいしい生物生物生物生物多多多多様様様様性性性性国国国国家家家家戦戦戦戦略略略略のののの中中中中ででででそそそそのようなのようなのようなのような基本基本基本基本方針方針方針方針がががが出出出出ているがているがているがているが、、、、そそそそういうことにういうことにういうことにういうことにつつつついてはいてはいてはいては考考考考ええええていかないていかないていかないていかないといけないといけないといけないといけない。。。。        決決決決してしてしてして地域地域地域地域やややや国国国国がががが孤孤孤孤児児児児でありでありでありであり続続続続けることはありけることはありけることはありけることはあり得得得得ないということがないということがないということがないということが１１１１つつつつのののの条件条件条件条件としてあとしてあとしてあとしてあるるるる。。。。一一一一方方方方、、、、環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画やややや国国国国のののの政政政政策策策策とととと地地地地方方方方のののの政政政政策策策策とととと述述述述べたがべたがべたがべたが、、、、みみみみんんんんながながながなが同同同同じじじじようなことをようなことをようなことをようなことをややややっていってっていってっていってっていって果果果果たしていいのかということがあるたしていいのかということがあるたしていいのかということがあるたしていいのかということがある。。。。駅駅駅駅前前前前のののの開発等開発等開発等開発等をををを見見見見るとどこのるとどこのるとどこのるとどこの町町町町にににに降降降降りりりり立立立立ったかさっったかさっったかさっったかさっぱぱぱぱりわからないりわからないりわからないりわからない。。。。世界世界世界世界のののの都都都都市市市市でででで例例例例えばえばえばえばニニニニュュュューーーーヨヨヨヨークークークーク、、、、東京東京東京東京、、、、ロンロンロンロンドドドドンをンをンをンを見見見見ててててもももも、、、、一一一一番番番番核核核核のののの再再再再開発開発開発開発されたとこされたとこされたとこされたところろろろははははほほほほととととんんんんどどどど個性個性個性個性がなくなっているがなくなっているがなくなっているがなくなっている。。。。ここここんんんんなことはよくなことはよくなことはよくなことはよく聞聞聞聞くがくがくがくが、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが地域地域地域地域づくりをづくりをづくりをづくりを考考考考ええええるときにどうるときにどうるときにどうるときにどう考考考考ええええることがることがることがることが必要必要必要必要かかかか、、、、ややややはりはりはりはりそそそそのののの中中中中でででで非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なこととしてなこととしてなこととしてなこととして地域地域地域地域のののの個性個性個性個性のののの尊尊尊尊重重重重があるがあるがあるがある。。。。        私私私私はははは最最最最近近近近、、、、第第第第５５５５次次次次のののの全全全全国総合開発計画国総合開発計画国総合開発計画国総合開発計画のまとめにのまとめにのまとめにのまとめに参加参加参加参加しししし、、、、今今今今現現現現在在在在はははは新新新新しいしいしいしい国国国国のののの国国国国土土土土利用利用利用利用計画計画計画計画やややや全全全全国総合開発計画国総合開発計画国総合開発計画国総合開発計画にににに関関関関するするするする新新新新しいしいしいしい枠枠枠枠組組組組みのみのみのみの制制制制定定定定にににに関係関係関係関係しているがしているがしているがしているが、、、、体体体体系系系系のののの見見見見直直直直しはしはしはしはこれからのこれからのこれからのこれからの地地地地方方方方分分分分権権権権化化化化のののの時代時代時代時代のののの中中中中でででで非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな課題課題課題課題であることはであることはであることはであることは言言言言うまでもないうまでもないうまでもないうまでもない。。。。そそそそののののときにときにときにときに１１１１つつつつ非常非常非常非常にににに大大大大事事事事なことはなことはなことはなことは、、、、いかにしていかにしていかにしていかにして地域地域地域地域がががが個性個性個性個性豊豊豊豊かにかにかにかに輝輝輝輝くかであるくかであるくかであるくかである。。。。これはこれはこれはこれは地域地域地域地域間間間間のののの大大大大競争時代競争時代競争時代競争時代においてもにおいてもにおいてもにおいても非常非常非常非常にににに大大大大事事事事なことでありなことでありなことでありなことであり、、、、隣隣隣隣とととと同同同同じじじじことをしていてはことをしていてはことをしていてはことをしていては、、、、そそそそのののの地地地地域域域域のののの付加価付加価付加価付加価値値値値ががががつつつついてこないいてこないいてこないいてこない。。。。地地地地方方方方分分分分権権権権のののの時代時代時代時代はははは、、、、地地地地方方方方にににに権限権限権限権限がおりるがおりるがおりるがおりる時代時代時代時代というよりもというよりもというよりもというよりも、、、、地地地地方方方方がおがおがおがお互互互互いにいにいにいに知知知知恵恵恵恵をををを出出出出しししし合合合合ってってってって競争競争競争競争するするするする時代時代時代時代だだだだととらととらととらととらええええたたたた方方方方がいいというのががいいというのががいいというのががいいというのが私私私私のののの考考考考ええええ方方方方であるであるであるである。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、うまくいくとこうまくいくとこうまくいくとこうまくいくところろろろとととと失敗失敗失敗失敗するとこするとこするとこするところろろろがががが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。国国国国ははははそそそそこまでこまでこまでこまで関関関関与与与与しないのでしないのでしないのでしないので、、、、いわいわいわいわばばばば地域地域地域地域のののの存亡存亡存亡存亡はははは地域地域地域地域にゆにゆにゆにゆだだだだねられたねられたねられたねられた時代時代時代時代であるとであるとであるとであると認認認認識識識識すべきであるとすべきであるとすべきであるとすべきであると思思思思っているっているっているっている。。。。そそそそのときにのときにのときにのときに地域地域地域地域のののの個性個性個性個性をををを出出出出すこととグローすこととグローすこととグローすこととグローババババルルルル化化化化のののの中中中中のののの環境環境環境環境問問問問題題題題へのへのへのへの対対対対応応応応のののの２２２２つつつつをどのようにをどのようにをどのようにをどのようにつつつつなげていくのかなげていくのかなげていくのかなげていくのか、、、、ここがここがここがここが非常非常非常非常にににに大大大大事事事事なななな点点点点だだだだとととと私私私私はははは思思思思っているっているっているっている。。。。        そそそそのことにのことにのことにのことにつつつついてのいてのいてのいての結結結結論論論論めいたことをめいたことをめいたことをめいたことを言言言言うううう前前前前にににに、、、、１１１１つつつつ私私私私のののの関係関係関係関係しているしているしているしている国際的国際的国際的国際的なななな議議議議論論論論ををををごごごご紹介紹介紹介紹介したいしたいしたいしたい。。。。私私私私はははは、、、、どちらかというとアどちらかというとアどちらかというとアどちらかというとアメメメメリリリリカカカカよりもよりもよりもよりもヨヨヨヨーロッパにたくさーロッパにたくさーロッパにたくさーロッパにたくさんんんん友友友友達達達達がいるがいるがいるがいる。。。。私私私私のののの専専専専門門門門分野分野分野分野はははは緑緑緑緑地計画地計画地計画地計画でありでありでありであり、、、、ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパ、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカではではではではランランランランドドドドススススケケケケーププランニングーププランニングーププランニングーププランニングとととと言言言言っているものであるっているものであるっているものであるっているものである。。。。日日日日本本本本ではランではランではランではランドドドドススススケケケケープープープープ（（（（景観景観景観景観））））とととと言言言言うとうとうとうと、、、、何何何何かかかか見見見見たたたた目目目目のののの計画計画計画計画のようのようのようのようだだだだがががが、、、、そそそそうではなくうではなくうではなくうではなく、、、、もっともっともっともっと総合的総合的総合的総合的なななな概概概概念念念念であるであるであるである。。。。私私私私はははは日日日日本本本本でもでもでもでもぜぜぜぜひひひひランランランランドドドドススススケケケケーーーープというプというプというプという言言言言葉葉葉葉をををを皆皆皆皆ささささんんんんにににに使使使使っていたっていたっていたっていただだだだきたいときたいときたいときたいと願願願願っているっているっているっている。。。。いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、ランランランランドドドドススススケケケケープというのはープというのはープというのはープというのはヨヨヨヨーロッパではーロッパではーロッパではーロッパでは非常非常非常非常にににに大大大大事事事事ななななココココンセプトのンセプトのンセプトのンセプトの１１１１つつつつであるであるであるである。。。。ランランランランドドドドススススケケケケーププーププーププーププ
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ランニングにランニングにランニングにランニングに関関関関するさまするさまするさまするさまざざざざまなまなまなまな議議議議論論論論がががが今今今今ＥＥＥＥＵＵＵＵのののの中中中中にあるがにあるがにあるがにあるが、Ｅ、Ｅ、Ｅ、ＥＵＵＵＵのののの中中中中でのでのでのでの議議議議論論論論はまさにはまさにはまさにはまさに私私私私がががが述述述述べていることがべていることがべていることがべていることが中心中心中心中心になっているになっているになっているになっている。。。。        つつつつまりまりまりまり、Ｅ、Ｅ、Ｅ、ＥＵＵＵＵはははは一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命統統統統合化合化合化合化をしているをしているをしているをしている。。。。通通通通貨貨貨貨ももももユユユユーロにしたーロにしたーロにしたーロにした。。。。私私私私ももももぼぼぼぼけていてけていてけていてけていて、、、、イイイイタリアへタリアへタリアへタリアへ行行行行ってリラにかってリラにかってリラにかってリラにかええええてくれとてくれとてくれとてくれと言言言言ったらったらったらったら、、、、リラはもうないとこのリラはもうないとこのリラはもうないとこのリラはもうないとこの間間間間言言言言われてびっくりわれてびっくりわれてびっくりわれてびっくりしたしたしたした。。。。そそそそういうういうういうういう意意意意味味味味ででででママママルクルクルクルクややややリラリラリラリラ、、、、フランがなくなることをフランがなくなることをフランがなくなることをフランがなくなることを目目目目のののの当当当当たりにすることはたりにすることはたりにすることはたりにすることは目目目目にににに見見見見ええええるるるる統統統統一化一化一化一化、、、、基基基基準準準準化化化化であったであったであったであった。。。。一一一一方方方方、、、、ヨヨヨヨーロッパはーロッパはーロッパはーロッパは極極極極めてめてめてめて多多多多様様様様なななな文文文文化化化化のののの内内内内在在在在したしたしたした国国国国々々々々からからからから成成成成りりりり立立立立っているっているっているっている。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは、、、、そそそそのののの多多多多様様様様なななな文文文文化化化化やそやそやそやそれをれをれをれを成成成成りりりり立立立立たせているたせているたせているたせている環境環境環境環境までもまでもまでもまでも、、、、ユユユユーロのようにーロのようにーロのようにーロのように統統統統一化一化一化一化したいとはしたいとはしたいとはしたいとは考考考考ええええていないていないていないていない。。。。        そそそそこでこでこでこで、、、、議議議議論論論論がががが起起起起こるがこるがこるがこるが、、、、ランランランランドドドドススススケケケケーププランニングのーププランニングのーププランニングのーププランニングの分野分野分野分野ではではではでは、、、、例例例例えばドえばドえばドえばドイイイイツツツツのののの場場場場合合合合、、、、かなりかなりかなりかなり厳厳厳厳密密密密なエなエなエなエココココロジロジロジロジカカカカルなルなルなルな計画計画計画計画にににになっているなっているなっているなっている。。。。例例例例えばえばえばえば日日日日本本本本でででで有有有有名名名名ななななビビビビオトープのオトープのオトープのオトープの計計計計画画画画、、、、都都都都市市市市のののの中中中中にににに送送送送りりりり込込込込みみみみ都都都都市環境市環境市環境市環境をををを改改改改善善善善するするするする風風風風のののの道道道道計画計画計画計画ははははドドドドイイイイツツツツでラントシャフでラントシャフでラントシャフでラントシャフツツツツプランプランプランプランとととと言言言言うがうがうがうが、、、、ランランランランドドドドススススケケケケープープープープ計画計画計画計画のののの中中中中でもでもでもでも確確確確保保保保されされされされ、、、、そそそそしてしてしてして土土土土地利用計画地利用計画地利用計画地利用計画、、、、地地地地区区区区計画等計画等計画等計画等とととと連連連連動動動動しながらしながらしながらしながら実行実行実行実行にににに移移移移されるされるされるされる。。。。これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに階階階階層層層層的的的的なきちなきちなきちなきちんんんんとしたとしたとしたとした計画計画計画計画となっているとなっているとなっているとなっている。。。。しかしかしかしかしししし、、、、イタリアにイタリアにイタリアにイタリアに行行行行くとくとくとくと全全全全然違然違然違然違うううう。。。。イタリアではイタリアではイタリアではイタリアでは同同同同じじじじランランランランドドドドススススケケケケーププランニングとーププランニングとーププランニングとーププランニングと言言言言ってってってってもももも、、、、むしむしむしむしろろろろ農村農村農村農村風風風風景景景景をををを保保保保全全全全するようなするようなするようなするような計画計画計画計画であるであるであるである。。。。イタリアのイタリアのイタリアのイタリアの場場場場合合合合はははは風風風風景景景景のののの歴歴歴歴史性史性史性史性にににに非常非常非常非常にににに重重重重きをきをきをきを置置置置いておりいておりいておりいており、、、、ガガガガラッラッラッラッソソソソ法法法法というというというという法法法法律律律律があるがあるがあるがある。。。。これにこれにこれにこれに基基基基づきづきづきづき、、、、例例例例えばえばえばえばベベベベススススビビビビオスオスオスオス火火火火山山山山のののの山山山山ろろろろくのくのくのくの果果果果樹樹樹樹園園園園地地地地帯帯帯帯ととととそそそそこにこにこにこに点在点在点在点在するするするする遺遺遺遺跡跡跡跡、、、、町町町町並並並並みみみみ等等等等をトータルにをトータルにをトータルにをトータルに保保保保全全全全していくことしていくことしていくことしていくことがイタリアのがイタリアのがイタリアのがイタリアの風風風風景景景景計画計画計画計画になっているになっているになっているになっている。。。。        イイイイギギギギリスではリスではリスではリスでは全全全全然違然違然違然違いいいい、、、、イイイイギギギギリスのリスのリスのリスの場場場場合合合合はランはランはランはランドドドドススススケケケケーププランニングはむしーププランニングはむしーププランニングはむしーププランニングはむしろろろろ土土土土地利地利地利地利用計画用計画用計画用計画、、、、そそそそしてしてしてして法的法的法的法的拘拘拘拘束束束束力力力力はははは非常非常非常非常にににに弱弱弱弱くくくく、、、、これをどこまでどのようにこれをどこまでどのようにこれをどこまでどのようにこれをどこまでどのように調調調調整整整整していくかしていくかしていくかしていくか議議議議論論論論があるがあるがあるがある。。。。11111111 月月月月上上上上旬旬旬旬にスロにスロにスロにスロベベベベニアでグローニアでグローニアでグローニアでグローババババルルルル化化化化時代時代時代時代のランのランのランのランドドドドススススケケケケーププランニングというーププランニングというーププランニングというーププランニングというタイトルでタイトルでタイトルでタイトルで国際会議国際会議国際会議国際会議をををを行行行行ったったったった。。。。まさにまさにまさにまさに今日今日今日今日私私私私がががが述述述述べているようなことがべているようなことがべているようなことがべているようなことが中心中心中心中心になったがになったがになったがになったが、、、、１１１１つつつつにはにはにはには、、、、ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパ，，，，ＥＥＥＥＵＵＵＵにおけるランにおけるランにおけるランにおけるランドドドドススススケケケケーププランニングにーププランニングにーププランニングにーププランニングにつつつついてのいてのいてのいての基基基基準準準準化化化化でででで、、、、これはこれはこれはこれは基基基基準準準準化化化化をするためのをするためのをするためのをするためのベベベベンンンンチチチチママママークークークークややややインデインデインデインディケィケィケィケータータータータ、、、、クライテリアをはっきりさせクライテリアをはっきりさせクライテリアをはっきりさせクライテリアをはっきりさせるということであるるということであるるということであるるということである。。。。これはとりわけこれはとりわけこれはとりわけこれはとりわけ地球環境地球環境地球環境地球環境時代時代時代時代、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはＥＥＥＥＵＵＵＵのののの統統統統合合合合のののの時代時代時代時代にににに向向向向けけけけ、、、、最最最最低低低低そそそそここここだだだだけはけはけはけは基基基基準準準準としてとしてとしてとして１１１１つつつつ持持持持っておくべきであるっておくべきであるっておくべきであるっておくべきである。。。。例例例例えばえばえばえば環境環境環境環境パフォーパフォーパフォーパフォーママママンスンスンスンス等等等等をををを評評評評価価価価するするするする際際際際もももも、、、、みみみみんんんんなパフォーなパフォーなパフォーなパフォーママママンスのンスのンスのンスの基基基基準準準準がががが違違違違ってってってって評価評価評価評価したのではしたのではしたのではしたのでは比比比比較較較較にならないのでにならないのでにならないのでにならないので、、、、そそそそこはこはこはこは基基基基準準準準化化化化をするをするをするをする。。。。        しかししかししかししかし、、、、同同同同時時時時にににに、、、、そそそそれれれれ以以以以上上上上にににに地域的地域的地域的地域的なななな個性個性個性個性をををを大大大大事事事事にしていくにしていくにしていくにしていく。。。。そそそそのののの両両両両者者者者をををを共共共共存存存存させるとさせるとさせるとさせるといういういういうややややりりりり方方方方をををを彼彼彼彼らはとらはとらはとらはとろろろろうとしているうとしているうとしているうとしている。。。。そそそそのようなのようなのようなのような点点点点がががが非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな特特特特徴徴徴徴ではなではなではなではないかといかといかといかと思思思思うううう。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、グローグローグローグローババババルルルル化化化化のののの中中中中のののの基基基基準準準準化化化化とととと画一化画一化画一化画一化、、、、一一一一方方方方でででで宗宗宗宗教教教教紛紛紛紛争争争争もももも含含含含めてめてめてめてだだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、特特特特にににに東東東東西西西西冷冷冷冷戦戦戦戦以以以以降降降降のさまのさまのさまのさまざざざざまなまなまなまな文文文文化的化的化的化的、、、、地域的地域的地域的地域的個性個性個性個性のののの台台台台頭頭頭頭によるによるによるによる個個個個別別別別的的的的、、、、個性個性個性個性的的的的なななな主主主主張張張張ととととののののぶぶぶぶつつつつかりかりかりかり合合合合いがいがいがいが生生生生じじじじたときにたときにたときにたときに、、、、どのようにどのようにどのようにどのように問問問問題題題題をををを解解解解決決決決するかにするかにするかにするかにつつつついていていていて私私私私がががが一一一一番番番番最最最最初初初初にこにこにこにこれはれはれはれは非常非常非常非常ににににヒヒヒヒントになるなとントになるなとントになるなとントになるなと思思思思ったったったった例例例例があるがあるがあるがある。。。。もうもうもうもう 15151515年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい前前前前になるがになるがになるがになるが、、、、ドドドドイイイイツツツツののののババババイイイイエルンエルンエルンエルン州州州州というというというという一一一一番番番番南南南南のののの州州州州にににに私私私私のののの仲仲仲仲間間間間でランでランでランでランドドドドススススケケケケーププランナーをーププランナーをーププランナーをーププランナーをややややっているライっているライっているライっているライハハハハルルルルト・グト・グト・グト・グレレレレーーーーベベベベというというというという男男男男がいるがいるがいるがいる。。。。このこのこのこの人人人人にあるにあるにあるにある町町町町をををを紹介紹介紹介紹介してもらったしてもらったしてもらったしてもらった。。。。        このこのこのこの町町町町はははは環境環境環境環境首首首首都都都都というというというという表表表表彰彰彰彰制制制制度度度度ががががドドドドイイイイツツツツにあるがにあるがにあるがにあるが、、、、多分多分多分多分最最最最初初初初のののの環境環境環境環境首首首首都都都都にににに選選選選ばばばばれたとれたとれたとれたとこここころろろろでででで有有有有名名名名だだだだがががが、、、、人人人人口約口約口約口約 10101010万万万万人人人人のエアランのエアランのエアランのエアランゲゲゲゲンというンというンというンという小小小小さなさなさなさな市市市市であるであるであるである。。。。今今今今でででで言言言言うとうとうとうと余余余余りりりり大大大大したことがないしたことがないしたことがないしたことがない政政政政策策策策であるがであるがであるがであるが、、、、中心中心中心中心市市市市街街街街地地地地にににに全部全部全部全部車車車車をををを入入入入れなくしたれなくしたれなくしたれなくした。。。。そそそそしてしてしてして、、、、町町町町のののの外外外外側側側側にににに全部全部全部全部駐駐駐駐車車車車場場場場をををを設設設設けけけけ、、、、町町町町のののの中中中中をををを車車車車フリーにするフリーにするフリーにするフリーにする施策施策施策施策をとったりをとったりをとったりをとったり、、、、今今今今度度度度はははは逆逆逆逆にににに車車車車をどをどをどをどんんんんどどどどんんんん不不不不
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便便便便にしにしにしにし、、、、自自自自転転転転車車車車をどをどをどをどんんんんどどどどんふやんふやんふやんふやしししし、、、、外外外外側側側側 50505050キキキキロロロロぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまで自自自自転転転転車車車車道道道道だだだだけでけでけでけで行行行行けるようにしけるようにしけるようにしけるようにしたたたた。。。。道道道道路路路路をををを不不不不便便便便にするためにするためにするためにするため、、、、中心中心中心中心市市市市街街街街地地地地にににに入入入入るるるるババババイパスのイパスのイパスのイパスの橋橋橋橋のののの計画計画計画計画があったががあったががあったががあったが、、、、これもこれもこれもこれもややややめてしまいめてしまいめてしまいめてしまい、、、、非常非常非常非常にににに有有有有名名名名になったになったになったになった町町町町であるであるであるである。。。。        そそそそこへこへこへこへ行行行行くとくとくとくと、、、、街街街街のののの見見見見学学学学はみはみはみはみんんんんなななな自自自自転転転転車車車車でさせてくれるでさせてくれるでさせてくれるでさせてくれる。。。。外外外外側側側側にににに駐駐駐駐車車車車場場場場をををを配配配配置置置置することすることすることすることがうまくできるのはながうまくできるのはながうまくできるのはながうまくできるのはなぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、昔昔昔昔のののの城城城城壁壁壁壁ががががそそそそこにあるからであるこにあるからであるこにあるからであるこにあるからである。。。。日日日日本本本本ではではではではそそそそううううううううまくいかないがまくいかないがまくいかないがまくいかないが、、、、ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパ都都都都市市市市はははは街街街街のののの内内内内とととと外外外外はははは明明明明確確確確であるであるであるである。。。。ちちちちょょょょうどうどうどうど旧城旧城旧城旧城壁壁壁壁のののの内内内内側側側側にににに車車車車をををを入入入入れないようにするとれないようにするとれないようにするとれないようにすると非常非常非常非常にうまくいくにうまくいくにうまくいくにうまくいく。。。。そそそそしてしてしてして街街街街のののの中中中中をををを歩歩歩歩くくくく。。。。これはこれはこれはこれは中中中中世世世世のののの都都都都市市市市であであであであるがるがるがるが、、、、説説説説明明明明をををを聞聞聞聞いていたときにグいていたときにグいていたときにグいていたときにグレレレレーーーーベベベベがががが私私私私にこういうことをにこういうことをにこういうことをにこういうことを言言言言ったったったった。。。。何何何何をををを言言言言ったかといったかといったかといったかというとうとうとうと、、、、これはこれはこれはこれは環境環境環境環境政政政政策策策策だだだだがががが、、、、このこのこのこの政政政政策策策策をとることによりをとることによりをとることによりをとることによりややややっとっとっとっと中中中中世世世世らしいらしいらしいらしい、、、、このこのこのこの街街街街らしいらしいらしいらしい街街街街並並並並みをみをみをみを取取取取りりりり戻戻戻戻すことができたすことができたすことができたすことができた。。。。ここのここのここのここの城城城城とここのとここのとここのとここの中中中中庭庭庭庭はははは、、、、昔昔昔昔はははは一体的一体的一体的一体的にににに設計設計設計設計されていたされていたされていたされていた。。。。おおおお城城城城がありがありがありがあり、、、、庭庭庭庭があったがあったがあったがあった。。。。        とことことこところろろろがががが、、、、ここにここにここにここに道道道道路路路路がががが入入入入りりりり、、、、車車車車がががが通通通通るためにこのるためにこのるためにこのるためにこの城城城城とととと庭庭庭庭がががが分分分分断断断断されたされたされたされた。。。。これがまたこれがまたこれがまたこれがまた一一一一緒緒緒緒になることができるようになったのはになることができるようになったのはになることができるようになったのはになることができるようになったのは、、、、中中中中世世世世のののの人人人人がこのがこのがこのがこの都都都都市市市市ををををつつつつくりくりくりくり、、、、そそそそしてしてしてして使使使使っていっていっていっていたのとたのとたのとたのと同同同同じじじじ精神精神精神精神をををを受受受受けけけけ継継継継ぐぐぐぐことになることになることになることになる。。。。そそそそういうういうういうういう点点点点でででで非常非常非常非常にこのにこのにこのにこの事事事事業業業業はうまくいったといはうまくいったといはうまくいったといはうまくいったというううう話話話話をををを聞聞聞聞いていていていて、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの考考考考ええええ方方方方とちとちとちとちょょょょっとっとっとっと違違違違うのではないかとうのではないかとうのではないかとうのではないかと思思思思いいいい始始始始めためためためた。。。。以来以来以来以来、、、、私私私私ははははそそそそういうういうういうういう目目目目でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな地域地域地域地域づくりをづくりをづくりをづくりを見見見見るようになったるようになったるようになったるようになった。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの日日日日本本本本のののの自治体自治体自治体自治体ががががややややっているっているっているっている政政政政策策策策のののの中中中中でででで、、、、例例例例えばえばえばえば温暖温暖温暖温暖化化化化防止防止防止防止、、、、都都都都市大市大市大市大気気気気環境環境環境環境のののの緩緩緩緩和和和和、、、、交通政交通政交通政交通政策策策策、、、、ごごごごみみみみ処理処理処理処理、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの問問問問題等題等題等題等、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会でもでもでもでも何何何何でもいいがでもいいがでもいいがでもいいが、、、、そそそそういうものがういうものがういうものがういうものが果果果果たしてたしてたしてたしてそそそそのののの地域地域地域地域らしさらしさらしさらしさににににつつつつながるのかながるのかながるのかながるのか。。。。そそそそのことをのことをのことをのことを基基基基準準準準でででで見見見見てみるとてみるとてみるとてみると、、、、実実実実ははははそそそそのののの地域地域地域地域がががが本本本本当当当当ににににややややるるるる気気気気になっていになっていになっていになっているのかるのかるのかるのか、、、、ややややるるるる気気気気になっていないのかになっていないのかになっていないのかになっていないのか非常非常非常非常によくわかるによくわかるによくわかるによくわかる。。。。        例例例例えばえばえばえばこのこのこのこの前前前前もももも環境環境環境環境省省省省のののの循環基本計画循環基本計画循環基本計画循環基本計画のののの公公公公聴聴聴聴会会会会のののの関係関係関係関係でででで北北北北海道海道海道海道にににに行行行行かせていたかせていたかせていたかせていただだだだいたがいたがいたがいたが、、、、富富富富良良良良野市野市野市野市はははは 12121212ぐぐぐぐらいらいらいらい分分分分別別別別しししし、、、、８８８８割割割割方方方方資源化資源化資源化資源化しているしているしているしている。。。。８８８８割割割割資源化資源化資源化資源化しているというのはしているというのはしているというのはしているというのは聞聞聞聞いいいいたことがないのでびっくりしたがたことがないのでびっくりしたがたことがないのでびっくりしたがたことがないのでびっくりしたが、、、、とにかくとにかくとにかくとにかくややややっているっているっているっている。。。。このこのこのこの資源化資源化資源化資源化がうまくいったのはがうまくいったのはがうまくいったのはがうまくいったのは、、、、地地地地方都方都方都方都市市市市でででで農村農村農村農村がありがありがありがあり、、、、農村農村農村農村にににに対対対対してしてしてして資源資源資源資源をををを還元還元還元還元するというするというするというするという必必必必然然然然性性性性があったためにがあったためにがあったためにがあったために、、、、リサリサリサリサイクルはイクルはイクルはイクルは非常非常非常非常にににに社会社会社会社会のののの中中中中でででで生生生生きたものになっているきたものになっているきたものになっているきたものになっている。。。。生生生生きてきてきてきて使使使使われることがわれることがわれることがわれることが実実実実感感感感されるがされるがされるがされるがゆゆゆゆええええにににに、、、、ごごごごみみみみ分類分類分類分類のためののためののためののための電電電電話話話話帳帳帳帳みたいなものがありみたいなものがありみたいなものがありみたいなものがあり、、、、イをイをイをイを引引引引くとくとくとくと入入入入れれれれ歯歯歯歯がががが書書書書いてあるいてあるいてあるいてある。。。。地域地域地域地域のののの特性特性特性特性からからからから出出出出発発発発しているしているしているしている点点点点ではではではでは、、、、何何何何もももも国国国国がががが循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会とととと言言言言うううう前前前前からちからちからちからちゃゃゃゃんんんんととととややややっていっていっていっているるるる。。。。そそそそのようなことをのようなことをのようなことをのようなことを考考考考ええええていくことがていくことがていくことがていくことが非常非常非常非常にににに大大大大事事事事なのではないかなのではないかなのではないかなのではないか。。。。        そそそそのようにのようにのようにのように考考考考ええええるとるとるとると、、、、都道都道都道都道府府府府県県県県はははは国国国国のののの環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画ををををそそそそのままのままのままのまま県県県県にににに変変変変ええええたたたただだだだけであるけであるけであるけである。。。。指指指指標標標標もももも同同同同様様様様であるであるであるである。。。。地域地域地域地域をををを４４４４つつつつぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに分分分分けけけけ、、、、そそそそのののの地域地域地域地域がががが本本本本当当当当ににににそそそそれでいいかどうかはれでいいかどうかはれでいいかどうかはれでいいかどうかは余余余余りりりり議議議議論論論論しないでしないでしないでしないで国国国国のののの政政政政策策策策をををを県県県県におにおにおにおろろろろしているしているしているしている。。。。市町市町市町市町村村村村もももも大大大大きいきいきいきい自治体自治体自治体自治体はははは結結結結構構構構そそそそれがれがれがれが多多多多いいいい。。。。そそそそれにれにれにれに対対対対しししし、、、、内内内内藤藤藤藤先先先先生生生生がががが座座座座長長長長のののの「「「「京京京京のアジェンダのアジェンダのアジェンダのアジェンダ 21212121」」」」はははは非常非常非常非常におもしにおもしにおもしにおもしろろろろいといといといと思思思思うううう。。。。私私私私がががが特特特特におもしにおもしにおもしにおもしろろろろいといといといと思思思思ったのはったのはったのはったのは、、、、京都京都京都京都はたまたまはたまたまはたまたまはたまたま京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書ということでということでということでということで、、、、環境環境環境環境ををををややややっているっているっているっている人人人人のののの間間間間ではではではでは、、、、京都京都京都京都といといといといえばだえばだえばだえばだれでもれでもれでもれでも知知知知っているっているっているっているぐぐぐぐらいネームらいネームらいネームらいネームババババリリリリュュュューがーがーがーが出出出出たたたた。。。。そそそそこでこでこでこで、、、、京京京京都都都都プロトプロトプロトプロトココココルのルのルのルのごごごご本本本本家家家家がががが地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化問問問問題題題題にににに貢献貢献貢献貢献しないとしないとしないとしないと格格格格好好好好悪悪悪悪いといといといと、、、、今今今今、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化のののの対策対策対策対策をををを一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命やろやろやろやろうとしているうとしているうとしているうとしている。。。。        日日日日本本本本はははは９０９０９０９０年年年年比比比比６６６６％％％％削減削減削減削減であるがであるがであるがであるが、、、、本本本本当当当当はははは６６６６－－－－3.93.93.93.9がががが日日日日本本本本のののの目標目標目標目標になっているがになっているがになっているがになっているが、、、、そそそそれでれでれでれでもももも大大大大変変変変といといといといえばえばえばえば大大大大変変変変であるであるであるである。。。。京都京都京都京都はははは森森森森林林林林のののの吸収減吸収減吸収減吸収減分分分分をををを引引引引かずにかずにかずにかずに 10101010％％％％削減削減削減削減をををを目標目標目標目標にしているにしているにしているにしているがががが、、、、そそそそののののぐぐぐぐらいらいらいらい温暖温暖温暖温暖化化化化にににに対対対対してしてしてして自治体自治体自治体自治体がががが本本本本格格格格的的的的にににに取取取取りりりり組組組組もうとしているもうとしているもうとしているもうとしている。。。。しかししかししかししかし、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化をいわをいわをいわをいわばばばば禁欲禁欲禁欲禁欲的的的的なななな環境環境環境環境政政政政策策策策としてとしてとしてとして展展展展開開開開するするするするだだだだけではなかなかけではなかなかけではなかなかけではなかなか元元元元気気気気がががが出出出出ないないないない。。。。車車車車のののの排排排排気量気量気量気量
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云云云云々々々々とととと特特特特にににに個性個性個性個性的的的的でもでもでもでも何何何何でもないでもないでもないでもない。。。。京都京都京都京都ののののユユユユニークなとこニークなとこニークなとこニークなところろろろはははは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、そそそそれをれをれをれを観光観光観光観光ととととつつつつなげようとしていることであるなげようとしていることであるなげようとしていることであるなげようとしていることである。。。。国際国際国際国際都都都都市市市市京都京都京都京都がががが観光観光観光観光都都都都市市市市としてとしてとしてとして生生生生きていくためにはきていくためにはきていくためにはきていくためには車車車車がないがないがないがない方方方方がいいがいいがいいがいい。。。。町町町町のののの中中中中ににににごごごごみがあみがあみがあみがあふふふふれていないれていないれていないれていない方方方方がいいがいいがいいがいい。。。。ツツツツーリズムとーリズムとーリズムとーリズムと温暖温暖温暖温暖化化化化政政政政策策策策ををををつつつつなげなげなげなげ、、、、これがエアランこれがエアランこれがエアランこれがエアランゲゲゲゲンのンのンのンの例例例例とととと非常非常非常非常にににに合合合合いいいい通通通通ずるとこずるとこずるとこずるところろろろがあるがあるがあるがある。。。。そそそそのようなのようなのようなのような意意意意味味味味ででででそそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて、、、、あるあるあるある程程程程度度度度共通性共通性共通性共通性のののの対対対対目標目標目標目標をををを持持持持つつつつがががが、、、、実際実際実際実際ににににそそそそこへアプローこへアプローこへアプローこへアプローチチチチするするするする方方方方法法法法はははは極極極極めてめてめてめて地域的地域的地域的地域的であるであるであるである、、、、個性個性個性個性的的的的なアプローなアプローなアプローなアプローチチチチををををそそそそれれれれぞぞぞぞれがれがれがれが見見見見つつつつけていくことがけていくことがけていくことがけていくことが地域地域地域地域づづづづくりなのではないかとくりなのではないかとくりなのではないかとくりなのではないかと考考考考ええええたたたた。。。。        そそそそうううう考考考考ええええるとるとるとると、、、、実実実実はシンクグローはシンクグローはシンクグローはシンクグローババババリーリーリーリー、、、、アクトローアクトローアクトローアクトローカカカカリーというのはフランスのリーというのはフランスのリーというのはフランスのリーというのはフランスの哲哲哲哲学学学学者者者者ルネデルネデルネデルネディィィィボボボボスがスがスがスが言言言言いいいい出出出出したしたしたした言言言言葉葉葉葉でででで、、、、サミットのサミットのサミットのサミットの際際際際にににに事前事前事前事前のののの準備準備準備準備会合等会合等会合等会合等でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろ話話話話をしをしをしをし、、、、余余余余りサイエンテりサイエンテりサイエンテりサイエンティィィィフフフフィィィィックなックなックなックな論文論文論文論文になっていないのでになっていないのでになっていないのでになっていないので非常非常非常非常にににに残残残残念念念念であるがであるがであるがであるが、、、、もしもしもしもし論文論文論文論文にあにあにあにあるのをるのをるのをるのを見見見見出出出出したしたしたした方方方方はははは教教教教ええええていたていたていたていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。ルネデルネデルネデルネディィィィボボボボスがスがスがスが、、、、彼彼彼彼のののの書書書書いたものはいたものはいたものはいたものは見見見見つつつつからなからなからなからないいいい。。。。彼彼彼彼がががが話話話話したことはしたことはしたことはしたことは幾幾幾幾つつつつかのかのかのかの議議議議事事事事録録録録のののの中中中中にににに残残残残っているがっているがっているがっているが、、、、彼彼彼彼がながながながなぜぜぜぜシンクグローシンクグローシンクグローシンクグローババババリーリーリーリー、、、、アクトローアクトローアクトローアクトローカカカカリーとリーとリーとリーと言言言言ったのかったのかったのかったのか。。。。そそそそれはれはれはれは、、、、単単単単にににに地域地域地域地域でででで行動行動行動行動していくのがいっしていくのがいっしていくのがいっしていくのがいっぱぱぱぱいいいい集集集集まるとまるとまるとまると地球規模地球規模地球規模地球規模になるのではないになるのではないになるのではないになるのではない。。。。        彼彼彼彼のののの哲哲哲哲学学学学はははは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、地球規模地球規模地球規模地球規模のののの問問問問題題題題のののの解解解解消消消消はははは、、、、そそそそのののの前前前前提提提提としてとしてとしてとして地域地域地域地域のののの文文文文化的化的化的化的、、、、生生生生態態態態的的的的、、、、社会的社会的社会的社会的なななな総意総意総意総意をををを大大大大前前前前提提提提としてとしてとしてとして認認認認識識識識しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけないということであるいけないということであるいけないということであるいけないということである。。。。そそそそしてしてしてして、、、、そそそそういうういうういうういう生生生生態態態態的的的的、、、、文文文文化的化的化的化的、、、、社会的社会的社会的社会的なななな差異差異差異差異をうまくをうまくをうまくをうまくココココーデーデーデーディィィィネートすることをネートすることをネートすることをネートすることを通通通通しししし、、、、初初初初めてめてめてめて地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題はははは解解解解決決決決のののの方向方向方向方向にににに向向向向かかかかうのうのうのうのだだだだというというというという彼彼彼彼のののの哲哲哲哲学学学学をををを表現表現表現表現しているしているしているしている。。。。皆皆皆皆はははは余余余余りりりりそそそそのこのこのこのことをとをとをとを理理理理解解解解していないからしていないからしていないからしていないから、、、、実実実実はははは逆逆逆逆でシンクローでシンクローでシンクローでシンクローカカカカリーリーリーリー、、、、アクトグローアクトグローアクトグローアクトグローババババリーではないかリーではないかリーではないかリーではないか等等等等みみみみんんんんながながながなが適適適適当当当当ににににそそそそのののの言言言言葉葉葉葉をもをもをもをもじじじじってってってって言言言言うがうがうがうが、、、、私私私私はははは彼彼彼彼のののの言言言言ったことのったことのったことのったことの基本基本基本基本哲哲哲哲学学学学にもうにもうにもうにもう１１１１度度度度評評評評価価価価をををを与与与与ええええてみるべきではないかとてみるべきではないかとてみるべきではないかとてみるべきではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。        環境環境環境環境省省省省のののの委員委員委員委員会会会会がががが発発発発足足足足したしたしたした際際際際、、、、私私私私はこはこはこはこんんんんなことをなことをなことをなことを述述述述べたべたべたべた。。。。私私私私はははは地域地域地域地域づくりにづくりにづくりにづくりにつつつついていていていて議議議議論論論論することはすることはすることはすることは大大大大変結変結変結変結構構構構だだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、決決決決してしてしてして私私私私たちがこれからたちがこれからたちがこれからたちがこれからつつつつくくくくろろろろうとしいているうとしいているうとしいているうとしいているガガガガイイイイドドドドブブブブックはサクセスストーリーをックはサクセスストーリーをックはサクセスストーリーをックはサクセスストーリーを集集集集めたものではめたものではめたものではめたものではだだだだめめめめだだだだ。。。。何何何何かどこかにかどこかにかどこかにかどこかに到到到到達達達達できるできるできるできる目標目標目標目標ののののゴゴゴゴーーーールがありルがありルがありルがあり、、、、そそそそこにこにこにこに向向向向かうプロセスがかうプロセスがかうプロセスがかうプロセスが明示明示明示明示されされされされ、、、、そそそそのとおりにのとおりにのとおりにのとおりにややややれれれればそばそばそばそこにこにこにこに行行行行くというくというくというくという形形形形ののののサクセスストーリーがサクセスストーリーがサクセスストーリーがサクセスストーリーが今今今今までまでまでまで多多多多いいいい。。。。あなたのとこあなたのとこあなたのとこあなたのところろろろははははそそそそこまでこまでこまでこまで行行行行っていないからっていないからっていないからっていないから頑張頑張頑張頑張れでれでれでれではははは、、、、そそそそのののの方方方方法法法法やややや到到到到達達達達するプロセスはどうしてもするプロセスはどうしてもするプロセスはどうしてもするプロセスはどうしても画一的画一的画一的画一的になってしまうになってしまうになってしまうになってしまう。。。。        これはこれはこれはこれは成成成成功功功功したどうかわからないがしたどうかわからないがしたどうかわからないがしたどうかわからないが、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな方方方方法法法法がありがありがありがあり、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域にはにはにはにはそそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの問問問問題題題題のののの発発発発掘掘掘掘のののの仕仕仕仕方方方方があるがあるがあるがある。。。。そそそそのののの問問問問題題題題のののの発発発発掘掘掘掘のののの仕仕仕仕方方方方のののの例例例例としてとしてとしてとして、、、、ここにはこういうここにはこういうここにはこういうここにはこういう例例例例をををを示示示示しているしているしているしている。。。。そそそそしてしてしてして、、、、これはこれはこれはこれは決決決決してサクセスストーリーではなくしてサクセスストーリーではなくしてサクセスストーリーではなくしてサクセスストーリーではなく、、、、いわいわいわいわばそばそばそばそのようなのようなのようなのような視視視視点点点点でででで物物物物をとらをとらをとらをとらええええたときのたときのたときのたときの１１１１つつつつのののの発発発発展展展展のプロセスてあるのプロセスてあるのプロセスてあるのプロセスてある。。。。今今今今現現現現在在在在はオンはオンはオンはオンゴゴゴゴーイングのーイングのーイングのーイングの発発発発展展展展でででであるあるあるある。。。。例例例例えばえばえばえば北九州北九州北九州北九州にしてもにしてもにしてもにしても、、、、日日日日本本本本のののの中中中中ではではではでは最最最最もももも優優優優良良良良なななな事例事例事例事例かもしれないがかもしれないがかもしれないがかもしれないが、、、、北九州北九州北九州北九州があがあがあがあのままでいいとはのままでいいとはのままでいいとはのままでいいとはだだだだれもれもれもれも思思思思っていないっていないっていないっていない。。。。北九州北九州北九州北九州はもっとはもっとはもっとはもっと環境環境環境環境都都都都市市市市としてとしてとしてとして発発発発展展展展しなけれしなけれしなけれしなければばばばいいいいけないというけないというけないというけないという状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、北九州北九州北九州北九州のののの事例事例事例事例がががが紹介紹介紹介紹介されているされているされているされている。。。。そそそそしてしてしてして、、、、北九州北九州北九州北九州はははは一一一一たたたたんんんん物物物物すすすすごごごごくくくく汚汚汚汚染染染染されたされたされたされた都都都都市市市市でありでありでありであり、、、、汚汚汚汚名名名名をををを浴浴浴浴びせられたびせられたびせられたびせられた都都都都市市市市であるからこであるからこであるからこであるからこそそそそ、、、、ああいうああいうああいうああいうややややりりりり方方方方ががががとれたのでありとれたのでありとれたのでありとれたのであり、、、、あのあのあのあのややややりりりり方方方方をみをみをみをみんんんんながまねするということではないながまねするということではないながまねするということではないながまねするということではない。。。。同同同同様様様様にににに農村農村農村農村地域地域地域地域でででではははは農村農村農村農村地域地域地域地域なりになりになりになりに全全全全くくくく違違違違うううう解解解解のののの出出出出しししし方方方方がありがありがありがあり得得得得るのではないかというるのではないかというるのではないかというるのではないかという考考考考ええええ方方方方ををををぜぜぜぜひひひひとってとってとってとっていくべきいくべきいくべきいくべきだだだだとととと念念念念頭頭頭頭にににに述述述述べべべべ、、、、ああいうああいうああいうああいう報告書報告書報告書報告書になったになったになったになった。。。。もしもしもしもしごごごご関関関関心心心心があるがあるがあるがある方方方方はははは見見見見ていたていたていたていただだだだききききたいたいたいたい。。。。        少少少少しししし時時時時間間間間があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、もうもうもうもう１１１１つだつだつだつだけけけけ述述述述べておきたいべておきたいべておきたいべておきたい。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をめをめをめをめぐぐぐぐってのってのってのっての物物物物のとらのとらのとらのとら
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ええええ方方方方にににに関関関関しししし、、、、これはこれはこれはこれは私私私私がががが中央中央中央中央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会でたびたびでたびたびでたびたびでたびたび強調強調強調強調してしてしてして述述述述べているがべているがべているがべているが、、、、できれできれできれできればそばそばそばそののののようなようなようなような考考考考ええええ方方方方がががが少少少少しでもしでもしでもしでも広広広広くくくく皆皆皆皆ささささんんんんにににに伝伝伝伝ええええられれられれられれられればばばばとととと願願願願うのでうのでうのでうので、、、、そそそそのことをのことをのことをのことを申申申申しししし上上上上げたいげたいげたいげたい。。。。私私私私はははは、、、、循環型社会形成推進基本計画循環型社会形成推進基本計画循環型社会形成推進基本計画循環型社会形成推進基本計画をををを支支支支ええええているているているている循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法はははは少少少少しししし狭過狭過狭過狭過ぎぎぎぎるとるとるとると思思思思うううう。。。。ななななぜぜぜぜ狭過狭過狭過狭過ぎるかというとぎるかというとぎるかというとぎるかというと、、、、そそそそこでいうこでいうこでいうこでいう循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会はははは、、、、いわいわいわいわばばばば３３３３ＲＲＲＲをををを推進推進推進推進するするするする社社社社会会会会であるであるであるである。。。。言言言言ってみれってみれってみれってみればばばば、、、、人人人人間間間間がががが人人人人工工工工物物物物ををををつつつつくりくりくりくり、、、、そそそそのののの人人人人工工工工物物物物はいずれはいずれはいずれはいずれ廃物廃物廃物廃物となるとなるとなるとなる。。。。このこのこのこの廃物廃物廃物廃物のののの寿寿寿寿命命命命をををを延延延延ばばばばしたりしたりしたりしたり、、、、廃物廃物廃物廃物化化化化させないようにしたりさせないようにしたりさせないようにしたりさせないようにしたり、、、、仮仮仮仮にににに廃物廃物廃物廃物とせとせとせとせざざざざるをるをるをるを得得得得ないにしないにしないにしないにしてもてもてもても適正適正適正適正なななな処理処理処理処理をするというをするというをするというをするという考考考考ええええ方方方方はははは、、、、このこのこのこの法法法法律律律律のののの中中中中にはにはにはには明明明明記記記記されているされているされているされている。。。。そそそそれではれではれではれでは、、、、人人人人工工工工物物物物ををををつつつつくることにくることにくることにくることにつつつついてどのようにいてどのようにいてどのようにいてどのように考考考考ええええるかというるかというるかというるかという哲哲哲哲学学学学ががががそそそそこにこにこにこに書書書書かれているかというかれているかというかれているかというかれているかというとととと、、、、十十十十分表現分表現分表現分表現されていないされていないされていないされていない。。。。        もうもうもうもう１１１１つつつつ、、、、何何何何よりもよりもよりもよりも人人人人工工工工物物物物がががが自自自自然然然然生生生生態態態態系系系系とのとのとのとの関係関係関係関係でどのようにでどのようにでどのようにでどのように存在存在存在存在していくべきかしていくべきかしていくべきかしていくべきか、、、、いいいいわわわわばばばば人人人人間間間間・・・・自自自自然然然然関係関係関係関係ににににつつつついてのいてのいてのいての基本的基本的基本的基本的なななな哲哲哲哲学学学学がががが抜抜抜抜けているけているけているけている。。。。私私私私はははは、、、、残残残残念念念念ながらこのながらこのながらこのながらこの計画計画計画計画にににに関関関関与与与与したのはしたのはしたのはしたのは法法法法律律律律ができたができたができたができた後後後後なのでなのでなのでなので必必必必ずしもずしもずしもずしも十十十十分分分分なななな貢献貢献貢献貢献はできていないがはできていないがはできていないがはできていないが、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも今今今今のののの循環基本計画循環基本計画循環基本計画循環基本計画のののの策定策定策定策定のののの中中中中ではこういうことはではこういうことはではこういうことはではこういうことは言言言言っているっているっているっている。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、当当当当面面面面はははは３３３３ＲＲＲＲをををを中心中心中心中心ととととしたしたしたした部部部部分分分分にににに重重重重点点点点をををを置置置置くべきことはくべきことはくべきことはくべきことは当当当当然然然然必要必要必要必要だだだだとととと思思思思うしうしうしうし、、、、そそそそれはれはれはれは本本本本来来来来そそそそうすべきうすべきうすべきうすべきだだだだというこというこというこということはとはとはとは否否否否定定定定しないしないしないしない。。。。大大大大事事事事であるがであるがであるがであるが、、、、だだだだからといってからといってからといってからといって循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの未未未未来来来来ががががそそそそれれれれだだだだけにとどまるけにとどまるけにとどまるけにとどまるのはのはのはのは問問問問題題題題であるであるであるである。。。。        つつつつまりまりまりまり、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会はははは、、、、製造物製造物製造物製造物のののの過程過程過程過程やややや人人人人工工工工物物物物のののの作作作作成成成成過程過程過程過程もももも含含含含めたトータルなめたトータルなめたトータルなめたトータルな社会設計社会設計社会設計社会設計のののの問問問問題題題題であるであるであるである。。。。そそそそのことをのことをのことをのことを念念念念頭頭頭頭にににに置置置置くくくく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。しかもしかもしかもしかも人人人人工工工工物物物物はははは実実実実はははは天天天天然然然然資源資源資源資源としてとしてとしてとして自自自自然然然然物物物物からからからから来来来来たりたりたりたり、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーとしてーとしてーとしてーとして入入入入ってきているのでってきているのでってきているのでってきているので、、、、こうこうこうこういうものとのいうものとのいうものとのいうものとの間間間間のののの関連関連関連関連づけづけづけづけをしないでをしないでをしないでをしないで、、、、人人人人工工工工物物物物だだだだけをけをけをけを取取取取りりりり出出出出してしてしてして新新新新しいしいしいしい循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ををををつつつつくるのもくるのもくるのもくるのも不十不十不十不十分分分分であるであるであるである。。。。だだだだかかかからららら、、、、２２２２つつつつのののの意意意意味味味味でででで今考今考今考今考ええええているているているている循環型社会推進形成基本計画循環型社会推進形成基本計画循環型社会推進形成基本計画循環型社会推進形成基本計画にはにはにはには大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題点点点点があるがあるがあるがある。。。。少少少少なくともなくともなくともなくとも前前前前文文文文やややや基本的基本的基本的基本的哲哲哲哲学学学学のののの中中中中ではではではでは、、、、そそそそのことをのことをのことをのことを明明明明確確確確にににに書書書書いていていていてほほほほしいとおしいとおしいとおしいとお願願願願いしいしいしいし、、、、今今今今のとのとのとのとこここころろろろはははは多多多多少書少書少書少書いていたいていたいていたいていただだだだいているいているいているいている。。。。        例例例例えばえばえばえば私私私私がどうしてもがどうしてもがどうしてもがどうしても書書書書いてくれとおいてくれとおいてくれとおいてくれとお願願願願いしたのはいしたのはいしたのはいしたのは、、、、産業産業産業産業共生共生共生共生というというというという考考考考ええええ方方方方であるであるであるである。。。。国国国国連本連本連本連本部部部部のののの鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦氏氏氏氏はははは、、、、今今今今、、、、一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろとととと話話話話をされているがをされているがをされているがをされているが、、、、彼彼彼彼女女女女とととと一一一一緒緒緒緒にシンにシンにシンにシンポポポポジジジジウウウウムをムをムをムをややややったときにデンったときにデンったときにデンったときにデンママママークからークからークからークから人人人人がががが来来来来られられられられ、、、、インダストリアルシンインダストリアルシンインダストリアルシンインダストリアルシンババババイオイオイオイオシスというシスというシスというシスという言言言言葉葉葉葉をををを使使使使ったったったった。。。。あるあるあるある産業産業産業産業のののの排排排排出物出物出物出物をあるをあるをあるをある産業産業産業産業のののの資源資源資源資源にするというにするというにするというにするという考考考考ええええ方方方方であるであるであるである。。。。このこのこのこの考考考考ええええ方方方方をををを採用採用採用採用するとするとするとすると基本的基本的基本的基本的にににに産業産業産業産業のののの構構構構造造造造がががが変変変変わってくるわってくるわってくるわってくる。。。。産業産業産業産業のののの設計設計設計設計がががが変変変変わってくるわってくるわってくるわってくる。。。。今今今今まではあるまではあるまではあるまではある１１１１つつつつのののの産業産業産業産業にににに最最最最適適適適規模規模規模規模がありがありがありがあり、、、、一一一一般般般般的的的的にはにはにはにはそそそそれはれはれはれは大大大大きけれきけれきけれきければばばば大大大大きいきいきいきいほほほほどよくどよくどよくどよくてててて、、、、入入入入ってくるってくるってくるってくる資源資源資源資源量量量量にににに依依依依存存存存してしてしてして大大大大量量量量のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが出出出出てててて、、、、そそそそれをれをれをれを困困困困ってどうするかとなるってどうするかとなるってどうするかとなるってどうするかとなる。。。。そそそそうではなくうではなくうではなくうではなく、、、、産業連産業連産業連産業連鎖鎖鎖鎖をををを前前前前提提提提としたとしたとしたとした産業産業産業産業共生共生共生共生ではではではでは、、、、入入入入口口口口とととと出出出出口口口口をををを合合合合わせなけれわせなけれわせなけれわせなければばばばいけないけないけないけないのでいのでいのでいので、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの入入入入口口口口とととと出出出出口口口口がまずがまずがまずがまず適正適正適正適正サイズでサイズでサイズでサイズで決決決決まってくるまってくるまってくるまってくる。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、そそそそれらがれらがれらがれらが隣隣隣隣同同同同士士士士にににに存在存在存在存在しないといけないのでしないといけないのでしないといけないのでしないといけないので、、、、いわいわいわいわばばばば純純純純化化化化されたされたされたされた産業産業産業産業ではなくではなくではなくではなく、、、、複複複複合化合化合化合化されたされたされたされた産業産業産業産業になになになになってくるってくるってくるってくる。。。。        そそそそしてしてしてして、、、、もしもしもしもし仮仮仮仮にににに水水水水資源資源資源資源ややややエネルエネルエネルエネルギギギギーーーー資源等資源等資源等資源等をををを前前前前提提提提条件条件条件条件からからからから始始始始めれめれめれめればばばば、、、、そそそそれがれがれがれが入入入入りりりり込込込込みみみみ、、、、出出出出口口口口にににに出出出出てててて次次次次のののの産業産業産業産業がががが使使使使うことになるうことになるうことになるうことになる。。。。こういうシステムがデンこういうシステムがデンこういうシステムがデンこういうシステムがデンママママークでできているがークでできているがークでできているがークでできているが、、、、私私私私はははは、、、、こういうこういうこういうこういう形形形形はははは恐恐恐恐らくらくらくらく日日日日本本本本のののの大大大大都都都都市市市市よりもよりもよりもよりも中小都中小都中小都中小都市市市市とととと中中中中山山山山間間間間地域地域地域地域においてよりにおいてよりにおいてよりにおいてより適適適適用可用可用可用可能能能能なななな原原原原理理理理ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。ななななぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、日日日日本本本本のののの大大大大都都都都市市市市はもうはもうはもうはもう既既既既にににに機機機機能分化能分化能分化能分化がががが進進進進んんんんでいるがでいるがでいるがでいるが、、、、今今今今のようなサイズをおのようなサイズをおのようなサイズをおのようなサイズをお互互互互いにいにいにいに合合合合わせるようなわせるようなわせるようなわせるような適正適正適正適正産業規模産業規模産業規模産業規模論論論論がががが成成成成りりりり立立立立ちちちち得得得得るのはるのはるのはるのは、、、、トータリテトータリテトータリテトータリティィィィーをーをーをーを失失失失っていないというっていないというっていないというっていないという点点点点でででで地地地地方都方都方都方都市市市市にににに期待期待期待期待できるのではないかとできるのではないかとできるのではないかとできるのではないかと
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思思思思うからであるうからであるうからであるうからである。。。。        いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、そそそそのようなことをのようなことをのようなことをのようなことを通通通通せせせせばばばば、、、、自自自自然然然然のののの持持持持つつつつ恵恵恵恵みをみをみをみを前前前前提提提提としながらとしながらとしながらとしながら産業社会産業社会産業社会産業社会がががが設計設計設計設計できるできるできるできる。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが全部全部全部全部浄浄浄浄化化化化されされされされ、、、、最後最後最後最後はははは川川川川にににに流流流流れていくとこれていくとこれていくとこれていくところろろろまでまでまでまで思思思思いをはせれいをはせれいをはせれいをはせればばばば、、、、水水水水がががが入入入入りりりり、、、、そそそそのののの水水水水をををを使使使使ってってってって産業産業産業産業がががが起起起起こりこりこりこり、、、、すべてをすべてをすべてをすべてを使使使使いいいい尽尽尽尽くしてくしてくしてくして最後最後最後最後はははは清清清清流流流流のののの中中中中にににに戻戻戻戻しししし得得得得るということであるならるということであるならるということであるならるということであるならばばばば、、、、まさにまさにまさにまさに自自自自然然然然とともにとともにとともにとともに生生生生きるきるきるきる社会社会社会社会のありのありのありのあり方方方方ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うううう。。。。そそそそこまでこまでこまでこまで循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを構想構想構想構想してもらしてもらしてもらしてもらええええないないないないだろだろだろだろうかとうかとうかとうかと考考考考ええええているているているている。。。。        他他他他にもにもにもにもＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２のシンクののシンクののシンクののシンクの問問問問題題題題、、、、里里里里山山山山のののの問問問問題等題等題等題等いいいいろろろろいいいいろろろろとととと日日日日ごろごろごろごろ考考考考ええええていることはあるがていることはあるがていることはあるがていることはあるが、、、、与与与与ええええられたられたられたられた時時時時間間間間のけのけのけのけじじじじめがちめがちめがちめがちょょょょうどいいとうどいいとうどいいとうどいいと思思思思うううう。。。。５５５５分分分分ぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは質質質質問問問問をおをおをおをお受受受受けしたけしたけしたけした方方方方がいいがいいがいいがいいかもしれないのでかもしれないのでかもしれないのでかもしれないので、、、、このこのこのこのぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで話話話話をををを終終終終わりにしたいわりにしたいわりにしたいわりにしたい。。。。どうもどうもどうもどうもごごごご清清清清聴聴聴聴ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございまいまいまいましたしたしたした。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））    司司司司会会会会        どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。個個個個々々々々のののの中中中中でででで私私私私どもがともすれどもがともすれどもがともすれどもがともすればばばば見見見見失失失失いがちないがちないがちないがちな全全全全体体体体のののの問問問問題題題題ににににつつつついていていていて大大大大変変変変的的的的確確確確ななななごごごご指指指指摘摘摘摘，，，，ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。３３３３時半時半時半時半からパネルもさせていたからパネルもさせていたからパネルもさせていたからパネルもさせていただだだだくがくがくがくが、、、、特特特特にににに今今今今先先先先生生生生にこれはというにこれはというにこれはというにこれはというごごごご質質質質問問問問があれがあれがあれがあればばばば、、、、おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっていたっていたっていたっていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思うううう。。。。そそそそれではれではれではれでは、、、、後後後後ほほほほどまたパネルデどまたパネルデどまたパネルデどまたパネルディィィィススススカカカカッションでおッションでおッションでおッションでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうござござござございいいいましたましたましたました。。。。        続続続続いていていていて、、、、アミタアミタアミタアミタ株株株株式式式式会社会社会社会社のののの熊熊熊熊野社野社野社野社長長長長からからからから「「「「地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの構想構想構想構想」」」」というというというということでおことでおことでおことでお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    
    熊熊熊熊野社野社野社野社長長長長    本本本本日日日日はははは、、、、坂坂坂坂本先本先本先本先生生生生からからからから、、、、日日日日頃頃頃頃考考考考ええええていることをていることをていることをていることを話話話話したらどうかということでしたらどうかということでしたらどうかということでしたらどうかということで、、、、皆皆皆皆様様様様におにおにおにお話話話話するするするする機機機機会会会会をををを与与与与ええええていたていたていたていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。私私私私はこのゼロエミッションはこのゼロエミッションはこのゼロエミッションはこのゼロエミッションフォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの活動活動活動活動がスタートしたがスタートしたがスタートしたがスタートした 1994199419941994年年年年からからからから参加参加参加参加させていたさせていたさせていたさせていただだだだきききき、、、、勉勉勉勉強強強強させていたさせていたさせていたさせていただだだだいていていていていますいますいますいます。。。。本本本本日日日日ははははそそそそのようなのようなのようなのような経経経経験験験験もももも踏踏踏踏ままままええええおおおお話話話話させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。    
    本本本本日日日日のののの話話話話ののののポポポポイントはイントはイントはイントは、、、、今今今今現現現現在在在在私私私私どもがどもがどもがどもが行行行行っているっているっているっている、、、、地域地域地域地域ににににおけるおけるおけるおける循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの構想構想構想構想とととと事例事例事例事例紹介紹介紹介紹介であるであるであるである。。。。    
    まずまずまずまず、、、、ななななぜぜぜぜ私私私私どもがどもがどもがどもが地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを形成形成形成形成するというするというするというするという構想構想構想構想にににに至至至至ったのかというったのかというったのかというったのかという経経経経緯緯緯緯をおをおをおをお話話話話するするするする。。。。    事事事事業活動業活動業活動業活動をををを通通通通しししし、、、、私私私私がががが常常常常々々々々考考考考ええええていることはていることはていることはていることは、、、、工工工工業的業的業的業的メカメカメカメカニズムでニズムでニズムでニズムで循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会がががが構築構築構築構築できできできできるのかということでありるのかということでありるのかということでありるのかということであり、、、、工工工工業的業的業的業的メカメカメカメカニズムでニズムでニズムでニズムで確確確確かにかにかにかに貧貧貧貧困困困困からのからのからのからの脱脱脱脱出出出出ができたのかができたのかができたのかができたのか、、、、精神精神精神精神的的的的にににに豊豊豊豊かになったのかということであるかになったのかということであるかになったのかということであるかになったのかということである。。。。    ここここここここ 2222 年年年年間間間間のニのニのニのニュュュュースでのースでのースでのースでの中中中中でででで特特特特にににに私私私私がががが驚驚驚驚いていることはいていることはいていることはいていることは、、、、小小小小学学学学校校校校 1111 年年年年生生生生のののの 8888 割割割割がアトがアトがアトがアトピピピピーでありーでありーでありーであり、、、、そそそそのののの 6666 割割割割からからからから環境環境環境環境ホホホホルルルルモモモモンがンがンがンが検検検検出出出出されているというされているというされているというされているという事事事事実実実実であるであるであるである。。。。このようなここのようなここのようなここのようなことでとでとでとで私私私私たたたたちはちはちはちは本本本本当当当当にににに豊豊豊豊かかかかだだだだといといといといええええるのるのるのるのだろだろだろだろうかうかうかうか。。。。    弊弊弊弊社社社社はははは創創創創業業業業 26262626年年年年目目目目をををを迎迎迎迎ええええることになるがることになるがることになるがることになるが、、、、そそそそのののの間間間間、、、、環境環境環境環境のののの仕仕仕仕事事事事にににに携携携携わりわりわりわり感感感感じじじじたことがあるたことがあるたことがあるたことがある。。。。環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮型型型型製品製品製品製品ををををつつつつくることはくることはくることはくることは確確確確かによいことであるがかによいことであるがかによいことであるがかによいことであるが、、、、そそそそれがれがれがれが売売売売れなけれれなけれれなけれれなければやばやばやばやはりはりはりはりゴゴゴゴミミミミとなるとなるとなるとなる。。。。リサイクルであってもリサイクルであってもリサイクルであってもリサイクルであっても、、、、現現現現在在在在のののの経済合経済合経済合経済合理性理性理性理性下下下下ではあるではあるではあるではある程程程程度度度度ススススケケケケールールールールメメメメリットがリットがリットがリットが必必必必要要要要なためなためなためなため、、、、リサイクルによるリサイクルによるリサイクルによるリサイクルによるゴゴゴゴミのミのミのミの減少減少減少減少によってによってによってによって、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工工工工場場場場はははは不良不良不良不良資産資産資産資産となるとなるとなるとなる。。。。ゼゼゼゼ
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ロエミッションのロエミッションのロエミッションのロエミッションの定定定定義義義義はははは、、、、産業産業産業産業のクラスタリングでのクラスタリングでのクラスタリングでのクラスタリングで不不不不要要要要となったものをとなったものをとなったものをとなったものを次次次次のののの資源資源資源資源にににに活用活用活用活用すすすすることであるがることであるがることであるがることであるが、、、、前前前前述述述述のののの理理理理由由由由からからからから、、、、私私私私はははは、、、、このゼロエミッションのこのゼロエミッションのこのゼロエミッションのこのゼロエミッションの定定定定義義義義にはにはにはには更更更更なるなるなるなる進進進進歩歩歩歩系系系系がががが存在存在存在存在するのではないかとするのではないかとするのではないかとするのではないかと考考考考ええええているているているている。。。。このこのこのこの考考考考ええええ方方方方はははは小小小小委員委員委員委員会会会会においてにおいてにおいてにおいて内容内容内容内容をををを発表発表発表発表しししし、、、、本本本本日日日日もももも資資資資料料料料としてとしてとしてとして配配配配布布布布しているしているしているしている。。。。    
    本本本本日日日日のののの参加者参加者参加者参加者はははは環境環境環境環境のプロののプロののプロののプロの方方方方がががが多多多多いといといといと見見見見受受受受けられるためけられるためけられるためけられるため、、、、ああああええええてててて私私私私個個個個人人人人のののの意見意見意見意見をををを中心中心中心中心にににに申申申申しししし上上上上げるげるげるげる。。。。    
1972197219721972年年年年、、、、ローローローローママママクラブにおいてクラブにおいてクラブにおいてクラブにおいて「「「「成成成成長長長長のののの限限限限界界界界」」」」がががが発表発表発表発表されされされされ、、、、同同同同年年年年、、、、国連人国連人国連人国連人間間間間環境会議環境会議環境会議環境会議もももも開開開開催催催催されたされたされたされた。。。。そそそそれかられかられかられから 30303030年年年年がががが経経経経過過過過しているがしているがしているがしているが、、、、いまいまいまいまだだだだにににに世界世界世界世界ではではではでは様様様様々々々々なななな公害公害公害公害病病病病がががが続続続続いているいているいているいている。。。。そそそそのののの理理理理由由由由をををを私私私私はははは次次次次のようにのようにのようにのように考考考考ええええているているているている。。。。    冷冷冷冷戦戦戦戦がががが続続続続いていたいていたいていたいていた間間間間、、、、政政政政治治治治のののの優優優優先先先先事事事事項項項項はははは軍軍軍軍事問事問事問事問題題題題でありでありでありであり、、、、そそそそれをれをれをれを支支支支ええええるるるる経済経済経済経済問問問問題題題題はははは環境環境環境環境問問問問題題題題よりよりよりより優優優優先先先先されていたされていたされていたされていた。。。。しかししかししかししかしソソソソビビビビエトエトエトエト連連連連邦邦邦邦がががが崩崩崩崩壊壊壊壊したしたしたした 1990199019901990年年年年からからからから 1991199119911991年年年年にかけてにかけてにかけてにかけて、、、、EUEUEUEUではではではでは大大大大気気気気汚汚汚汚染染染染のののの基基基基準準準準がががが非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しくなったしくなったしくなったしくなった。。。。ドドドドイイイイツツツツのののの黒黒黒黒いいいい森森森森をををを酸酸酸酸性性性性雨雨雨雨からからからから守守守守るためであるるためであるるためであるるためである。。。。このときこのときこのときこのとき、、、、日日日日本本本本のののの大大大大気気気気汚汚汚汚染染染染のののの基基基基準準準準はははは EUEUEUEU のののの基基基基準準準準をををを上上上上回回回回っていたためっていたためっていたためっていたため、、、、日日日日本本本本のののの排排排排煙煙煙煙脱脱脱脱硫硫硫硫機機機機器器器器がががが大大大大量量量量にににに EUEUEUEU諸諸諸諸国国国国にににに輸輸輸輸出出出出されることになったされることになったされることになったされることになった。。。。    またまたまたまた、、、、冷冷冷冷戦戦戦戦終終終終結後結後結後結後のデンのデンのデンのデンママママークではークではークではークでは、、、、EUEUEUEU統統統統合合合合にににに向向向向けたグローけたグローけたグローけたグローババババルルルル経済経済経済経済がががが発発発発達達達達しししし、、、、多多多多くのアくのアくのアくのアルミルミルミルミ缶缶缶缶・ス・ス・ス・スチチチチールールールール缶缶缶缶などがなどがなどがなどが流流流流入入入入しししし、、、、既存既存既存既存ののののガガガガラスラスラスラス瓶瓶瓶瓶産業産業産業産業のののの疲疲疲疲弊弊弊弊をををを招招招招いていたいていたいていたいていた。。。。そそそそこでデンこでデンこでデンこでデンママママークークークーク政政政政府府府府はははは、、、、販売販売販売販売するするするする飲飲飲飲料容料容料容料容器器器器ををををガガガガラスラスラスラス瓶瓶瓶瓶にににに限限限限るというるというるというるという方針方針方針方針をををを打打打打ちちちち出出出出ししししたたたた。。。。しかししかししかししかし GATTGATTGATTGATT違違違違反反反反でででで訴訟訴訟訴訟訴訟がががが提提提提起起起起されたされたされたされた。。。。1993199319931993年年年年のののの欧欧欧欧州州州州裁判裁判裁判裁判所所所所でこのでこのでこのでこの判判判判決決決決がががが下下下下されたがされたがされたがされたが、、、、そそそそのののの中中中中でででで有有有有名名名名なななな「「「「環境環境環境環境問問問問題題題題はははは経済経済経済経済問問問問題題題題よりもよりもよりもよりも優優優優先先先先するするするする」」」」というというというという考考考考ええええ方方方方がががが示示示示されることになったされることになったされることになったされることになった。。。。そそそそしてしてしてして、、、、このこのこのこの影響影響影響影響をををを受受受受けけけけ、、、、隣隣隣隣国国国国のオランダのオランダのオランダのオランダ、、、、ドドドドイイイイツツツツ、、、、ススススウウウウェーデンェーデンェーデンェーデン等等等等々々々々がががが容容容容器器器器包包包包装装装装にににに関関関関するするするする法法法法律律律律をををを制制制制定定定定しししし、、、、国国国国内内内内でででで販売販売販売販売するもののするもののするもののするものの容容容容器器器器包包包包装装装装はリサイクルするものであることをはリサイクルするものであることをはリサイクルするものであることをはリサイクルするものであることを規定規定規定規定したしたしたした。。。。    さらにさらにさらにさらに、、、、同同同同じじじじ 1993199319931993年年年年のアのアのアのアメメメメリリリリカカカカではではではでは、、、、環境技術環境技術環境技術環境技術輸輸輸輸出出出出戦戦戦戦略略略略がががが発表発表発表発表されているされているされているされている。。。。これはこれはこれはこれは、、、、冷冷冷冷戦戦戦戦時代時代時代時代、、、、軍軍軍軍需需需需産業産業産業産業のののの民民民民生生生生転転転転用用用用によってによってによってによって国力国力国力国力をををを増増増増したしたしたしたメカメカメカメカニズムをニズムをニズムをニズムを利用利用利用利用しししし、、、、環境技術環境技術環境技術環境技術のののの民民民民生生生生転転転転用用用用によによによによってってってって国力国力国力国力をををを増増増増加加加加させようというさせようというさせようというさせようという施策施策施策施策であるであるであるである。。。。そそそそのののの結果結果結果結果がががが、、、、燃料電池燃料電池燃料電池燃料電池であるであるであるである。。。。    
ISOISOISOISOのののの議議議議論論論論もこのもこのもこのもこの年年年年からからからから始始始始まりまりまりまり、、、、1996199619961996年年年年からからからから ISO14000ISO14000ISO14000ISO14000シリーズがシリーズがシリーズがシリーズが始動始動始動始動したしたしたした。。。。そそそそしてしてしてして現現現現在在在在、、、、労労労労働働働働環境環境環境環境をををを規定規定規定規定するするするする ISO16000ISO16000ISO16000ISO16000 がががが議議議議論論論論されているされているされているされている。。。。そそそそれはなれはなれはなれはなぜぜぜぜかかかか。。。。このままこのままこのままこのまま工工工工業業業業ののののメカメカメカメカニニニニズムでズムでズムでズムで推推推推しししし進進進進めためためためた場場場場合合合合、、、、製造製造製造製造現現現現場場場場・・・・技術技術技術技術はははは、、、、資源資源資源資源、、、、人人人人件件件件費費費費がががが安安安安いいいい国国国国へへへへ移転移転移転移転されされされされ、、、、OECDOECDOECDOECD 諸諸諸諸国国国国はははは、、、、工工工工業業業業によってによってによってによって国力国力国力国力をををを守守守守ることができないることができないることができないることができない。。。。国力国力国力国力をををを守守守守るためのるためのるためのるための産業施策産業施策産業施策産業施策としてとしてとしてとして環境環境環境環境ががががありありありあり、、、、そそそそしてしてしてして労労労労働働働働環境環境環境環境（（（（人人人人権権権権））））というというというという流流流流れがれがれがれが、、、、グローグローグローグローババババルスタンダールスタンダールスタンダールスタンダードドドドであるであるであるである。。。。    
    企業企業企業企業というものはというものはというものはというものは、、、、仮仮仮仮説説説説検検検検証証証証をををを行行行行うううう前前前前にににに現現現現状状状状分分分分析析析析をををを行行行行うううう。。。。    昭昭昭昭和和和和 40404040年年年年代代代代にににに公害公害公害公害がががが発発発発生生生生しししし、、、、様様様様々々々々なななな法法法法律律律律がががが制制制制定定定定されたされたされたされた。。。。法法法法律律律律ができたができたができたができた瞬瞬瞬瞬間間間間、、、、潜潜潜潜在在在在的的的的なリスなリスなリスなリスクがクがクがクが顕顕顕顕在在在在的的的的になりになりになりになり、、、、ココココストとしてストとしてストとしてストとして認認認認識識識識されるされるされるされる。。。。そそそそこでこでこでこで公害公害公害公害にににに対対対対応応応応するするするする市市市市場場場場がががが生生生生まれたまれたまれたまれた。。。。大大大大気気気気汚汚汚汚染染染染防止防止防止防止のプラントのプラントのプラントのプラント、、、、水水水水質汚質汚質汚質汚濁濁濁濁防止防止防止防止のプラントののプラントののプラントののプラントの市市市市場場場場であるであるであるである。。。。    そそそそのののの後後後後、、、、回回回回収収収収したしたしたした廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを処処処処分分分分するするするする廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物市市市市場場場場がががが生生生生まれたまれたまれたまれた。。。。    このここのここのここのころろろろ、、、、当当当当社社社社はははは、、、、ニッニッニッニッケケケケルルルル、、、、銅銅銅銅メメメメッッッッキキキキ素材素材素材素材をををを販売販売販売販売するするするする会社会社会社会社としてスタートしたとしてスタートしたとしてスタートしたとしてスタートした。。。。しかししかししかししかし創創創創業業業業のののの翌翌翌翌年年年年、、、、第第第第二二二二次次次次オイルショックをオイルショックをオイルショックをオイルショックを経経経経験験験験したしたしたした。。。。このときのおこのときのおこのときのおこのときのお客客客客様様様様のニーズはのニーズはのニーズはのニーズは経経経経費費費費節節節節減減減減ででででありありありあり、、、、そそそそのののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理のののの経経経経費費費費節節節節減減減減もももも考考考考ええええられていたられていたられていたられていた。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを分分分分析析析析したとこしたとこしたとこしたところろろろ、、、、天天天天然然然然資源資源資源資源よりもよりもよりもよりも高高高高いいいい品位品位品位品位をををを持持持持つつつつものがあることにものがあることにものがあることにものがあることに気気気気づきづきづきづき、、、、当当当当時時時時のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物市市市市場場場場のののの中中中中ではではではでは珍珍珍珍しししし
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いいいい、、、、資源資源資源資源リサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルを行行行行うことになったうことになったうことになったうことになった。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物であってもであってもであってもであっても適適適適切切切切なななな管理管理管理管理をををを行行行行えばえばえばえば資源資源資源資源としとしとしとしてリサイクルすることができるてリサイクルすることができるてリサイクルすることができるてリサイクルすることができる。。。。プラプラプラプラザザザザ合意合意合意合意以以以以降降降降、、、、特特特特にににに 86868686 年年年年からからからから 90909090 年年年年にかけてリサイクにかけてリサイクにかけてリサイクにかけてリサイクルはルはルはルは社会社会社会社会認知認知認知認知をををを得得得得るようにまでなっていたるようにまでなっていたるようにまでなっていたるようにまでなっていた。。。。そそそそこでこでこでこで、、、、当当当当社社社社はははは、、、、地地地地上上上上資源資源資源資源のののの品品品品質質質質管理管理管理管理というというというということでことでことでことで、、、、関関関関東東東東とととと関関関関西西西西にリサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクル工工工工場場場場をををを建建建建設設設設したしたしたした。。。。    
1996199619961996年年年年にににに ISOISOISOISOがががが施行施行施行施行されてされてされてされて以以以以降降降降、、、、市市市市場場場場はははは環境市環境市環境市環境市場場場場、、、、そそそそしてしてしてして循環型社会市循環型社会市循環型社会市循環型社会市場場場場へとへとへとへと変変変変化化化化していしていしていしていくとくとくとくと予測予測予測予測しているしているしているしている。。。。    このこのこのこの予測予測予測予測のもとにのもとにのもとにのもとに仮仮仮仮説説説説をををを立立立立てててて、、、、当当当当社社社社のののの事事事事業業業業がががが動動動動いているいているいているいている。。。。現現現現在在在在ではではではでは 4,0004,0004,0004,000 種種種種類類類類以以以以上上上上にににに及及及及ぶぶぶぶデータデータデータデータベベベベースをースをースをースを活用活用活用活用しししし年年年年間間間間 45454545万万万万トンのリサイクルをトンのリサイクルをトンのリサイクルをトンのリサイクルを行行行行っているがっているがっているがっているがそそそそれのみではなくれのみではなくれのみではなくれのみではなく、、、、3333年年年年前前前前からはからはからはからは森森森森林認林認林認林認証証証証をををを手手手手がけておりがけておりがけておりがけており、、、、現現現現在在在在ではではではでは日日日日本本本本におけるにおけるにおけるにおける FSCFSCFSCFSC森森森森林認林認林認林認証証証証のシェアがのシェアがのシェアがのシェアが 70707070％％％％にににに育育育育っているっているっているっている。。。。先先先先般般般般、、、、メメメメキキキキシシシシココココのオアのオアのオアのオアハハハハカカカカ本本本本部部部部でででで FSCFSCFSCFSCのののの会議会議会議会議があったががあったががあったががあったが、、、、そそそそれにれにれにれに出出出出席席席席したしたしたした当当当当社社社社社社社社員員員員によるとによるとによるとによると、、、、300300300300名名名名にににに近近近近いいいい会会会会員員員員がががが世界各国世界各国世界各国世界各国からからからから集集集集まりまりまりまり、、、、ジャーナリストをジャーナリストをジャーナリストをジャーナリストを含含含含めためためためた関係関係関係関係者者者者をををを含含含含めるとめるとめるとめると 700700700700名名名名ほほほほどがどがどがどが集集集集まったというまったというまったというまったという。。。。このこのこのこの人人人人数数数数がががが、、、、オアオアオアオアハハハハカカカカというというというという地地地地方都方都方都方都市市市市にににに終終終終結結結結しししし、、、、
1111 週週週週間間間間かけかけかけかけてててて森森森森林林林林にににに関関関関するするするする議議議議論論論論をををを行行行行ったったったった。。。。そそそそのののの中中中中ではではではでは、、、、来来来来年年年年、、、、アジアにアジアにアジアにアジアに FSCFSCFSCFSC アジアアジアアジアアジア本本本本部部部部をををを創創創創設設設設しようというしようというしようというしようという話話話話もももも出出出出てきているてきているてきているてきている。。。。    中中中中国国国国がリサイクルがリサイクルがリサイクルがリサイクル特区特区特区特区としてとしてとしてとして 4444 箇箇箇箇所所所所をををを定定定定めているめているめているめている。。。。大連大連大連大連のののの工工工工業団地業団地業団地業団地のののの最長最長最長最長はははは、、、、時時時時速速速速 100100100100 キキキキロロロロメメメメートルでートルでートルでートルで 1111 時時時時間間間間走走走走らなけれらなけれらなけれらなければばばばならないというならないというならないというならないという広広広広さであるさであるさであるさである。。。。そそそそこはこはこはこは、、、、猛猛猛猛烈烈烈烈なななな勢勢勢勢いでいでいでいで産業産業産業産業振興振興振興振興をおこなっておりをおこなっておりをおこなっておりをおこなっており、、、、現現現現在在在在、、、、日日日日本本本本のののの有有有有名名名名企業企業企業企業のののの多多多多くがくがくがくが大連大連大連大連にににに工工工工場場場場をををを持持持持っているっているっているっている。。。。大連大連大連大連工工工工場場場場のののの多多多多くはくはくはくは、、、、資資資資材材材材をををを日日日日本本本本からからからから輸輸輸輸入入入入しししし、、、、組組組組みみみみ立立立立てたものをてたものをてたものをてたものを日日日日本本本本にににに販売販売販売販売しているしているしているしている。。。。近近近近いいいい将将将将来来来来、、、、中中中中国国国国はははは世界世界世界世界のののの工工工工業団地業団地業団地業団地となっているとなっているとなっているとなっているだろだろだろだろうううう。。。。    このようなこのようなこのようなこのような現実現実現実現実をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、もしもしもしもし、、、、よりよりよりより一一一一層層層層ののののココココストダストダストダストダウウウウンをンをンをンを図図図図るべくるべくるべくるべく、、、、大大大大量量量量生生生生産型産型産型産型のリサのリサのリサのリサイクルをイクルをイクルをイクルを行行行行ったらどうなってしまうかったらどうなってしまうかったらどうなってしまうかったらどうなってしまうか。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは全全全全てててて市市市市場場場場のののの影響影響影響影響をををを受受受受けたものでけたものでけたものでけたもので、、、、質質質質もももも量量量量もももも常常常常にににに変変変変化化化化しているしているしているしている。。。。これをこれをこれをこれを資源資源資源資源としてとしてとしてとして製造製造製造製造したしたしたした製品製品製品製品もまたもまたもまたもまた、、、、市市市市場場場場にににに影響影響影響影響をををを受受受受けるけるけるける。。。。インインインインプットとアプットとアプットとアプットとアウウウウトプットがトプットがトプットがトプットが変変変変化化化化するするするする中中中中ででででママママススススメメメメリットをリットをリットをリットを追求追求追求追求するとするとするとすると、、、、プロセスはプロセスはプロセスはプロセスは固定化固定化固定化固定化しししし、、、、リスクがリスクがリスクがリスクが潜潜潜潜在在在在化化化化するするするする。。。。これはこれはこれはこれは失敗失敗失敗失敗のののの要要要要因因因因となるとなるとなるとなる。。。。    私私私私はははは環境環境環境環境ビビビビジネスでジネスでジネスでジネスで成成成成功功功功したしたしたした企業企業企業企業はははは、、、、世界世界世界世界でまでまでまでまだだだだ一企業一企業一企業一企業もないともないともないともないと考考考考ええええているているているている。。。。しかししかししかししかし、、、、当当当当社社社社はははは創創創創業業業業以来以来以来以来 25252525年年年年間間間間をををを通通通通じじじじ、、、、失敗失敗失敗失敗ににににつつつついていていていて学学学学んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。ひひひひととととつつつつはははは「「「「寄寄寄寄ららららばばばば大大大大樹樹樹樹のののの影影影影リサイリサイリサイリサイクルクルクルクル」」」」といいといいといいといい、、、、地地地地方方方方公公公公共共共共団団団団体体体体やややや大企業大企業大企業大企業をををを組組組組んんんんでででで行行行行うリサイクルでうリサイクルでうリサイクルでうリサイクルで成成成成功功功功したしたしたした事例事例事例事例はないのではないのではないのではないのではないはないはないはないだろだろだろだろうかうかうかうか。。。。二二二二つつつつ目目目目はははは「「「「技術先行技術先行技術先行技術先行リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル」」」」であるであるであるである。。。。日日日日本本本本はははは工工工工業国業国業国業国家家家家でありでありでありであり、、、、技術技術技術技術信信信信仰仰仰仰がががが根根根根強強強強いがいがいがいが、、、、技術技術技術技術がががが開発開発開発開発されたとしてもされたとしてもされたとしてもされたとしても事事事事業業業業がががが成成成成功功功功するとはするとはするとはするとは限限限限らないのであるらないのであるらないのであるらないのである。。。。三三三三つつつつ目目目目はははは「「「「期待期待期待期待しすぎるなグリーンしすぎるなグリーンしすぎるなグリーンしすぎるなグリーン購購購購入入入入」」」」といいといいといいといい、、、、環境環境環境環境によいものをによいものをによいものをによいものをつつつつくったからといってくったからといってくったからといってくったからといって売売売売れるものであるとはれるものであるとはれるものであるとはれるものであるとは限限限限らないということであるらないということであるらないということであるらないということである。。。。    企業企業企業企業がががが、、、、資本資本資本資本・・・・技術技術技術技術・・・・商商商商品品品品にににに頼頼頼頼ることはることはることはることは失敗失敗失敗失敗のののの原因原因原因原因であるであるであるである。。。。企業企業企業企業がががが頼頼頼頼るべきはるべきはるべきはるべきは顧客顧客顧客顧客であるであるであるである。。。。顧客顧客顧客顧客のニーズをのニーズをのニーズをのニーズをつつつつかむことにかむことにかむことにかむことに企業企業企業企業のののの存在存在存在存在価価価価値値値値がありがありがありがあり、、、、そそそそれをれをれをれを具具具具現化現化現化現化させるさせるさせるさせる手手手手段段段段としてとしてとしてとして資資資資本本本本・・・・技術技術技術技術・・・・商商商商品品品品があるがあるがあるがある。。。。主主主主客客客客転転転転倒倒倒倒でででで環境環境環境環境ビビビビジネスをジネスをジネスをジネスを行行行行いいいい失敗失敗失敗失敗しているしているしているしている例例例例がががが多多多多いのではないいのではないいのではないいのではないだろだろだろだろうかうかうかうか。。。。    次次次次にににに、、、、市市市市場場場場はどうなっているのかというのがこのはどうなっているのかというのがこのはどうなっているのかというのがこのはどうなっているのかというのがこの図図図図であるであるであるである。。。。真真真真んんんん中中中中のののの線線線線はははは、、、、ママママズローのズローのズローのズローの 5555段階段階段階段階欲求説欲求説欲求説欲求説というというというという古典古典古典古典的的的的なななな考考考考ええええ方方方方であるがであるがであるがであるが、、、、これにこれにこれにこれに先進国先進国先進国先進国のののの産業産業産業産業のののの方向性方向性方向性方向性をををを当当当当てはめていてはめていてはめていてはめているるるる。。。。エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー資源資源資源資源のののの 8888 割割割割をををを消費消費消費消費しているしているしているしている先進国先進国先進国先進国においてにおいてにおいてにおいて、、、、これこれこれこれ以以以以上上上上、、、、物物物物がががが溢溢溢溢れたとしてれたとしてれたとしてれたとしてもももも、、、、我我我我々々々々のののの欲求欲求欲求欲求がががが満満満満たされるのたされるのたされるのたされるのだろだろだろだろうかということであるうかということであるうかということであるうかということである。。。。私私私私ははははママママーーーーケケケケットアットアットアットアウウウウトトトト、、、、カカカカススススタタタタママママーアーアーアーアウウウウトというトというトというトという顧客顧客顧客顧客ニーズのニーズのニーズのニーズの商商商商品品品品化化化化ががががポポポポイントになるとイントになるとイントになるとイントになると考考考考ええええているているているている。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが無無無無けれけれけれけれ
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ばばばばリサイクルにならないリサイクルにならないリサイクルにならないリサイクルにならない。。。。現現現現在在在在、、、、顧客顧客顧客顧客のリサイクルをしたいというニーズはのリサイクルをしたいというニーズはのリサイクルをしたいというニーズはのリサイクルをしたいというニーズは確確確確かにかにかにかに顕顕顕顕在在在在化化化化しているしているしているしている。。。。しかししかししかししかし本本本本心心心心はははは、、、、リサイクルさリサイクルさリサイクルさリサイクルさええええもももも行行行行いたくないいたくないいたくないいたくない。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はゼロのはゼロのはゼロのはゼロのほほほほうがありがうがありがうがありがうがありがたいのであるたいのであるたいのであるたいのである。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をゼロにするためのをゼロにするためのをゼロにするためのをゼロにするためのビビビビジネスをジネスをジネスをジネスを顧客顧客顧客顧客ニーズにこたニーズにこたニーズにこたニーズにこたええええるというるというるというるという点点点点からからからから考考考考ええええてみたてみたてみたてみた。。。。    今今今今まではまではまではまでは、、、、商商商商品品品品がががが市市市市場場場場ををををつつつつくりくりくりくり、、、、工工工工業業業業というというというというメカメカメカメカニズムのニズムのニズムのニズムの中中中中でででで環境環境環境環境はははは下下下下請請請請をををを行行行行っていたっていたっていたっていた。。。。日日日日本本本本のののの工工工工業業業業がががが右右右右肩肩肩肩下下下下がりでがりでがりでがりで衰退衰退衰退衰退しているしているしているしている現現現現在在在在、、、、そそそそのののの下下下下請請請請となっているとなっているとなっているとなっている環境環境環境環境ビビビビジネスもまたジネスもまたジネスもまたジネスもまた右右右右肩肩肩肩下下下下がりのとこがりのとこがりのとこがりのところろろろががががほほほほととととんんんんどであるどであるどであるどである。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、このこのこのこのメカメカメカメカニズムはニズムはニズムはニズムは 21212121世世世世紀紀紀紀をををを担担担担うううう産業産業産業産業ではではではではないといないといないといないといええええるるるる。。。。発想発想発想発想をををを変変変変ええええなけれなけれなけれなければばばばならないならないならないならない。。。。物物物物づづづづくりからくりからくりからくりから価価価価値値値値づくりへづくりへづくりへづくりへ、、、、効率効率効率効率からからからから確確確確立立立立へというへというへというへというメカメカメカメカニズムがニズムがニズムがニズムが、、、、顧客顧客顧客顧客ニーズにニーズにニーズにニーズに合合合合うううう商商商商品品品品をををを作作作作りりりり出出出出すためにすためにすためにすために必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、これがこれがこれがこれが環境環境環境環境ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの必必必必須須須須条件条件条件条件だだだだといといといといええええるるるる。。。。    
    約約約約 30303030年年年年前前前前のののの 1968196819681968年年年年にににに、、、、ススススモモモモール・イズ・ール・イズ・ール・イズ・ール・イズ・ビュビュビュビューテーテーテーティィィィフルをフルをフルをフルを発表発表発表発表したシしたシしたシしたシュュュューーーーママママッッッッハハハハ氏氏氏氏のロのロのロのロンンンンドドドドンンンン講演講演講演講演においてにおいてにおいてにおいて、、、、彼彼彼彼はこのようにはこのようにはこのようにはこのように言言言言っているっているっているっている。「。「。「。「経済学経済学経済学経済学がががが貧貧貧貧困困困困、、、、ストストストストレレレレスススス、、、、犯罪犯罪犯罪犯罪をををを回回回回避避避避できないできないできないできない経済学経済学経済学経済学ならならならならばばばば、、、、もうもうもうもう一回見一回見一回見一回見直直直直しがしがしがしが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。特特特特にににに上上上上段段段段のののの社会社会社会社会のののの支支支支配配配配層層層層、、、、民民民民営営営営企業企業企業企業であれであれであれであれ公営公営公営公営企業企業企業企業であれであれであれであれ、、、、本本本本当当当当にににに努努努努力力力力しているのかしているのかしているのかしているのか。」。」。」。」このこのこのこの言言言言葉葉葉葉がががが本本本本日日日日のデのデのデのディィィィススススカカカカッシッシッシッションのョンのョンのョンの話題話題話題話題になれになれになれになればばばばとととと思思思思っているっているっているっている。。。。今日今日今日今日のののの経済学経済学経済学経済学はははは、、、、あくまであくまであくまであくまで行動動行動動行動動行動動機機機機をををを利利利利益益益益にににに規定規定規定規定してしてしてして構築構築構築構築しているしているしているしている。。。。特特特特にににに環境環境環境環境やややや福祉福祉福祉福祉はははは、、、、行動動行動動行動動行動動機機機機はははは利利利利益益益益のみでのみでのみでのみで動動動動いているのではないいているのではないいているのではないいているのではない。。。。ここのここのここのここの動動動動機機機機原原原原則則則則部部部部分分分分にににに経済学経済学経済学経済学ははははメメメメスをスをスをスを入入入入れていないとれていないとれていないとれていないと思思思思うううう。。。。    今今今今、、、、中間決中間決中間決中間決算算算算でででで銀銀銀銀行及行及行及行及びびびび投投投投資会社資会社資会社資会社をををを回回回回っているがっているがっているがっているが、、、、毎毎毎毎年年年年不満不満不満不満にににに思思思思っているのがっているのがっているのがっているのが、、、、経経経経営営営営資本資本資本資本をををを増増増増ややややしてくしてくしてくしてくだだだださいさいさいさい、、、、自自自自己己己己資本資本資本資本をををを高高高高めてくめてくめてくめてくだだだださいとよくさいとよくさいとよくさいとよく言言言言われることであるわれることであるわれることであるわれることである。。。。経経経経営営営営にににに必要必要必要必要なななな資本資本資本資本はははは人人人人、、、、物物物物、、、、金金金金であるがであるがであるがであるが、、、、人人人人ががががババババランスシートにランスシートにランスシートにランスシートに載載載載っていないっていないっていないっていない。。。。物物物物とととと金金金金しかしかしかしか載載載載っていっていっていっていないないないない。。。。人人人人はははは常常常常にににに損損損損益益益益計計計計算書算書算書算書のののの経経経経費費費費扱扱扱扱いでありいでありいでありいであり、、、、十把十把十把十把一一一一からげであるからげであるからげであるからげである。。。。我我我我々々々々はははは我我我我々々々々のののの資本資本資本資本ををををはかるのにはかるのにはかるのにはかるのに、、、、工工工工業業業業、、、、つつつつまりまりまりまり機機機機械械械械がががが必要必要必要必要としているとしているとしているとしている資本資本資本資本しかしかしかしか計計計計上上上上できていないできていないできていないできていない。。。。そそそそれをもっれをもっれをもっれをもってててて持続可能持続可能持続可能持続可能なななな優優優優良良良良企業企業企業企業とととと判断判断判断判断するのはするのはするのはするのは会計学会計学会計学会計学のののの怠怠怠怠慢慢慢慢だだだだとととと思思思思うううう。。。。あるあるあるある意意意意味味味味でででで欲望欲望欲望欲望をををを商商商商品品品品化化化化ししししてきたのがてきたのがてきたのがてきたのが今今今今までのまでのまでのまでの産業産業産業産業であるがであるがであるがであるが、、、、利利利利己己己己的的的的なななな満足満足満足満足行動行動行動行動ではなくではなくではなくではなく、、、、利利利利他他他他的的的的なななな満足満足満足満足行動行動行動行動のののの商商商商品品品品化化化化のののの努努努努力力力力がががが欠欠欠欠けているけているけているけている。。。。事事事事業業業業家家家家のののの怠怠怠怠慢慢慢慢ではないかではないかではないかではないか。。。。ああああええええてててて国民国民国民国民のののの生命生命生命生命、、、、財財財財産産産産をををを守守守守るるるる国国国国家家家家経経経経営営営営がががが環境環境環境環境をををを守守守守りりりり、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーをーをーをーを守守守守るるるる。。。。食食食食料料料料をををを守守守守るるるる自立自立自立自立のののの方式方式方式方式をををを持持持持っていないのはっていないのはっていないのはっていないのは、、、、まさしまさしまさしまさしくくくく国国国国家家家家のののの怠怠怠怠慢慢慢慢ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うううう。。。。    下下下下にににに書書書書いてあるのはいてあるのはいてあるのはいてあるのは貨貨貨貨幣幣幣幣経済経済経済経済とととと実体経済実体経済実体経済実体経済のののの遊遊遊遊離離離離であるであるであるである。。。。今今今今現現現現在在在在、、、、80808080～～～～90909090倍倍倍倍、、、、貨貨貨貨幣幣幣幣経済経済経済経済がががが実実実実体経済体経済体経済体経済をををを凌駕凌駕凌駕凌駕ししししているているているている。。。。これがこれがこれがこれが 100100100100 倍倍倍倍になりになりになりになり、、、、150150150150 倍倍倍倍になったらになったらになったらになったら、、、、果果果果たしてたしてたしてたして人類人類人類人類のののの進進進進歩歩歩歩とととと言言言言ええええるのかるのかるのかるのか。。。。21212121 世世世世紀紀紀紀のののの産業産業産業産業にするのならにするのならにするのならにするのならばばばば、、、、このこのこのこの怠怠怠怠慢慢慢慢をををを解解解解決決決決するするするするビビビビジネスジネスジネスジネスモモモモデルデルデルデル及及及及びびびび社会社会社会社会ををををつつつつくることがくることがくることがくることが大大大大きなきなきなきなポポポポイントになるのではないかイントになるのではないかイントになるのではないかイントになるのではないか。。。。我我我我がががが国国国国はははは持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを構築構築構築構築するするするする大大大大命命命命題題題題であるであるであるである。。。。そそそそのののの大大大大命命命命題題題題のののの中中中中でででで方方方方法法法法がががが混混混混乱乱乱乱しているとしているとしているとしていると思思思思うううう。。。。環境環境環境環境管理管理管理管理社会社会社会社会のののの中中中中でででで循環型循環型循環型循環型産業産業産業産業をををを創出育創出育創出育創出育成成成成するのかするのかするのかするのか、、、、そそそそれともれともれともれとも循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの中中中中でででで環境環境環境環境管理管理管理管理をををを実行実行実行実行するのかするのかするのかするのか。。。。当当当当然然然然、、、、循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会のののの中中中中でででで環境環境環境環境管理管理管理管理をををを実行実行実行実行するのがするのがするのがするのが正解正解正解正解であるがであるがであるがであるが、、、、現現現現状状状状そそそそうなっているかうなっているかうなっているかうなっているか。。。。中央中央中央中央環境環境環境環境審審審審議会等議会等議会等議会等のののの議議議議論論論論をはをはをはをはじじじじめめめめ、、、、今今今今のののの環境環境環境環境のののの行行行行政政政政ににににしてもしてもしてもしても少少少少しししし錯錯錯錯誤誤誤誤があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。    先先先先般般般般、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムでゼロエミッションフォーラムでゼロエミッションフォーラムでゼロエミッションフォーラムで北九州北九州北九州北九州のエのエのエのエココココタタタタウウウウンにンにンにンに行行行行かせていたかせていたかせていたかせていただだだだいたいたいたいたがががが、、、、そそそそこでこでこでこで非常非常非常非常ににににチチチチャャャャレレレレンジンジンジンジ精神精神精神精神ああああふふふふれるおれるおれるおれるお話話話話をををを聞聞聞聞かせていたかせていたかせていたかせていただだだだいたいたいたいた。。。。ああああそそそそこのおこのおこのおこのお話話話話のののの中中中中でででで何何何何がががが一一一一番番番番成成成成功功功功したのかというとしたのかというとしたのかというとしたのかというと、、、、あれをあれをあれをあれを成成成成功功功功とととと言言言言うのかどうかはうのかどうかはうのかどうかはうのかどうかは置置置置いておきいておきいておきいておき、、、、エエエエココココタタタタウウウウンをンをンをンを環境環境環境環境部部部部やややや企業企業企業企業局局局局がががが担当担当担当担当するのではなくするのではなくするのではなくするのではなく、、、、環境産業環境産業環境産業環境産業政政政政策策策策室室室室、、、、環境環境環境環境とととと産業産業産業産業がわかるがわかるがわかるがわかるメメメメンンンンババババ
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ーでプロジェクトをーでプロジェクトをーでプロジェクトをーでプロジェクトを組組組組んだんだんだんだことがことがことがことが一一一一番番番番のののの現現現現状状状状におけるにおけるにおけるにおける成成成成功功功功例例例例ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うううう。。。。    
    信信信信頼頼頼頼ののののメカメカメカメカニズムとニズムとニズムとニズムと書書書書いたいたいたいた。。。。去去去去年年年年、、、、ゼロエミッションフォーラムにゼロエミッションフォーラムにゼロエミッションフォーラムにゼロエミッションフォーラムに中中中中国国国国のののの都都都都市設計市設計市設計市設計のののの先先先先生生生生がおがおがおがお見見見見ええええになられになられになられになられ講演講演講演講演していたしていたしていたしていただだだだいたときにもいたときにもいたときにもいたときにも話話話話をしたがをしたがをしたがをしたが、、、、上上上上海海海海、、、、天天天天津津津津はははは非常非常非常非常にすにすにすにすごごごごいいいい勢勢勢勢いでいでいでいで進進進進歩歩歩歩しているしているしているしている。。。。中中中中国国国国もももも環境環境環境環境問問問問題題題題がががが大大大大変変変変だだだだというというというという話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、そそそそのののの際際際際にににに何何何何がががが大大大大切切切切なのなのなのなのでしでしでしでしょょょょうとうとうとうと質質質質問問問問したらしたらしたらしたら、、、、先先先先生生生生いわくいわくいわくいわく環境環境環境環境教育教育教育教育がががが不不不不徹底徹底徹底徹底であるというであるというであるというであるという話話話話があったがあったがあったがあった。。。。私私私私はははは今今今今かかかからららら約約約約 5555 年年年年前前前前にスにスにスにスウウウウェーデンのナェーデンのナェーデンのナェーデンのナチチチチュュュュラルステップというラルステップというラルステップというラルステップという環境環境環境環境教育教育教育教育をををを日日日日本本本本にににに導導導導入入入入しようとしようとしようとしようと有有有有志志志志でででで行行行行いいいい、、、、事務局事務局事務局事務局をををを受受受受けてきたけてきたけてきたけてきた。。。。環境環境環境環境教育教育教育教育はははは確確確確かにかにかにかに必要必要必要必要だだだだとととと思思思思うううう。。。。しかししかししかししかし社会設計社会設計社会設計社会設計のののの中中中中でででで環境環境環境環境教育教育教育教育がないとがないとがないとがないと我我我我々々々々はははは信信信信頼頼頼頼ここここそそそそ築築築築けないのかというとけないのかというとけないのかというとけないのかというと少少少少しししし違違違違うのではないかうのではないかうのではないかうのではないか。。。。    無無無無学学学学文文文文盲盲盲盲のののの 100100100100 年年年年前前前前、、、、産業革産業革産業革産業革命命命命のののの前前前前、、、、我我我我々々々々はははは環境環境環境環境をををを劣劣劣劣化化化化させていたのかというとさせていたのかというとさせていたのかというとさせていたのかというとそそそそうではうではうではうではないないないない。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、産業革産業革産業革産業革命以前命以前命以前命以前はははは生生生生活活活活圏圏圏圏のののの中中中中にににに経済経済経済経済圏圏圏圏があったがあったがあったがあった。。。。わかりわかりわかりわかりややややすくすくすくすく言言言言うとうとうとうと、、、、今今今今かかかからららら冬冬冬冬になるからになるからになるからになるから薪薪薪薪がががが要要要要るるるる。。。。薪薪薪薪がががが要要要要るのでおるのでおるのでおるのでおじじじじいさいさいさいさんんんんがががが孫孫孫孫にににに薪薪薪薪をををを取取取取ってこいとってこいとってこいとってこいと言言言言ってってってって取取取取りにりにりにりに行行行行かせるかせるかせるかせる。。。。だだだだががががそそそそのときのときのときのとき「「「「取取取取りりりり過過過過ぎるなよぎるなよぎるなよぎるなよ、、、、取取取取りりりり過過過過ぎたらぎたらぎたらぎたら山山山山のののの神様神様神様神様がががが怒怒怒怒るるるるぞぞぞぞ」」」」とととと注注注注意意意意するするするする。。。。おおおおじじじじいさいさいさいさんんんんはははは生生生生活活活活圏圏圏圏をををを壊壊壊壊してはしてはしてはしては経済経済経済経済圏圏圏圏がががが動動動動かないことをかないことをかないことをかないことを知知知知恵恵恵恵としてとしてとしてとして知知知知っていたからであるっていたからであるっていたからであるっていたからである。。。。そそそそれがれがれがれが工工工工業業業業というというというというメカメカメカメカニズムでニズムでニズムでニズムで生生生生活活活活圏圏圏圏とととと経済経済経済経済圏圏圏圏がががが分業分業分業分業になったときにになったときにになったときにになったときに、、、、おおおおじじじじいさいさいさいさんんんん自自自自らがらがらがらが、、、、「「「「待待待待っておけっておけっておけっておけ、、、、安安安安くていいくていいくていいくていい薪薪薪薪をををを取取取取ってくるってくるってくるってくる」」」」とととと言言言言ってってってって大大大大量量量量にににに取取取取ってくってくってくってくるるるる。。。。自分自分自分自分のののの村村村村のののの山山山山をををを破破破破壊壊壊壊しなけれしなけれしなけれしなければばばば、、、、もっともっともっともっと取取取取ってくるってくるってくるってくる。。。。そそそそれがれがれがれが工工工工業業業業のののの時代時代時代時代であるであるであるである。。。。確確確確かにかにかにかに我我我我々々々々はははは裕裕裕裕福福福福になっになっになっになったがたがたがたが、、、、当事者当事者当事者当事者のののの意識意識意識意識がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん欠如欠如欠如欠如してきたしてきたしてきたしてきた。。。。        社社社社内内内内でもでもでもでも冗冗冗冗談談談談でででで言言言言うがうがうがうが、、、、一一一一般般般般的的的的にににに先進国先進国先進国先進国でででで、、、、女女女女性性性性がががが生生生生活活活活圏圏圏圏をををを守守守守りりりり男男男男性性性性がががが経済経済経済経済圏圏圏圏をををを守守守守ってってってっているといるといるといると仮仮仮仮定定定定するとするとするとすると、、、、愛愛愛愛しししし合合合合ってってってって結結結結婚婚婚婚したしたしたした夫夫夫夫婦婦婦婦でもでもでもでも 20202020年年年年たったらどうなるかたったらどうなるかたったらどうなるかたったらどうなるか。。。。一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命子子子子供供供供をををを育育育育てたりてたりてたりてたりココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィでででで伝統伝統伝統伝統をををを守守守守ってきたりしたってきたりしたってきたりしたってきたりした女女女女性性性性とととと経済経済経済経済圏圏圏圏のののの中中中中でででで向向向向上上上上心心心心でででで生生生生きてききてききてききてきたたたた男男男男性性性性。。。。20202020年経年経年経年経つつつつとととと、、、、男男男男性性性性はははは「「「「おまおまおまおまええええはははは全全全全然然然然変変変変わっていないわっていないわっていないわっていない、、、、もっともっともっともっと向向向向上上上上心心心心をををを持持持持つつつつべきべきべきべきだだだだ」」」」とととと言言言言いいいい出出出出しししし、、、、女女女女性性性性はははは「「「「変変変変わるわるわるわる必要必要必要必要はないはないはないはない、、、、私私私私はははは立立立立派派派派にににに子子子子供供供供ももももココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィもももも守守守守ってきたってきたってきたってきた。。。。そんそんそんそんなことをなことをなことをなことを言言言言いいいい出出出出すあなたはすあなたはすあなたはすあなたは変変変変わったわったわったわった」」」」とととと互互互互いのいのいのいの理理理理解解解解がががが不不不不可能可能可能可能になってくるになってくるになってくるになってくる。。。。これはこれはこれはこれは一一一一家庭家庭家庭家庭のののの例例例例ではなくではなくではなくではなく、、、、実実実実はははは近代近代近代近代化化化化をををを目目目目指指指指したしたしたした都都都都市市市市とととと伝統伝統伝統伝統をををを守守守守っているっているっているっている地地地地方方方方のののの問問問問題題題題もももも同同同同じじじじだだだだとととと思思思思うしうしうしうし、、、、昨昨昨昨年年年年、、、、9.119.119.119.11 でテロがでテロがでテロがでテロが起起起起きたきたきたきた現現現現状状状状もももも、、、、全全全全くくくく価価価価値観値観値観値観がががが違違違違うことによってうことによってうことによってうことによって引引引引きききき起起起起こされこされこされこされたたたた問問問問題題題題だだだだとととと思思思思うううう。。。。    もうもうもうもう一度一度一度一度当事者当事者当事者当事者意識意識意識意識をををを復復復復活活活活させるとこさせるとこさせるとこさせるところろろろにににに 21212121世世世世紀紀紀紀産業産業産業産業モモモモデルのデルのデルのデルのヒヒヒヒントがあるのではないかントがあるのではないかントがあるのではないかントがあるのではないか。。。。    一一一一つつつつははははココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィのののの産業化産業化産業化産業化、、、、自立型産業自立型産業自立型産業自立型産業とととと呼呼呼呼んんんんでいるでいるでいるでいる産業形産業形産業形産業形態態態態であるであるであるである。。。。これはこれはこれはこれは、、、、生生生生活活活活圏圏圏圏のののの及及及及ぶぶぶぶ範範範範囲囲囲囲でででで経済経済経済経済圏圏圏圏をををを確確確確立立立立させるというものであるさせるというものであるさせるというものであるさせるというものである。。。。具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギギギギーをーをーをーを導導導導入入入入するエネルするエネルするエネルするエネルギギギギーのーのーのーの自立自立自立自立、、、、リサイクルによるリサイクルによるリサイクルによるリサイクルによる資源資源資源資源のののの自立自立自立自立、、、、そそそそしてしてしてして食食食食文文文文化化化化のののの自立自立自立自立をををを目目目目指指指指すといすといすといすというものであるうものであるうものであるうものである。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、産業産業産業産業ののののココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィ化化化化とととと呼呼呼呼んんんんでおりでおりでおりでおり、、、、効率効率効率効率からからからから確確確確率率率率をををを目目目目指指指指すすすすものであるものであるものであるものである。。。。工工工工業業業業はははは効率効率効率効率をををを求求求求めるものであるがめるものであるがめるものであるがめるものであるが、、、、最最最最近近近近ではではではでは、、、、ISOISOISOISO ややややグリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入等等等等、、、、ああああええええてててて非非非非効率効率効率効率なことにもなことにもなことにもなことにもチチチチャャャャレレレレンジしンジしンジしンジし始始始始めているめているめているめている。。。。しかししかししかししかし、、、、ババババリリリリュュュューーーーチチチチェーンがまェーンがまェーンがまェーンがまだだだだ形成形成形成形成されされされされていないとこていないとこていないとこていないところろろろにににに産業産業産業産業ののののココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィ化化化化のののの難難難難しさがあるのではないかとしさがあるのではないかとしさがあるのではないかとしさがあるのではないかと考考考考ええええているているているている。。。。    以以以以上上上上をををを踏踏踏踏ままままええええ事例事例事例事例のののの紹介紹介紹介紹介をををを進進進進めたいめたいめたいめたい。。。。    一一一一つつつつはははは、、、、現現現現在在在在京都京都京都京都府府府府弥栄弥栄弥栄弥栄町町町町とととと進進進進めているプロジェめているプロジェめているプロジェめているプロジェクトであるクトであるクトであるクトである。。。。弥栄弥栄弥栄弥栄町町町町のあるのあるのあるのある丹丹丹丹後後後後半半半半島島島島のののの真真真真んんんん中中中中にはにはにはには森森森森林林林林公公公公園園園園がありがありがありがあり、、、、そそそそのののの隣隣隣隣りにはりにはりにはりには伊根伊根伊根伊根町町町町がががが建建建建設設設設したしたしたした六六六六基基基基のののの発発発発電電電電用用用用風車風車風車風車がががが回回回回っているっているっているっている。。。。そそそそこでこのこでこのこでこのこでこの周周周周辺辺辺辺地域地域地域地域をををを利用利用利用利用しししし、、、、風風風風力力力力、、、、太太太太陽陽陽陽光光光光、、、、ババババイオイオイオイオガガガガスをスをスをスを駆駆駆駆使使使使しししし、、、、そそそそこからこからこからこから得得得得られるエられるエられるエられるエネルネルネルネルギギギギーをーをーをーを利用利用利用利用してどのようなしてどのようなしてどのようなしてどのような生生生生活活活活、、、、産業産業産業産業がががが成立成立成立成立するのかというするのかというするのかというするのかという実実実実験験験験をををを行行行行うことをうことをうことをうことを試試試試みてみてみてみて
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いるいるいるいる。。。。地地地地方方方方自治自治自治自治もももも個性個性個性個性のののの時代時代時代時代であるであるであるである。。。。私私私私がこのがこのがこのがこの提提提提案案案案をををを弥栄弥栄弥栄弥栄町町町町長長長長にしたときににしたときににしたときににしたときに言言言言ったったったった話話話話だだだだがががが、、、、「「「「過過過過疎疎疎疎のののの町町町町でででで、、、、つつつついいいい最最最最近近近近国国国国道道道道がががが走走走走るようになったがるようになったがるようになったがるようになったが、、、、そそそそれまではれまではれまではれまでは国国国国道道道道もももも鉄鉄鉄鉄道道道道もももも無無無無かったかったかったかった。。。。人人人人口口口口はははは六六六六千千千千数数数数百百百百名名名名であるがであるがであるがであるが、、、、町町町町のののの一一一一番番番番のののの収収収収入入入入がががが年年年年金金金金からからからから得得得得られるられるられるられる所得所得所得所得であるようであるようであるようであるようにににに老老老老齢齢齢齢化化化化もももも進進進進んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。このこのこのこの町町町町でででで近代近代近代近代化化化化をををを目目目目指指指指すのかすのかすのかすのか？？？？そそそそれはどこまでれはどこまでれはどこまでれはどこまで目目目目指指指指してもしてもしてもしても二二二二流流流流のののの都都都都市市市市にしにしにしにしかならないとかならないとかならないとかならないと思思思思うううう。。。。むしむしむしむしろろろろ超超超超先進的先進的先進的先進的なななな田舎田舎田舎田舎、、、、スーパースーパースーパースーパーカカカカントリーをントリーをントリーをントリーを目目目目指指指指そそそそうううう。。。。そそそそうすれうすれうすれうすればばばば、、、、都都都都市市市市のののの人人人人ももももビビビビックリするックリするックリするックリするだろだろだろだろうううう」」」」ということでということでということでということで、、、、先先先先ほほほほどどどど述述述述べたことをべたことをべたことをべたことを具具具具体的体的体的体的にににに進進進進めようとめようとめようとめようとしているしているしているしている。。。。    このプロジェクトをこのプロジェクトをこのプロジェクトをこのプロジェクトを進進進進めるにあたりめるにあたりめるにあたりめるにあたり、、、、規規規規制制制制などなどなどなど様様様様々々々々なななな問問問問題題題題点点点点がががが山積山積山積山積みであるみであるみであるみである。。。。そそそそれをれをれをれを一一一一つつつつ一一一一つつつつどのようにクリアしていくかがどのようにクリアしていくかがどのようにクリアしていくかがどのようにクリアしていくかが我我我我々々々々のののの今後今後今後今後のののの１１１１年年年年のののの実実実実験験験験であるであるであるである。。。。そそそそのののの第第第第一一一一弾弾弾弾としてとしてとしてとして、、、、風車風車風車風車がががが見見見見ええええるるるる位位位位置置置置にににに公公公公設民設民設民設民営営営営のののの環境環境環境環境教育教育教育教育施設施設施設施設「「「「風風風風のがっこうのがっこうのがっこうのがっこう京都京都京都京都」」」」をををを 2002200220022002年年年年 6666月月月月 15151515日日日日ににににオープオープオープオープンさせたンさせたンさせたンさせた。。。。オープンオープンオープンオープン 4444 ヶヶヶヶ月月月月でででで約約約約 2,0002,0002,0002,000 人人人人にににに来場来場来場来場していたしていたしていたしていただだだだいたいたいたいた。。。。今後今後今後今後はこのはこのはこのはこの施設施設施設施設をををを拠拠拠拠点点点点にににに様様様様々々々々なななな地域地域地域地域づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めていくめていくめていくめていく。。。。    もうもうもうもう一一一一つつつつのののの実実実実験験験験はははは、、、、産業産業産業産業ののののココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィ化化化化をををを目目目目指指指指そそそそうとするものでうとするものでうとするものでうとするもので、、、、神神神神奈奈奈奈川県川県川県川県ととととココココアとなアとなアとなアとなるるるる民民民民間間間間企業企業企業企業 18181818社社社社でででで京京京京浜臨浜臨浜臨浜臨海部海部海部海部エエエエココココ産業産業産業産業モモモモデルデルデルデル事事事事業業業業創出創出創出創出協議会協議会協議会協議会をををを 2002200220022002年年年年 2222月月月月にににに発発発発足足足足させたさせたさせたさせた。。。。ここではここではここではここでは様様様様々々々々なエなエなエなエココココ産業産業産業産業をををを創出創出創出創出しししし、、、、事事事事業化業化業化業化させようとさせようとさせようとさせようと試試試試みているみているみているみている。。。。そそそそれとれとれとれと同同同同時時時時にエにエにエにエココココ産業産業産業産業をををを創出創出創出創出ししししややややすいすいすいすい社会社会社会社会システムのシステムのシステムのシステムの実実実実験験験験もももも行行行行おうとしているおうとしているおうとしているおうとしている。。。。これをこれをこれをこれを私私私私はははは四四四四種種種種のののの神器神器神器神器とととと呼呼呼呼んんんんででででいるいるいるいる。。。。構構構構造造造造改革改革改革改革特区特区特区特区でででで環境環境環境環境事事事事業業業業をををを行行行行いいいいややややすいすいすいすい区区区区域域域域ををををつつつつくりくりくりくり、、、、そそそそれをれをれをれを促進促進促進促進させるさせるさせるさせるためにためにためにために法定法定法定法定外目外目外目外目的的的的税税税税、、、、例例例例えばえばえばえば環境環境環境環境税税税税とかとかとかとか産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物税税税税といわれるようなものをといわれるようなものをといわれるようなものをといわれるようなものを用用用用いていていていて価価価価値値値値をををを誘誘誘誘導導導導するするするする。。。。そそそそのインセンテのインセンテのインセンテのインセンティィィィブとしてグリーンブとしてグリーンブとしてグリーンブとしてグリーン購購購購入入入入、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル条例条例条例条例などをなどをなどをなどを制制制制定定定定するするするする。。。。さらにミニさらにミニさらにミニさらにミニ市市市市場場場場公公公公募募募募債債債債、、、、例例例例えばえばえばえば環境環境環境環境事事事事業業業業債債債債、、、、エエエエココココフフフファァァァンンンンドドドドのようなものをのようなものをのようなものをのようなものを発行発行発行発行しししし資資資資金金金金調調調調達達達達をするをするをするをする。。。。このこのこのこの四四四四種種種種のののの神器神器神器神器ささささええええあれあれあれあればばばば、、、、新新新新産業産業産業産業はははは動動動動ききききややややすくなるのではないすくなるのではないすくなるのではないすくなるのではないだろだろだろだろうかうかうかうか。。。。    
    とことことこところろろろでででで構構構構造造造造改革改革改革改革特区特区特区特区ににににつつつついていていていてだだだだがががが、、、、2002200220022002年年年年 8888月月月月末末末末にににに出出出出されたされたされたされた特区特区特区特区提提提提案案案案のうちのうちのうちのうち、、、、環境環境環境環境にににに関関関関するものはするものはするものはするものは 43434343くらいくらいくらいくらい合合合合ったにもかかわらずったにもかかわらずったにもかかわらずったにもかかわらず、、、、認認認認められたものはめられたものはめられたものはめられたものは 4444提提提提案案案案のみでのみでのみでのみで、、、、そそそそのうちリのうちリのうちリのうちリサイクルにサイクルにサイクルにサイクルに関関関関するものはするものはするものはするものは 1111 提提提提案案案案のみであったのみであったのみであったのみであった。。。。継続継続継続継続審審審審議議議議になっているがになっているがになっているがになっているが、、、、多多多多くのくのくのくの提提提提案案案案はははは現現現現行法行法行法行法でででで対対対対応応応応できるといわれているできるといわれているできるといわれているできるといわれている。。。。しかししかししかししかし現行法現行法現行法現行法がががが市市市市場場場場ににににママママッッッッチチチチしているかはしているかはしているかはしているかは疑疑疑疑問問問問であるであるであるである。。。。例例例例えばえばえばえば再生再生再生再生利用利用利用利用認認認認定定定定をををを得得得得ようとしたようとしたようとしたようとした場場場場合合合合、、、、認認認認定定定定をををを得得得得るためにるためにるためにるために半半半半年年年年からからからから 1111年年年年もももも要要要要してしまうしてしまうしてしまうしてしまう。。。。またまたまたまた、、、、今日今日今日今日のののの産業産業産業産業ののののポポポポイントはイントはイントはイントは集中集中集中集中とととと選選選選択択択択でありでありでありであり、、、、場場場場合合合合によってによってによってによって業業業業務務務務のアのアのアのアウウウウトトトトソソソソーシングーシングーシングーシングでででで生生生生きききき残残残残りをりをりをりを図図図図っているっているっているっている。。。。だだだだがががが、、、、ことことことこと環境環境環境環境のののの部門部門部門部門をアをアをアをアウウウウトトトトソソソソーシングしようとするとーシングしようとするとーシングしようとするとーシングしようとすると数数数数々々々々のののの障障障障害害害害がががが表表表表面面面面化化化化してくるしてくるしてくるしてくる。。。。工工工工場場場場施設施設施設施設をフをフをフをフレキレキレキレキシシシシビビビビリテリテリテリティィィィにリサイクルのためににリサイクルのためににリサイクルのためににリサイクルのために利用利用利用利用しようしようしようしようとすれとすれとすれとすればばばば許許許許可可可可のののの問問問問題題題題もももも発発発発生生生生するするするする。。。。    
    不景不景不景不景気気気気でででで自自自自殺殺殺殺者者者者がががが 3333 万万万万人人人人にににに及及及及んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。労労労労災災災災もももも含含含含めれめれめれめればばばば 3333 万万万万人人人人がががが 6666 万万万万人人人人にににに及及及及んんんんでいるかもでいるかもでいるかもでいるかもしれないとしれないとしれないとしれないと伺伺伺伺ったことがあるったことがあるったことがあるったことがある。。。。私私私私はははは事事事事業業業業家家家家としてとしてとしてとして早早早早くくくく、、、、顧客顧客顧客顧客ニーズをニーズをニーズをニーズを形形形形にしたにしたにしたにした事事事事業業業業をををを起起起起ここここしていきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っているっているっているっている。。。。    
    環境環境環境環境というとというとというとというと従来従来従来従来のののの産業産業産業産業のののの観点観点観点観点ではではではでは無無無無駄駄駄駄のののの発発発発生生生生とととと認認認認識識識識されているがされているがされているがされているが、、、、そそそそのののの考考考考ええええがががが今変今変今変今変わりわりわりわりつつつつつつつつあるあるあるある。。。。フランスではフランスではフランスではフランスでは新新新新しいタイしいタイしいタイしいタイヤヤヤヤをををを販売販売販売販売するするするする際際際際にににに、、、、古古古古いタイいタイいタイいタイヤヤヤヤをををを引取引取引取引取らなけれらなけれらなけれらなければばばばならならならならないというないというないというないという法法法法律律律律をををを今今今今年年年年のののの 10101010 月月月月にににに閣閣閣閣議議議議決決決決定定定定するとするとするとすると聞聞聞聞いているいているいているいている。。。。つつつつまりこれまでのまりこれまでのまりこれまでのまりこれまでの工工工工業業業業生生生生産産産産、、、、産業効率産業効率産業効率産業効率のののの考考考考ええええ方方方方はははは、、、、時時時時間間間間あたりあたりあたりあたり安安安安くてくてくてくて良質良質良質良質のものをのものをのものをのものを大大大大量量量量ににににつつつつくりくりくりくり続続続続けるということであけるということであけるということであけるということであ
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ったがったがったがったが、、、、フランスのよフランスのよフランスのよフランスのようにうにうにうに回回回回収収収収がががが義務付義務付義務付義務付けられることでリサイクルけられることでリサイクルけられることでリサイクルけられることでリサイクル生生生生産産産産性性性性がががが販売販売販売販売生生生生産産産産性性性性、、、、製造生製造生製造生製造生産産産産性性性性にににに変変変変わるというわるというわるというわるという流流流流れれれれ、、、、リリリリババババースサプライースサプライースサプライースサプライチチチチェーンをェーンをェーンをェーンを構築構築構築構築することができるようすることができるようすることができるようすることができるようになるになるになるになる。。。。このようなこのようなこのようなこのような考考考考ええええ方方方方はははは EPREPREPREPR、、、、拡大拡大拡大拡大生生生生産産産産者者者者責責責責任任任任であるということができるであるということができるであるということができるであるということができる。。。。しかししかししかししかし私私私私はあはあはあはあええええてここでてここでてここでてここでひひひひととととつつつつのののの課題課題課題課題をををを提示提示提示提示したいしたいしたいしたい。。。。    そそそそれはれはれはれは販売販売販売販売者者者者責責責責任任任任というというというという考考考考ええええ方方方方のののの導導導導入入入入であるであるであるである。。。。EPREPREPREPR はははは製造者製造者製造者製造者のののの拡大拡大拡大拡大責責責責任任任任をををを求求求求めるものであめるものであめるものであめるものであるがるがるがるが、、、、ななななぜぜぜぜ製造者製造者製造者製造者にににに責責責責任任任任があるのかといがあるのかといがあるのかといがあるのかといえばえばえばえば、、、、製造者製造者製造者製造者はははは販売販売販売販売をををを通通通通してしてしてして消費消費消費消費者者者者とのとのとのとの信信信信頼頼頼頼関係関係関係関係のののの中中中中にににに入入入入っているからであるっているからであるっているからであるっているからである。。。。しかしこのしかしこのしかしこのしかしこの信信信信頼頼頼頼関係関係関係関係はははは製造者製造者製造者製造者とととと消費消費消費消費者者者者のののの間間間間にあるよりもにあるよりもにあるよりもにあるよりも販販販販売売売売者者者者とととと消費消費消費消費者者者者のののの信信信信頼頼頼頼関係関係関係関係になったになったになったになったほほほほうがうがうがうが消費消費消費消費者者者者ニーズをニーズをニーズをニーズを形形形形にしにしにしにしややややすいすいすいすい。。。。受注受注受注受注生生生生産型産型産型産型、、、、ママママーーーーケケケケットアットアットアットアウウウウトトトト型型型型のののの工工工工業業業業へシフトしへシフトしへシフトしへシフトし、、、、日日日日本本本本のののの市市市市場場場場をををを守守守守ろろろろうとするならうとするならうとするならうとするならばばばば、、、、消費消費消費消費者者者者のニーズをのニーズをのニーズをのニーズを汲汲汲汲みみみみ取取取取りりりり、、、、そそそそれをれをれをれを生生生生産産産産にににに反映反映反映反映させることがさせることがさせることがさせることが大大大大切切切切であるであるであるである。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、リサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルを義務義務義務義務づけるづけるづけるづけるよりよりよりより、、、、販売販売販売販売者者者者ががががそそそそのののの責責責責任任任任としてとしてとしてとして回回回回収収収収をををを行行行行うようになれうようになれうようになれうようになればばばば、、、、おのずからおのずからおのずからおのずから何何何何をををを売売売売れれれればばばば回回回回収収収収できできできできるのかるのかるのかるのか、、、、ひひひひいてはどのようないてはどのようないてはどのようないてはどのような原原原原料料料料をををを使使使使ったものをったものをったものをったものを圧圧圧圧かかかか場場場場よいのかまでよいのかまでよいのかまでよいのかまで考考考考ええええたたたた行動行動行動行動がとられがとられがとられがとられるようになるるようになるるようになるるようになる。。。。またまたまたまた、、、、販売販売販売販売するするするする責責責責任任任任ということはということはということはということは消費消費消費消費者者者者もももも小小小小売売売売業業業業者者者者もももも製造者製造者製造者製造者ももももそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ当当当当事者事者事者事者としてとしてとしてとして共通共通共通共通のテーブルにのテーブルにのテーブルにのテーブルにつつつつくことになくことになくことになくことになるるるる。。。。販売販売販売販売者者者者責責責責任任任任のののの実現実現実現実現によってによってによってによって消費消費消費消費者者者者とととと販売販売販売販売者者者者のののの間間間間にににに信信信信頼頼頼頼がががが回回回回復復復復しししし、、、、循環型循環型循環型循環型のののの産業産業産業産業がががが構築構築構築構築されるされるされるされるだろだろだろだろうううう。。。。    次次次次のイのイのイのイメメメメージージージージ図図図図はははは、、、、例例例例えばえばえばえば自動自動自動自動車車車車、、、、家家家家電電電電、、、、食食食食品品品品、、、、建建建建築築築築などなどなどなどそそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの業界業界業界業界においてにおいてにおいてにおいて形成形成形成形成さささされるれるれるれる製造製造製造製造・・・・販売販売販売販売・・・・使使使使用用用用者者者者そそそそしてリサイクルというしてリサイクルというしてリサイクルというしてリサイクルというババババリリリリュュュューーーーチチチチェーンがェーンがェーンがェーンが、、、、販売販売販売販売のののの確確確確率率率率をををを上上上上げげげげることになりることになりることになりることになり、、、、潜潜潜潜在在在在的的的的リスクリスクリスクリスク回回回回避避避避になるになるになるになる。。。。これによりこれによりこれによりこれにより必要必要必要必要なものをなものをなものをなものを必要必要必要必要ななななだだだだけけけけつつつつくるといくるといくるといくるといううううメカメカメカメカニズムになるニズムになるニズムになるニズムになる。。。。これはあたかもこれはあたかもこれはあたかもこれはあたかも足足足足るをるをるをるを知知知知りながらもりながらもりながらもりながらもそそそそれをれをれをれを補補補補いいいい合合合合いいいい成立成立成立成立しているしているしているしている生生生生態態態態系系系系のようなものであるのようなものであるのようなものであるのようなものである。。。。常常常常にににに自自自自己己己己をををを更更更更新新新新しながらしながらしながらしながら変変変変化化化化にににに対対対対応応応応しているしているしているしている。。。。このこのこのこの仕仕仕仕組組組組みにみにみにみに ITITITIT技術技術技術技術をををを駆駆駆駆使使使使すれすれすれすればばばば、、、、一世一世一世一世代代代代のののの必要必要必要必要ニーズニーズニーズニーズだだだだけでなくけでなくけでなくけでなく次次次次世世世世代代代代のののの必要必要必要必要ニーズをニーズをニーズをニーズを前前前前提提提提にににに物物物物づくりづくりづくりづくりができることになりができることになりができることになりができることになり、、、、経済経済経済経済ニーズとニーズとニーズとニーズと環境環境環境環境ニーズがニーズがニーズがニーズが対立対立対立対立することなくすることなくすることなくすることなく持続可能持続可能持続可能持続可能なななな調和調和調和調和ををををつつつつくくくくりりりりつつつつづけることになるづけることになるづけることになるづけることになる。。。。    このようなこのようなこのようなこのような仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを産業産業産業産業としてとしてとしてとして興興興興していくことのできるしていくことのできるしていくことのできるしていくことのできる国国国国はははは日日日日本本本本しかないとしかないとしかないとしかないと思思思思うううう。。。。1111 億億億億
2,0002,0002,0002,000～～～～3,0003,0003,0003,000 万万万万人人人人のののの市市市市場場場場をををを抱抱抱抱ええええ、、、、かかかかつつつつ同同同同質質質質価価価価値値値値をををを理理理理解解解解しししし、、、、1111 次次次次産業産業産業産業からからからからハハハハイテクイテクイテクイテク産業産業産業産業までまでまでまでががががそろそろそろそろっているっているっているっている、、、、まさにまさにまさにまさに産業産業産業産業のののの生生生生態態態態系系系系といといといといええええるるるる社会社会社会社会であるであるであるである。。。。つつつつまりまりまりまり日日日日本本本本はははは実実実実験験験験のののの場場場場としてとしてとしてとして最最最最適適適適であるといであるといであるといであるといええええるるるる。。。。北北北北米米米米ややややヨヨヨヨーロッパではこれをーロッパではこれをーロッパではこれをーロッパではこれを実現実現実現実現させることはさせることはさせることはさせることは日日日日本本本本以以以以上上上上にににに難難難難しいしいしいしいだだだだろろろろうううう。。。。    
    すなすなすなすなわちわちわちわち、、、、環境技術環境技術環境技術環境技術はははは決決決決してしてしてして公害公害公害公害技術技術技術技術のののの延延延延長長長長ではないではないではないではない。。。。エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの自立自立自立自立、、、、資源資源資源資源のののの自立自立自立自立、、、、食食食食のののの自立自立自立自立はははは安安安安全全全全保保保保障障障障のののの本本本本質質質質であるであるであるである。。。。人類人類人類人類がががが初初初初めてめてめてめて武武武武力力力力以外以外以外以外でででで平平平平和的技術和的技術和的技術和的技術によってによってによってによって安安安安全全全全保保保保障障障障をををを担担担担保保保保できるのができるのができるのができるのが本本本本当当当当のののの環境技術環境技術環境技術環境技術であるであるであるである。。。。自立自立自立自立のののの技術技術技術技術であるであるであるである。。。。このこのこのこの技術技術技術技術はははは決決決決してしてしてしてハハハハーーーードドドドにににに偏偏偏偏ったものではないったものではないったものではないったものではない。。。。人人人人のののの心心心心をををを形形形形にするというにするというにするというにするというソソソソフトのフトのフトのフトの部部部部分分分分がががが非常非常非常非常にににに大大大大きいきいきいきい。。。。ソソソソフトフトフトフト、、、、ハハハハーーーードドドドのののの複複複複合合合合したしたしたした社会的技術社会的技術社会的技術社会的技術であるであるであるである。。。。そそそそのののの主役主役主役主役はははは機機機機械械械械でなくでなくでなくでなく人人人人間間間間であるであるであるである。。。。ヒヒヒヒュュュューーーーママママンンンンキキキキャャャャピピピピタリズムというタリズムというタリズムというタリズムという考考考考ええええ方方方方がががが資本資本資本資本主義主義主義主義のののの社会社会社会社会にににに今後必要今後必要今後必要今後必要なななな第第第第一一一一歩歩歩歩をををを開開開開くのではないかとくのではないかとくのではないかとくのではないかと思思思思うううう。。。。今今今今までスまでスまでスまでスケケケケールールールールメメメメリットによるリットによるリットによるリットによる物物物物づくりづくりづくりづくりでででで効率効率効率効率をををを掲掲掲掲げてきたがげてきたがげてきたがげてきたが、、、、これからはこれからはこれからはこれからは必要必要必要必要なものをなものをなものをなものをつつつつくるくるくるくる価価価価値値値値づくりであるづくりであるづくりであるづくりである。。。。生命全生命全生命全生命全体体体体のののの復復復復興興興興をををを考考考考ええええるルネッサンスのるルネッサンスのるルネッサンスのるルネッサンスの価価価価値観値観値観値観もももも必要必要必要必要になってになってになってになってくるのではないかくるのではないかくるのではないかくるのではないか。。。。    
    循環型産業循環型産業循環型産業循環型産業にににに静静静静脈脈脈脈産業産業産業産業はありはありはありはあり得得得得ないないないない。。。。先先先先日日日日、、、、あるあるあるある会合会合会合会合でででで循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会におけるにおけるにおけるにおける静静静静脈脈脈脈産業産業産業産業ににににつつつつ
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いていていていて語語語語ってってってってほほほほしいとしいとしいとしいと言言言言われたのでわれたのでわれたのでわれたので、、、、語語語語れないとれないとれないとれないと語語語語ってきたってきたってきたってきた。。。。ななななぜぜぜぜならならならなら循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに静静静静脈脈脈脈、、、、動動動動脈脈脈脈のののの区区区区別別別別はははは必要必要必要必要ないからであるないからであるないからであるないからである。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、我我我我々々々々はいかにはいかにはいかにはいかに早早早早くくくく地地地地上上上上資源資源資源資源をををを有効有効有効有効にににに使使使使うかをうかをうかをうかを考考考考ええええなけれなけれなけれなければばばばいけないがいけないがいけないがいけないが、、、、そそそそれがれがれがれが完完完完成成成成したとしてもしたとしてもしたとしてもしたとしても人人人人間間間間がががが非非非非人人人人間間間間的的的的にににに信信信信頼頼頼頼をををを構築構築構築構築できないできないできないできない産業産業産業産業であってもいいのかであってもいいのかであってもいいのかであってもいいのか、、、、むしむしむしむしろろろろあってはいけないあってはいけないあってはいけないあってはいけないとととと思思思思うううう。。。。新新新新たなニーズをたなニーズをたなニーズをたなニーズを発発発発掘掘掘掘するするするする第第第第一一一一歩歩歩歩にににに今今今今差差差差しかかっているのではないかしかかっているのではないかしかかっているのではないかしかかっているのではないか。。。。    
    まとめとしてまとめとしてまとめとしてまとめとして、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学はゼロエミッションというはゼロエミッションというはゼロエミッションというはゼロエミッションという非常非常非常非常にににに崇崇崇崇高高高高なななな理念理念理念理念をををを掲掲掲掲げていたげていたげていたげていただだだだいたいたいたいたがががが、、、、これをこれをこれをこれを産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のクラスタリングにのクラスタリングにのクラスタリングにのクラスタリングに終終終終わらせるのはもったいないとわらせるのはもったいないとわらせるのはもったいないとわらせるのはもったいないと思思思思うううう。。。。ややややはりはりはりはり社社社社会会会会全全全全体体体体のののの環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷をををを低減低減低減低減することをゼロエミッションのすることをゼロエミッションのすることをゼロエミッションのすることをゼロエミッションの根幹根幹根幹根幹としとしとしとし、、、、自立自立自立自立したしたしたした社会社会社会社会、、、、閉閉閉閉じじじじらららられたれたれたれた空空空空間間間間のののの中中中中でででで生生生生存存存存をををを維維維維持持持持できるできるできるできる社会社会社会社会のののの仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを形成形成形成形成するのがゼロエミッションのするのがゼロエミッションのするのがゼロエミッションのするのがゼロエミッションの次次次次なるなるなるなる進化進化進化進化のののの方向方向方向方向ではないかではないかではないかではないか。。。。そそそそしてしてしてして、、、、信信信信頼頼頼頼のののの連連連連鎖鎖鎖鎖構構構構造造造造をををを構築構築構築構築するとこするとこするとこするところろろろがががが最最最最終終終終目目目目的的的的にならなけにならなけにならなけにならなけれれれればばばばならないとならないとならないとならないと思思思思うううう。。。。    
25252525 年年年年からのからのからのからの学学学学びびびび、、、、事事事事業化業化業化業化はははは現現現現状状状状分分分分析析析析だだだだけではどうしてもおさまらないけではどうしてもおさまらないけではどうしてもおさまらないけではどうしてもおさまらない仕仕仕仕事事事事であるであるであるである。。。。未未未未来来来来のののの仮仮仮仮説説説説検検検検証証証証もももも非常非常非常非常ににににウウウウエートがエートがエートがエートが高高高高いがいがいがいが、、、、このこのこのこの仮仮仮仮説説説説によりによりによりにより多多多多くのくのくのくの人人人人がががが賛賛賛賛同同同同していたしていたしていたしていただだだだけれけれけれければばばば、、、、そそそそれがれがれがれが形形形形になりになりになりになり、、、、ニーズになりニーズになりニーズになりニーズになり、、、、我我我我々々々々がががが仕仕仕仕事事事事をしをしをしをしややややすいとすいとすいとすいと考考考考ええええているているているている。。。。今日今日今日今日このようなこのようなこのようなこのような考考考考ええええ方方方方ををををごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきききき、、、、本本本本当当当当にありがとうにありがとうにありがとうにありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。ごごごご清清清清聴聴聴聴、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））    
    司司司司会会会会        どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。企業人企業人企業人企業人としてのおとしてのおとしてのおとしてのお立立立立場場場場ではなくではなくではなくではなく、、、、新新新新しいしいしいしい産業経済産業経済産業経済産業経済モモモモデデデデルがどうなるかというルがどうなるかというルがどうなるかというルがどうなるかという考考考考ええええ方方方方がががが実際実際実際実際のののの企業経企業経企業経企業経営営営営者者者者からからからから出出出出てきたことにてきたことにてきたことにてきたことに私私私私はははは非常非常非常非常にににに敬敬敬敬意意意意をををを表表表表したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っているっているっているっている。。。。        若干若干若干若干時時時時間間間間があるがあるがあるがある。。。。パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションのッションのッションのッションの時時時時間間間間もももも用意用意用意用意しているがしているがしているがしているが、、、、特特特特ににににごごごご質質質質問問問問等等等等があがあがあがあれれれればばばば一一一一、、、、二二二二例例例例おおおお受受受受けしたいけしたいけしたいけしたい。。。。――――そそそそれではれではれではれでは、、、、これでこれでこれでこれでごごごご講演講演講演講演をををを終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだくくくく。。。。                                                            〔〔〔〔                休休休休                        憩憩憩憩                〕〕〕〕    司司司司会会会会        再再再再開開開開させていたさせていたさせていたさせていただだだだきききき、、、、パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションをッションをッションをッションを始始始始めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        最最最最初初初初にににに、、、、鷺鷺鷺鷺坂坂坂坂課課課課長長長長からおからおからおからお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    
    鷺鷺鷺鷺坂坂坂坂課課課課長長長長        私私私私からはからはからはからは、、、、先先先先ほほほほどどどど武武武武内内内内先先先先生生生生ももももごごごご紹介紹介紹介紹介されたされたされたされた「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づくりのためのづくりのためのづくりのためのづくりのためのガガガガイイイイドドドドブッブッブッブックククク」」」」をををを昨昨昨昨年度年度年度年度のののの事事事事業業業業としてとしてとしてとして環境環境環境環境省省省省ででででつつつつくっていたくっていたくっていたくっていただだだだいたがいたがいたがいたが、、、、つつつつくるにくるにくるにくるに至至至至ったったったった経経経経緯緯緯緯とととと環環環環境境境境省省省省のののの地域地域地域地域づくりにづくりにづくりにづくりに関関関関するかかわりするかかわりするかかわりするかかわり方方方方ににににつつつついていていていて簡簡簡簡単単単単ににににごごごご説説説説明明明明したいしたいしたいしたい。。。。        これからのこれからのこれからのこれからの環境環境環境環境問問問問題題題題というとというとというとというと、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題にしてもにしてもにしてもにしても廃棄物問廃棄物問廃棄物問廃棄物問題題題題にしてもにしてもにしてもにしても、、、、結局結局結局結局、、、、一一一一般般般般のののの人人人人たちのたちのたちのたちの通通通通常常常常行行行行っているっているっているっている事事事事業活動業活動業活動業活動やややや日日日日常常常常のののの生生生生活活活活がががが環境環境環境環境問問問問題題題題のののの原因原因原因原因にもなるしにもなるしにもなるしにもなるし、、、、またまたまたまたそそそそうううういったいったいったいった人人人人たちがたちがたちがたちが逆逆逆逆にににに被被被被害害害害者者者者にもなるにもなるにもなるにもなる。。。。これからのこれからのこれからのこれからの環境環境環境環境問問問問題題題題はははは、、、、かなりかなりかなりかなり前前前前からからからから言言言言われているわれているわれているわれているがががが、、、、被被被被害害害害者者者者もももも国民国民国民国民全全全全体体体体でありでありでありであり、、、、原因原因原因原因者者者者もももも国民国民国民国民全全全全体体体体であるとであるとであるとであると言言言言ええええるのではないかるのではないかるのではないかるのではないか。。。。そそそそういっういっういっういったたたた中中中中でででで国国国国のののの環境行環境行環境行環境行政政政政のののの流流流流れをれをれをれを見見見見るとるとるとると、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど今今今今からからからから10101010年年年年ほほほほどどどど前前前前のののの1993199319931993年年年年にににに環境基本法環境基本法環境基本法環境基本法、、、、環境環境環境環境にににに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな法法法法律律律律がががが制制制制定定定定されされされされ、、、、そそそそのののの中中中中でででで環境環境環境環境へのへのへのへの負荷負荷負荷負荷のののの少少少少ないないないない持続的発持続的発持続的発持続的発展展展展がががが可能可能可能可能
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なななな社会社会社会社会をををを構築構築構築構築していこうとしていこうとしていこうとしていこうと、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題のののの解解解解決決決決にはたにはたにはたにはただだだだ１１１１つつつつのののの原因原因原因原因物物物物質質質質のののの規規規規制制制制等等等等ではなくではなくではなくではなく、、、、社会経済社会経済社会経済社会経済システムシステムシステムシステム全全全全体体体体をををを変変変変革革革革していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばならないとならないとならないとならないと基本法基本法基本法基本法のののの中中中中でうたいでうたいでうたいでうたい、、、、そそそそれにれにれにれに基基基基づいてづいてづいてづいて 1994199419941994年年年年、、、、平平平平成成成成６６６６年年年年にににに初初初初めてのめてのめてのめての政政政政府府府府全全全全体体体体のののの環境環境環境環境政政政政策策策策のののの大大大大綱綱綱綱であるであるであるである環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画ができができができができたたたた。。。。        ちちちちょょょょうどうどうどうどそそそそのときにのときにのときにのときに環境環境環境環境省省省省環境計画課環境計画課環境計画課環境計画課ができたができたができたができた。。。。結局結局結局結局、、、、政政政政府府府府全全全全体体体体のののの環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画をををを作作作作成成成成しししし、、、、遂遂遂遂行行行行するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、地地地地方方方方のののの環境行環境行環境行環境行政政政政のののの中中中中においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、計画行計画行計画行計画行政政政政的的的的なななな部部部部分分分分はははは非常非常非常非常にににに重要重要重要重要ではないかということがちではないかということがちではないかということがちではないかということがちょょょょうどうどうどうど出出出出てきたこてきたこてきたこてきたころろろろではないかではないかではないかではないか。。。。当当当当時時時時、、、、地地地地方方方方ではアセスではアセスではアセスではアセスやややや地域地域地域地域のののの公害公害公害公害防止防止防止防止協定等協定等協定等協定等個個個個別別別別的的的的なことはなことはなことはなことは行行行行われていたとわれていたとわれていたとわれていたと思思思思うがうがうがうが、、、、トータルトータルトータルトータル的的的的なななな環境計画環境計画環境計画環境計画がががが余余余余りりりり作作作作成成成成されていなかったのではないかされていなかったのではないかされていなかったのではないかされていなかったのではないか。。。。私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、当当当当時時時時、、、、若干若干若干若干のののの補助金補助金補助金補助金等等等等もももも用意用意用意用意しししし、、、、市町市町市町市町村村村村やややや県県県県でででで環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画のののの策定策定策定策定をををを支援支援支援支援しししし、、、、どこのどこのどこのどこの都道都道都道都道府府府府県県県県でもでもでもでも今今今今やややや環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画をををを持持持持っているっているっているっている状状状状況況況況であるであるであるである。。。。環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画ををををつつつつくるくるくるくる過程過程過程過程においてにおいてにおいてにおいて、、、、都道都道都道都道府府府府県県県県やややや市町市町市町市町村村村村でもいでもいでもいでもいろろろろいいいいろろろろなななな部局部局部局部局ががががそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ相相相相談談談談しししし合合合合いながらいながらいながらいながら計画計画計画計画ををををつつつつくっていかなけれくっていかなけれくっていかなけれくっていかなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。例例例例えばえばえばえば土土土土木木木木関係関係関係関係のののの河河河河川川川川計画計画計画計画やややや道道道道路路路路計画計画計画計画ならならならなら土土土土木部木部木部木部等等等等１１１１つつつつのののの部部部部でででで完結完結完結完結するするするする部部部部分分分分がががが多多多多いといといといと思思思思うがうがうがうが、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題ににににつつつついていていていてはいはいはいはいろろろろいいいいろろろろなななな部局部局部局部局がががが連連連連携携携携してしてしてしてややややっていかなけれっていかなけれっていかなけれっていかなければばばばいけないということでいけないということでいけないということでいけないということで、、、、自治体自治体自治体自治体のののの中中中中のののの縦縦縦縦割割割割りりりり的的的的なななな部部部部分分分分がもしあったとすれがもしあったとすれがもしあったとすれがもしあったとすればばばば、、、、そそそそういったもののういったもののういったもののういったものの解解解解消消消消にににに役役役役立立立立ったのではないかったのではないかったのではないかったのではないか。。。。        これからのこととしてはこれからのこととしてはこれからのこととしてはこれからのこととしては、、、、市町市町市町市町村村村村のののの環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画のののの策定策定策定策定をををを私私私私どもはどもはどもはどもは進進進進めているがめているがめているがめているが、、、、そそそそのののの中中中中でででで市町市町市町市町村村村村からよくからよくからよくからよく聞聞聞聞くのはくのはくのはくのは、、、、たたたただだだだ単単単単にににに行行行行政政政政サイサイサイサイドドドドがががが絵絵絵絵をかきをかきをかきをかき、、、、審審審審議会等議会等議会等議会等にかけてにかけてにかけてにかけて一一一一応応応応住住住住民民民民のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いたことにしいたことにしいたことにしいたことにし、、、、策定策定策定策定するするするする形形形形のものはのものはのものはのものはそそそそのののの後後後後のののの動動動動きがどうもきがどうもきがどうもきがどうも鈍鈍鈍鈍いいいい。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろななななとことことこところろろろでででで話話話話をををを聞聞聞聞いてみるといてみるといてみるといてみると、、、、計画策定計画策定計画策定計画策定段階段階段階段階、、、、案案案案のののの段階段階段階段階からからからから市民市民市民市民参加参加参加参加、、、、住住住住民民民民参加参加参加参加をををを求求求求めていめていめていめていったものがったものがったものがったものが計画計画計画計画のののの推進推進推進推進にににに非常非常非常非常にににに役役役役立立立立っているっているっているっている。。。。逆逆逆逆にににに最最最最初初初初はははは恐恐恐恐らくらくらくらく行行行行政政政政側側側側のののの計画計画計画計画ををををつつつつくるたくるたくるたくるためのめのめのめの活動活動活動活動であったとであったとであったとであったと思思思思うがうがうがうが、、、、計画計画計画計画ををををつつつつくるためにくるためにくるためにくるために、、、、意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くためにくためにくためにくために出出出出てきたてきたてきたてきた市民市民市民市民のののの団体団体団体団体がががが、、、、絵絵絵絵をかいたをかいたをかいたをかいただだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、計画策定計画策定計画策定計画策定後後後後もももも継続的継続的継続的継続的にまちづくりにまちづくりにまちづくりにまちづくり等等等等のののの活動活動活動活動にににに進進進進んんんんでいるでいるでいるでいる例例例例もあるもあるもあるもある。。。。今後今後今後今後はははは地域地域地域地域でででで計画計画計画計画ををををつつつつくるくるくるくるだだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、まちづくりにまちづくりにまちづくりにまちづくりに力力力力をををを入入入入れていかなけれれていかなけれれていかなけれれていかなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。        一一一一昨昨昨昨年年年年、、、、平平平平成成成成 12121212 年年年年 12121212 月月月月にににに第第第第２２２２次次次次のののの環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画がががが策定策定策定策定されされされされ、、、、そそそそのののの中中中中でででで地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが戦戦戦戦略略略略的的的的なプロジェクトなプロジェクトなプロジェクトなプロジェクト、、、、つつつつまりまりまりまり第第第第２２２２次次次次のののの環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画のののの中中中中ではではではでは特特特特にににに優優優優先的先的先的先的にににに推進推進推進推進すべきすべきすべきすべき事事事事項項項項としてとしてとしてとして 11111111のののの戦戦戦戦略略略略的的的的プログラムをプログラムをプログラムをプログラムをつつつつくったくったくったくった。。。。そそそそのののの中中中中のののの１１１１つつつつのののの地地地地域域域域づくりのづくりのづくりのづくりの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが今今今今回回回回武武武武内内内内先先先先生生生生ににににややややっていたっていたっていたっていただだだだいたいたいたいたガガガガイイイイドドドドブックにブックにブックにブックにつつつつながったながったながったながった。。。。今今今今年年年年８８８８月月月月ののののヨハヨハヨハヨハネスブネスブネスブネスブルグサミットでルグサミットでルグサミットでルグサミットで合意合意合意合意されたされたされたされた実施計画実施計画実施計画実施計画においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、10101010 年年年年前前前前のリオサミットのリオサミットのリオサミットのリオサミット時時時時におけるローにおけるローにおけるローにおけるローカカカカルアジェンダールアジェンダールアジェンダールアジェンダー21212121 のののの支援強化支援強化支援強化支援強化もももも書書書書かれているかれているかれているかれている。。。。またまたまたまた、、、、サミットのサミットのサミットのサミットの約約約約束束束束文書文書文書文書のののの中中中中でででで国際環境国際環境国際環境国際環境自治体協議会自治体協議会自治体協議会自治体協議会からからからから、、、、これからローこれからローこれからローこれからローカカカカルアクションルアクションルアクションルアクションだだだだとととと提提提提案案案案があったががあったががあったががあったが、、、、そそそそういったういったういったういった提提提提案案案案ががががなされなされなされなされ、、、、まさにこれからまさにこれからまさにこれからまさにこれから地域地域地域地域づくりをづくりをづくりをづくりを実行実行実行実行していくしていくしていくしていく。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、今今今今までもかなりいまでもかなりいまでもかなりいまでもかなりいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろでいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな活動活動活動活動がされてきたががされてきたががされてきたががされてきたが、、、、そそそそういったういったういったういった流流流流れにあるのではないかとれにあるのではないかとれにあるのではないかとれにあるのではないかと考考考考ええええてててているいるいるいる。。。。        そそそそれらもれらもれらもれらも踏踏踏踏ままままええええ、、、、環境環境環境環境省省省省としてもとしてもとしてもとしても計画策定計画策定計画策定計画策定にににに単単単単なるなるなるなる助助助助成成成成金金金金をををを出出出出すのではなくすのではなくすのではなくすのではなく、、、、実実実実践践践践活動活動活動活動のおのおのおのお手手手手伝伝伝伝いができるようなものにいができるようなものにいができるようなものにいができるようなものに予予予予算算算算的的的的なものをなものをなものをなものを組組組組みかみかみかみかええええていきたいていきたいていきたいていきたい。。。。最最最最近近近近、、、、非常非常非常非常にににに厳厳厳厳ししししいいいい財財財財政事政事政事政事情情情情のののの中中中中でででで十十十十分分分分なものがなものがなものがなものが確確確確保保保保できるかできるかできるかできるか、、、、このこのこのこの１１１１カカカカ月月月月ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが勝勝勝勝負負負負であるがであるがであるがであるが、、、、地域地域地域地域づづづづくりのくりのくりのくりの関係関係関係関係のののの支援支援支援支援をををを今後今後今後今後もしていきたいともしていきたいともしていきたいともしていきたいと思思思思っているのでっているのでっているのでっているので、、、、関係関係関係関係のののの方方方方がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃれれれればばばばいいいいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろででででごごごご支援支援支援支援をををを賜賜賜賜りたいりたいりたいりたい。。。。        短短短短かったかもしれないがかったかもしれないがかったかもしれないがかったかもしれないが、、、、最最最最初初初初のおのおのおのお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいたいたいたいた。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうござござござございまいまいまいま
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したしたしたした。。。。    
    司司司司会会会会        第第第第１１１１ララララウウウウンンンンドドドドということでありがとうということでありがとうということでありがとうということでありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。        次次次次にににに、、、、三島三島三島三島市市市市のののの小池小池小池小池ささささんんんんからおからおからおからお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    
    小池室長小池室長小池室長小池室長        三島三島三島三島市市市市はははは環境環境環境環境にににに真真真真剣剣剣剣にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでまでまでまでまだだだだ４４４４年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらいだだだだがががが、、、、今今今今のののの市市市市長長長長就就就就任任任任以来以来以来以来、、、、環境環境環境環境政政政政策策策策をををを全全全全面面面面にににに出出出出してしてしてして取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。皆皆皆皆ささささんんんんののののごごごご参考参考参考参考になるかどうかになるかどうかになるかどうかになるかどうか、、、、少少少少しししし役役役役不足不足不足不足かとはかとはかとはかとは思思思思うがうがうがうが、、、、三島三島三島三島市市市市のののの環境環境環境環境政政政政策策策策のののの概概概概要要要要ににににつつつついていていていてごごごご説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        三島三島三島三島市市市市にににに初初初初めてめてめてめて環境環境環境環境のののの専専専専門門門門のののの課課課課ができたのがができたのがができたのがができたのが今今今今からからからから４４４４年年年年前前前前、、、、平平平平成成成成 11111111年年年年であるであるであるである。。。。そそそそれれれれ以前以前以前以前はははは係係係係としてとしてとしてとして環境対策環境対策環境対策環境対策があったががあったががあったががあったが、、、、平平平平成成成成 11111111年年年年４４４４月月月月にににに環境企画課環境企画課環境企画課環境企画課ができができができができ、、、、そそそそのののの中中中中にににに環境環境環境環境をををを総合総合総合総合的的的的、、、、政政政政策的策的策的策的にににに考考考考ええええるるるる環境環境環境環境政政政政策策策策室室室室ができたができたができたができた。。。。そそそそこでまずこでまずこでまずこでまず初初初初めにめにめにめに何何何何をしたかというとをしたかというとをしたかというとをしたかというと、、、、将将将将来来来来的的的的なななな環境環境環境環境ビビビビジョンのジョンのジョンのジョンの確確確確立立立立のためのためのためのため環境基本環境基本環境基本環境基本条例条例条例条例をををを制制制制定定定定しししし、、、、同同同同時時時時にににに行行行行政政政政からからからから率先率先率先率先してしてしてして環境環境環境環境ママママネジネジネジネジメメメメントをントをントをントを実実実実践践践践、、、、実行実行実行実行していくしていくしていくしていく意意意意味味味味ででででＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14001140011400114001 のののの認認認認証証証証取取取取得得得得にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ。。。。環境基本環境基本環境基本環境基本条例条例条例条例はははは新新新新しくしくしくしく環境基本法環境基本法環境基本法環境基本法がががが改改改改正正正正されたされたされたされた後後後後、、、、策定策定策定策定したものであるしたものであるしたものであるしたものである。。。。        恥恥恥恥ずかしいずかしいずかしいずかしい話話話話、、、、平平平平成成成成 11111111年年年年まではまではまではまでは環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会というというというという組織組織組織組織もなかったもなかったもなかったもなかった。。。。環境環境環境環境政政政政策策策策室室室室ができたができたができたができた早早早早々々々々、、、、７７７７月月月月にににに三島三島三島三島市環境市環境市環境市環境審審審審議会議会議会議会をををを立立立立ちちちち上上上上げたげたげたげた。。。。どうせどうせどうせどうせつつつつくるならくるならくるならくるならばばばば、、、、そそそそのののの当当当当時時時時からからからから行行行行政政政政へへへへのののの市民市民市民市民参参参参画画画画がががが１１１１つつつつのののの流流流流れになっていたのでれになっていたのでれになっていたのでれになっていたので、、、、公公公公募募募募でででで４４４４人人人人ほほほほどのどのどのどの市民市民市民市民にににに委員委員委員委員にににに入入入入っていたっていたっていたっていただだだだきききき、、、、環境環境環境環境省省省省からもからもからもからも入入入入っていたっていたっていたっていただだだだいたいたいたいた。。。。今今今今までまでまでまで条例条例条例条例やややや計画計画計画計画をををを策定策定策定策定するするするする場場場場合合合合はははは、、、、あるあるあるある程程程程度度度度事務事務事務事務局局局局でででで原原原原案案案案ををををつつつつくりくりくりくり、、、、そそそそのののの原原原原案案案案をををを審審審審議会議会議会議会にににに諮諮諮諮問問問問しししし、、、、微微微微調調調調整整整整してしてしてして答申答申答申答申をもらうをもらうをもらうをもらう格格格格好好好好になっていになっていになっていになっていたがたがたがたが、、、、このときはこのときはこのときはこのときは原原原原案案案案からからからから検討検討検討検討いたいたいたいただだだだいたいたいたいた経経経経過過過過があるがあるがあるがある。。。。これはこれはこれはこれは三島三島三島三島市市市市だだだだけかもしれないがけかもしれないがけかもしれないがけかもしれないが、、、、当当当当時時時時、、、、市民市民市民市民公公公公募募募募のののの委員委員委員委員がががが入入入入ったったったった中中中中でででで原原原原案案案案からからからから作作作作りりりり上上上上げることがげることがげることがげることが今今今今までまでまでまで市市市市でもでもでもでも行行行行われていなわれていなわれていなわれていなかったこともありかったこともありかったこともありかったこともあり、、、、７７７７～～～～８８８８回回回回以以以以上上上上のののの議議議議論論論論をををを重重重重ねねねね、、、、平平平平成成成成 12121212 年年年年 11111111 月月月月にににに環境基本環境基本環境基本環境基本条例条例条例条例をををを策定策定策定策定ししししたたたた。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、このこのこのこの条例条例条例条例のののの理念理念理念理念をををを受受受受けけけけ、、、、環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画をををを２２２２カカカカ年年年年かけてかけてかけてかけて検討検討検討検討しししし、、、、今今今今年年年年のののの３３３３月月月月にににに策定策定策定策定したしたしたした。。。。特特特特徴徴徴徴はははは後後後後でででで説説説説明明明明をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        条例条例条例条例とととと同同同同時時時時にににに、、、、ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14001400140014001111 のののの認認認認証証証証取取取取得得得得もももも、、、、翌翌翌翌年年年年、、、、平平平平成成成成 12121212 年年年年７７７７月月月月にににに認認認認証証証証取取取取得得得得ができたができたができたができた。。。。そそそそのののの際際際際、、、、21212121 校校校校あるあるあるある小小小小・・・・中中中中学学学学校校校校をををを除除除除きききき、、、、すべてのすべてのすべてのすべての公公公公共共共共施設施設施設施設をををを対対対対象象象象にしたにしたにしたにした。。。。焼却焼却焼却焼却場場場場のあるのあるのあるのある清清清清掃掃掃掃センターセンターセンターセンター、、、、下下下下水水水水をををを処理処理処理処理するするするする浄浄浄浄化化化化センターセンターセンターセンター、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園、、、、保保保保育育育育園園園園、、、、消防消防消防消防施設等施設等施設等施設等がががが比比比比較較較較的的的的苦労苦労苦労苦労したしたしたしたがががが、、、、１１１１年年年年半半半半ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで取取取取得得得得できたできたできたできた。。。。来来来来年年年年、、、、３３３３年年年年をををを１１１１つつつつのののの区区区区切切切切りとしてりとしてりとしてりとして認認認認証証証証のののの継続継続継続継続審審審審査査査査があるがあるがあるがある。。。。そそそそのののの際際際際はははは 21212121 校校校校あるあるあるある小小小小・・・・中中中中学学学学校校校校もももも含含含含めめめめ、、、、すべてのすべてのすべてのすべての公公公公共共共共施設施設施設施設でででで認認認認証証証証のののの継続継続継続継続審審審審査査査査をををを受受受受けようとけようとけようとけようと、、、、実実実実はははは先先先先週週週週のののの金金金金曜曜曜曜日日日日からからからから議会議会議会議会がががが始始始始まったがまったがまったがまったが、、、、そそそそのののの前前前前、、、、１１１１カカカカ月月月月半半半半かけてかけてかけてかけて 21212121校校校校全部全部全部全部周周周周りりりり、、、、説説説説明会明会明会明会をををを開開開開いたいたいたいた。。。。審審審審査査査査がががが来来来来年年年年６６６６月月月月頃頃頃頃になるとになるとになるとになると思思思思うがうがうがうが、、、、そそそそのとのとのとのときにはきにはきにはきには三島三島三島三島市市市市のすべてののすべてののすべてののすべての公公公公共共共共施設施設施設施設でででで認認認認証証証証をををを取取取取得得得得しようとしようとしようとしようと今今今今動動動動いているいているいているいている。。。。        とことことこところろろろでででで、、、、今今今今、、、、三島三島三島三島市市市市のののの環境環境環境環境政政政政策策策策はははは人人人人づくりをづくりをづくりをづくりを１１１１つつつつののののメメメメインにインにインにインに置置置置いていていていて行行行行っているっているっているっている。。。。環境環境環境環境悪化悪化悪化悪化はははは人人人人がががが原因原因原因原因ををををつつつつくっているのでくっているのでくっているのでくっているので、、、、人人人人がががが原因原因原因原因をををを解解解解決決決決しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないならないならないならない。。。。そそそそのためにのためにのためにのために環環環環境境境境教育教育教育教育やややや環境学習環境学習環境学習環境学習、、、、ボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアの推進推進推進推進などなどなどなど人人人人づくりにづくりにづくりにづくりに一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。そそそそのののの根根根根幹幹幹幹をををを成成成成すものがすものがすものがすものが環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画であるであるであるである。。。。環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画ではではではでは、、、、方向性方向性方向性方向性、、、、将将将将来来来来像像像像としてとしてとしてとして「「「「みみみみんんんんななななでででで築築築築くくくく環境先進環境先進環境先進環境先進都都都都市市市市・・・・三島三島三島三島」」」」をををを掲掲掲掲げているげているげているげている。。。。一自治体一自治体一自治体一自治体がががが環境先進環境先進環境先進環境先進都都都都市市市市をををを自自自自らららら掲掲掲掲げるとプげるとプげるとプげるとプレレレレッシャーになるというッシャーになるというッシャーになるというッシャーになるという話話話話もいたもいたもいたもいただだだだいたがいたがいたがいたが、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆ささささんんんんからからからから、、、、ああああええええてこういうてこういうてこういうてこういう目標目標目標目標をををを掲掲掲掲げげげげ
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ることがしっかりることがしっかりることがしっかりることがしっかり環境環境環境環境にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ姿勢姿勢姿勢姿勢をををを示示示示すことすことすことすことだだだだというというというという意見意見意見意見がありがありがありがあり、、、、こういうこういうこういうこういうキキキキャッャッャッャッチチチチフフフフレレレレーズをーズをーズをーズをつつつつけてけてけてけて取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。        環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画のののの特特特特徴徴徴徴のののの一一一一つつつつはははは、、、、本本本本ゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムの理事理事理事理事であるであるであるである三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生ににににもももも委員委員委員委員にににに入入入入っていたっていたっていたっていただだだだきききき、、、、環境環境環境環境樹樹樹樹をををを採用採用採用採用したことであるしたことであるしたことであるしたことである。。。。将将将将来来来来像像像像をををを幹幹幹幹にににに据据据据ええええ、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ何何何何をするかをするかをするかをするか目標目標目標目標をををを枝枝枝枝にににに、、、、具具具具体的体的体的体的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ内容内容内容内容をををを葉葉葉葉としてとしてとしてとして表表表表したしたしたした。。。。こういうこういうこういうこういう形形形形でででで市民市民市民市民にににに説説説説明明明明したとこしたとこしたとこしたところろろろ、、、、非常非常非常非常にわかりにわかりにわかりにわかりややややすいとのすいとのすいとのすいとの意見意見意見意見をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた。。。。実実実実はははは環境環境環境環境樹樹樹樹もこのもこのもこのもこの他他他他、、、、目標目標目標目標ごごごごととととにににに４４４４つつつつありありありあり、、、、安安安安全全全全・・・・安安安安心心心心のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり、、、、循環循環循環循環・・・・共共共共生生生生、、、、参加参加参加参加・・・・協協協協働働働働とととと、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれにれにれにれに詳詳詳詳しいしいしいしい環環環環境境境境樹樹樹樹をををを作作作作りりりり、、、、なるべくなるべくなるべくなるべく視視視視覚覚覚覚的的的的にににに何何何何をすれをすれをすれをすればばばばよいかがよいかがよいかがよいかが分分分分かるようにかるようにかるようにかるように工工工工夫夫夫夫したしたしたした。。。。またまたまたまた、、、、行行行行政政政政ででででつつつつくったくったくったくった計画計画計画計画はははは絵絵絵絵にかいたにかいたにかいたにかいた餅餅餅餅でででで、、、、つつつつくれくれくれくればそばそばそばそれでれでれでれで終終終終わりというのがわりというのがわりというのがわりというのが多多多多少少少少あったとあったとあったとあったと思思思思うがうがうがうが、、、、実行実行実行実行しなけれしなけれしなけれしなければばばば計画計画計画計画ををををつつつつくるくるくるくる意意意意味味味味がないがないがないがない。。。。当当当当市市市市ではではではではＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14001140011400114001 のののの中中中中ででででＥＥＥＥＭＭＭＭＳＳＳＳをををを実実実実践践践践してしてしてしているのでいるのでいるのでいるので、、、、環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画でででで市市市市、、、、市民市民市民市民、、、、事事事事業業業業者者者者そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを具具具具体的体的体的体的にににに表表表表してあるがしてあるがしてあるがしてあるが、、、、そそそそのののの中中中中のののの市市市市のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに該該該該当当当当するするするする約約約約 180180180180 のののの事務事務事務事務・・・・事事事事業業業業をすべてをすべてをすべてをすべてＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯでででで管理管理管理管理しようというしようというしようというしようということでことでことでことで 180180180180すべてにすべてにすべてにすべてに目標目標目標目標をををを設設設設けけけけ、Ｅ、Ｅ、Ｅ、ＥＭＭＭＭＳＳＳＳのののの中中中中でででで着着着着実実実実なななな実行実行実行実行をををを義務付義務付義務付義務付けていけていけていけているるるる。。。。        さらにさらにさらにさらに、、、、このこのこのこの環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画ではではではでは地域地域地域地域のののの環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを提提提提案案案案しているしているしているしている。。。。環境環境環境環境省省省省ででででつつつつくられたくられたくられたくられた「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づくりのためのづくりのためのづくりのためのづくりのためのガガガガイイイイドドドドブックブックブックブック」」」」もももも同同同同様様様様のののの考考考考ええええとととと思思思思うがうがうがうが、、、、地域地域地域地域にににに住住住住んんんんでいでいでいでいるるるる人人人人がががが地域地域地域地域のののの環境環境環境環境をををを守守守守っていくっていくっていくっていく、、、、育育育育てていくことがこれからはてていくことがこれからはてていくことがこれからはてていくことがこれからは絶絶絶絶対対対対必要必要必要必要になってくるであになってくるであになってくるであになってくるであろろろろうううう。。。。環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画のののの中中中中でででで、、、、ああああええええてててて地域地域地域地域のののの環境環境環境環境をををを地域地域地域地域ででででつつつつくるくるくるくる、、、、守守守守りりりり育育育育てていくてていくてていくてていく仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを５５５５つつつつのステップにのステップにのステップにのステップに分分分分けてけてけてけて提提提提案案案案しているしているしているしている。。。。まずまずまずまず、、、、地域地域地域地域のののの環境環境環境環境をををを調調調調査査査査しししし、、、、そそそそれをみれをみれをみれをみんんんんなでなでなでなで把握把握把握把握するするするする。。。。そそそそれができたときれができたときれができたときれができたとき、、、、今今今今度度度度はははは検討検討検討検討のののの場場場場をををを設設設設けるけるけるける。。。。自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの地域地域地域地域のののの環境環境環境環境がどうなってがどうなってがどうなってがどうなっているのかいるのかいるのかいるのか、、、、どこがどこがどこがどこが悪悪悪悪くてどこくてどこくてどこくてどこがいいのかがいいのかがいいのかがいいのか検討検討検討検討するするするする場場場場をををを設設設設けるけるけるける。。。。そそそそしてしてしてして、、、、検討検討検討検討したしたしたした後後後後にににに、、、、でででではどうすれがいいかはどうすれがいいかはどうすれがいいかはどうすれがいいか行動行動行動行動するするするする。。。。最後最後最後最後にににに、、、、地域地域地域地域でででで環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮指指指指針針針針ををををつつつつくりくりくりくり、、、、そそそそれをれをれをれを地域地域地域地域でででで見見見見直直直直していくしていくしていくしていく仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを作作作作ろろろろうとするものであるうとするものであるうとするものであるうとするものである。。。。現現現現在在在在、、、、地域環境地域環境地域環境地域環境ササササポポポポーターとしてーターとしてーターとしてーターとして 10101010名名名名程程程程度度度度のののの市民市民市民市民をををを公公公公募募募募しししし、、、、各地域各地域各地域各地域にににに入入入入りりりり取取取取材材材材活動活動活動活動ををををややややっていたっていたっていたっていただだだだいているいているいているいている。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろなななな地域地域地域地域でどのよでどのよでどのよでどのようなうなうなうな活動活動活動活動がががが行行行行われているのかわれているのかわれているのかわれているのか、、、、このこのこのこの地域地域地域地域にどにどにどにどんんんんなななな問問問問題題題題点点点点があるかがあるかがあるかがあるか調調調調べていたべていたべていたべていただだだだいておりいておりいておりいており、、、、市市市市内内内内４４４４地域地域地域地域にににに分分分分けてけてけてけて調調調調査査査査したものをしたものをしたものをしたものを集集集集めめめめ、、、、来来来来年年年年４４４４月月月月にはにはにはには地域環境地域環境地域環境地域環境情情情情報報報報誌誌誌誌としてとしてとしてとして発行発行発行発行するたするたするたするためめめめ、、、、新新新新年度年度年度年度のののの予予予予算算算算にににに計計計計上上上上しているしているしているしている。。。。併併併併せてせてせてせて地域地域地域地域のののの環境環境環境環境ママママップップップップ等等等等をををを作作作作っていくっていくっていくっていく。。。。次次次次のステッのステッのステッのステップとしてプとしてプとしてプとして４４４４地域地域地域地域にににに地域地域地域地域別別別別環境活動推進会議環境活動推進会議環境活動推進会議環境活動推進会議をををを設設設設けけけけ、、、、そそそそれをれをれをれを議議議議論論論論のののの場場場場にしてにしてにしてにして地域地域地域地域のののの環境環境環境環境情情情情報報報報、、、、ママママップをップをップをップを中心中心中心中心にににに地域地域地域地域のののの環境環境環境環境をををを検討検討検討検討していたしていたしていたしていただだだだこうとこうとこうとこうと考考考考ええええているているているている。。。。推進会議推進会議推進会議推進会議がががが成成成成熟熟熟熟してくれしてくれしてくれしてくればばばば、、、、そそそそこからいこからいこからいこからいろろろろいいいいろろろろ情情情情報報報報発発発発信信信信したりしたりしたりしたり、、、、地域地域地域地域のののの環境環境環境環境をををを考考考考ええええるるるる場場場場、、、、検討検討検討検討するするするする場場場場、、、、地域地域地域地域のののの配慮配慮配慮配慮指指指指針針針針をををを管理管理管理管理するするするする場場場場にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと考考考考ええええているているているている。。。。        環境環境環境環境教育教育教育教育ににににつつつついていていていて少少少少しししし紹介紹介紹介紹介したいしたいしたいしたい。。。。幼幼幼幼児児児児からからからから高高高高齢齢齢齢者者者者まですべてにまですべてにまですべてにまですべてに環境環境環境環境教育教育教育教育をしていくをしていくをしていくをしていく人人人人づくりがづくりがづくりがづくりが原点原点原点原点とととと考考考考ええええているているているている。。。。まずまずまずまず、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園やややや保保保保育育育育園園園園のののの園園園園児児児児ににににつつつついてはいてはいてはいては今今今今までまでまでまで手手手手ををををつつつつけていけていけていけていなかったがなかったがなかったがなかったが、、、、来来来来年年年年はははは環境環境環境環境教育教育教育教育のののの教教教教材材材材をををを考考考考ええええてみようてみようてみようてみようとととと思思思思っているっているっているっている。。。。既既既既にににに環境環境環境環境かるたかるたかるたかるたやややや環境環境環境環境紙紙紙紙芝居芝居芝居芝居等等等等をををを作作作作ってってってって活用活用活用活用しているしているしているしている園園園園もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、そそそそれらをもっとれらをもっとれらをもっとれらをもっと自自自自由由由由にににに使使使使ええええるようるようるようるよう、、、、またまたまたまたボボボボリリリリュュュュームームームーム的的的的にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろなものをなものをなものをなものを作作作作っていこうとっていこうとっていこうとっていこうと、、、、来来来来年度年度年度年度にはプロジェクトにはプロジェクトにはプロジェクトにはプロジェクトチチチチームをームをームをームを結結結結成成成成しししし、、、、教教教教材材材材をををを作作作作りりりり、、、、全全全全２１２１２１２１園園園園でででで実施実施実施実施してもらうしてもらうしてもらうしてもらう予予予予定定定定であるであるであるである。。。。        次次次次にににに、、、、小小小小学学学学生生生生にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、従来従来従来従来からからからから環境環境環境環境教育教教育教教育教教育教材材材材としてとしてとしてとして環境環境環境環境副副副副読読読読本本本本をををを作作作作っておりっておりっておりっており、、、、４４４４年年年年生以生以生以生以上上上上全全全全員員員員にににに配配配配布布布布しているしているしているしている。。。。三島三島三島三島のののの水水水水をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした副副副副読読読読本本本本でででで、、、、もしもしもしもし興興興興味味味味があれがあれがあれがあればばばば、、、、おおおお電電電電話話話話いたいたいたいただだだだけれけれけれければばばば差差差差しししし上上上上げることもできるげることもできるげることもできるげることもできる。。。。またまたまたまた、、、、小小小小学学学学生生生生のののの環境環境環境環境探偵探偵探偵探偵団団団団をををを 14141414校校校校からからからから１１１１校校校校３３３３人人人人ずずずずつつつつ、、、、42424242 人人人人でででで毎毎毎毎年年年年結結結結成成成成しししし、、、、５５５５回回回回程程程程度度度度、、、、箱箱箱箱根禁根禁根禁根禁伐伐伐伐林林林林のあるのあるのあるのある原原原原生林生林生林生林やややや、、、、ペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの再生再生再生再生工工工工場場場場
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等等等等をををを勉勉勉勉強強強強するするするする中中中中でででで、、、、体体体体験験験験学習学習学習学習帳帳帳帳をををを作作作作っているっているっているっている。。。。体体体体験験験験学習学習学習学習帳帳帳帳もいいもいいもいいもいい環境学習環境学習環境学習環境学習教教教教材材材材になるためになるためになるためになるため、、、、毎毎毎毎年年年年４４４４年年年年生以生以生以生以上上上上のののの全全全全員員員員、、、、約約約約 3300330033003300 人人人人にににに配配配配布布布布しししし、、、、みみみみんんんんなでなでなでなで環境環境環境環境をををを考考考考ええええるきっかけにしているるきっかけにしているるきっかけにしているるきっかけにしている。。。。親親親親子子子子をををを対対対対象象象象にににに水水水水生生物生生物生生物生生物観観観観察察察察会会会会をををを毎毎毎毎年市年市年市年市街街街街地地地地周周周周辺辺辺辺のののの川川川川でででで行行行行っているっているっているっている。。。。三島三島三島三島のののの川川川川はすはすはすはすごごごごくきれくきれくきれくきれいであるいであるいであるいである。。。。三島三島三島三島はははは昔昔昔昔、、、、水水水水のののの都都都都とととと呼呼呼呼ばばばばれれれれ、、、、富士富士富士富士山山山山やややや周周周周辺辺辺辺にににに降降降降ったったったった雪雪雪雪やややや雨雨雨雨がががが中心中心中心中心市市市市街街街街地地地地からからからから湧湧湧湧きききき出出出出すすすす。。。。近近近近くにはくにはくにはくには東東東東洋洋洋洋一一一一とととと言言言言われるわれるわれるわれる湧湧湧湧水群水群水群水群がありがありがありがあり、、、、富士富士富士富士山山山山からのからのからのからの溶溶溶溶岩岩岩岩流流流流のののの下下下下をををを通通通通ってくるってくるってくるってくる地地地地下下下下水水水水がががが湧湧湧湧きききき出出出出しているがしているがしているがしているが、、、、三島三島三島三島にはにはにはには比比比比較較較較的的的的浅浅浅浅いいいい層層層層からからからから湧湧湧湧きききき出出出出すためすためすためすため、、、、近近近近年年年年、、、、地地地地下下下下水水水水位位位位がががが下下下下がりがりがりがり、、、、夏夏夏夏ぐぐぐぐらいしからいしからいしからいしか湧湧湧湧かないかないかないかない状況状況状況状況であるであるであるである。。。。たたたただだだだ、、、、三島三島三島三島駅駅駅駅をををを降降降降りてすりてすりてすりてすぐぐぐぐのとこのとこのとこのところろろろにににに湧湧湧湧水水水水池池池池がありがありがありがあり、、、、そそそそこからこからこからこから湧湧湧湧水水水水河河河河川川川川がががが下下下下流流流流にににに向向向向かってかってかってかって流流流流れているれているれているれている。。。。繁華繁華繁華繁華街街街街のののの中中中中をををを流流流流れるれるれるれる源源源源兵兵兵兵衛衛衛衛川川川川はははは、、、、グラングラングラングランドドドドワークワークワークワーク三島三島三島三島等等等等、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＰＰＰＯＯＯＯのののの皆皆皆皆ささささんんんんのののの努努努努力力力力でででで５５５５月月月月、、、、６６６６月月月月になるとになるとになるとになるとホホホホタルがタルがタルがタルが舞舞舞舞うううう。。。。酒酒酒酒場場場場のののの裏裏裏裏側側側側のののの川川川川からからからからホホホホタルがタルがタルがタルが舞舞舞舞っているっているっているっている姿姿姿姿ををををぜぜぜぜひひひひ１１１１回回回回ごごごご覧覧覧覧になっていたになっていたになっていたになっていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        中中中中学学学学生生生生をををを対対対対象象象象にににに環境環境環境環境リーダーリーダーリーダーリーダー研研研研修修修修をををを毎毎毎毎年開年開年開年開いているいているいているいている。。。。３３３３泊泊泊泊４４４４日日日日でででで水水水水俣俣俣俣市市市市とととと屋屋屋屋久久久久島島島島にににに行行行行っっっってててて様様様様々々々々なななな環境環境環境環境へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを学習学習学習学習しているしているしているしている。。。。水水水水俣俣俣俣市市市市ではではではでは環境先進環境先進環境先進環境先進都都都都市市市市としてとしてとしてとして、、、、学学学学校校校校ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯやややや地域地域地域地域ののののごごごごみステーションでのみステーションでのみステーションでのみステーションでの 23232323種種種種類類類類のののの分分分分別別別別等等等等をををを体体体体験験験験しししし、、、、屋屋屋屋久久久久島島島島ではではではでは、、、、縄縄縄縄文文文文杉杉杉杉をををを見見見見ることることることることもももも目標目標目標目標のののの一一一一つつつつになっているがになっているがになっているがになっているが、、、、屋屋屋屋久久久久島島島島でででで行行行行われているゼロエミッションにわれているゼロエミッションにわれているゼロエミッションにわれているゼロエミッションにつつつついてもいいてもいいてもいいてもいろろろろいいいいろろろろ勉勉勉勉強強強強しているしているしているしている。。。。中中中中学学学学生生生生はははは、、、、環境環境環境環境をををを守守守守ろろろろうとするうとするうとするうとする人人人人のののの努努努努力力力力にににに一一一一番番番番感感感感動動動動したとしたとしたとしたと言言言言っているっているっているっている。。。。環境環境環境環境教育教育教育教育はははは感感感感動動動動することがすることがすることがすることが大大大大切切切切でででで、、、、そそそそういうういうういうういう意意意意味味味味ではではではでは非常非常非常非常にににに良良良良いいいい研研研研修修修修とととと思思思思っているっているっているっている。。。。        高高高高校校校校生以生以生以生以上上上上のののの一一一一般般般般をををを対対対対象象象象にににに市民環境大学市民環境大学市民環境大学市民環境大学をををを開開開開いているいているいているいている。。。。２２２２年年年年間間間間をををを終了終了終了終了年年年年限限限限にににに 14141414回回回回ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな先先先先生生生生をををを呼呼呼呼んんんんでででで講義講義講義講義をををを開開開開いているいているいているいている。。。。２２２２年年年年間間間間受受受受講講講講しししし、、、、修修修修了了了了したしたしたした人人人人をエをエをエをエココココリーダーにリーダーにリーダーにリーダーに任任任任命命命命しししし、、、、環境環境環境環境ボボボボランテランテランテランティィィィアとしてアとしてアとしてアとして登登登登録録録録ししししてもらうてもらうてもらうてもらう方方方方法法法法をををを取取取取っているっているっているっている。。。。        環境環境環境環境ボボボボランテランテランテランティィィィアアアア活動活動活動活動としてとしてとしてとして、、、、森森森森林林林林ボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアの推進推進推進推進をををを平平平平成成成成 14141414年度年度年度年度からからからから始始始始めためためためた。。。。これこれこれこれはははは二二二二つつつつありありありあり、、、、一一一一般般般般市民市民市民市民をををを対対対対象象象象としたとしたとしたとしたボボボボランテランテランテランティィィィアアアア体体体体験験験験学習学習学習学習とととと指指指指導導導導者者者者をををを育育育育てるフォてるフォてるフォてるフォレレレレストイストイストイストインストラクターンストラクターンストラクターンストラクター養養養養成成成成講講講講座座座座をををを開開開開いているいているいているいている。。。。フォフォフォフォレレレレストインストラクターストインストラクターストインストラクターストインストラクター養養養養成成成成講講講講座座座座はははは４４４４回回回回のののの講講講講習習習習をををを開開開開きききき、、、、今今今今年年年年はははは公公公公募募募募でででで 32323232人人人人応応応応募募募募があったががあったががあったががあったが、、、、11111111月月月月のののの閉閉閉閉講式講式講式講式でででで全全全全員員員員にににに修修修修了証了証了証了証をおをおをおをお渡渡渡渡ししたししたししたしした。。。。森森森森林林林林ボボボボランテランテランテランティィィィアアアア体体体体験験験験学習学習学習学習はははは年年年年６６６６回回回回程程程程度度度度、、、、森森森森林林林林ボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアの体体体体験験験験のののの場場場場としてとしてとしてとして森森森森のののの小小小小さなさなさなさなダムづくりなどダムづくりなどダムづくりなどダムづくりなど様様様様々々々々なななな森森森森林教室林教室林教室林教室をををを開催開催開催開催しているしているしているしている。。。。        森森森森のののの小小小小さなダムづくりはさなダムづくりはさなダムづくりはさなダムづくりは、、、、間間間間伐伐伐伐をしていないをしていないをしていないをしていない森森森森にはにはにはには下下下下草草草草がががが育育育育たずたずたずたず、、、、雨雨雨雨がががが降降降降るとるとるとると表表表表層層層層をををを流流流流れてしまうのでれてしまうのでれてしまうのでれてしまうので、、、、表流表流表流表流をををを防防防防ぐぐぐぐためためためため、、、、間間間間伐伐伐伐しししし、、、、そそそそのののの間間間間伐伐伐伐材材材材をををを谷谷谷谷筋筋筋筋にににに並並並並べべべべ、、、、小小小小さなダムをさなダムをさなダムをさなダムを造造造造るるるるというものというものというものというもの。。。。そそそそうするとうするとうするとうすると、、、、そそそそこにこにこにこに土砂土砂土砂土砂がたまりがたまりがたまりがたまり、、、、池池池池ができができができができ、、、、じじじじわわわわじじじじわわわわ地地地地下下下下にににに雨水雨水雨水雨水をををを浸浸浸浸透透透透ささささせるせるせるせる効効効効果果果果がががが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。結結結結構構構構小小小小学学学学生生生生もももも参加参加参加参加しししし、、、、みみみみんんんんなななな楽楽楽楽しくしくしくしくややややっているっているっているっている。。。。こういうことをしこういうことをしこういうことをしこういうことをしながらながらながらながら、、、、森森森森林林林林ボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアの育育育育成成成成にににに努努努努めているがめているがめているがめているが、、、、いよいよいよいよいよいよいよいよ来来来来週週週週にはインストラクターにはインストラクターにはインストラクターにはインストラクター32323232人人人人のうちのうちのうちのうち、、、、27272727 人人人人がががが中心中心中心中心となってとなってとなってとなって市民団体市民団体市民団体市民団体「「「「三島三島三島三島フォフォフォフォレレレレストクラブストクラブストクラブストクラブ」」」」をををを立立立立ちちちち上上上上げるげるげるげる運運運運びとなびとなびとなびとなったったったった。。。。これはこれはこれはこれは、、、、市民市民市民市民がががが中心中心中心中心になってになってになってになって森森森森林林林林ボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアの養養養養成成成成にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、箱箱箱箱根根根根のののの山山山山をををを守守守守るるるるとともにとともにとともにとともに、、、、ボボボボランテランテランテランティィィィアアアア意識意識意識意識をををを高高高高めていこうとするものであるめていこうとするものであるめていこうとするものであるめていこうとするものである。。。。        ままままだだだだおおおお話話話話したいことはあるがしたいことはあるがしたいことはあるがしたいことはあるが、、、、時時時時間間間間がががが来来来来たのでここでたのでここでたのでここでたのでここで終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだくくくく。。。。    
    司司司司会会会会        現現現現場場場場のののの大大大大変詳変詳変詳変詳しいしいしいしい情情情情報報報報をありがとうをありがとうをありがとうをありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。        そそそそれではれではれではれでは、、、、岡田岡田岡田岡田ささささんんんん、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    
    岡田岡田岡田岡田常任常任常任常任理事理事理事理事    
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    以前以前以前以前、、、、このゼロエミッションフォーラムでこのゼロエミッションフォーラムでこのゼロエミッションフォーラムでこのゼロエミッションフォーラムで私私私私はははは講演講演講演講演させていたさせていたさせていたさせていただだだだいたのでいたのでいたのでいたので、、、、ごごごご存存存存じじじじのののの方方方方もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃるかもしれないがるかもしれないがるかもしれないがるかもしれないが、、、、今日今日今日今日ははははウウウウェブをェブをェブをェブを使使使使いながらグローいながらグローいながらグローいながらグローババババル・スル・スル・スル・スポポポポーーーーツツツツ・アラ・アラ・アラ・アライアンスイアンスイアンスイアンス（Ｇ（Ｇ（Ｇ（ＧＳＳＳＳＳＳＳＳ））））がどがどがどがどんんんんなことをなことをなことをなことをややややっているかっているかっているかっているか、、、、簡簡簡簡単単単単にににに短短短短くくくくごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        今日今日今日今日はははは武武武武内内内内先先先先生生生生やややや熊熊熊熊野社野社野社野社長長長長のおのおのおのお話話話話をををを伺伺伺伺いいいい、、、、全全全全くくくくそそそそのとおりですのとおりですのとおりですのとおりですばばばばしらいしらいしらいしらいビビビビジョンジョンジョンジョン、、、、実際実際実際実際にこうしたらにこうしたらにこうしたらにこうしたら循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会になれるになれるになれるになれる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの姿姿姿姿をををを非常非常非常非常にににに明明明明確確確確にしていたにしていたにしていたにしていただだだだいいいいたたたた。。。。グローグローグローグローババババル・スル・スル・スル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンスの・アライアンスの・アライアンスの・アライアンスの役役役役割割割割はははは、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＰＰＰＯＯＯＯなのでなのでなのでなので学術的学術的学術的学術的なななな知知知知識識識識をををを蓄蓄蓄蓄積積積積すすすするとこるとこるとこるところろろろではないがではないがではないがではないが、、、、新新新新しいしいしいしい社会社会社会社会ををををつつつつくるためにはかなりくるためにはかなりくるためにはかなりくるためにはかなり多多多多くのくのくのくの方方方方々々々々のののの意識意識意識意識のののの中中中中にににに地球環地球環地球環地球環境境境境問問問問題題題題のののの状況状況状況状況、、、、こういうこういうこういうこういう社会社会社会社会ををををつつつつくりたいというくりたいというくりたいというくりたいという願望願望願望願望、、、、方向性方向性方向性方向性をををを持持持持っていたっていたっていたっていただだだだくくくく。。。。あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは教育教育教育教育なのかもしれないがなのかもしれないがなのかもしれないがなのかもしれないが、、、、社会的合意社会的合意社会的合意社会的合意とととと私私私私どもはどもはどもはどもは呼呼呼呼んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。社会的合意形成社会的合意形成社会的合意形成社会的合意形成のののの牽牽牽牽引引引引役役役役のののの役役役役割割割割があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。        何何何何でスでスでスでスポポポポーーーーツツツツとととと環境環境環境環境なのかというとこなのかというとこなのかというとこなのかというところろろろからどうしてもからどうしてもからどうしてもからどうしても入入入入ららららざざざざるをるをるをるを得得得得ないがないがないがないが、、、、まずまずまずまずレレレレククククリエーションとしてのスリエーションとしてのスリエーションとしてのスリエーションとしてのスポポポポーーーーツツツツははははだだだだれでもれでもれでもれでも楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる。。。。そそそそうであれうであれうであれうであればばばば、、、、世世世世のののの中中中中にはかなりにはかなりにはかなりにはかなり大大大大勢勢勢勢のののの方方方方がスがスがスがスポポポポーーーーツツツツ愛愛愛愛好家好家好家好家としていらっしとしていらっしとしていらっしとしていらっしゃゃゃゃるるるるだろだろだろだろうううう。。。。皆皆皆皆ささささんんんんがスがスがスがスポポポポーーーーツツツツををををややややられるときはられるときはられるときはられるときは、、、、必必必必ずずずず水水水水やややや空気空気空気空気、、、、周周周周りのりのりのりの環境環境環境環境がきれいながきれいながきれいながきれいな方方方方がいいとわかっているがいいとわかっているがいいとわかっているがいいとわかっている。。。。今今今今、、、、北北北北京京京京でオリンでオリンでオリンでオリンピピピピックックックックをををを控控控控ええええてててて問問問問題題題題になっているのがになっているのがになっているのがになっているのが黄砂黄砂黄砂黄砂のののの問問問問題題題題であるであるであるである。。。。あのあのあのあの中中中中ででででママママララララソソソソンをンをンをンを行行行行うのはうのはうのはうのは考考考考ええええられられられられないないないない状況状況状況状況でででで、、、、北北北北京政京政京政京政府府府府はははは躍躍躍躍起起起起になってクリーンアップしようとしているになってクリーンアップしようとしているになってクリーンアップしようとしているになってクリーンアップしようとしている。。。。シシシシドドドドニーのオリニーのオリニーのオリニーのオリンンンンピピピピックのックのックのックの際際際際はオはオはオはオゾゾゾゾンンンン層層層層がががが破破破破壊壊壊壊されされされされ、、、、有有有有害害害害なななな紫紫紫紫外外外外線線線線がががが強強強強いためいためいためいため、、、、外外外外にににに出出出出てスてスてスてスポポポポーーーーツツツツををををややややるるるる選選選選手手手手たちはたちはたちはたちは戦戦戦戦々々々々恐恐恐恐々々々々としていたとしていたとしていたとしていた。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、一一一一般般般般のののの方方方方もももも同同同同じじじじであるであるであるである。。。。少少少少しししし大大大大げさかもしれげさかもしれげさかもしれげさかもしれないがないがないがないが、、、、ススススポポポポーーーーツツツツがががが楽楽楽楽しめなくなるのはしめなくなるのはしめなくなるのはしめなくなるのは全全全全くくくく人人人人生生生生がおもしがおもしがおもしがおもしろろろろくなくなるのではないかくなくなるのではないかくなくなるのではないかくなくなるのではないか。。。。でででできれきれきれきればばばばいいいいいいいい環境環境環境環境をををを未未未未来来来来のののの世世世世代代代代にににに残残残残そそそそうということをうということをうということをうということを考考考考ええええていくとていくとていくとていくと、、、、即即即即地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題であるであるであるである。。。。        グローグローグローグローババババル・スル・スル・スル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンスは・アライアンスは・アライアンスは・アライアンスは、、、、３３３３年年年年前前前前にににに設立設立設立設立されたされたされたされたＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯであるであるであるである。。。。グローグローグローグローババババルというルというルというルという名名名名前前前前ををををつつつつけさせていたけさせていたけさせていたけさせていただだだだきききき、、、、日日日日本本本本だだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、日日日日本発本発本発本発でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろにににに広広広広がっているがっているがっているがっている。Ｇ。Ｇ。Ｇ。ＧＳＳＳＳＡＡＡＡのののの理念理念理念理念はははは、、、、みみみみんんんんなななな新新新新しいしいしいしい社会社会社会社会ををををつつつつくりたいくりたいくりたいくりたい、、、、つつつつくらなけれくらなけれくらなけれくらなければばばばいけないいけないいけないいけないとととと思思思思っているがっているがっているがっているが、、、、新新新新しいしいしいしい社会社会社会社会ををををつつつつくるくるくるくる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは社会社会社会社会をををを変変変変ええええるにはかなりるにはかなりるにはかなりるにはかなり大大大大きなきなきなきな力力力力がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。そそそそのののの力力力力はかなりはかなりはかなりはかなり大大大大勢勢勢勢のののの人人人人やややや意識意識意識意識とととと行動行動行動行動がががが掛掛掛掛けけけけ算算算算でででで効効効効いてくるといてくるといてくるといてくると私私私私どもはどもはどもはどもは思思思思っていっていっていっているるるる。。。。ススススポポポポーーーーツツツツをををを愛愛愛愛するするするする人人人人はきれいなはきれいなはきれいなはきれいな水水水水やややや空気空気空気空気、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち地球環境地球環境地球環境地球環境のののの大大大大切切切切さをさをさをさを知知知知っているっているっているっている。。。。このこのこのこの地球地球地球地球上上上上にはにはにはには 10101010億億億億人人人人をををを超超超超ええええるスるスるスるスポポポポーーーーツツツツ愛愛愛愛好家好家好家好家のののの方方方方々々々々がががが社会社会社会社会のあらゆるとこのあらゆるとこのあらゆるとこのあらゆるところろろろでででで活活活活躍躍躍躍されされされされているているているている。。。。そそそそれらのれらのれらのれらの人人人人々々々々がががが自分自分自分自分のののの意識意識意識意識をををを地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題にににに向向向向けてけてけてけて行動行動行動行動すれすれすれすればばばば、、、、必必必必ずずずず大大大大きなきなきなきな力力力力ととととなってなってなってなって社会社会社会社会をををを変変変変ええええるるるる。。。。これはこれはこれはこれは真真真真理理理理だだだだとととと私私私私はははは実実実実感感感感しているしているしているしている。。。。        したがってしたがってしたがってしたがって、、、、世世世世のののの中中中中にににに 10101010 億億億億人人人人以以以以上上上上のスのスのスのスポポポポーーーーツツツツ愛愛愛愛好家好家好家好家がいるということでがいるということでがいるということでがいるということで 10101010 億億億億人人人人プロジプロジプロジプロジェクトとェクトとェクトとェクトと呼呼呼呼んんんんでいるがでいるがでいるがでいるが、、、、10101010 億億億億人人人人プロジェクトはプロジェクトはプロジェクトはプロジェクトはＧＧＧＧＳＳＳＳＡＡＡＡのののの理念理念理念理念にににに従従従従いいいい、、、、世界世界世界世界じじじじゅゅゅゅうのうのうのうの 10101010 億億億億人人人人をををを超超超超ええええるスるスるスるスポポポポーーーーツツツツ愛愛愛愛好家好家好家好家のののの意識意識意識意識とととと行動行動行動行動にににに働働働働きかけることによりきかけることによりきかけることによりきかけることにより、、、、現現現現在在在在のののの地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題のののの原因原因原因原因になったになったになったになった大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄のののの社会社会社会社会にににに変変変変わるわるわるわる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向かいかいかいかい、、、、そそそそのののの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築をををを推進推進推進推進するプロジェクトであるするプロジェクトであるするプロジェクトであるするプロジェクトである。。。。循環型循環型循環型循環型とはとはとはとは一体一体一体一体どういうどういうどういうどういう世世世世のののの中中中中かとかとかとかと考考考考ええええるとるとるとると、、、、私私私私はははは東京生東京生東京生東京生まれまれまれまれ東京育東京育東京育東京育ちでちでちでちで、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても東京東京東京東京というというというという地域地域地域地域をもってをもってをもってをもって見見見見てしまうがてしまうがてしまうがてしまうが、、、、東京東京東京東京はははは砂砂砂砂漠漠漠漠化化化化しているとしているとしているとしていると私私私私はははは感感感感じじじじているているているている。。。。東京東京東京東京ではではではでは水水水水循環循環循環循環がががが乱乱乱乱れてれてれてれているいるいるいる。。。。ココココンクリートンクリートンクリートンクリートややややアスフアスフアスフアスファァァァルトルトルトルトでででで固固固固まってしまっているからであるがまってしまっているからであるがまってしまっているからであるがまってしまっているからであるが、、、、これをきちこれをきちこれをきちこれをきちんんんんとととと変変変変ええええていくていくていくていく。。。。        我我我我々々々々はアフリはアフリはアフリはアフリカカカカ、、、、南米南米南米南米、、、、タイタイタイタイ、、、、カカカカンンンンボボボボジアジアジアジア等等等等でででで仲仲仲仲間間間間とととと一一一一緒緒緒緒にににに活動活動活動活動するがするがするがするが、、、、全全全全くくくく違違違違うううう感感感感覚覚覚覚だだだだとととと思思思思うううう。。。。地域経済地域経済地域経済地域経済をあるをあるをあるをある程程程程度度度度底底底底上上上上げしていかないとげしていかないとげしていかないとげしていかないと、、、、例例例例えばえばえばえばここでここでここでここで議議議議論論論論しているようなしているようなしているようなしているようなことをブラジルでサッことをブラジルでサッことをブラジルでサッことをブラジルでサッカカカカーーーー好好好好きのきのきのきの少少少少年年年年たちとをたちとをたちとをたちとを話話話話をしてもをしてもをしてもをしても、、、、すすすすぐぐぐぐ食食食食らいらいらいらいつつつついてくれないいてくれないいてくれないいてくれない。。。。



 148

津津津津々々々々浦浦浦浦々々々々のののの中中中中でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな方方方方々々々々とととと環境環境環境環境問問問問題題題題のののの話話話話をするときにをするときにをするときにをするときに、、、、サッサッサッサッカカカカーーーーやビやビやビやビーーーーチチチチサッサッサッサッカカカカーーーーのイのイのイのイベベベベントントントント等等等等でエでエでエでエココココフラッグルというのをフラッグルというのをフラッグルというのをフラッグルというのを掲掲掲掲げるようにしているげるようにしているげるようにしているげるようにしている。。。。サッサッサッサッカカカカーでフェアープーでフェアープーでフェアープーでフェアープレレレレーフラッグといーフラッグといーフラッグといーフラッグというのがうのがうのがうのが選選選選手手手手入場入場入場入場のののの際際際際ににににピピピピッッッッチチチチにににに入入入入ってくるがってくるがってくるがってくるが、、、、人人人人道問道問道問道問題題題題のののの啓啓啓啓発発発発にににに非常非常非常非常にににに役役役役立立立立っているっているっているっている。。。。そそそそれとれとれとれと似似似似たようなたようなたようなたようなココココンセプトであるがンセプトであるがンセプトであるがンセプトであるが、、、、同同同同様様様様にエにエにエにエココココフラッグをフラッグをフラッグをフラッグを大大大大勢勢勢勢のののの人人人人ががががいるいるいるいる場場場場でででで掲掲掲掲げていくとげていくとげていくとげていくと、、、、ややややっているっているっているっている方方方方はははは当当当当然然然然環境意識環境意識環境意識環境意識がががが高高高高いがいがいがいが、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ観観観観戦戦戦戦をしているをしているをしているをしている人人人人たちもたちもたちもたちも意識意識意識意識がががが環境環境環境環境にににに向向向向くくくく、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは気気気気づくというづくというづくというづくという意意意意味味味味でででで非常非常非常非常にににに意意意意味味味味があるがあるがあるがある活動活動活動活動になってになってになってになっているいるいるいる。。。。        あとあとあとあと、Ｇ、Ｇ、Ｇ、Ｇ－－－－ForSEForSEForSEForSE というスというスというスというスポポポポーーーーツツツツとととと環境環境環境環境にににに関関関関するするするする国際国際国際国際フォーラムはフォーラムはフォーラムはフォーラムは、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ業界業界業界業界、、、、いいいいわゆるスわゆるスわゆるスわゆるスポポポポーーーーツツツツのののの現現現現場場場場にににに携携携携わっていらっしわっていらっしわっていらっしわっていらっしゃゃゃゃるるるる方方方方々々々々、、、、例例例例えばえばえばえばススススポポポポーーーーツツツツ業界業界業界業界、、、、用用用用品品品品メメメメーーーーカカカカーーーー、、、、ＩＩＩＩＯＯＯＯＣＣＣＣ等等等等のスのスのスのスポポポポーーーーツツツツ競競競競技団体技団体技団体技団体、、、、選選選選手手手手たたたたちとちとちとちと一一一一緒緒緒緒にスにスにスにスポポポポーーーーツツツツのののの現現現現場場場場におけるにおけるにおけるにおける環境環境環境環境保保保保全全全全をををを考考考考ええええようとようとようとようと、、、、当当当当然然然然のことながらスのことながらスのことながらスのことながらスポポポポーーーーツツツツ施設施設施設施設、、、、イイイイベベベベントントントント、、、、用用用用品品品品のののの３３３３つつつつのののの切切切切りりりり口口口口があるがあるがあるがある。。。。ススススポポポポーーーーツツツツ施設施設施設施設はははは、、、、例例例例えばえばえばえばオリンオリンオリンオリンピピピピックはグローックはグローックはグローックはグローババババルルルル化化化化、、、、巨巨巨巨大化大化大化大化してしてしてして問問問問題題題題だだだだとととと言言言言われているがわれているがわれているがわれているが、、、、ススススタジアムタジアムタジアムタジアム建建建建設設設設やややや運営運営運営運営にににに関関関関してはどうなのかしてはどうなのかしてはどうなのかしてはどうなのか。。。。イイイイベベベベントなのでントなのでントなのでントなので人人人人がたくさがたくさがたくさがたくさんんんん集集集集まるがまるがまるがまるが、、、、そそそそうううういったときのいったときのいったときのいったときの交通交通交通交通手手手手段段段段もももも含含含含まれるまれるまれるまれる。。。。最最最最近近近近ではテニスのではテニスのではテニスのではテニスのガガガガットにットにットにットに成分成分成分成分解解解解性性性性のものをのものをのものをのものを使使使使っていっていっていっているるるる等等等等いいいいろろろろいいいいろろろろなななな流流流流れがあるがれがあるがれがあるがれがあるが、、、、そそそそれらをれらをれらをれらを議議議議論論論論するするするする場場場場であるであるであるである。。。。        ３３３３つつつつ目目目目はははは、、、、リデリデリデリデュュュュースースースース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルでありリサイクルでありリサイクルでありリサイクルであり、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ用用用用品品品品のののの中中中中でもでもでもでも当当当当然然然然できできできできるるるるだろだろだろだろうううう。。。。使使使使いいいい終終終終わったテニスわったテニスわったテニスわったテニスボボボボールにールにールにールに穴穴穴穴をあけをあけをあけをあけ、、、、小小小小学学学学校校校校のののの教室教室教室教室にににに持持持持ちちちち込込込込みみみみ、、、、机机机机といすにといすにといすにといすにはめるとはめるとはめるとはめると教室教室教室教室のののの中中中中ののののノノノノイズがイズがイズがイズが消消消消ええええ、、、、非常非常非常非常にににに学学学学びびびびややややすくなるというすくなるというすくなるというすくなるという活動活動活動活動であるであるであるである。。。。日日日日本本本本じじじじゅゅゅゅううううにににに既既既既にもうにもうにもうにもう 60606060万万万万個以個以個以個以上上上上ののののボボボボールをールをールをールを配配配配送送送送したしたしたした。。。。こういったこういったこういったこういった人人人人たちをたちをたちをたちを支支支支ええええるのはるのはるのはるのは、、、、私私私私どものどものどものどもの活活活活動動動動のののの基基基基礎礎礎礎ををををつつつつくっているくっているくっているくっている方方方方々々々々、、、、個個個個人人人人正正正正会会会会員員員員やウやウやウやウェブにアクセスするェブにアクセスするェブにアクセスするェブにアクセスする方方方方々々々々、、、、メメメメールールールールママママガガガガジンジンジンジンのののの購購購購読読読読者者者者等等等等かなりかなりかなりかなり多多多多くのくのくのくの方方方方々々々々がおりがおりがおりがおり、、、、10101010 億億億億人人人人プロジェクトにプロジェクトにプロジェクトにプロジェクトに向向向向かってステップ・かってステップ・かってステップ・かってステップ・ババババイ・スイ・スイ・スイ・ステップではあるがテップではあるがテップではあるがテップではあるが前前前前にににに進進進進んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。        我我我我々々々々ははははホホホホップ・ステップ・ジャンプのップ・ステップ・ジャンプのップ・ステップ・ジャンプのップ・ステップ・ジャンプの３３３３つつつつででででややややっているっているっているっている。。。。第第第第１１１１番番番番目目目目はははは、、、、１１１１人人人人でもでもでもでも多多多多くのくのくのくのススススポポポポーーーーツツツツ愛愛愛愛好家好家好家好家のののの意識意識意識意識をををを地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題にににに向向向向けるためけるためけるためけるため、、、、エエエエココココフラッグをフラッグをフラッグをフラッグを使使使使っているっているっているっている。。。。２２２２番番番番目目目目のステップがのステップがのステップがのステップがＧＧＧＧ－－－－ForSEForSEForSEForSE でででで、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ選選選選手手手手、、、、団体団体団体団体、、、、業界業界業界業界、、、、自治体自治体自治体自治体とともにスとともにスとともにスとともにスポポポポーーーーツツツツのののの現現現現場場場場におけるにおけるにおけるにおける環境環境環境環境保保保保全全全全のアクションをのアクションをのアクションをのアクションを徹底徹底徹底徹底するするするする。。。。３３３３番番番番目目目目はははは、、、、私私私私たちはリサイクルたちはリサイクルたちはリサイクルたちはリサイクル、、、、３３３３ＲＲＲＲのののの推進推進推進推進をををを目目目目的的的的にしているわけではないにしているわけではないにしているわけではないにしているわけではない。。。。新新新新しいしいしいしい社会社会社会社会づくりとしてづくりとしてづくりとしてづくりとして、、、、我我我我々々々々はははは高付加価高付加価高付加価高付加価値値値値・・・・低低低低環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの社会社会社会社会づくりをづくりをづくりをづくりを言言言言っているっているっているっている。。。。世界世界世界世界じじじじゅゅゅゅうでうでうでうで活動活動活動活動をしているとをしているとをしているとをしていると、、、、経済的経済的経済的経済的にににに非常非常非常非常にににに貧貧貧貧しいとしいとしいとしいとこここころろろろにもにもにもにも行行行行くがくがくがくが、、、、そそそそういうういうういうういう人人人人たちはたちはたちはたちは非常非常非常非常にクリエイテにクリエイテにクリエイテにクリエイティィィィブであったりするブであったりするブであったりするブであったりする。。。。例例例例えばえばえばえば日日日日本本本本ででででもももも昔昔昔昔ははははそそそそうであったがうであったがうであったがうであったが、、、、手手手手でででで物物物物ををををつつつつくるくるくるくる、、、、例例例例えばえばえばえば宮宮宮宮大大大大工工工工ささささんんんん等等等等すすすすばばばばらしいわらしいわらしいわらしいわざざざざがあれがあれがあれがあればばばばすすすすばばばばらしいものができるらしいものができるらしいものができるらしいものができる。。。。これでこれでこれでこれで地域経済地域経済地域経済地域経済がががが底底底底上上上上げされていくげされていくげされていくげされていく。。。。そそそそのののの市市市市場場場場としてとしてとしてとして先進国先進国先進国先進国がががが機機機機能能能能するするするする等等等等いいいいろろろろいいいいろろろろなことができるなことができるなことができるなことができる。。。。物物物物のののの大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄ででででＧＧＧＧＤＤＤＤＰＰＰＰををををつつつつくっていくのでくっていくのでくっていくのでくっていくのではなくはなくはなくはなく、、、、人人人人間間間間にフォーにフォーにフォーにフォーカカカカスをスをスをスを当当当当てたてたてたてた高付加価高付加価高付加価高付加価値値値値化化化化、、、、当当当当然低然低然低然低環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷にににに関関関関するするするする合意合意合意合意はははは、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ愛愛愛愛好家好家好家好家であれであれであれであればばばばほほほほととととんんんんどどどど 100100100100％％％％合意合意合意合意ができるができるができるができる。。。。意識意識意識意識ささささええええ向向向向けけけけばばばば、、、、少少少少しししし時時時時間間間間がかかるかもがかかるかもがかかるかもがかかるかもしれないがしれないがしれないがしれないが、、、、こういったこういったこういったこういった社会社会社会社会になっていくになっていくになっていくになっていくだろだろだろだろうとうとうとうと我我我我々々々々はははは日日日日々々々々活動活動活動活動しているしているしているしている。。。。        後後後後でパネルデでパネルデでパネルデでパネルディィィィススススカカカカッションでおッションでおッションでおッションでお話話話話がががが出出出出るとるとるとると思思思思うがうがうがうが、、、、先先先先ほほほほどどどど武武武武内内内内先先先先生生生生がががが言言言言われたわれたわれたわれた地域地域地域地域のののの個性個性個性個性とグローとグローとグローとグローババババリゼーションはいリゼーションはいリゼーションはいリゼーションはいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろでででで言言言言われているわれているわれているわれている。。。。私私私私もももも今今今今年年年年５５５５月月月月にグローにグローにグローにグローカカカカリゼーションリゼーションリゼーションリゼーションココココンフンフンフンファァァァレレレレンスにンスにンスにンスに参加参加参加参加したしたしたした。。。。日日日日本本本本からはからはからはからは私私私私だだだだけけけけだだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、ツツツツーリズムーリズムーリズムーリズム等等等等がががが話題話題話題話題になりになりになりになり、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題をををを考考考考ええええてもグローてもグローてもグローてもグローババババルとロールとロールとロールとローカカカカルをルをルをルを両両両両方方方方きちきちきちきちんんんんととととややややっていくべきっていくべきっていくべきっていくべきであるであるであるである。。。。グローグローグローグローババババルのルのルのルの合意合意合意合意とローとローとローとローカカカカルのルのルのルの個性個性個性個性とととと経済経済経済経済をををを両両両両方生方生方生方生かすことがかすことがかすことがかすことが非常非常非常非常にににに大大大大事事事事なことなことなことなこと
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であるであるであるである。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。    
    司司司司会会会会        ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。行行行行政政政政のののの立立立立場場場場、、、、自治体自治体自治体自治体のののの立立立立場場場場、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＰＰＰＯＯＯＯとしてとしてとしてとして世界世界世界世界にににに貢献貢献貢献貢献するするするする立立立立場場場場からおからおからおからお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだいたがいたがいたがいたが、、、、武武武武内内内内先先先先生生生生とととと熊熊熊熊野社野社野社野社長長長長からからからから、、、、冒冒冒冒頭頭頭頭ののののごごごご講演講演講演講演されたおされたおされたおされたお立立立立場場場場からからからから、、、、簡簡簡簡単単単単ににににコメコメコメコメントをちントをちントをちントをちょょょょううううだだだだいしたいいしたいいしたいいしたい。。。。    
    武武武武内教内教内教内教授授授授        今今今今のおのおのおのお話話話話はははは私私私私のののの話話話話とととと非常非常非常非常にににに整整整整合的合的合的合的だだだだとととと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、特特特特にににに私私私私からからからから反反反反論論論論はないはないはないはない。。。。これからのこれからのこれからのこれからの話話話話のののの中中中中でででで１１１１つつつつ展展展展開開開開すべきすべきすべきすべき要要要要素素素素があるとするとがあるとするとがあるとするとがあるとすると、、、、ススススポポポポーーーーツツツツのことでのことでのことでのことで話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる貧貧貧貧困困困困のののの国国国国でででで環境環境環境環境問問問問題題題題をいかにをいかにをいかにをいかに克服克服克服克服しししし、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会ををををつつつつくるかくるかくるかくるか、、、、日日日日本本本本のののの社会社会社会社会とととと違違違違うううう問問問問題題題題ととととしてあるとしてあるとしてあるとしてあると思思思思うううう。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは主主主主にににに日日日日本本本本のことをのことをのことをのことを議議議議論論論論しているししているししているししているし、、、、日日日日本本本本のののの自治体自治体自治体自治体がががが地域地域地域地域のののの場場場場でででで考考考考ええええていくことはていくことはていくことはていくことは非常非常非常非常にににに大大大大事事事事であるがであるがであるがであるが、、、、一一一一方方方方、、、、もうもうもうもう１１１１つつつつのグローのグローのグローのグローババババルなルなルなルな目目目目としてとしてとしてとして特特特特にアジにアジにアジにアジアをアをアをアを中心中心中心中心としとしとしとし開発開発開発開発途上途上途上途上国国国国、、、、貧貧貧貧困困困困地域地域地域地域にににに対対対対してどのようにしてどのようにしてどのようにしてどのように考考考考ええええ、、、、協力協力協力協力していくのかのしていくのかのしていくのかのしていくのかの視点視点視点視点ははははもうもうもうもう１１１１つつつつ非常非常非常非常にににに大大大大事事事事なななな観点観点観点観点としてあるととしてあるととしてあるととしてあると思思思思っているっているっているっている。。。。        先先先先週週週週、、、、シンシンシンシンガガガガポポポポールでールでールでールで本学本学本学本学がフォーラムをがフォーラムをがフォーラムをがフォーラムを開催開催開催開催したしたしたした際際際際、、、、アジアのアジアのアジアのアジアの貧貧貧貧困困困困ににににつつつついていていていて講演講演講演講演なさなさなさなさったったったった方方方方がおられるがおられるがおられるがおられる。。。。そそそそのときにのときにのときにのときに私私私私がががが非常非常非常非常にいいにいいにいいにいい話話話話だだだだなとなとなとなと思思思思ったのはったのはったのはったのは、、、、ケケケケンブリッンブリッンブリッンブリッチチチチ大学大学大学大学ののののアアアアママママルルルルチチチチア・センというア・センというア・センというア・センというノノノノーーーーベベベベルルルル賞受賞賞受賞賞受賞賞受賞者者者者のののの経済学経済学経済学経済学者者者者がががが、、、、彼彼彼彼はははは貧貧貧貧困困困困のののの経済学経済学経済学経済学がががが専専専専門門門門でありでありでありであり、、、、ケケケケーパーパーパーパビビビビリテリテリテリティィィィーアプローーアプローーアプローーアプローチチチチをををを提唱提唱提唱提唱されているされているされているされている。。。。これはこれはこれはこれは何何何何をををを言言言言っているかというとっているかというとっているかというとっているかというと、、、、これこれこれこれまでのようなまでのようなまでのようなまでのような貧貧貧貧困困困困をはかるをはかるをはかるをはかる物物物物差差差差しがしがしがしが単純単純単純単純ではではではではだだだだめであるめであるめであるめである。。。。例例例例えばえばえばえば所得所得所得所得だだだだけでけでけでけで貧貧貧貧困困困困をはかるをはかるをはかるをはかるとととと、、、、そそそそのためにのためにのためにのために所所所所得得得得をををを改改改改善善善善させるアプローさせるアプローさせるアプローさせるアプローチチチチがすべてとなるがすべてとなるがすべてとなるがすべてとなる。。。。そそそそうではなくてうではなくてうではなくてうではなくて、、、、人人人人々々々々のののの豊豊豊豊かをはかるかをはかるかをはかるかをはかる尺尺尺尺度度度度はさまはさまはさまはさまざざざざまにありまにありまにありまにあり、、、、そそそそのさまのさまのさまのさまざざざざまなまなまなまな中中中中にはにはにはには自自自自然然然然とともにとともにとともにとともに生生生生きることきることきることきること、、、、おおおお金金金金がなくてもがなくてもがなくてもがなくても豊豊豊豊かであることかであることかであることかであること、、、、将将将将来来来来にににに希望希望希望希望があることがセットでがあることがセットでがあることがセットでがあることがセットで評価評価評価評価されなけれされなけれされなけれされなければばばばいけないいけないいけないいけないということがということがということがということが基本的基本的基本的基本的にににに大大大大事事事事であるであるであるである。。。。そそそそのののの際際際際にににに、、、、我我我我々々々々ははははややややややややもするともするともするともすると、、、、貧貧貧貧困困困困国国国国だだだだとまずおとまずおとまずおとまずお金金金金のののの問問問問題題題題、、、、後後後後にににに環境環境環境環境のののの問問問問題題題題でででで、、、、何何何何となくとなくとなくとなく衣衣衣衣食食食食足足足足りてりてりてりて礼礼礼礼節節節節をををを知知知知るみたいなストーリーるみたいなストーリーるみたいなストーリーるみたいなストーリー立立立立てをすてをすてをすてをするがるがるがるが、、、、そそそそれはれはれはれは同同同同時追求時追求時追求時追求すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。だだだだからからからから、、、、どどどどんんんんなななな国国国国のののの人人人人々々々々にもにもにもにも豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを追求追求追求追求するするするする権権権権利利利利がありがありがありがあり、、、、自自自自然然然然とともにとともにとともにとともに生生生生きるきるきるきる権権権権利利利利がありがありがありがあり、、、、そそそそしてしてしてして人人人人間間間間らしいらしいらしいらしい生生生生活活活活をするをするをするをする権権権権利利利利があるとこがあるとこがあるとこがあるところろろろからからからから物物物物をををを発想発想発想発想していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけないといういけないといういけないといういけないという話話話話があったがあったがあったがあった。。。。地域的地域的地域的地域的なななな個性個性個性個性とトータルなとトータルなとトータルなとトータルな地地地地球環境球環境球環境球環境のののの問問問問題題題題とのとのとのとの間間間間のののの関連関連関連関連性性性性においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、そそそそのようなのようなのようなのような形形形形のののの議議議議論論論論がががが必要必要必要必要なのではないかとなのではないかとなのではないかとなのではないかと今今今今のののの話話話話をををを聞聞聞聞いていていていて思思思思ったったったった。。。。        同同同同時時時時にににに、、、、多分多分多分多分日日日日本本本本でもでもでもでも過過過過疎疎疎疎化地域化地域化地域化地域のののの議議議議論論論論になるとになるとになるとになると、、、、往往往往々々々々にしてにしてにしてにして経済的経済的経済的経済的なななな問問問問題題題題ばばばばかりかりかりかり言言言言っっっってててて、、、、環境環境環境環境はありはありはありはあり余余余余っているからっているからっているからっているから、、、、もっともっともっともっと産業産業産業産業誘致誘致誘致誘致だだだだというというというという話話話話があるががあるががあるががあるが、、、、何何何何もないとこもないとこもないとこもないところろろろでででで生生生生きていくというきていくというきていくというきていくという発想発想発想発想はははは、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題だだだだけにけにけにけに限限限限定定定定してとらしてとらしてとらしてとらええええるのではなくるのではなくるのではなくるのではなく、、、、もうもうもうもう少少少少しししし地域社地域社地域社地域社会会会会のののの豊豊豊豊かさのかさのかさのかさの形成形成形成形成のののの論論論論理理理理としてとらとしてとらとしてとらとしてとらええええるべきるべきるべきるべきだだだだしししし、、、、そそそそういうういうういうういう点点点点でででで途上途上途上途上国国国国のののの問問問問題等題等題等題等にもにもにもにも共通共通共通共通性性性性をををを持持持持ったったったった話話話話なのではないかというなのではないかというなのではないかというなのではないかという印印印印象象象象をををを持持持持ったったったった。。。。    
    司司司司会会会会        ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。熊熊熊熊野野野野ささささんんんん、、、、コメコメコメコメントをおントをおントをおントをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    
    熊熊熊熊野社野社野社野社長長長長    
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    ススススポポポポーーーーツツツツをををを愛愛愛愛するするするする人人人人はははは環境環境環境環境をををを愛愛愛愛するというおするというおするというおするというお話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、健康健康健康健康をスをスをスをスポポポポーーーーツツツツのののの基本基本基本基本ののののココココアにアにアにアに置置置置くならくならくならくならばばばば、、、、日日日日本本本本はこれからはこれからはこれからはこれから消費消費消費消費社会社会社会社会にににに向向向向かいかいかいかい、、、、北北北北欧欧欧欧等等等等ののののモモモモデルがデルがデルがデルが１１１１つつつつ参考参考参考参考になるのになるのになるのになるのではないかではないかではないかではないか。。。。デンデンデンデンママママークにおいてもークにおいてもークにおいてもークにおいても、、、、福祉福祉福祉福祉国国国国家家家家でででで財財財財政政政政はははは医療医療医療医療費費費費であるであるであるである。。。。医療医療医療医療費費費費がががが高高高高くなるくなるくなるくなるとととと国国国国のののの財財財財政政政政をををを圧圧圧圧迫迫迫迫するのでするのでするのでするので、、、、医療医療医療医療費費費費をををを低低低低くくくく抑抑抑抑ええええなけれなけれなけれなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。そそそそのののの結果結果結果結果、、、、いいいいいいいい水水水水をををを守守守守りりりり、、、、いいいいいいいい土土土土をををを守守守守りりりり、、、、いいいいいいいい空気空気空気空気をををを守守守守るといるといるといるというううう施策施策施策施策になっているになっているになっているになっている。。。。そそそそのののの点点点点からいうとからいうとからいうとからいうと、、、、我我我我がががが国国国国はははは公害公害公害公害先進国先進国先進国先進国とととと余余余余りいいりいいりいいりいい言言言言葉葉葉葉をもらわなかったがをもらわなかったがをもらわなかったがをもらわなかったが、、、、先進国先進国先進国先進国からしてからしてからしてからして何何何何をををを学学学学んんんんでいるのかとでいるのかとでいるのかとでいるのかとよくよくよくよく思思思思うううう。。。。三島三島三島三島市市市市のののの非常非常非常非常にきれいなおにきれいなおにきれいなおにきれいなお水水水水のののの話話話話、、、、うらうらうらうらややややましいとましいとましいとましいと思思思思ったがったがったがったが、、、、そそそそのののの水水水水ををををつつつつくっくっくっくっているているているている富士富士富士富士山山山山麓麓麓麓、、、、富士富士富士富士山山山山のののの周周周周りにはりにはりにはりには埋埋埋埋立地立地立地立地がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんあるあるあるある。。。。そそそそのののの埋埋埋埋立地立地立地立地はははは安安安安定型定型定型定型というというというという方方方方向向向向でででで認認認認可可可可されているがされているがされているがされているが、、、、安安安安定型定型定型定型にににに対対対対してしてしてして基基基基準準準準がががが果果果果たしてたしてたしてたして本本本本当当当当なのかなのかなのかなのか。。。。        今今今今、、、、先進国先進国先進国先進国はははは酸酸酸酸性性性性雨雨雨雨対策対策対策対策でででで有有有有害害害害、、、、無無無無害害害害のののの判判判判定定定定をををを塩塩塩塩基度基度基度基度のののの高高高高いスラグのようなものならいスラグのようなものならいスラグのようなものならいスラグのようなものならばばばば
2.882.882.882.88 というというというという酸酸酸酸性性性性ででででチチチチェックするェックするェックするェックする。。。。そそそそれでもなおかれでもなおかれでもなおかれでもなおかつつつつ有有有有害害害害成分成分成分成分がががが出出出出なかったらなかったらなかったらなかったら、、、、そそそそれはれはれはれは無無無無害害害害であるとであるとであるとであると言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、我我我我がががが国国国国ではではではでは有有有有害害害害、、、、無無無無害害害害のののの判判判判定定定定はははは中性中性中性中性水水水水でででで行行行行っているっているっているっている。。。。酸酸酸酸性性性性雨雨雨雨、、、、日日日日本本本本ではではではでは４４４４～～～～５５５５のののの pHpHpHpHのものがのものがのものがのものが降降降降っているのはっているのはっているのはっているのはごごごご存存存存じじじじのとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。しかししかししかししかし、、、、我我我我がががが日日日日本本本本のののの山山山山河河河河はははは無無無無害害害害ということでということでということでということで有有有有害害害害的的的的なものがあるなものがあるなものがあるなものがある可能可能可能可能性性性性がががが非常非常非常非常にににに高高高高いいいい。。。。こういうこういうこういうこういう国国国国でででで未未未未来来来来のののの子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが安安安安心心心心してスしてスしてスしてスポポポポーーーーツツツツをををを楽楽楽楽しめるようなしめるようなしめるようなしめるような国国国国にするにはにするにはにするにはにするには、、、、まずきれいなまずきれいなまずきれいなまずきれいな水水水水、、、、きれいなきれいなきれいなきれいな土土土土、、、、きれいなきれいなきれいなきれいな空気空気空気空気があってこがあってこがあってこがあってこそそそそのののの繁繁繁繁栄栄栄栄であるであるであるである点点点点をををを見見見見直直直直すすすす必要必要必要必要があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと皆皆皆皆ささささんんんんのおのおのおのお話話話話をををを聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら強強強強くくくく思思思思ったったったった。。。。    
    司司司司会会会会        ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。フロアのフロアのフロアのフロアの皆皆皆皆様様様様からパネリストからパネリストからパネリストからパネリスト、、、、講講講講師師師師のののの先先先先生方生方生方生方にににに対対対対するするするするごごごご質質質質問問問問、、、、ごごごご自自自自身身身身のののの考考考考ええええ方方方方等等等等をををを含含含含めてめてめてめてごごごご発言発言発言発言をいたをいたをいたをいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。    
    木木木木俣俣俣俣教教教教授授授授（（（（東京東京東京東京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学））））        今日今日今日今日のおのおのおのお話話話話をををを伺伺伺伺いいいい、、、、大大大大変心変心変心変心強強強強くくくく思思思思っているっているっているっている。。。。今今今今、、、、私私私私がががが直直直直接接接接熱熱熱熱をををを入入入入れてれてれてれて行行行行っていることがっていることがっていることがっていることがあるあるあるある。。。。環境環境環境環境教育教育教育教育ををををややややってくるとってくるとってくるとってくると、、、、結局結局結局結局、、、、情熱情熱情熱情熱ととととボボボボランテランテランテランティィィィアアアアだだだだけでけでけでけで何何何何のおのおのおのお金金金金にもならないにもならないにもならないにもならない。。。。そそそそういうういうういうういう熱熱熱熱意意意意をををを持持持持ってってってってややややれるかどうかはよくれるかどうかはよくれるかどうかはよくれるかどうかはよく議議議議論論論論でででで出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。そそそそういうういうういうういう努努努努力力力力だだだだけではけではけではけでは無無無無理理理理なことがわかってきてなことがわかってきてなことがわかってきてなことがわかってきて、、、、私私私私もももも法法法法律律律律等等等等はできるはできるはできるはできるだだだだけけけけ避避避避けてけてけてけて通通通通りたいりたいりたいりたい人人人人間間間間であるがであるがであるがであるが、、、、今今今今ははははややややむむむむをををを得得得得ずずずず環境環境環境環境教育教育教育教育・・・・環境学習推進法環境学習推進法環境学習推進法環境学習推進法をををを提提提提案案案案したしたしたした。。。。これにこれにこれにこれにつつつついてはいてはいてはいては与与与与党党党党のののの自民自民自民自民党党党党とととと公公公公明明明明党党党党とととと保保保保守守守守党党党党でででで小小小小委員委員委員委員会会会会ををををつつつつくりくりくりくり、、、、既既既既にににに毎毎毎毎週週週週議議議議員員員員ささささんんんんたちがたちがたちがたちが勉勉勉勉強会強会強会強会ををををややややってくってくってくってくだだだださっているとさっているとさっているとさっていると聞聞聞聞いいいいているているているている。。。。民民民民主主主主党党党党はははは既既既既にににに法法法法案案案案ををををつつつつくったともくったともくったともくったとも聞聞聞聞いているいているいているいている。。。。できることならできることならできることならできることなら環境環境環境環境省省省省とととと文文文文部部部部科学科学科学科学省省省省がががが省省省省をををを超超超超ええええててててややややっていたっていたっていたっていただだだだきたいということをきたいということをきたいということをきたいということを強強強強くくくく申申申申しししし上上上上げたいげたいげたいげたい。。。。        もうもうもうもう１１１１点点点点だだだだけけけけ述述述述べさせていたべさせていたべさせていたべさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。実実実実はははは私私私私はははは研究研究研究研究所所所所にいたこにいたこにいたこにいたころろろろにににに三島三島三島三島にしにしにしにしばばばばらくらくらくらく暮暮暮暮らしていたらしていたらしていたらしていた。。。。環境環境環境環境教育教育教育教育法法法法というというというという法法法法律律律律ををををつつつつくることにくることにくることにくることに対対対対してしてしてして勉勉勉勉強強強強したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いいいい、、、、本本本本来来来来ならならならなら断断断断るがるがるがるが、、、、今今今今、、、、地地地地元元元元のののの小金小金小金小金井井井井市市市市のののの環境基本環境基本環境基本環境基本条例条例条例条例のののの委員委員委員委員ををををややややりりりり、、、、環境基本環境基本環境基本環境基本条例条例条例条例のののの案案案案ををををつつつつくりくりくりくり、、、、ここここれかられかられかられから議会議会議会議会でででで検討検討検討検討されるされるされるされる。。。。そそそそのののの中中中中でででで私私私私どものどものどものどもの大学大学大学大学がががが地地地地元元元元にありにありにありにあり、、、、市民市民市民市民のののの委員委員委員委員がががが環境環境環境環境教育教育教育教育のののの町町町町にするためにするためにするためにするため、、、、条条条条文文文文ををををそそそそこにこにこにこに入入入入れているれているれているれている。。。。事事事事業業業業者者者者とととと行行行行政政政政とととと教育機教育機教育機教育機関関関関のののの責責責責務務務務もももも条条条条文文文文にににに入入入入ってってってっているいるいるいる。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、事事事事業業業業者者者者もももも環境学習環境学習環境学習環境学習をしをしをしをし、、、、行行行行政政政政はははは機機機機会会会会ををををつつつつくるくるくるくる。。。。教育機教育機教育機教育機関関関関はははは、、、、小小小小学学学学校校校校、、、、中中中中学学学学校校校校はははは環境学習環境学習環境学習環境学習をををを進進進進めようということもあるがめようということもあるがめようということもあるがめようということもあるが、、、、大学大学大学大学のことものことものことものことも項項項項目目目目にににに入入入入れていたれていたれていたれていただだだだいたいたいたいた。。。。小金小金小金小金井井井井市市市市にあるにあるにあるにある法法法法政政政政とととと学大学大学大学大とととと農農農農工工工工大大大大工工工工学学学学部部部部のののの３３３３つつつつのののの大学大学大学大学はははは、、、、環境環境環境環境ににににつつつついていていていて科学技術等科学技術等科学技術等科学技術等のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな情情情情報報報報をををを市民市民市民市民にににに提提提提供供供供していくしていくしていくしていく。。。。指指指指導導導導者者者者養養養養成成成成をすることもをすることもをすることもをすることも条条条条文文文文のののの中中中中にににに入入入入っているっているっているっている。。。。ここここ
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ういうういうういうういう制制制制度度度度ができることはとてもができることはとてもができることはとてもができることはとても大大大大事事事事だだだだとととと思思思思うううう。。。。努努努努力力力力、、、、熱熱熱熱意意意意、、、、おおおお金金金金がなくてもがなくてもがなくてもがなくてもややややることとることとることとることと両両両両方方方方があわせられないとがあわせられないとがあわせられないとがあわせられないと、、、、ここここういうういうういうういう大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか解解解解決決決決しないしないしないしない。。。。待待待待てるてるてるてる問問問問題題題題ではなではなではなではないのでいのでいのでいので、、、、そんそんそんそんなことになことになことになことに今今今今力力力力をををを入入入入れているれているれているれている。。。。    
    司司司司会会会会        企業企業企業企業のおのおのおのお立立立立場場場場からからからから、、、、大大大大林林林林組組組組のののの塩塩塩塩田田田田ささささんんんん、、、、今今今今のののの先先先先生方生方生方生方ののののごごごご意見意見意見意見にににに対対対対しししし、、、、企業企業企業企業とのとのとのとの関連関連関連関連のののの中中中中ででででごごごご発言発言発言発言をいたをいたをいたをいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思うううう。。。。    
    塩塩塩塩田室長田室長田室長田室長（（（（大大大大林林林林組組組組））））        非常非常非常非常にににに心心心心強強強強いいいい話話話話としてとしてとしてとして、、、、武武武武内内内内先先先先生生生生のグローのグローのグローのグローババババルなルなルなルな課題課題課題課題とローとローとローとローカカカカルなルなルなルな課題課題課題課題ののののババババランスといランスといランスといランスというううう話話話話があったがあったがあったがあった。。。。私私私私はははは今今今今はははは環境環境環境環境のののの仕仕仕仕事事事事をしているがをしているがをしているがをしているが、、、、４４４４年年年年前前前前はははは開発関係開発関係開発関係開発関係のののの部門部門部門部門にいたにいたにいたにいた。。。。地地地地方方方方都都都都市市市市のののの地地地地盤盤盤盤沈沈沈沈下下下下がががが言言言言われてわれてわれてわれて久久久久しいがしいがしいがしいが、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな都都都都市市市市でででで開発関係開発関係開発関係開発関係のののの提提提提案案案案をしてきたをしてきたをしてきたをしてきた。。。。まさまさまさまさににににそそそそのときのテーのときのテーのときのテーのときのテーママママがががが地地地地方方方方のののの競争競争競争競争のののの時代時代時代時代、、、、地地地地方方方方のののの個性個性個性個性をどうをどうをどうをどう生生生生かすかかすかかすかかすか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな提提提提案案案案ををををしししし、、、、ココココンンンンペペペペ等等等等にもにもにもにも出出出出してしてしてして実実実実をををを結結結結ばばばばないことがないことがないことがないことがほほほほととととんんんんどでどでどでどで終終終終わってきたわってきたわってきたわってきた。。。。普普普普遍遍遍遍的的的的なななな課題課題課題課題のののの解解解解決決決決にににに環境環境環境環境とととと地地地地方方方方のののの特性特性特性特性のののの視点視点視点視点をををを入入入入れてれてれてれて解解解解決決決決するというするというするというするという話話話話をををを今日今日今日今日おおおお聞聞聞聞きしきしきしきし、、、、環境環境環境環境のののの側面側面側面側面からからからからププププレレレレゼンテーションゼンテーションゼンテーションゼンテーションやややや提提提提案案案案することがすることがすることがすることが多多多多くなっているのでくなっているのでくなっているのでくなっているので、、、、もうもうもうもう１１１１度度度度今日今日今日今日のののの先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話をををを理理理理解解解解しししし、、、、挑挑挑挑戦戦戦戦してみたいしてみたいしてみたいしてみたい。。。。頭頭頭頭でわかっていてもでわかっていてもでわかっていてもでわかっていても、、、、地地地地方方方方のののの視点視点視点視点でででで解解解解決決決決をなすのはをなすのはをなすのはをなすのは難難難難しいしいしいしい課題課題課題課題ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。またおまたおまたおまたお教教教教ええええいたいたいたいただだだだきながらきながらきながらきながら、、、、実実実実務務務務のののの中中中中でででで今日今日今日今日伺伺伺伺ったったったったココココンセプトンセプトンセプトンセプトややややいいいいろろろろいいいいろろろろなななな考考考考ええええをををを生生生生かしていきたいかしていきたいかしていきたいかしていきたい。。。。    
    司司司司会会会会        ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましいましいましいましたたたた。。。。自治体自治体自治体自治体のののの皆皆皆皆ささささんんんんからからからからごごごご発言発言発言発言があれがあれがあれがあればばばばおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    
    八八八八重重重重樫樫樫樫（（（（岩岩岩岩手県手県手県手県））））        岩岩岩岩手県手県手県手県からからからから派派派派遣遣遣遣でででで国連大学国連大学国連大学国連大学にににに来来来来ているがているがているがているが、、、、実際実際実際実際にににに専専専専門門門門的的的的にににに地域循環型社会地域循環型社会地域循環型社会地域循環型社会のののの形成形成形成形成というというというということでことでことでことで仕仕仕仕事事事事にはタッにはタッにはタッにはタッチチチチしていないしていないしていないしていない。。。。今日今日今日今日のおのおのおのお話話話話をををを聞聞聞聞きききき、、、、地域地域地域地域からのからのからのからの問問問問題題題題にににに対対対対応応応応するにはするにはするにはするには、、、、地域地域地域地域でででで環境環境環境環境問問問問題題題題にににに対対対対してしてしてして地域地域地域地域まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの視点視点視点視点をををを入入入入れてれてれてれてややややっていくのがっていくのがっていくのがっていくのが重要重要重要重要なのなのなのなのだだだだというというというということをことをことをことを感感感感じじじじたたたた。。。。    
    岡田岡田岡田岡田常任常任常任常任理事理事理事理事        地域地域地域地域づくりはづくりはづくりはづくりは、、、、先先先先ほほほほどグローどグローどグローどグローカカカカルというおルというおルというおルというお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいたがいたがいたがいたが、、、、そそそそのののの会議会議会議会議はローはローはローはローママママであったであったであったであった。。。。ローローローローママママはははは古古古古代代代代のののの遺遺遺遺跡跡跡跡ががががそそそそのままのままのままのまま残残残残っているっているっているっている。。。。これはこれはこれはこれはツツツツーリズムのーリズムのーリズムのーリズムの話話話話にににに行行行行きききき着着着着くくくくがががが、、、、要要要要ははははそんそんそんそんなにおなにおなにおなにお金金金金がなくてもすがなくてもすがなくてもすがなくてもすごごごごくくくく豊豊豊豊かなかなかなかな社会社会社会社会ががががそそそそこにはありこにはありこにはありこにはあり、、、、しかもきちしかもきちしかもきちしかもきちんんんんとしたとしたとしたとしたものをものをものをものをつつつつくれくれくれくればばばば、、、、長長長長くくくく時時時時間間間間がかかるかもしれないががかかるかもしれないががかかるかもしれないががかかるかもしれないが、、、、ピピピピラミッラミッラミッラミッドドドドはははは無無無無理理理理でもでもでもでも代代代代々々々々残残残残るものるものるものるものができるとができるとができるとができると思思思思うううう。。。。私私私私がががが環境環境環境環境問問問問題題題題にににに突突突突っっっっ込込込込んだんだんだんだ理理理理由由由由はスはスはスはスキキキキーーーー場場場場のののの開発開発開発開発であったであったであったであった。。。。ススススキキキキーーーー場場場場をををを開発開発開発開発してもしてもしてもしても、、、、土土土土をををを保保保保全全全全することによってすることによってすることによってすることによって環境環境環境環境共共共共存存存存型型型型になるになるになるになるだろだろだろだろうといううといううといううという信念信念信念信念をををを持持持持ってってってって貫貫貫貫いいいいたたたた。。。。ややややはりいいものをはりいいものをはりいいものをはりいいものをつつつつくれくれくれくればばばば、、、、そそそそこにこにこにこに人人人人はははは来来来来ることをることをることをることを確信確信確信確信しているのでしているのでしているのでしているので、、、、自治体自治体自治体自治体のののの方方方方々々々々、、、、開発開発開発開発をををを担当担当担当担当されるされるされるされる方方方方もももも長長長長いいいい目目目目でででで残残残残るものをるものをるものをるものをつつつつくっていたくっていたくっていたくっていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        水水水水循環循環循環循環のののの陰陰陰陰にににに隠隠隠隠れたれたれたれた熱熱熱熱循環循環循環循環というのがありというのがありというのがありというのがあり、、、、これはこれはこれはこれは理理理理科科科科系系系系のののの方方方方ははははごごごご存存存存じじじじであるがであるがであるがであるが、、、、エンエンエンエントロトロトロトロピピピピーのーのーのーの法法法法則則則則があるがあるがあるがある。。。。水水水水はははは非常非常非常非常におもしにおもしにおもしにおもしろろろろいいいい物物物物質質質質でででで、、、、水水水水蒸蒸蒸蒸気気気気にかわるときにかわるときにかわるときにかわるとき、、、、蒸蒸蒸蒸発発発発するとするとするとすると
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きにきにきにきに気気気気化化化化熱熱熱熱をををを奪奪奪奪ってってってって宇宇宇宇宙空宙空宙空宙空間間間間ににににそそそそれをれをれをれを運運運運んんんんでくれるでくれるでくれるでくれる機機機機能能能能をををを持持持持っているっているっているっている。。。。私私私私がががが東京東京東京東京砂砂砂砂漠漠漠漠とととと言言言言ったのはったのはったのはったのは実実実実ははははそそそそれであるれであるれであるれである。。。。本本本本当当当当のののの砂砂砂砂漠漠漠漠とととと東京東京東京東京のようなのようなのようなのような大大大大都都都都会会会会はははは同同同同じじじじ問問問問題題題題をををを抱抱抱抱ええええているているているている。。。。そそそそれはれはれはれは水水水水がががが熱熱熱熱循環循環循環循環をををを絶絶絶絶っていることであるっていることであるっていることであるっていることである。。。。東京東京東京東京がががが私私私私にとってにとってにとってにとって地域地域地域地域であるがであるがであるがであるが、、、、ヒヒヒヒートアイラートアイラートアイラートアイランンンンドドドド現現現現象象象象はははは非常非常非常非常にににに切切切切実実実実なななな問問問問題題題題だだだだとととと思思思思いいいい、、、、東京東京東京東京をををを脱脱脱脱出出出出したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っているくらいであるっているくらいであるっているくらいであるっているくらいである。。。。ももももうううう少少少少しししし魅魅魅魅力力力力あるまちづくりをあるまちづくりをあるまちづくりをあるまちづくりを考考考考ええええるとるとるとると、、、、人人人人はははは集集集集まりまりまりまり、、、、経済的経済的経済的経済的にもにもにもにも暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの質質質質的的的的にもにもにもにも高高高高くなくなくなくなっていくっていくっていくっていくのではないかのではないかのではないかのではないか。。。。    
    鷺鷺鷺鷺坂坂坂坂課課課課長長長長        先先先先ほほほほどどどど木木木木俣俣俣俣先先先先生生生生からからからから環境環境環境環境教育教育教育教育のののの話話話話があったのでがあったのでがあったのでがあったので、、、、今今今今のののの状況状況状況状況だだだだけけけけ申申申申しししし上上上上げたいげたいげたいげたい。。。。        今今今今年年年年からからからから中中中中学学学学にもにもにもにも総合的学習総合的学習総合的学習総合的学習時時時時間間間間ががががふえふえふえふえ、、、、私私私私どもどもどもども環境環境環境環境省省省省もももも、、、、そそそそういったういったういったういった中中中中でででで環境環境環境環境教育教育教育教育にににに生生生生かせないかかせないかかせないかかせないか、、、、文文文文部部部部科学科学科学科学省省省省とかなりとかなりとかなりとかなりハハハハイイイイレベレベレベレベルのルのルのルの協議会協議会協議会協議会ををををつつつつくりくりくりくり、、、、議議議議論論論論させていたさせていたさせていたさせていただだだだいていていていているいるいるいる。。。。国国国国ではではではでは比比比比較較較較的的的的スムーズにスムーズにスムーズにスムーズに議議議議論論論論しているがしているがしているがしているが、、、、地域地域地域地域のおのおのおのお話話話話をををを聞聞聞聞くとくとくとくと、、、、教育教育教育教育委員委員委員委員会会会会がかながかながかながかなりりりり厳厳厳厳しいとかしいとかしいとかしいとか、、、、実際実際実際実際にににに小小小小学学学学校校校校までおりたときにまでおりたときにまでおりたときにまでおりたときに適適適適当当当当なななな教教教教師師師師がいるのかどうかがいるのかどうかがいるのかどうかがいるのかどうか等等等等いいいいろろろろいいいいろろろろななななネックがあることもネックがあることもネックがあることもネックがあることも事事事事実実実実だだだだとととと思思思思うううう。。。。いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、環境環境環境環境省省省省としてはとしてはとしてはとしては、、、、そそそそういったういったういったういった考考考考ええええ方方方方でででで今今今今文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省とととと協議協議協議協議をしているをしているをしているをしている。。。。        与与与与党党党党のののの環境環境環境環境教育教育教育教育基本法基本法基本法基本法のののの動動動動きもきもきもきも、、、、これはプロジェクトこれはプロジェクトこれはプロジェクトこれはプロジェクトチチチチームでームでームでームでややややっているがっているがっているがっているが、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいしいしいしい面面面面もあるもあるもあるもある。。。。与与与与党党党党のののの動動動動きをきをきをきを今今今今見見見見ているているているている状況状況状況状況であるであるであるである。。。。    
    司司司司会会会会        ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。        私私私私からからからから１１１１つつつつ武武武武内内内内先先先先生生生生にににに質質質質問問問問させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。私私私私はははは 95959595年年年年からからからから国連大学国連大学国連大学国連大学でゼロエミッシでゼロエミッシでゼロエミッシでゼロエミッションをョンをョンをョンをややややらせていたらせていたらせていたらせていただだだだいているがいているがいているがいているが、、、、最最最最初初初初はははは環境環境環境環境だだだだけでけでけでけで押押押押していたしていたしていたしていた。。。。とことことこところろろろがががが、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学にににに世界各地世界各地世界各地世界各地からからからから若若若若いいいい研究研究研究研究者者者者、、、、大学大学大学大学院院院院ドドドドクタークタークタークターココココースのースのースのースの最最最最終終終終年年年年のののの方方方方がががが十十十十数数数数名名名名常時常時常時常時滞滞滞滞在在在在しているしているしているしている。。。。そそそそのののの方方方方々々々々とのとのとのとの対話対話対話対話をするとをするとをするとをすると、、、、ややややはりはりはりはり貧貧貧貧困困困困撲撲撲撲滅滅滅滅がががが第第第第一一一一であるであるであるである、、、、日日日日本本本本のののの方方方方はははは１１１１日日日日にににに１１１１ドドドドルルルルしかしかしかしか収収収収入入入入がないがないがないがない生生生生活活活活をををを想想想想像像像像できるかとできるかとできるかとできるかと言言言言われるわれるわれるわれる。。。。私私私私はははは愕愕愕愕然然然然としとしとしとし、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな会合会合会合会合のののの際際際際にゼロエにゼロエにゼロエにゼロエミッションのミッションのミッションのミッションの前前前前にににに貧貧貧貧困困困困撲撲撲撲滅滅滅滅をををを持持持持っていっているっていっているっていっているっていっている。。。。そそそそうしたことをうしたことをうしたことをうしたことを日日日日本人本人本人本人がどうがどうがどうがどう考考考考ええええていくていくていくていくののののだろだろだろだろうかうかうかうか。。。。        武武武武内内内内先先先先生生生生とととと私私私私はははは年年年年代代代代はははは 20202020歳歳歳歳以以以以上違上違上違上違うとうとうとうと思思思思うがうがうがうが、、、、たまたまたまたまたまたまたまたま郷郷郷郷里里里里はははは同同同同じじじじ和和和和歌歌歌歌山県山県山県山県であるであるであるである。。。。最最最最近近近近、、、、和和和和歌歌歌歌山県山県山県山県のののの知事知事知事知事がががが非常非常非常非常にににに画画画画期期期期的的的的なことをなことをなことをなことを言言言言っているっているっているっている。。。。武武武武内内内内先先先先生生生生がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃられたことられたことられたことられたこととととと同同同同じじじじであるであるであるである。。。。自自自自然然然然のののの豊豊豊豊かさかさかさかさ、、、、おおおお金金金金ではかれないではかれないではかれないではかれない豊豊豊豊かさをトータルのかさをトータルのかさをトータルのかさをトータルの豊豊豊豊かさのかさのかさのかさの中中中中にににに入入入入れるれるれるれるべきではないかべきではないかべきではないかべきではないか。。。。和和和和歌歌歌歌山県山県山県山県からからからから発発発発信信信信しているしているしているしている１１１１つつつつののののメメメメッセージであるッセージであるッセージであるッセージである。。。。だだだだがががが、、、、そそそそれにれにれにれに市民市民市民市民ががががつつつついていけいていけいていけいていけるのるのるのるのだろだろだろだろうかとうかとうかとうかと懸懸懸懸念念念念がががが本本本本質質質質的的的的なななな問問問問題題題題としてあるとしてあるとしてあるとしてある。。。。このこのこのこの辺辺辺辺、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆ささささんやんやんやんや先先先先生生生生からからからからコメコメコメコメントをちントをちントをちントをちょょょょううううだだだだいできれいできれいできれいできればばばばとととと思思思思うううう。。。。    
    武武武武内教内教内教内教授授授授        人人人人々々々々のののの気気気気持持持持ちのちのちのちの持持持持ちちちち方方方方、、、、何何何何をををを豊豊豊豊かさとしてかさとしてかさとしてかさとして考考考考ええええるかはるかはるかはるかは非常非常非常非常にににに難難難難しいことしいことしいことしいことだだだだとととと思思思思うううう。。。。私私私私はははは途上途上途上途上国国国国をををを見見見見ていてしみていてしみていてしみていてしみじじじじみみみみ思思思思うがうがうがうが、、、、昔昔昔昔いったいったいったいったんんんん経済成経済成経済成経済成長長長長したしたしたした地域地域地域地域ほほほほどどどど今今今今荒荒荒荒廃廃廃廃しているしているしているしている。。。。ままままたたたた、、、、都都都都市市市市にににに行行行行くとくとくとくと割割割割とすさとすさとすさとすさんんんんでいるでいるでいるでいる人人人人がががが多多多多いがいがいがいが、、、、農村農村農村農村にににに行行行行くとくとくとくと非常非常非常非常にににに人人人人々々々々のののの心心心心はははは豊豊豊豊かであかであかであかであるるるる。。。。そそそそこにこにこにこに何何何何かかかか経済的経済的経済的経済的なななな価価価価値値値値ではかれないではかれないではかれないではかれない豊豊豊豊かさにかさにかさにかさに対対対対するするするする問問問問題題題題のののの解解解解決決決決のかぎがのかぎがのかぎがのかぎが潜潜潜潜んんんんでいるでいるでいるでいるとととと思思思思うううう。。。。そそそそれはれはれはれは自分自分自分自分たちがいかにたちがいかにたちがいかにたちがいかに満足満足満足満足しているかしているかしているかしているかだだだだとととと思思思思うううう。。。。かかかかつつつつてててて経済的経済的経済的経済的にににによかったよかったよかったよかった時代時代時代時代
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をををを知知知知っているっているっているっている人人人人はははは今今今今のののの生生生生活活活活にににに満足満足満足満足していないしていないしていないしていない。。。。都都都都市市市市でででで生生生生活活活活しているしているしているしている人人人人はははは、、、、明明明明らかにらかにらかにらかに農村農村農村農村でででで生生生生活活活活しているしているしているしている人人人人よりよりよりより所得所得所得所得がががが高高高高いにもかかわらずいにもかかわらずいにもかかわらずいにもかかわらず、、、、不満不満不満不満度度度度がががが高高高高いいいい。。。。そそそそのののの観点観点観点観点からいくとからいくとからいくとからいくと、、、、いいいいかにかにかにかに今今今今のののの経済経済経済経済状状状状態態態態のののの中中中中でででで自分自分自分自分がががが豊豊豊豊かであることをかであることをかであることをかであることを実実実実感感感感できるできるできるできる意識意識意識意識のののの構構構構造造造造をうまくをうまくをうまくをうまくつつつつくりくりくりくり上上上上げていくことができるかがげていくことができるかがげていくことができるかがげていくことができるかが最最最最大大大大のかぎではないかとのかぎではないかとのかぎではないかとのかぎではないかと思思思思うううう。。。。        私私私私たちはたちはたちはたちは高高高高度経済成度経済成度経済成度経済成長長長長をををを知知知知っているのでっているのでっているのでっているので、、、、今今今今のののの状状状状態態態態はははは非常非常非常非常ににににだだだだめなめなめなめな状状状状態態態態だだだだとととと思思思思うううう。。。。今今今今、、、、新新新新聞聞聞聞でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなことをなことをなことをなことを書書書書いているいているいているいている人人人人もももも、、、、空白空白空白空白のののの１０１０１０１０年年年年云云云云々々々々というのはというのはというのはというのは昔昔昔昔よかったというよかったというよかったというよかったというようなようなようなような論論論論理理理理ではないかではないかではないかではないか。。。。そそそそれにれにれにれに比比比比べべべべ、、、、例例例例えばえばえばえば私私私私たちたちたちたちがががが教教教教ええええているているているている学学学学生生生生はははは幼幼幼幼少少少少のこのこのこのころろろろからからからから経経経経済的済的済的済的によかったことがないによかったことがないによかったことがないによかったことがない。。。。今今今今のののの状状状状態態態態がむしがむしがむしがむしろろろろ普普普普通通通通でででで、、、、例例例例えばえばえばえば食食食食べべべべ物物物物でもうでもうでもうでもうんんんんとととと高高高高いものいものいものいものもあるがもあるがもあるがもあるが、、、、ううううんんんんとととと安安安安いものもあるいものもあるいものもあるいものもある。。。。学学学学生生生生ならうならうならうならうんんんんとととと安安安安いものをいものをいものをいものを食食食食べべべべ、、、、アルアルアルアルババババイトをしていイトをしていイトをしていイトをしていけけけけばばばば生生生生活活活活できるできるできるできる。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、単純単純単純単純にににに学学学学生生生生のののの就就就就職職職職率率率率がががが悪悪悪悪いいいい状状状状態態態態をををを肯肯肯肯定的定的定的定的にとらにとらにとらにとらええええ、、、、これでいこれでいこれでいこれでいいいいいんだんだんだんだというわけにもいかないがというわけにもいかないがというわけにもいかないがというわけにもいかないが、、、、何何何何かかかかそそそそのののの状状状状態態態態のののの中中中中でででで今今今今までとはまでとはまでとはまでとは違違違違うううう物物物物のののの考考考考ええええ方方方方がががが日日日日本本本本のののの社会社会社会社会のののの中中中中でもでもでもでも生生生生まれてきているのもまれてきているのもまれてきているのもまれてきているのも事事事事実実実実なのではないかなのではないかなのではないかなのではないか。。。。        つつつつまりまりまりまり、、、、高高高高度経済成度経済成度経済成度経済成長長長長よもうよもうよもうよもう１１１１度度度度ととととひひひひそそそそかにかにかにかに思思思思っているっているっているっている人人人人のののの数数数数はははは相相相相当当当当程程程程度度度度減減減減ってきていってきていってきていってきているるるる。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、現現現現在在在在のののの低低低低経経経経済成済成済成済成長長長長のののの中中中中でででで持続可能持続可能持続可能持続可能なななな開発開発開発開発、、、、私私私私がががが最最最最初初初初にこのにこのにこのにこの話話話話をををを聞聞聞聞きききき始始始始めたこめたこめたこめたころろろろにはにはにはには、、、、建建建建設設設設省省省省のののの局長局長局長局長ささささんんんんあたりはあたりはあたりはあたりは今今今今のののの経済経済経済経済状状状状態態態態がこのままがこのままがこのままがこのまま持続持続持続持続することとすることとすることとすることと勝勝勝勝手手手手にににに翻翻翻翻訳訳訳訳ししししてしまいてしまいてしまいてしまい、、、、随随随随分強引分強引分強引分強引なななな解解解解釈釈釈釈があるなとがあるなとがあるなとがあるなと思思思思っていたっていたっていたっていた。。。。そそそそうではなくてうではなくてうではなくてうではなくて、、、、経済成経済成経済成経済成長長長長がががが年年年年間間間間 10101010％％％％近近近近くもくもくもくも経済成経済成経済成経済成長長長長すれすれすれすればばばば破破破破綻綻綻綻するのはするのはするのはするのは明明明明らかであることかららかであることかららかであることかららかであることから考考考考ええええれれれればばばば、、、、数数数数％％％％、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはママママイイイイナスかもしれないナスかもしれないナスかもしれないナスかもしれない経済成経済成経済成経済成長長長長のののの社会社会社会社会はははは当当当当たりたりたりたり前前前前のののの社会社会社会社会であるがであるがであるがであるが、、、、そそそそのののの当当当当たりたりたりたり前前前前のののの中中中中でででで豊豊豊豊かさかさかさかさをどうをどうをどうをどうつつつつくりくりくりくり上上上上げげげげ、、、、どうどうどうどう自分自分自分自分としてとしてとしてとして実実実実感感感感できるのかとなれできるのかとなれできるのかとなれできるのかとなればばばば、、、、随随随随分分分分変変変変わってくるのではなわってくるのではなわってくるのではなわってくるのではないかいかいかいか。。。。        さっきのおさっきのおさっきのおさっきのお話話話話のののの和和和和歌歌歌歌山県山県山県山県のののの例例例例でででで今今今今私私私私もももも非常非常非常非常にににに注注注注目目目目しているのはしているのはしているのはしているのは緑緑緑緑のののの雇雇雇雇用対策用対策用対策用対策であるであるであるである。。。。今今今今ははははＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２吸収吸収吸収吸収源源源源でででで森森森森林林林林をををを活活活活性性性性化化化化しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけないのでいけないのでいけないのでいけないので、、、、これをこれをこれをこれを担担担担うううう人人人人ををををそそそそういうものとういうものとういうものとういうものと結結結結びびびびつつつつけていくことによりけていくことによりけていくことによりけていくことにより、、、、そそそそこでこでこでこで雇雇雇雇用用用用されるされるされるされる人人人人がまたがまたがまたがまた新新新新たなたなたなたな農村農村農村農村でのでのでのでの豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを獲得獲得獲得獲得していしていしていしていくことはくことはくことはくことは、、、、そそそそうううう簡簡簡簡単単単単ではないがではないがではないがではないが、、、、十十十十分分分分ありありありあり得得得得るるるる考考考考ええええ方方方方ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。    
    司司司司会会会会        大大大大変変変変力強力強力強力強いいいい明明明明るいおるいおるいおるいお考考考考ええええをいたをいたをいたをいただだだだきききき、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。実実実実はこのテーはこのテーはこのテーはこのテーママママはははは、、、、地地地地域域域域におけるにおけるにおけるにおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの推進手法推進手法推進手法推進手法、、、、私私私私はははは冒冒冒冒頭頭頭頭にににに武武武武内内内内先先先先生生生生やややや講講講講師師師師のののの方方方方がおっがおっがおっがおっししししゃゃゃゃられたようにられたようにられたようにられたように１１１１つつつつのののの物物物物のののの考考考考ええええ方方方方にににに収収収収れれれれんんんんするのではなくするのではなくするのではなくするのではなく、、、、各各各各サイトにおけるサイトにおけるサイトにおけるサイトにおけるいいいいろろろろいいいいろろろろなななな事例事例事例事例があるがあるがあるがある。。。。そそそそのののの中中中中でででで自分自分自分自分のとこのとこのとこのところろろろはははは企業企業企業企業にとってもにとってもにとってもにとっても自治体自治体自治体自治体にとってもにとってもにとってもにとっても行動行動行動行動のののの仕仕仕仕方方方方があがあがあがあるるるる。。。。そそそそうしたものがここでオープンになりうしたものがここでオープンになりうしたものがここでオープンになりうしたものがここでオープンになり、、、、そそそそうしたものをうしたものをうしたものをうしたものを皆皆皆皆ささささんんんんがががが学学学学んんんんでいっていたでいっていたでいっていたでいっていただだだだけれけれけれければばばば、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のののの最最最最終終終終のののの目標目標目標目標になるのになるのになるのになるのだだだだとととと思思思思っているっているっているっている。。。。そそそそういうおういうおういうおういうお立立立立場場場場でででで鷺鷺鷺鷺坂坂坂坂課課課課長長長長、、、、ここここののののガガガガイイイイドドドドブックをブックをブックをブックを今後今後今後今後どのようにどのようにどのようにどのように国国国国としてとしてとしてとして引引引引っっっっ張張張張っていかれるのかっていかれるのかっていかれるのかっていかれるのか、、、、おおおお考考考考ええええ方方方方をちをちをちをちょょょょううううだだだだいできたらといできたらといできたらといできたらと思思思思うううう。。。。    
    鷺鷺鷺鷺坂坂坂坂課課課課長長長長        地域地域地域地域からのからのからのからの試試試試みみみみ、、、、地域地域地域地域づくりがづくりがづくりがづくりが非常非常非常非常にににに重要重要重要重要でありでありでありであり、、、、環境環境環境環境省省省省でででで武武武武内内内内先先先先生生生生におにおにおにお願願願願いしてこのいしてこのいしてこのいしてこのガガガガイイイイドドドドブックをブックをブックをブックをつつつつくったくったくったくった。。。。今後今後今後今後、、、、ガガガガイイイイドドドドブックをブックをブックをブックを全全全全国国国国でででで参考参考参考参考にしていたにしていたにしていたにしていただだだだきききき、、、、基基基基本的本的本的本的にはにはにはにはそそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域のののの個性個性個性個性があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、自発的自発的自発的自発的なななな活動活動活動活動をまずをまずをまずをまず第第第第一一一一にににに必要必要必要必要ではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考ええええていていていているるるる。。。。環境環境環境環境省省省省としてもいとしてもいとしてもいとしてもいろろろろいいいいろろろろなななな情情情情報報報報提提提提供供供供、、、、財財財財政政政政的的的的なななな支援支援支援支援ができるものはができるものはができるものはができるものは財財財財政政政政的的的的なななな支援支援支援支援をすをすをすをす
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るるるる等等等等のののの側面側面側面側面からからからから支援支援支援支援をををを考考考考ええええていきたいていきたいていきたいていきたい。。。。基本的基本的基本的基本的にはにはにはには全全全全国国国国いいいいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろでいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな特特特特徴徴徴徴のあるのあるのあるのある活動活動活動活動がががが起起起起こりこりこりこり、、、、日日日日本本本本全全全全体体体体がががが環境環境環境環境をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして配慮配慮配慮配慮したしたしたした地域地域地域地域づくりのいづくりのいづくりのいづくりのいろろろろいいいいろろろろなななな事事事事例例例例がどがどがどがどんんんんどどどどんふえんふえんふえんふえてくれてくれてくれてくればばばばいいなといいなといいなといいなと思思思思っているっているっているっている。。。。    
    司司司司会会会会        ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございますいますいますいます。。。。各地域各地域各地域各地域、、、、企業企業企業企業のののの皆皆皆皆様様様様でででで非常非常非常非常ににににユユユユニークなニークなニークなニークな方方方方法法法法をおをおをおをお立立立立てになっててになっててになっててになっていらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるとこるとこるとこるところろろろがががが多多多多いがいがいがいが、、、、特特特特ににににそそそそういうういうういうういう立立立立場場場場でのでのでのでのごごごご発言発言発言発言ははははござござござございませいませいませいませんんんんかかかか。。。。        徳島徳島徳島徳島県県県県のののの玉玉玉玉岡岡岡岡ささささんんんん、、、、徳島徳島徳島徳島県県県県のおのおのおのお考考考考ええええ方方方方ををををごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだけたらとけたらとけたらとけたらと思思思思うううう。。。。    
    玉玉玉玉岡主事岡主事岡主事岡主事（（（（徳島徳島徳島徳島県県県県））））        毎毎毎毎回回回回このこのこのこの研究会研究会研究会研究会にににに参加参加参加参加させていたさせていたさせていたさせていただだだだきききき、、、、大大大大変変変変勉勉勉勉強強強強になっているになっているになっているになっている。。。。私私私私はははは県県県県庁庁庁庁であるがであるがであるがであるが、、、、業業業業務務務務をしているとをしているとをしているとをしていると、、、、とりあとりあとりあとりあええええずずずず目目目目のののの前前前前のことしかのことしかのことしかのことしか考考考考ええええられなくてられなくてられなくてられなくて、、、、今日今日今日今日、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題のグローのグローのグローのグローババババルルルル化化化化とととと知知知知識識識識のののの尊尊尊尊重重重重というというというという一見一見一見一見矛盾矛盾矛盾矛盾するようなするようなするようなするような２２２２つつつつのテーのテーのテーのテーママママがありがありがありがあり、、、、大大大大きなきなきなきな視点視点視点視点をををを持持持持ちちちちつつつつつつつつ業業業業務務務務をしていかなけれをしていかなけれをしていかなけれをしていかなければばばばいけないといけないといけないといけないと思思思思ったったったった。。。。またまたまたまた、、、、地域地域地域地域のののの個性個性個性個性をををを生生生生かすとこかすとこかすとこかすところろろろでででで、、、、行行行行財財財財政主政主政主政主導導導導ではなくではなくではなくではなく、、、、住住住住民民民民のののの意見意見意見意見をををを吸吸吸吸いいいい上上上上げていくのはげていくのはげていくのはげていくのは環境分野環境分野環境分野環境分野にににに限限限限らずらずらずらず、、、、今今今今のののの行行行行政政政政のすのすのすのすごごごごいいいい大大大大きなテーきなテーきなテーきなテーママママになっているとこになっているとこになっているとこになっているところろろろでででで重要重要重要重要なことなことなことなことだだだだとととと思思思思ったったったった。。。。    
    司司司司会会会会        ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。予予予予定定定定したしたしたした時時時時間間間間をををを若干若干若干若干オーオーオーオーババババーしたがーしたがーしたがーしたが、、、、特特特特ににににごごごご発言発言発言発言ののののごごごご希望希望希望希望ががががあるあるあるある方方方方ははははござござござございませいませいませいませんんんんかかかか。。。。――――そそそそれではれではれではれでは、、、、これでこれでこれでこれで第第第第４４４４回回回回のののの研究会研究会研究会研究会をををを終了終了終了終了させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたきたきたきたいといといといと思思思思うううう。。。。        本本本本日日日日はははは皆皆皆皆様様様様非常非常非常非常におにおにおにお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、ごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきききき、、、、武武武武内内内内先先先先生生生生、、、、熊熊熊熊野社野社野社野社長長長長、、、、パネリストのパネリストのパネリストのパネリストの３３３３人人人人のののの皆皆皆皆ささささんんんんからからからから大大大大変全変全変全変全貌貌貌貌的的的的なななな、、、、なおかなおかなおかなおかつつつつサイトにサイトにサイトにサイトに立立立立脚脚脚脚したおしたおしたおしたお話話話話をちをちをちをちょょょょううううだだだだいできいできいできいでき、、、、ありがありがありがありがとうとうとうとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。結結結結論論論論はははは武武武武内内内内先先先先生生生生がががが冒冒冒冒頭頭頭頭おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃったったったった大大大大きなきなきなきな流流流流れのれのれのれの中中中中でサイトででサイトででサイトででサイトで自分自分自分自分ららららのののの方方方方法法法法をををを考考考考ええええていくていくていくていくんだんだんだんだというのがというのがというのがというのが本本本本日日日日のののの結結結結論論論論だだだだとととと思思思思っているっているっているっている。。。。        そそそそれではれではれではれでは、、、、皆皆皆皆ささささんんんん、、、、どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。本年度本年度本年度本年度はははは５５５５回回回回のののの研究会研究会研究会研究会をををを予予予予定定定定してしてしてしておりおりおりおり、、、、山形県山形県山形県山形県のののの立川町立川町立川町立川町、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市のののの見学見学見学見学をををを含含含含めてこれでめてこれでめてこれでめてこれで４４４４回回回回終了終了終了終了したしたしたした。。。。最最最最終終終終回回回回はははは３３３３月月月月にににに計計計計画画画画しているのでしているのでしているのでしているので、、、、またまたまたまたごごごご案内申案内申案内申案内申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。ぜぜぜぜひひひひともともともともごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        本本本本日日日日はははは長長長長時時時時間間間間にわたりにわたりにわたりにわたり、、、、どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））    
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４４４４－－－－５５５５    第第第第５５５５回研究会議回研究会議回研究会議回研究会議事事事事録録録録        
国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム        2002200220022002 年度研究会年度研究会年度研究会年度研究会    地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの促進手法促進手法促進手法促進手法    第第第第５５５５回回回回ワークショップワークショップワークショップワークショップ                                                 日日日日        時時時時：：：：2003200320032003年年年年３３３３月月月月 10101010日日日日（（（（月月月月））））                                        場場場場        所所所所：：：：国連大学国連大学国連大学国連大学高高高高等研究等研究等研究等研究所所所所                                        1.1.1.1.司司司司会会会会挨拶挨拶挨拶挨拶        １１１１：：：：30303030－－－－１１１１：：：：35353535                                        2.2.2.2.ごごごご講演講演講演講演            １１１１：：：：35353535－－－－２２２２：：：：25252525                                                京都京都京都京都大学大学大学大学大学大学大学大学院院院院経済学研究科経済学研究科経済学研究科経済学研究科教教教教授授授授                                    植植植植田田田田    和和和和弘氏弘氏弘氏弘氏                                                                                            持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性とととと循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会                                        3.3.3.3.休憩休憩休憩休憩            ２２２２：：：：25252525－－－－２２２２：：：：35353535                                        4.4.4.4.パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションッションッションッション        ２２２２：：：：35353535－－－－４４４４：：：：30303030                                                        パネリストパネリストパネリストパネリスト        京都京都京都京都大学大学大学大学大学大学大学大学院院院院教教教教授授授授経済学研究科経済学研究科経済学研究科経済学研究科教教教教授授授授            植植植植田田田田    和和和和弘氏弘氏弘氏弘氏                                                                                                    東京東京東京東京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学附附附附属属属属環境環境環境環境教育教育教育教育実実実実践践践践施設施設施設施設教教教教授授授授        木木木木俣俣俣俣    美樹男美樹男美樹男美樹男氏氏氏氏                                                                                                            環境環境環境環境省省省省総合環境総合環境総合環境総合環境政政政政策策策策局局局局環境計画課環境計画課環境計画課環境計画課長長長長                                鷺鷺鷺鷺坂坂坂坂        長長長長美美美美氏氏氏氏                                                                                                    東京都板橋区東京都板橋区東京都板橋区東京都板橋区資源環境資源環境資源環境資源環境部部部部                                                                エエエエコポコポコポコポリスセンターリスセンターリスセンターリスセンター所所所所長長長長                                                            山山山山崎崎崎崎    智智智智通氏通氏通氏通氏                                                                                                    大大大大林林林林組組組組東京東京東京東京本社地球環境本社地球環境本社地球環境本社地球環境室長室長室長室長                                                        塩塩塩塩田田田田    泰之泰之泰之泰之氏氏氏氏                                                        司司司司会会会会                                国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム                                                                理事理事理事理事・・・・自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代代代代表表表表                    三橋三橋三橋三橋    規規規規宏氏宏氏宏氏宏氏                        5.5.5.5.閉閉閉閉会会会会                ４４４４：：：：30303030            司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））            皆皆皆皆様様様様、、、、大大大大変変変変おおおお忙忙忙忙しいとこしいとこしいとこしいところろろろ、、、、期期期期末末末末にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず日日日日本本本本のののの各地各地各地各地からからからからごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきききき、、、、大大大大変変変変ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございますいますいますいます。。。。        本本本本日日日日はははは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムがゼロエミッションフォーラムがゼロエミッションフォーラムがゼロエミッションフォーラムが主主主主催催催催しているしているしているしている 2002200220022002 年度研究会年度研究会年度研究会年度研究会、、、、本年度本年度本年度本年度はははは「「「「地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの促進手法促進手法促進手法促進手法」」」」をテーをテーをテーをテーママママにににに、、、、９９９９月月月月以以以以降降降降５５５５回回回回にわにわにわにわたりたりたりたり本研究会本研究会本研究会本研究会をををを続続続続けてきましたけてきましたけてきましたけてきました。。。。産学産学産学産学官官官官のののの皆皆皆皆様様様様ののののごごごご支援支援支援支援のもとのもとのもとのもと、、、、本本本本日日日日ははははそそそそのののの最最最最終終終終回回回回ですですですです。。。。本本本本日日日日のののの議題議題議題議題はははは、、、、おおおお手手手手元元元元のアジェンダーにのアジェンダーにのアジェンダーにのアジェンダーに沿沿沿沿ってってってって進進進進めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきますきますきますきます。。。。        まずまずまずまず、、、、京都京都京都京都大学大学大学大学大学大学大学大学院院院院経済学研究科経済学研究科経済学研究科経済学研究科教教教教授授授授のののの植植植植田田田田和和和和弘弘弘弘先先先先生生生生からからからから「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性とととと循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会」」」」とととと題題題題するするするする講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだきますきますきますきます。。。。        植植植植田教田教田教田教授授授授    
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        おおおお手手手手元元元元のののの資資資資料料料料とパワーとパワーとパワーとパワーポポポポイントにイントにイントにイントに従従従従いいいい、「、「、「、「持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性とととと循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会」」」」とととと題題題題しておしておしておしてお話話話話をさせをさせをさせをさせていたていたていたていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性とととと循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会というというというという言言言言葉葉葉葉はははは、、、、どちらもどちらもどちらもどちらも多分多分多分多分皆皆皆皆様様様様はははは何何何何度度度度もももも聞聞聞聞かれているとかれているとかれているとかれていると思思思思うううう。。。。今日今日今日今日のののの話話話話でででで何何何何かかかか新新新新しいことがあるのかというしいことがあるのかというしいことがあるのかというしいことがあるのかという問問問問題題題題がががが当当当当然然然然あるとあるとあるとあると思思思思うがうがうがうが、、、、一一一一応応応応私私私私なりのなりのなりのなりの考考考考ええええをををを少少少少しししし申申申申しししし上上上上げるげるげるげるつつつつもりであるもりであるもりであるもりである。。。。もうもうもうもう１１１１つつつつ両両両両方方方方ともすべてのともすべてのともすべてのともすべての主主主主体体体体にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる問問問問題題題題であるがであるがであるがであるが、、、、はははは主主主主としてとしてとしてとして企業企業企業企業のののの経経経経営営営営にかかわるとこにかかわるとこにかかわるとこにかかわるところろろろをををを中心中心中心中心にににに扱扱扱扱いたいいたいいたいいたい。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会やややや持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会というのはというのはというのはというのは、、、、都都都都市市市市をどうをどうをどうをどうつつつつくるかくるかくるかくるか、、、、ライフスタイルがいかにあるべきかライフスタイルがいかにあるべきかライフスタイルがいかにあるべきかライフスタイルがいかにあるべきか等等等等のののの多多多多様様様様なななな問問問問題題題題とととと非常非常非常非常にににに深深深深くかかわりがありくかかわりがありくかかわりがありくかかわりがあり、、、、本本本本来来来来あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる側面側面側面側面をををを扱扱扱扱わないといけないがわないといけないがわないといけないがわないといけないが、、、、ここここここここではではではでは主主主主としてとしてとしてとして企業経企業経企業経企業経営営営営にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる点点点点にににに焦焦焦焦点点点点をををを当当当当てててて、、、、そそそそのこととかかわるのこととかかわるのこととかかわるのこととかかわる部部部部分分分分でライフスタでライフスタでライフスタでライフスタイルのイルのイルのイルの話話話話もしたいもしたいもしたいもしたい。。。。        持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会というというというという議議議議論論論論がががが出出出出てきたのはてきたのはてきたのはてきたのは、、、、87878787 年年年年にブルンにブルンにブルンにブルントラントトラントトラントトラント委員委員委員委員会会会会のののの持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発発発発展展展展というというというという問問問問題題題題のののの提提提提起起起起があったがあったがあったがあった。。。。用用用用語語語語自体自体自体自体はははは 1980198019801980 年年年年にににに国際自国際自国際自国際自然保護然保護然保護然保護連合連合連合連合がががが WorldWorldWorldWorld    ConservationConservationConservationConservation    StrategyStrategyStrategyStrategyのののの中中中中でででで用用用用いたいたいたいた。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発発発発展展展展がががが出出出出てくるてくるてくるてくる背背背背景景景景としてとしてとしてとして２２２２つつつつのののの大大大大きなきなきなきな源流源流源流源流があることをがあることをがあることをがあることを確認確認確認確認しておくことはしておくことはしておくことはしておくことは割割割割とととと重要重要重要重要なことなことなことなことだだだだとととと考考考考ええええているているているている。。。。まさにまさにまさにまさに生生生生態態態態系系系系ややややエエエエココココロジーのロジーのロジーのロジーの持続持続持続持続性性性性をををを問問問問うことがうことがうことがうことが１１１１つつつつのののの大大大大きなきなきなきな流流流流れでありれでありれでありれであり、、、、環境環境環境環境やややや生生生生態態態態系系系系はははは持続可能持続可能持続可能持続可能なななな範範範範囲囲囲囲でしかでしかでしかでしか活用活用活用活用してはいけないというのがしてはいけないというのがしてはいけないというのがしてはいけないというのが１１１１つつつつのののの基本基本基本基本であるであるであるである。。。。同同同同時時時時にににに、、、、実実実実はははは大大大大変重要変重要変重要変重要なななな点点点点だだだだとととと思思思思うのはうのはうのはうのは、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発発発発展展展展はデはデはデはデベベベベロップロップロップロップメメメメントントントント（（（（開発開発開発開発））））のありのありのありのあり方方方方をををを見見見見直直直直すすすす流流流流れがもうれがもうれがもうれがもう１１１１つつつつ大大大大変変変変大大大大きくきくきくきく流流流流れているれているれているれている。。。。これはこれはこれはこれは特特特特にににに環境環境環境環境にのみかかわっているわけではないにのみかかわっているわけではないにのみかかわっているわけではないにのみかかわっているわけではない。。。。例例例例えばえばえばえば経済経済経済経済的的的的なななな意意意意味味味味でのでのでのでの所得所得所得所得をををを向向向向上上上上させることをさせることをさせることをさせることを目標目標目標目標にデにデにデにデベベベベロップロップロップロップメメメメントをントをントをントを考考考考ええええてきたがてきたがてきたがてきたが、、、、そそそそれでいれでいれでいれでいいのかといういのかといういのかといういのかという問問問問題題題題はははは、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題だだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな側面側面側面側面からからからから議議議議論論論論されるされるされるされる。。。。有力有力有力有力なななな流流流流れとしてはれとしてはれとしてはれとしては、、、、最最最最もももも貧貧貧貧困困困困なななな層層層層ののののベベベベイシック・イシック・イシック・イシック・ヒヒヒヒュュュューーーーママママンニーズがンニーズがンニーズがンニーズが実現実現実現実現されていないされていないされていないされていない開発開発開発開発ははははだだだだめめめめだだだだというというというという議議議議論論論論があるがあるがあるがある。。。。そそそそのことはのことはのことはのことは開発開発開発開発のありのありのありのあり方方方方がががが環境的環境的環境的環境的ににににだだだだけでなくけでなくけでなくけでなく経済的経済的経済的経済的、、、、社会的社会的社会的社会的なななな意意意意味味味味でででで問問問問題題題題があるということであるがあるということであるがあるということであるがあるということである。。。。        そそそそのののの中中中中のかなりのかなりのかなりのかなり重要重要重要重要なななな点点点点にににに、、、、貧貧貧貧困困困困であるがゆであるがゆであるがゆであるがゆええええにににに生生生生態態態態系系系系をををを壊壊壊壊すすすす行行行行為為為為、、、、近視近視近視近視眼眼眼眼的的的的なななな行動行動行動行動様様様様式式式式になるためになるためになるためになるため、、、、本本本本当当当当ならならならなら生生生生態態態態系系系系をををを維維維維持持持持するするするする長長長長いいいい目目目目でででで見見見見たたたた取取取取りりりり組組組組みみみみ方方方方ができれができれができれができればばばばいいがいいがいいがいいが、、、、そそそそれができないためにれができないためにれができないためにれができないために壊壊壊壊してしまうしてしまうしてしまうしてしまう。。。。生生生生態態態態系系系系のののの破破破破壊壊壊壊がまたがまたがまたがまた貧貧貧貧困困困困のののの原因原因原因原因になるになるになるになる。。。。貧貧貧貧困困困困とととと生生生生態態態態系系系系破破破破壊壊壊壊、、、、環境環境環境環境破破破破壊壊壊壊のののの悪循環構悪循環構悪循環構悪循環構造造造造もありもありもありもあり、、、、２２２２つつつつのののの間間間間にににに位位位位置置置置づけられるづけられるづけられるづけられる問問問問題構題構題構題構造造造造があることもがあることもがあることもがあることも大大大大事事事事なななな点点点点であるであるであるである。。。。    持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発発発発展展展展はははは、、、、非常非常非常非常にににに多多多多様様様様なななな論点論点論点論点のあるのあるのあるのある問問問問題題題題であるであるであるである。。。。一一一一方方方方でででで環境的環境的環境的環境的なななな持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性がががが実実実実現現現現されないといけないというあるされないといけないというあるされないといけないというあるされないといけないというある種種種種のののの根根根根本本本本命命命命題題題題があるががあるががあるががあるが、、、、同同同同時時時時にににに経済的経済的経済的経済的、、、、社会的社会的社会的社会的なななな意意意意味味味味ででででもももも持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性をををを実現実現実現実現するものでないといけないするものでないといけないするものでないといけないするものでないといけない。。。。環境的持続可能環境的持続可能環境的持続可能環境的持続可能性性性性、、、、経済的持続可経済的持続可経済的持続可経済的持続可能能能能性性性性、、、、社会的持続可能社会的持続可能社会的持続可能社会的持続可能性性性性のののの３３３３つつつつのののの次次次次元元元元のののの持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性があるがあるがあるがある。。。。もうもうもうもう少少少少しししし議議議議論論論論をををを発発発発展展展展させさせさせさせ、、、、多多多多元元元元的的的的文文文文化化化化のののの側面側面側面側面のののの持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性のののの問問問問題題題題にまでにまでにまでにまで話話話話がががが広広広広がっていくがっていくがっていくがっていく面面面面もももも持持持持っているがっているがっているがっているが、、、、一一一一応応応応環境的環境的環境的環境的、、、、経経経経済的済的済的済的、、、、社会的社会的社会的社会的のののの３３３３つつつつのののの持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性でででで把握把握把握把握しておきたいしておきたいしておきたいしておきたい。。。。        そそそそのののの上上上上でででで大大大大事事事事なななな点点点点はははは、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のかかわりののかかわりののかかわりののかかわりの問問問問題題題題であるであるであるである。。。。私私私私はははは経済学経済学経済学経済学ををををややややっているっているっているっている関関関関係係係係もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、特特特特にににに環境環境環境環境のののの持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性にににに着着着着目目目目したしたしたした場場場場合合合合、、、、環境環境環境環境のののの状状状状態態態態、、、、環境環境環境環境のありようをかなのありようをかなのありようをかなのありようをかなりりりり根根根根本本本本からからからから変変変変ええええるのはるのはるのはるのは経済活動経済活動経済活動経済活動であるであるであるである。。。。経済活動経済活動経済活動経済活動のありのありのありのあり方方方方はははは、、、、あるあるあるある種種種種のののの法法法法則則則則があるのではがあるのではがあるのではがあるのではないかとないかとないかとないかと考考考考ええええるからるからるからるから学学学学があるとがあるとがあるとがあると言言言言っていいとっていいとっていいとっていいと思思思思うううう。。。。経済経済経済経済のののの動動動動ききききやそやそやそやそのことがなのことがなのことがなのことがなぜぜぜぜ環境環境環境環境をををを壊壊壊壊すのかをすのかをすのかをすのかを理理理理解解解解するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、全全全全面面面面的的的的なななな議議議議論論論論とととと解解解解決決決決策策策策をををを根根根根本的本的本的本的にににに議議議議論論論論するのするのするのするのはははは簡簡簡簡単単単単でないしでないしでないしでないし、、、、私私私私もももも全全全全面面面面的的的的にににに提示提示提示提示できるわけではないできるわけではないできるわけではないできるわけではない。。。。問問問問題題題題だだだだけけけけ提示提示提示提示しておくとしておくとしておくとしておくと、、、、グログログログロ
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ーーーーババババリゼーションはリゼーションはリゼーションはリゼーションは環境環境環境環境のののの状状状状態態態態をををを大大大大きくきくきくきく変変変変ええええていくていくていくていく経済活動経済活動経済活動経済活動のありのありのありのあり方方方方をををを指指指指しししし示示示示すすすす言言言言葉葉葉葉になになになになっているっているっているっている。。。。私私私私のののの理理理理解解解解するするするする現現現現状状状状のグローのグローのグローのグローババババリゼーションのリゼーションのリゼーションのリゼーションの内容内容内容内容はははは、、、、明明明明らかにらかにらかにらかに世界的世界的世界的世界的なななな生生生生産産産産のののの再配再配再配再配置置置置、、、、再再再再編編編編成成成成であるであるであるである。。。。わかりわかりわかりわかりややややすくすくすくすく言言言言うとうとうとうと、、、、ココココストのストのストのストの安安安安いとこいとこいとこいところろろろででででつつつつくれくれくれくればばばばいいといういいといういいといういいということことことこと。。。。中中中中国国国国がががが安安安安けれけれけれければばばば、、、、中中中中国国国国でででで生生生生産産産産したしたしたした方方方方がいいがいいがいいがいい。。。。グローグローグローグローババババリゼーションというのはリゼーションというのはリゼーションというのはリゼーションというのは、、、、そそそそういうういうういうういうことにことにことにことに関関関関するするするする障障障障壁壁壁壁がががが明明明明らかにどらかにどらかにどらかにどんんんんどどどどんんんん下下下下がっていっているがっていっているがっていっているがっていっている。。。。そそそそのののの方方方方がががが安安安安いものがでいものがでいものがでいものができるのできるのできるのできるので、、、、消費消費消費消費者者者者にもいいのではないかというにもいいのではないかというにもいいのではないかというにもいいのではないかという議議議議論論論論になるになるになるになる。。。。たたたただだだだ、、、、そそそそれはれはれはれは地域経済地域経済地域経済地域経済にはにはにはには逆逆逆逆にににに大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響がががが及及及及びびびび、、、、そそそそれらがれらがれらがれらが集集集集まったものとしてまったものとしてまったものとしてまったものとして国民経済国民経済国民経済国民経済にもにもにもにも大大大大変変変変影響影響影響影響がががが及及及及ぶぶぶぶ。。。。結局結局結局結局、、、、地域地域地域地域にあったにあったにあったにあった産業産業産業産業がががが中中中中国国国国にににに行行行行ってしまいってしまいってしまいってしまい、、、、地域産業地域産業地域産業地域産業のののの空空空空洞洞洞洞化化化化のののの問問問問題題題題がががが起起起起こるこるこるこる。。。。現実現実現実現実のののの経済経済経済経済はははは、、、、地域経済地域経済地域経済地域経済がががが世界経済世界経済世界経済世界経済のののの状況状況状況状況、、、、グローグローグローグローババババリゼーションのリゼーションのリゼーションのリゼーションの動動動動向向向向にににに大大大大変変変変大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを受受受受けてけてけてけているいるいるいる。。。。そそそそこでこでこでこで、、、、再再再再度度度度日日日日本経済本経済本経済本経済のののの競争競争競争競争力力力力をををを回回回回復復復復しないといけないというしないといけないというしないといけないというしないといけないという議議議議論論論論をををを立立立立てるてるてるてる方方方方もももも大大大大勢勢勢勢いるいるいるいる。。。。競争競争競争競争力力力力をどうをどうをどうをどうややややってってってって回回回回復復復復できるのできるのできるのできるのかかかか、、、、多多多多くのくのくのくの人人人人はははは疑疑疑疑問問問問にににに思思思思っているかもしれないっているかもしれないっているかもしれないっているかもしれない。。。。        実実実実はははは世界経済世界経済世界経済世界経済とととと国民経済国民経済国民経済国民経済とととと地域経済地域経済地域経済地域経済がががが相互相互相互相互にににに関係関係関係関係をををを持持持持ちながらちながらちながらちながら、、、、非常非常非常非常にダイナミックににダイナミックににダイナミックににダイナミックに動動動動いているのがいているのがいているのがいているのが今今今今のののの経済経済経済経済のののの状況状況状況状況であるであるであるである。。。。３３３３層層層層ののののレベレベレベレベルのルのルのルの問問問問題題題題がありがありがありがあり、、、、世界経済世界経済世界経済世界経済、、、、国際経済国際経済国際経済国際経済ののののレベレベレベレベルのルのルのルの問問問問題題題題もももも大大大大変変変変大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題であるであるであるである。。。。国際的国際的国際的国際的にににに資資資資金金金金のののの流動流動流動流動性性性性がががが非常非常非常非常にににに激激激激しくなっていしくなっていしくなっていしくなっているるるる問問問問題題題題をどうするかをどうするかをどうするかをどうするか、、、、世界的世界的世界的世界的にににに見見見見るとるとるとると 90909090 年年年年代代代代はははは通通通通貨危貨危貨危貨危機機機機のののの時代時代時代時代でありでありでありであり、、、、そそそそれもあわせてれもあわせてれもあわせてれもあわせて考考考考ええええなけれなけれなけれなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。同同同同時時時時にににに、、、、日日日日本本本本ののののレベレベレベレベルではルではルではルでは国民経済国民経済国民経済国民経済のののの問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。たたたただだだだ、、、、今日今日今日今日強調強調強調強調したいのはしたいのはしたいのはしたいのは、、、、各地域各地域各地域各地域でサステイナブルなでサステイナブルなでサステイナブルなでサステイナブルな社会社会社会社会づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが大大大大変重要変重要変重要変重要ではないではないではないではないかとかとかとかと考考考考ええええているているているている。。。。世界経済世界経済世界経済世界経済のののの動動動動向向向向はははは、、、、何何何何もももも日日日日本本本本政政政政府府府府をををを通通通通じじじじてててて地域地域地域地域にににに影響影響影響影響しているわけではしているわけではしているわけではしているわけではなくなくなくなく、、、、ダイダイダイダイレレレレクトにクトにクトにクトに世界経済世界経済世界経済世界経済がががが地域経済地域経済地域経済地域経済にににに影響影響影響影響をををを与与与与ええええているているているている。。。。今後今後今後今後、、、、各地域各地域各地域各地域がががが産業産業産業産業政政政政策策策策もももも国国国国任任任任せにせずせにせずせにせずせにせず、、、、自分自分自分自分のののの地域地域地域地域のののの問問問問題題題題としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組むことがむことがむことがむことが大大大大変変変変大大大大事事事事ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うううう。。。。そそそそれれれれがががが実実実実はははは環境的環境的環境的環境的、、、、経済的経済的経済的経済的、、、、社会的社会的社会的社会的なななな意意意意味味味味でのでのでのでの３３３３つつつつのののの次次次次元元元元でのでのでのでの持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性をををを実現実現実現実現するするするする地域社会地域社会地域社会地域社会ををををつつつつくるくるくるくる意意意意味味味味でででで大大大大変重要変重要変重要変重要なななな問問問問題題題題ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。このこのこのこの問問問問題題題題をををを全全全全面面面面的的的的にににに扱扱扱扱うことはうことはうことはうことは残残残残念念念念ながらながらながらながら今日今日今日今日はできないがはできないがはできないがはできないが、、、、特特特特にににに企業経企業経企業経企業経営営営営とのかかわりでとのかかわりでとのかかわりでとのかかわりで少少少少しししし考考考考ええええてみたいてみたいてみたいてみたい。。。。        企業経企業経企業経企業経営営営営をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく状状状状況況況況にににに、、、、あるあるあるある種種種種のパラダイムののパラダイムののパラダイムののパラダイムの転換転換転換転換があることはがあることはがあることはがあることは多分多分多分多分ここにいらっここにいらっここにいらっここにいらっししししゃゃゃゃるるるる方方方方はみはみはみはみんんんんなななな同同同同意意意意していたしていたしていたしていただだだだけるとけるとけるとけると思思思思うううう。。。。そそそそれはどういうれはどういうれはどういうれはどういう用用用用語語語語でででで言言言言われているかといわれているかといわれているかといわれているかというとうとうとうと、、、、例例例例えばえばえばえば共生共生共生共生というというというという言言言言葉葉葉葉であるであるであるである。。。。共生共生共生共生はははは、、、、循環型社会等循環型社会等循環型社会等循環型社会等のののの１１１１つつつつのののの価価価価値値値値のののの規規規規範範範範でもありでもありでもありでもあり、、、、人人人人間間間間とととと自自自自然然然然とのかかわりをとのかかわりをとのかかわりをとのかかわりを考考考考ええええるるるる際際際際のののの一一一一種種種種のののの哲哲哲哲学学学学のののの転換転換転換転換でもあるでもあるでもあるでもある。。。。自自自自然然然然はははは利用利用利用利用するするするする対対対対象象象象でででであるとあるとあるとあると考考考考ええええるのとるのとるのとるのと、、、、共生共生共生共生というプリンシプルをというプリンシプルをというプリンシプルをというプリンシプルを入入入入れるのとはれるのとはれるのとはれるのとは随随随随分分分分違違違違うううう。。。。エエエエココココロジーロジーロジーロジー経済学経済学経済学経済学というというというという１１１１つつつつのののの有力有力有力有力なななな流流流流れがあるがれがあるがれがあるがれがあるが、、、、もっともっともっともっと進進進進んんんんでいくとエでいくとエでいくとエでいくとエココココロジロジロジロジカカカカルデルデルデルデモモモモクラシーというクラシーというクラシーというクラシーということまでことまでことまでことまで言言言言うううう。。。。地球地球地球地球のののの環境環境環境環境やややや資源資源資源資源をどのようにをどのようにをどのようにをどのように使使使使うかをなうかをなうかをなうかをなぜぜぜぜ人人人人間間間間だだだだけがけがけがけが決決決決めているのかめているのかめているのかめているのか。。。。地球地球地球地球上上上上のののの生命生命生命生命体体体体はははは物物物物すすすすごごごごくたくさくたくさくたくさくたくさんんんんいるいるいるいる。。。。ななななぜぜぜぜ人人人人間間間間だだだだけでけでけでけで勝勝勝勝手手手手にににに決決決決めるのかとめるのかとめるのかとめるのかと主主主主張張張張するするするする。。。。        私私私私ががががそそそそれをれをれをれを読読読読んんんんでででで具具具具体的体的体的体的にににに考考考考ええええたのはたのはたのはたのは、、、、夏夏夏夏のののの終終終終わりにわりにわりにわりに海海海海岸岸岸岸線線線線にににに行行行行くとプラスくとプラスくとプラスくとプラスチチチチックックックックごごごごみみみみがたくさがたくさがたくさがたくさんんんんあるあるあるある。。。。残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックはックはックはックは放放放放置置置置しておくとしておくとしておくとしておくと自自自自然然然然にににに戻戻戻戻らないのでらないのでらないのでらないので散散散散乱乱乱乱ししししたままであるたままであるたままであるたままである。。。。渡渡渡渡りりりり鳥鳥鳥鳥やややや亀亀亀亀、、、、クジラクジラクジラクジラ等等等等はははは間間間間違違違違ってってってって食食食食べてしまうべてしまうべてしまうべてしまう。。。。人人人人間間間間ならならならなら食食食食べるなとべるなとべるなとべるなと教教教教ええええられるがられるがられるがられるが、、、、そそそそうもいかないうもいかないうもいかないうもいかない。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、地球地球地球地球上上上上でどういうものをでどういうものをでどういうものをでどういうものをつつつつくるかはくるかはくるかはくるかは人人人人間間間間だだだだけでけでけでけで決決決決めめめめてはいけないてはいけないてはいけないてはいけない。。。。極極極極端端端端なななな話話話話をするとをするとをするとをすると、、、、地球地球地球地球上上上上のすべてののすべてののすべてののすべての生命生命生命生命体体体体でででで決決決決めることにしめることにしめることにしめることにし、、、、１１１１人人人人１１１１票票票票でででではなくはなくはなくはなく、、、、１１１１生命生命生命生命体体体体１１１１票票票票にするとにするとにするとにすると、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック禁禁禁禁止止止止法法法法案案案案はははは圧圧圧圧倒倒倒倒的多的多的多的多数数数数でででで通通通通るるるる。。。。プラスプラスプラスプラスチチチチックをいいとックをいいとックをいいとックをいいと言言言言っているのはっているのはっているのはっているのは人人人人間間間間だだだだけであるけであるけであるけである。。。。私私私私はははは京京京京大大大大のののの経済学研究科経済学研究科経済学研究科経済学研究科にいるがにいるがにいるがにいるが、、、、地球環地球環地球環地球環境学境学境学境学堂堂堂堂にもにもにもにもココココミットしておりミットしておりミットしておりミットしており、、、、そそそそこではこではこではこでは地球地球地球地球益益益益学学学学廊廊廊廊のののの地球地球地球地球益益益益経済経済経済経済をををを担当担当担当担当しているのでしているのでしているのでしているので、、、、日日日日ごろごろごろごろからからからから企業企業企業企業益益益益をををを超超超超ええええたたたた地球地球地球地球益益益益がががが大大大大切切切切だだだだとととと思思思思っているっているっているっている。。。。何何何何がががが地球地球地球地球益益益益かとかとかとかと考考考考ええええるとるとるとると、、、、少少少少なくなくなくなく
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ともともともとも人人人人間間間間社会社会社会社会だだだだけのけのけのけの利利利利益益益益というというというという発想発想発想発想をををを超超超超ええええないといけないことはないといけないことはないといけないことはないといけないことは確確確確かでありかでありかでありかであり、、、、パラダイムパラダイムパラダイムパラダイムのののの非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな転換転換転換転換があることはがあることはがあることはがあることは事事事事実実実実だだだだとととと思思思思うううう。。。。そそそそれをれをれをれを具具具具体的体的体的体的にににに運営運営運営運営可能可能可能可能なシステムにすなシステムにすなシステムにすなシステムにするるるる方方方方法法法法はははは、、、、ままままだだだだままままだだだだ考考考考ええええないといけなないといけなないといけなないといけないいいい。。。。裁判裁判裁判裁判等等等等でもでもでもでも自自自自然然然然、、、、動動動動物物物物がががが裁判裁判裁判裁判をををを起起起起こすこすこすこす権権権権利利利利があがあがあがあるというるというるというるという議議議議論論論論がががが出出出出ているのでているのでているのでているので、、、、今今今今私私私私がががが言言言言ったことはったことはったことはったことは全全全全然途然途然途然途方方方方もないことではないもないことではないもないことではないもないことではない。。。。        経済学経済学経済学経済学のののの側側側側にもにもにもにも自自自自然然然然資本資本資本資本主義主義主義主義のののの考考考考ええええ方方方方がかなりがかなりがかなりがかなり出出出出てきているてきているてきているてきている。。。。大大大大きくきくきくきく言言言言えばえばえばえば２２２２つつつつのののの流流流流れれれれがありがありがありがあり、、、、１１１１つつつつはははは宇沢宇沢宇沢宇沢弘弘弘弘文文文文先先先先生生生生がよくがよくがよくがよく言言言言われるわれるわれるわれる自自自自然然然然資本資本資本資本、、、、社会資本社会資本社会資本社会資本、、、、制制制制度資本度資本度資本度資本のののの３３３３つつつつのののの資本資本資本資本でででで分分分分けているけているけているけているケケケケースであるースであるースであるースである。。。。社会的社会的社会的社会的共通共通共通共通資本資本資本資本というというというという意意意意味味味味でででで共通共通共通共通のののの性性性性質質質質をををを持持持持ったものであるったものであるったものであるったものであるがががが、、、、自自自自然然然然資本資本資本資本というというというという独独独独自自自自のののの性性性性質質質質をあわせてをあわせてをあわせてをあわせて持持持持っているものとしてっているものとしてっているものとしてっているものとして大大大大気気気気等等等等をををを位位位位置置置置づけるべきづけるべきづけるべきづけるべきであるとであるとであるとであると述述述述べているべているべているべている。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、産業活動産業活動産業活動産業活動やややや生生生生活活活活のののの共通共通共通共通のののの基基基基盤盤盤盤としてとしてとしてとして自自自自然然然然資本資本資本資本をををを位位位位置置置置づけるづけるづけるづけることでありことでありことでありことであり、、、、大大大大変重要変重要変重要変重要なななな議議議議論論論論であるであるであるである。。。。        そそそそれにれにれにれに対対対対しししし、、、、世界世界世界世界銀銀銀銀行等行等行等行等がががが最最最最近近近近ややややっているのはっているのはっているのはっているのは、、、、資本資本資本資本とととと言言言言うううう場場場場合合合合、、、、何何何何かフローをかフローをかフローをかフローを生生生生みみみみ出出出出すすすす資本資本資本資本ストックというストックというストックというストックという意意意意味味味味合合合合いでいでいでいで自自自自然然然然資本資本資本資本をををを使使使使っているっているっているっている。。。。自自自自然然然然というものはあるというものはあるというものはあるというものはある種種種種のストのストのストのストックでありックでありックでありックであり、、、、そそそそのストックがのストックがのストックがのストックが何何何何らかのらかのらかのらかの意意意意味味味味でフローをでフローをでフローをでフローを生生生生みみみみ出出出出しているしているしているしている。。。。フローはフローはフローはフローは一一一一種種種種のサのサのサのサーーーービビビビスをスをスをスを生生生生みみみみ出出出出しているというしているというしているというしているという理理理理解解解解をしようということであるをしようということであるをしようということであるをしようということである。。。。もしもしもしもし何何何何かフローをかフローをかフローをかフローを生生生生みみみみ出出出出すすすす資本資本資本資本ストックとストックとストックとストックと理理理理解解解解するとするとするとすると、、、、そそそそのののの資本資本資本資本ストックのストックのストックのストックの性性性性質質質質をををを持持持持っているものはっているものはっているものはっているものは他他他他にもたくさにもたくさにもたくさにもたくさんんんんあるあるあるある。。。。古典古典古典古典的的的的にはにはにはには、、、、昔昔昔昔、、、、我我我我々々々々がががが社会資本社会資本社会資本社会資本とととと呼呼呼呼んんんんでいたでいたでいたでいた道道道道路路路路やややや橋橋橋橋等等等等はははは、、、、今今今今はははは多多多多くのくのくのくの文文文文献献献献でででではははは人人人人工工工工資本資本資本資本というようなというようなというようなというような言言言言いいいい方方方方をしているをしているをしているをしている。。。。人人人人工工工工資本資本資本資本とととと対対対対峙峙峙峙するするするする自自自自然然然然資本資本資本資本ということであということであということであということであるるるる。。。。        世界世界世界世界銀銀銀銀行行行行のののの試算試算試算試算にはにはにはには４４４４つつつつ資本資本資本資本がががが出出出出てくるがてくるがてくるがてくるが、、、、人人人人工工工工資本資本資本資本、、、、自自自自然然然然資本資本資本資本、、、、人的資本人的資本人的資本人的資本、、、、そそそそれかられかられかられからロロロロババババート・パットナムのート・パットナムのート・パットナムのート・パットナムの『『『『哲哲哲哲学学学学するするするする民民民民主主義主主義主主義主主義』』』』にににに出出出出ているているているているソソソソーシャルーシャルーシャルーシャルキキキキャャャャピピピピタルがあるタルがあるタルがあるタルがある。。。。道道道道路路路路やややや橋橋橋橋等等等等をををを念念念念頭頭頭頭にににに置置置置いたいたいたいた古典古典古典古典的的的的なななな社会資本社会資本社会資本社会資本ではなくではなくではなくではなく、、、、言言言言わわわわばばばば市民的市民的市民的市民的伝統伝統伝統伝統のことであるのことであるのことであるのことである。。。。最最最最近近近近、、、、地域開発地域開発地域開発地域開発やややや途上途上途上途上国開発国開発国開発国開発のののの分野分野分野分野ではではではでは大大大大変変変変注注注注目目目目されているされているされているされている概概概概念念念念でででで、、、、人人人人々々々々のののの間間間間にあるネッにあるネッにあるネッにあるネットワークトワークトワークトワーク、、、、関係等関係等関係等関係等がががが大大大大変重要変重要変重要変重要なものであるとなものであるとなものであるとなものであると位位位位置置置置づけるのであるづけるのであるづけるのであるづけるのである。。。。今今今今言言言言ったったったった４４４４つつつつがががが大大大大変重変重変重変重要要要要であるであるであるである。。。。自自自自然然然然資本資本資本資本がががが固有固有固有固有のののの重要性重要性重要性重要性をををを持持持持っていることでっていることでっていることでっていることで自自自自然然然然資本資本資本資本というものをというものをというものをというものを位位位位置置置置づけるづけるづけるづけるというというというという考考考考ええええ方方方方がががが出出出出ているているているている。。。。        環境環境環境環境問問問問題題題題がががが企業経企業経企業経企業経営営営営にとってどういうにとってどういうにとってどういうにとってどういう位位位位置置置置づけにあるかというときにづけにあるかというときにづけにあるかというときにづけにあるかというときに、、、、大大大大きなパラダイきなパラダイきなパラダイきなパラダイムのムのムのムの転換転換転換転換のののの中中中中でででで期待期待期待期待もももも込込込込めてめてめてめて言言言言うとうとうとうと、、、、従来従来従来従来はははは余余余余りりりり考考考考ええええたくないたくないたくないたくない問問問問題題題題、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは仕仕仕仕方方方方がないがないがないがないからからからからややややるるるる問問問問題題題題となっていたがとなっていたがとなっていたがとなっていたが、、、、そそそそうではなくうではなくうではなくうではなく、、、、積極的積極的積極的積極的にににに位位位位置置置置づけないといけないしづけないといけないしづけないといけないしづけないといけないし、、、、経経経経営営営営のののの根幹根幹根幹根幹にににに入入入入れないといけないれないといけないれないといけないれないといけない問問問問題題題題になってきたということであるになってきたということであるになってきたということであるになってきたということである。。。。環境経環境経環境経環境経営営営営にににに取取取取りりりり組組組組むこむこむこむことことことことこそそそそ、、、、競争競争競争競争力力力力上上上上もプラスになるもプラスになるもプラスになるもプラスになる可能可能可能可能性性性性がががが現実現実現実現実のものになるのものになるのものになるのものになる状況状況状況状況がががが出出出出てきているとてきているとてきているとてきていると言言言言ってってってってもいいのではないかもいいのではないかもいいのではないかもいいのではないか。。。。        環境環境環境環境問問問問題題題題解解解解決決決決のののの推進推進推進推進システムもシステムもシステムもシステムも、、、、経済学経済学経済学経済学のののの枠枠枠枠組組組組みもみもみもみも含含含含めめめめ、、、、政政政政府介府介府介府介入入入入してしてしてして汚汚汚汚染者染者染者染者をををを制制制制御御御御すすすすることがることがることがることが環境環境環境環境問問問問題題題題解解解解決決決決のののの基本基本基本基本枠枠枠枠組組組組みになっていたがみになっていたがみになっていたがみになっていたが、、、、そそそそうではないのではないかうではないのではないかうではないのではないかうではないのではないか。。。。もちもちもちもちろろろろんんんん、、、、そそそそういうういうういうういう側面側面側面側面もももも残残残残るがるがるがるが、、、、もうもうもうもう少少少少しパートナーシップしパートナーシップしパートナーシップしパートナーシップ型型型型のののの解解解解決決決決システムがシステムがシステムがシステムが考考考考ええええられないられないられないられないといけないのではないかといけないのではないかといけないのではないかといけないのではないか。。。。確確確確かにかにかにかに解解解解決決決決のシステムのシステムのシステムのシステム自体自体自体自体がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろなななな形形形形をとるようになりをとるようになりをとるようになりをとるようになり、、、、トータルによくトータルによくトータルによくトータルによく環境環境環境環境ガガガガババババナンスというナンスというナンスというナンスという用用用用語語語語がががが用用用用いられるようになったいられるようになったいられるようになったいられるようになった。。。。ガガガガバメバメバメバメントントントント（（（（政政政政府府府府））））ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、ガガガガババババナンスナンスナンスナンス（（（（統統統統治治治治））））であるであるであるである。。。。環境環境環境環境問問問問題題題題がががが起起起起こってからこってからこってからこってから対対対対応応応応していてはしていてはしていてはしていては原原原原状状状状回回回回復復復復ができないなどまずいことができないなどまずいことができないなどまずいことができないなどまずいことがががが非常非常非常非常にににに多多多多くくくく、、、、予防予防予防予防原原原原則則則則をををを貫貫貫貫きながらきながらきながらきながら、、、、事後事後事後事後責責責責任任任任をををを明明明明確確確確にすにすにすにするというるというるというるという形形形形でででで一一一一種種種種のののの責責責責任任任任ルールにもルールにもルールにもルールにも大大大大きなきなきなきな転換転換転換転換があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。そそそそういうういうういうういう大大大大きなパラダイムきなパラダイムきなパラダイムきなパラダイム転換転換転換転換のののの中中中中でででで企業経企業経企業経企業経営営営営をををを営営営営んんんんでいくことがでいくことがでいくことがでいくことが求求求求められているのがめられているのがめられているのがめられているのが今今今今のののの大大大大きなきなきなきな変変変変化化化化とととと見見見見るるるる必要必要必要必要がががが
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あるというあるというあるというあるという理理理理解解解解をしているをしているをしているをしている。。。。        次次次次にににに、、、、自自自自然然然然資本資本資本資本主義主義主義主義とはどういうとはどういうとはどういうとはどういう原原原原則則則則なのかなのかなのかなのか。。。。従来従来従来従来、、、、我我我我がががが国国国国のののの地域開発地域開発地域開発地域開発はははは典典典典型的型的型的型的にににに道道道道路路路路、、、、橋橋橋橋、、、、用地用地用地用地、、、、用用用用水水水水をををを整備整備整備整備しししし、、、、開発開発開発開発をしてきたをしてきたをしてきたをしてきた。。。。経済学経済学経済学経済学のののの統統統統計計計計上上上上もももも政政政政府府府府固定資本形成固定資本形成固定資本形成固定資本形成がどのがどのがどのがどのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの効効効効果果果果をををを発発発発揮揮揮揮するかがするかがするかがするかが重重重重視視視視されたされたされたされた。。。。我我我我がががが国国国国はははは政政政政府府府府のののの経経経経費費費費にににに占占占占めるめるめるめる公公公公共事共事共事共事業業業業がががが大大大大変変変変多多多多くくくく、、、、政政政政府府府府固定資本係固定資本係固定資本係固定資本係数数数数がががが非常非常非常非常にににに高高高高いがいがいがいが、、、、そそそそのののの効効効効果果果果はははは大大大大変小変小変小変小さいのではないかということがいさいのではないかということがいさいのではないかということがいさいのではないかということがいろろろろいいいいろろろろなななな形形形形でででで明明明明らかにされるらかにされるらかにされるらかにされる中中中中でででで、、、、むしむしむしむしろろろろ知知知知識識識識ののののベベベベースースースース等等等等がががが大大大大事事事事であることになるであることになるであることになるであることになる。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、人人人人工工工工資本資本資本資本がががが評価評価評価評価されたされたされたされた時代時代時代時代からからからから、、、、ソソソソーシャルーシャルーシャルーシャルキキキキャャャャピピピピタルタルタルタルややややヒヒヒヒュュュューーーーママママンンンンキキキキャャャャピピピピタルタルタルタル（（（（人的資人的資人的資人的資本本本本）、）、）、）、ナナナナチチチチュュュュラルラルラルラルキキキキャャャャピピピピタルタルタルタル（（（（自自自自然然然然資本資本資本資本））））がががが評価評価評価評価されるされるされるされる時代時代時代時代へへへへ変変変変わらないといけないわらないといけないわらないといけないわらないといけない。。。。残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、これはこれはこれはこれは測測測測定定定定方方方方法法法法もはっきりしていないもはっきりしていないもはっきりしていないもはっきりしていない。。。。人人人人工工工工資本資本資本資本だだだだけははかりけははかりけははかりけははかり方方方方がががが明明明明確確確確でででで、、、、あるあるあるある種種種種のののの経済計経済計経済計経済計算算算算ができるようになっているがができるようになっているがができるようになっているがができるようになっているが、、、、他他他他のものはなかなかのものはなかなかのものはなかなかのものはなかなか難難難難しいのがしいのがしいのがしいのが現実現実現実現実かとかとかとかと思思思思うううう。。。。        自自自自然然然然資本資本資本資本をををを重重重重視視視視するのはなするのはなするのはなするのはなぜぜぜぜかかかか。。。。自自自自然然然然資本資本資本資本はははは人人人人工工工工資本資本資本資本とのとのとのとの関係関係関係関係でででで出出出出てきたてきたてきたてきた。。。。従来従来従来従来のののの経済経済経済経済開発開発開発開発はははは人人人人工工工工資本資本資本資本をををを蓄蓄蓄蓄積積積積させることによりさせることによりさせることによりさせることにより開発開発開発開発をををを進進進進めていたがめていたがめていたがめていたが、、、、人人人人工工工工資本資本資本資本をををを蓄蓄蓄蓄積積積積させるさせるさせるさせる過程過程過程過程でででで自自自自然然然然資本資本資本資本をををを劣劣劣劣化化化化させているのではないかさせているのではないかさせているのではないかさせているのではないか。。。。そそそそのことがのことがのことがのことが自自自自然然然然自体自体自体自体をををを壊壊壊壊すことがあるのではすことがあるのではすことがあるのではすことがあるのではないかないかないかないか。。。。だだだだからからからから、、、、人人人人工工工工資本資本資本資本とはとはとはとは独独独独自自自自にににに自自自自然然然然資本資本資本資本をををを位位位位置置置置づけることによりづけることによりづけることによりづけることにより、、、、人人人人工工工工資本資本資本資本がががが蓄蓄蓄蓄積積積積されてされてされてされて発発発発展展展展しているようにしているようにしているようにしているように考考考考ええええるとるとるとると、、、、実実実実ははははそそそそれはれはれはれは全全全全然違然違然違然違っているのではないかということっているのではないかということっているのではないかということっているのではないかということをををを明明明明確確確確にににに解解解解きききき明明明明かすかすかすかす必要必要必要必要がありがありがありがあり、、、、これがもともとのねらいとこれがもともとのねらいとこれがもともとのねらいとこれがもともとのねらいと言言言言っていいっていいっていいっていい。。。。        自自自自然然然然資本資本資本資本ということをということをということをということを言言言言うううう人人人人のののの間間間間にもにもにもにも、、、、実実実実はははは大大大大きくきくきくきく２２２２つつつつのののの意見意見意見意見のののの分分分分かれるとこかれるとこかれるとこかれるところろろろがあるがあるがあるがある。。。。１１１１つつつつはははは、、、、あるあるあるある種種種種のののの社会経済的社会経済的社会経済的社会経済的なななな意意意意味味味味でのでのでのでの発発発発展展展展をもしをもしをもしをもし仮仮仮仮にににに目標目標目標目標にするとにするとにするとにすると、、、、従来従来従来従来、、、、人人人人工工工工資本資本資本資本だだだだけでけでけでけで評価評価評価評価していたことにしていたことにしていたことにしていたことに限限限限界界界界があるがあるがあるがある。。。。自自自自然然然然資本資本資本資本もあわせてもあわせてもあわせてもあわせて評価評価評価評価するとするとするとすると、、、、人人人人工工工工資本資本資本資本がががが蓄蓄蓄蓄積積積積さささされてもれてもれてもれても、、、、自自自自然然然然資本資本資本資本がががが劣劣劣劣化化化化したらトータルとしてはしたらトータルとしてはしたらトータルとしてはしたらトータルとしては実実実実はははは悪悪悪悪くなっていることをあらわくなっていることをあらわくなっていることをあらわくなっていることをあらわそそそそうでうでうでうではないかはないかはないかはないか。。。。これはこれはこれはこれは実実実実はグリーンはグリーンはグリーンはグリーンＧＧＧＧＤＤＤＤＰＰＰＰ等等等等のののの問問問問題題題題ともともともともつつつつながるがながるがながるがながるが、、、、そそそそういうういうういうういう発想発想発想発想でいくでいくでいくでいく場場場場合合合合はトータルではトータルではトータルではトータルで評価評価評価評価するするするする考考考考ええええ方方方方でありでありでありであり、、、、弱弱弱弱いいいい持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性((((wwwweaeaeaeakkkk    ssssuuuustainastainastainastainabbbbilityilityilityility))))とととと言言言言うううう。。。。そそそそううううではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、トータルもトータルもトータルもトータルも大大大大事事事事であるがであるがであるがであるが、、、、自自自自然然然然資本自体資本自体資本自体資本自体がががが維維維維持持持持されることがされることがされることがされることがそそそそれれれれ自体自体自体自体としてとしてとしてとして大大大大事事事事だだだだとととと強調強調強調強調するするするする立立立立場場場場をををを強強強強いいいい持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性((((strongstrongstrongstrong    ssssuuuustainastainastainastainabbbbilityilityilityility))))とととと言言言言っているっているっているっている。。。。自自自自然然然然資本資本資本資本にはにはにはには固有固有固有固有のののの大大大大切切切切さがあるとさがあるとさがあるとさがあると議議議議論論論論をををを立立立立てることであるてることであるてることであるてることである。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、人人人人工工工工資本資本資本資本でででで代代代代替替替替できるものできるものできるものできるものばばばばかりではないことをかりではないことをかりではないことをかりではないことを強調強調強調強調しているしているしているしている。。。。        例例例例えばえばえばえば排排排排水水水水のののの浄浄浄浄化化化化はははは下下下下水水水水道道道道でででで全部全部全部全部できるとできるとできるとできると言言言言ってしまうとってしまうとってしまうとってしまうと、、、、下下下下水水水水道道道道がががが蓄蓄蓄蓄積積積積すれすれすれすればそばそばそばそれでれでれでれでいいとなるがいいとなるがいいとなるがいいとなるが、、、、下下下下水水水水道道道道ではできないことがあるとではできないことがあるとではできないことがあるとではできないことがあると考考考考ええええるとるとるとると違違違違ってくるってくるってくるってくる。。。。これはこれはこれはこれは実実実実はははは論争論争論争論争ががががありありありあり、、、、決決決決着着着着ががががつつつついているわけではないいているわけではないいているわけではないいているわけではない。。。。私私私私はははは、、、、自自自自然然然然資本資本資本資本がすべてがすべてがすべてがすべて人人人人工工工工資本資本資本資本でででで代代代代替替替替できるとできるとできるとできるといういういういう議議議議論論論論ははははやややややややや現実現実現実現実もももも踏踏踏踏ままままええええていないていないていないていない議議議議論論論論ではないかというではないかというではないかというではないかという気気気気がするががするががするががするが、、、、代代代代替替替替をををを一一一一切切切切認認認認めめめめないというないというないというないという議議議議論論論論をををを立立立立てるとてるとてるとてると、、、、またまたまたまたそそそそれはれはれはれはそそそそれでれでれでれで難難難難しいしいしいしい問問問問題題題題がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろ発発発発生生生生することもすることもすることもすることも事事事事実実実実かもしれないかもしれないかもしれないかもしれない。。。。        もしもしもしもし自自自自然然然然資本資本資本資本のののの固有固有固有固有のののの性性性性質質質質をををを重重重重視視視視するするするする立立立立場場場場にににに立立立立つつつつとととと、、、、自自自自然然然然資本資本資本資本をををを活用活用活用活用することがすることがすることがすることが位位位位置置置置づづづづけられるけられるけられるけられる。。。。経済学経済学経済学経済学はははは生生生生産産産産のののの三要三要三要三要素素素素をををを土土土土地地地地、、、、資本資本資本資本、、、、労労労労働働働働とととと一一一一貫貫貫貫してしてしてして言言言言ってきたがってきたがってきたがってきたが、、、、自自自自然然然然資本資本資本資本にににに当当当当たるものをたるものをたるものをたるものを従来従来従来従来のののの経済学経済学経済学経済学のののの伝統伝統伝統伝統にににに位位位位置置置置づけるとするとづけるとするとづけるとするとづけるとすると土土土土地地地地になるとになるとになるとになると思思思思うううう。。。。土土土土地地地地だだだだけけけけだだだだとするととするととするととすると、、、、自自自自然然然然のののの持持持持っているっているっているっている機機機機能能能能全部全部全部全部をあらわしをあらわしをあらわしをあらわし切切切切れないこともありれないこともありれないこともありれないこともあり、、、、多分自多分自多分自多分自然然然然資本資本資本資本といといといというううう新新新新しいしいしいしい用用用用語語語語をををを使使使使うことにしたのうことにしたのうことにしたのうことにしたのだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思うううう。。。。これをこれをこれをこれを改改改改めてめてめてめて位位位位置置置置づけることになるとづけることになるとづけることになるとづけることになると、、、、自自自自然然然然資本資本資本資本はははは本本本本当当当当にににに有効有効有効有効にににに活用活用活用活用されているのかされているのかされているのかされているのか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自自自自然然然然資本資本資本資本はははは固有固有固有固有のののの大大大大切切切切さをさをさをさを持持持持ってってってっているのでいるのでいるのでいるので、、、、ちちちちゃゃゃゃんんんんとととと維維維維持持持持されているのかがされているのかがされているのかがされているのかが問問問問題題題題になってくるになってくるになってくるになってくる。。。。そそそそうなるとうなるとうなるとうなると、、、、当当当当然然然然自自自自然然然然資本資本資本資本をををを活用活用活用活用するするするする活動活動活動活動はははは、、、、自自自自然然然然資本資本資本資本のののの生生生生産産産産性性性性をををを十十十十分分分分にににに活用活用活用活用できているのかができているのかができているのかができているのかが問問問問題題題題になるになるになるになる。。。。同同同同じじじじ商商商商
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品品品品ををををつつつつくるくるくるくる際際際際もももも、、、、自自自自然然然然界界界界にあるにあるにあるにある循環循環循環循環というあるというあるというあるというある種種種種のののの法法法法則則則則にににに適適適適合合合合するするするする商商商商品品品品でないといけないでないといけないでないといけないでないといけないというというというという幾幾幾幾つつつつかのかのかのかの原原原原則則則則をををを立立立立てることができるてることができるてることができるてることができる。。。。        このこのこのこの辺辺辺辺はははは既既既既にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろ議議議議論論論論されているがされているがされているがされているが、、、、１１１１つだつだつだつだけけけけ追追追追加加加加的的的的にににに言言言言うとするとうとするとうとするとうとすると、、、、経済学経済学経済学経済学がががが言言言言いいいい出出出出したしたしたした自自自自然然然然資本資本資本資本のののの問問問問題題題題のののの一一一一番番番番重要重要重要重要なななな点点点点はははは、、、、自自自自然然然然資本資本資本資本をををを使使使使ってってってって上上上上げたげたげたげた利利利利益益益益からからからから自自自自然然然然資本資本資本資本をををを維維維維持持持持するためにするためにするためにするために再再再再投投投投資資資資をしないといけないというをしないといけないというをしないといけないというをしないといけないという議議議議論論論論であるであるであるである。。。。これはこれはこれはこれはハハハハートートートートウウウウイックイックイックイック等等等等何何何何人人人人かのかのかのかの経済学経済学経済学経済学者者者者がががが、、、、理理理理論論論論的的的的にににに導導導導きききき出出出出しているあるしているあるしているあるしているある種種種種のののの原原原原則則則則であるであるであるである。。。。これをよりこれをよりこれをよりこれをより具具具具体的体的体的体的なルなルなルなルールにするようにールにするようにールにするようにールにするように考考考考ええええるのはるのはるのはるのは大大大大変重要変重要変重要変重要なテーなテーなテーなテーママママになっているになっているになっているになっている気気気気がするがするがするがする。。。。本本本本来来来来のののの意意意意味味味味のののの循環循環循環循環はははは、、、、そそそそういうういうういうういう考考考考ええええ方方方方をををを経済社会経済社会経済社会経済社会のののの中中中中にににに組組組組みみみみ入入入入れていくことがれていくことがれていくことがれていくことが求求求求められているめられているめられているめられている。。。。        次次次次はははは、、、、現実現実現実現実にににに進進進進みみみみ出出出出しているしているしているしている循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの動動動動きであるがきであるがきであるがきであるが、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな法体法体法体法体制制制制ができができができができ上上上上ががががりりりり、、、、大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄社会社会社会社会、、、、一一一一過過過過型社会型社会型社会型社会からからからから循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へのへのへのへの転換求転換求転換求転換求められているめられているめられているめられている。。。。2000200020002000 年年年年５５５５月月月月にににに循循循循環型社環型社環型社環型社家家家家形成推進基本法形成推進基本法形成推進基本法形成推進基本法ををををつつつつくりくりくりくり、、、、循環循環循環循環型社会型社会型社会型社会ををををつつつつくるためのくるためのくるためのくるための法的法的法的法的枠枠枠枠組組組組みをみをみをみを整備整備整備整備しながらしながらしながらしながら進進進進んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。基本的基本的基本的基本的なななな法体法体法体法体系系系系だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、個個個個別別別別のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル法法法法としてもとしてもとしてもとしても整備整備整備整備されているされているされているされている。。。。明明明明らかにらかにらかにらかに循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づくりはづくりはづくりはづくりは国国国国としてとしてとしてとして随随随随分力分力分力分力をををを入入入入れてれてれてれて取取取取りりりり組組組組んんんんできているテーできているテーできているテーできているテーママママであるしであるしであるしであるし、、、、確確確確かにかにかにかに大大大大量量量量にににに廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが出出出出ることはいいことることはいいことることはいいことることはいいことだだだだとととと言言言言うううう人人人人ははははほほほほととととんんんんどいなくなっているどいなくなっているどいなくなっているどいなくなっている。。。。そそそそのののの意意意意味味味味ではではではでは大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄社会社会社会社会からからからから循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へのパラダイムのへのパラダイムのへのパラダイムのへのパラダイムの転換転換転換転換のののの問問問問題題題題はははは、、、、共通認共通認共通認共通認識化識化識化識化していしていしていしているとるとるとると言言言言ってもってもってもってもそんそんそんそんなになになになに大大大大きなきなきなきな間間間間違違違違いではないかもしれないがいではないかもしれないがいではないかもしれないがいではないかもしれないが、、、、そそそそのことをもってのことをもってのことをもってのことをもって循環型社循環型社循環型社循環型社会会会会がががが大大大大変変変変うまくうまくうまくうまく進進進進んんんんでいっているとでいっているとでいっているとでいっていると言言言言うとうとうとうと、、、、やややややややや誤誤誤誤解解解解があるとがあるとがあるとがあると思思思思っているっているっているっている。。。。        大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄社会社会社会社会からからからから循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へのへのへのへの転換転換転換転換にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ出出出出すことはすことはすことはすことは確確確確かにかにかにかに動動動動きききき出出出出しているがしているがしているがしているが、、、、そそそそれにれにれにれに伴伴伴伴ってってってって、、、、むしむしむしむしろろろろ循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めることのめることのめることのめることの困難困難困難困難ささささ、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づくりのづくりのづくりのづくりの新新新新ししししいいいい課題等課題等課題等課題等がががが出出出出てきているてきているてきているてきている。。。。１１１１つつつつのののの壁壁壁壁ににににぶぶぶぶつつつつかっているかっているかっているかっている面面面面があるのではないかというのががあるのではないかというのががあるのではないかというのががあるのではないかというのが私私私私のののの理理理理解解解解でありでありでありであり、、、、そそそそれをどうれをどうれをどうれをどう突破突破突破突破していくかをしていくかをしていくかをしていくかを考考考考ええええていかないといけないていかないといけないていかないといけないていかないといけない。。。。少少少少しししし注注注注意意意意しておしておしておしておくくくく必要必要必要必要があるのはがあるのはがあるのはがあるのは、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会はははは大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄社会社会社会社会とととと違違違違いいいい、、、、大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄社会社会社会社会はははは一言一言一言一言でででで言言言言うとうとうとうと、、、、企企企企業業業業もももも消費消費消費消費者者者者もももも大大大大量量量量生生生生産産産産・・・・消費消費消費消費・・・・廃棄廃棄廃棄廃棄というシステムというシステムというシステムというシステム自体自体自体自体、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはそそそそのののの結果結果結果結果としてとしてとしてとして廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がたくさがたくさがたくさがたくさんんんん出出出出てくることにてくることにてくることにてくることにつつつついいいいてててて考考考考ええええていたていたていたていた人人人人もいたがもいたがもいたがもいたが、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはにはそそそそれにれにれにれに乗乗乗乗ってってってって大大大大量量量量にににに廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが出出出出ることはることはることはることは１１１１つつつつのののの与与与与件件件件のようにのようにのようにのように考考考考ええええられていたられていたられていたられていた。。。。事事事事業業業業者者者者もももも消費消費消費消費者者者者もももも大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄社会社会社会社会のののの問問問問題題題題性性性性にににに気気気気づくのがづくのがづくのがづくのが遅遅遅遅くくくく、、、、現実現実現実現実にはにはにはにはごごごごみみみみ処理処理処理処理のののの現現現現場場場場等等等等がががが一一一一番番番番大大大大変変変変になっていたになっていたになっていたになっていた。。。。大大大大事事事事なななな点点点点はははは、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会はははは行行行行政政政政のののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは重要重要重要重要であるがであるがであるがであるが、、、、行行行行政政政政だだだだけでできるものではないけでできるものではないけでできるものではないけでできるものではない。。。。        循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ををををだだだだれがどのようにれがどのようにれがどのようにれがどのように推進推進推進推進するかするかするかするか、、、、だだだだれがれがれがれが担担担担うかはうかはうかはうかは大大大大変重要変重要変重要変重要でででで問問問問題題題題でありでありでありであり、、、、拡拡拡拡大大大大生生生生産産産産者者者者責責責責任任任任とととと言言言言われているようにわれているようにわれているようにわれているように、、、、事事事事業業業業者者者者にもにもにもにも非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな責責責責任任任任、、、、重要重要重要重要なななな責責責責任任任任をををを持持持持つつつつこここことになっていくとになっていくとになっていくとになっていく。。。。情情情情報報報報をみをみをみをみんんんんながながながなが持持持持つつつつことことことこと、、、、市民市民市民市民がががが参加参加参加参加するというするというするというするという問問問問題題題題もももも大大大大変変変変大大大大事事事事なことなことなことなことになるになるになるになる。。。。同同同同時時時時にににに、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のためののためののためののための新新新新しいしいしいしい技術基技術基技術基技術基盤盤盤盤もももも要要要要るるるる。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、従来従来従来従来はははは一言一言一言一言でででで言言言言ううううとととと一一一一過過過過性性性性的的的的なものでなものでなものでなもので処理処理処理処理技術等技術等技術等技術等がががが念念念念頭頭頭頭にににに置置置置かれていたがかれていたがかれていたがかれていたが、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会はもともとのはもともとのはもともとのはもともとの生生生生産産産産ののののありありありあり方方方方自体自体自体自体もももも循環型循環型循環型循環型をををを想定想定想定想定しししし、、、、物物物物づくりづくりづくりづくり自体自体自体自体のののの技術技術技術技術もももも変変変変わらないといけないわらないといけないわらないといけないわらないといけない。。。。プロセスもプロセスもプロセスもプロセスもプロダクトもプロダクトもプロダクトもプロダクトも循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へへへへ向向向向けたイけたイけたイけたイノベノベノベノベーションがーションがーションがーションが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。単単単単なるなるなるなる静静静静脈脈脈脈産業産業産業産業ではないではないではないではない。。。。プロセスとプロダクトプロセスとプロダクトプロセスとプロダクトプロセスとプロダクト全部全部全部全部をををを転換転換転換転換していくことがしていくことがしていくことがしていくことが必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、有有有有機物機物機物機物等等等等までまでまでまで踏踏踏踏みみみみ込込込込んんんんでいでいでいでいくとくとくとくと、、、、林林林林業業業業、、、、農農農農業等業等業等業等はすべてはすべてはすべてはすべて循環形成産業循環形成産業循環形成産業循環形成産業であるとであるとであるとであると言言言言ええええるるるる。。。。しかもしかもしかもしかも産業産業産業産業だだだだけでけでけでけで担担担担ええええるとはるとはるとはるとは限限限限らないらないらないらない部部部部分分分分もももも含含含含めめめめ、、、、１１１１次次次次産業産業産業産業がかかわっていたがかかわっていたがかかわっていたがかかわっていた部部部部分分分分はははは循環循環循環循環にににに大大大大変重要変重要変重要変重要なななな役役役役割割割割をををを果果果果たしてたしてたしてたしているいるいるいる。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成というというというという観点観点観点観点からからからから、、、、産業産業産業産業をもうをもうをもうをもう一一一一遍遍遍遍見見見見直直直直すすすす必要必要必要必要があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。        そそそそういうういうういうういう観点観点観点観点からするとからするとからするとからすると、、、、改改改改めてめてめてめて我我我我々々々々がががが見見見見過過過過ごごごごしていたものをしていたものをしていたものをしていたものを環境資産環境資産環境資産環境資産としてとしてとしてとして再評価再評価再評価再評価すすすするるるる必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。水水水水やややや空気空気空気空気等等等等はははは全全全全くくくく議議議議論論論論されずされずされずされず、、、、せいせいせいせいぜぜぜぜいいいい保保保保全全全全しないといけないからしないといけないからしないといけないからしないといけないから
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汚汚汚汚染物染物染物染物質質質質をををを減減減減らすというらすというらすというらすという発想発想発想発想しかないがしかないがしかないがしかないが、、、、実実実実はははは水水水水もももも空気空気空気空気もももも森森森森林林林林、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは歴歴歴歴史史史史的的的的建建建建造物造物造物造物等等等等ももももそそそそのののの地域地域地域地域のののの資産資産資産資産であるであるであるである。。。。環境資産環境資産環境資産環境資産とととと位位位位置置置置づけづけづけづけ直直直直しししし－－－－今今今今、、、、実際実際実際実際にににに一一一一部部部部ではではではでは森森森森林林林林ににににつつつついてもいてもいてもいても生生生生産産産産林林林林とととと環境環境環境環境林林林林というというというという位位位位置置置置づけをしづけをしづけをしづけをし、、、、資産資産資産資産としてとしてとしてとして維維維維持持持持保保保保全全全全するするするする必要性必要性必要性必要性をををを明明明明確確確確にしているとにしているとにしているとにしているとこここころろろろもももも出出出出ているがているがているがているが――――そそそそれらもれらもれらもれらも含含含含めてめてめてめて環境資産環境資産環境資産環境資産ママママネジネジネジネジメメメメントのントのントのントの発想発想発想発想がががが要要要要るのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。ドドドドイイイイツツツツではではではでは既既既既にエにエにエにエコバコバコバコバジェットというジェットというジェットというジェットという取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが３３３３つつつつぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの都都都都市市市市でででで実実実実験験験験的的的的にににに進進進進められているめられているめられているめられている。。。。活動活動活動活動することによりすることによりすることによりすることにより、、、、環境資産環境資産環境資産環境資産がどういうがどういうがどういうがどういう影響影響影響影響をををを受受受受けたかというけたかというけたかというけたかという環境環境環境環境のののの予予予予算算算算をををを出出出出すすすす必要必要必要必要があるのではないかというがあるのではないかというがあるのではないかというがあるのではないかという試試試試みがみがみがみが動動動動きききき出出出出しているがしているがしているがしているが、、、、そそそそういうういうういうういう考考考考ええええ方方方方はははは大大大大変重要変重要変重要変重要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。        循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを進進進進めるということはめるということはめるということはめるということは、、、、企業経企業経企業経企業経営営営営にとってもにとってもにとってもにとっても大大大大変変変変大大大大きなきなきなきな意意意意味味味味をををを持持持持つつつつ。。。。企業経企業経企業経企業経営営営営だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、行行行行政政政政、、、、政政政政府府府府、、、、市民市民市民市民にとってにとってにとってにとってもももも大大大大きなきなきなきな意意意意味味味味合合合合いをいをいをいを持持持持つつつつものものものものだだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、事事事事企企企企業経業経業経業経営営営営にかかわってはいにかかわってはいにかかわってはいにかかわってはいろろろろいいいいろろろろなななな側面側面側面側面があるがあるがあるがある。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな立法立法立法立法ができるができるができるができる中中中中でででで一一一一面面面面ではではではでは新新新新しいしいしいしい市市市市場場場場、、、、つつつつまりリサイクルするためのまりリサイクルするためのまりリサイクルするためのまりリサイクルするための市市市市場場場場ができるができるができるができる側面側面側面側面をををを持持持持っているっているっているっている。。。。昔昔昔昔かかかからららら言言言言われているようにわれているようにわれているようにわれているように、、、、環境産業環境産業環境産業環境産業というというというという場場場場合合合合、、、、法法法法律律律律にににに依依依依存存存存してしてしてして需需需需要要要要がががが発発発発生生生生するするするする面面面面をををを持持持持ってってってっているいるいるいる。。。。従来従来従来従来、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄されていたものをリサイクルするようになれされていたものをリサイクルするようになれされていたものをリサイクルするようになれされていたものをリサイクルするようになればばばば、、、、リサイクルするたリサイクルするたリサイクルするたリサイクルするためのめのめのめの仕仕仕仕事事事事がががが新新新新しくしくしくしく出出出出てくるというてくるというてくるというてくるという面面面面をををを持持持持っているっているっているっている。。。。        同同同同時時時時にににに、、、、消費消費消費消費者者者者ややややユユユユーーーーザザザザーのーのーのーの志志志志向向向向がががが変変変変わるとわるとわるとわると、、、、そそそそれにれにれにれに伴伴伴伴ってってってって新新新新しいしいしいしい市市市市場場場場がががが出出出出てくるてくるてくるてくる面面面面もももも持持持持っているっているっているっている。。。。これはこれはこれはこれは無無無無農農農農薬薬薬薬野野野野菜菜菜菜等等等等がががが典典典典型的型的型的型的であるであるであるである。。。。グリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入、、、、グリーングリーングリーングリーン調調調調達達達達等等等等、、、、部品部品部品部品をををを調調調調達達達達するするするする民民民民間間間間企業企業企業企業においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、グローグローグローグローババババルルルル商商商商品品品品ににににつつつついてはいてはいてはいては特特特特ににににそそそそういうういうういうういう傾傾傾傾向向向向がががが見見見見られるられるられるられる。。。。関関関関西西西西ではではではでは例例例例えばえばえばえば滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県はははは大大大大変変変変熱熱熱熱心心心心でででで、、、、自治体自治体自治体自治体としてとしてとしてとして物物物物をををを調調調調達達達達するときにグリーンなするときにグリーンなするときにグリーンなするときにグリーンな要要要要素素素素をををを加加加加味味味味しておりしておりしておりしており、、、、グリーンなグリーンなグリーンなグリーンな商商商商品品品品のののの需需需需要要要要のののの確確確確実実実実性性性性がががが高高高高まるまるまるまる。。。。需需需需要要要要がががが確確確確実実実実になるとになるとになるとになると、、、、投投投投資資資資がががが引引引引きききき出出出出されるされるされるされる側面側面側面側面がありがありがありがあり、、、、よいよいよいよい循環循環循環循環がががが働働働働けけけけばばばば、、、、そそそそれにれにれにれに伴伴伴伴ってってってって技術技術技術技術がががが向向向向上上上上しししし、、、、品品品品質質質質もよくなるもよくなるもよくなるもよくなる。。。。普及普及普及普及すれすれすれすればばばば価価価価格格格格がががが下下下下がるかもしれないがるかもしれないがるかもしれないがるかもしれない。。。。価価価価格格格格もももも安安安安くなれくなれくなれくなればばばば、、、、もっともっともっともっと広広広広がるがるがるがる可能可能可能可能性性性性もももも持持持持ってってってっているいるいるいる。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、企業経企業経企業経企業経営営営営にとってにとってにとってにとって、、、、どういうとこどういうとこどういうとこどういうところろろろからからからから影響影響影響影響がががが出出出出るかにるかにるかにるかにつつつついていていていて幾幾幾幾つつつつかかかかチチチチャャャャネルがあるネルがあるネルがあるネルがある。。。。環境産業環境産業環境産業環境産業はははは、、、、法定法定法定法定依依依依存存存存型型型型のののの需需需需要要要要としてとしてとしてとして発発発発生生生生するするするする場場場場合合合合がありがありがありがあり、、、、初初初初期期期期のののの公害公害公害公害防止防止防止防止技術等技術等技術等技術等はははは典典典典型型型型であるであるであるである。。。。他他他他ののののチチチチャネルャネルャネルャネル市市市市場場場場メカメカメカメカニズムからのニズムからのニズムからのニズムからの要要要要請請請請、、、、ユユユユーーーーザザザザーーーーやややや消費消費消費消費者者者者からのからのからのからのママママインインインインドドドドのののの変変変変化化化化があるがあるがあるがある。。。。環境環境環境環境のののの経経経経営営営営のののの内生内生内生内生化化化化がががが世界的世界的世界的世界的ななななレベレベレベレベルではずっとルではずっとルではずっとルではずっと進進進進んんんんでおりでおりでおりでおり、、、、ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯやややや環境環境環境環境管理管理管理管理システムシステムシステムシステム、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな報告書報告書報告書報告書のたのたのたのたぐぐぐぐいがいがいがいが進進進進んんんんできているできているできているできている。。。。        あとあとあとあと少少少少しししし申申申申しししし上上上上げたいのはげたいのはげたいのはげたいのは、、、、企業経企業経企業経企業経営営営営にとってのにとってのにとってのにとっての変変変変化化化化はははは企業企業企業企業だだだだけのけのけのけの変変変変化化化化ではないはずでではないはずでではないはずでではないはずであるあるあるある。。。。そそそそこでこでこでこで、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のライフスタイルということでのライフスタイルということでのライフスタイルということでのライフスタイルということで私私私私のののの結結結結論論論論にもにもにもにもつつつつながるながるながるながる話話話話であるであるであるであるがががが、、、、一一一一方方方方でででで企業企業企業企業経経経経営営営営のののの変変変変化化化化はははは、、、、あるあるあるある意意意意味味味味でででで企業企業企業企業がががが究極的究極的究極的究極的にににに対対対対象象象象にしているライフスタイルにしているライフスタイルにしているライフスタイルにしているライフスタイルのののの変変変変化化化化をををを伴伴伴伴わないとわないとわないとわないと実際実際実際実際はははは動動動動かないかないかないかない。。。。卑卑卑卑近近近近なななな例例例例であるがであるがであるがであるが、、、、私私私私がここがここがここがここ２２２２年年年年ほほほほどどどど研究研究研究研究費費費費をいたをいたをいたをいただだだだいていていていて調調調調査査査査したしたしたした結果結果結果結果ににににつつつついていていていて簡簡簡簡単単単単にににに説説説説明明明明したいしたいしたいしたい。。。。自治体自治体自治体自治体のののの協力協力協力協力をををを得得得得てててて日日日日本本本本ととととドドドドイイイイツツツツののののごごごごみみみみのののの比比比比較較較較をををを行行行行ったがったがったがったが、、、、ごごごごみにみにみにみにつつつついてはいてはいてはいてはドドドドイイイイツツツツがよくがよくがよくがよくややややっているというっているというっているというっているという話話話話があるがあるがあるがある。。。。確確確確かにかにかにかに環境環境環境環境教育教育教育教育ややややリサイクルのシステムづくりはリサイクルのシステムづくりはリサイクルのシステムづくりはリサイクルのシステムづくりは大大大大変変変変よくよくよくよくややややられているがられているがられているがられているが、、、、そそそそのことがのことがのことがのことが実際実際実際実際ににににごごごごみのみのみのみの違違違違いにどうあらわれているかといういにどうあらわれているかといういにどうあらわれているかといういにどうあらわれているかというごごごごみのデータはみのデータはみのデータはみのデータはほほほほととととんんんんどないどないどないどない。。。。ななななぜぜぜぜないかというとないかというとないかというとないかというと、、、、調調調調べないとわからないからであるべないとわからないからであるべないとわからないからであるべないとわからないからである。。。。行行行行政政政政へへへへ視視視視察察察察にににに行行行行ってデータがもらってデータがもらってデータがもらってデータがもらええええれれれればばばばみみみみんんんんなななな持持持持つつつつははははずであるがずであるがずであるがずであるが、、、、本本本本当当当当にににに欲欲欲欲しいデータをしいデータをしいデータをしいデータを調調調調べていないのでべていないのでべていないのでべていないので視視視視察察察察にににに行行行行ってもデータはないってもデータはないってもデータはないってもデータはない。。。。        私私私私はははは、、、、日日日日本本本本でででで細細細細かくかくかくかく分分分分析析析析するのとするのとするのとするのと全全全全くくくく同同同同様様様様のののの方方方方法法法法ををををドドドドイイイイツツツツのフライブルグのフライブルグのフライブルグのフライブルグ市市市市にににに協力協力協力協力してしてしてしていたいたいたいただだだだきききき、、、、実際実際実際実際にににに向向向向こうでこうでこうでこうで何何何何日日日日もかけてもかけてもかけてもかけて分分分分析析析析したらしたらしたらしたら、、、、ごごごごみがみがみがみが全全全全然違然違然違然違うううう。。。。寝屋寝屋寝屋寝屋川川川川とフライブとフライブとフライブとフライブルグがルグがルグがルグが出出出出ているがているがているがているが、、、、寝屋寝屋寝屋寝屋川川川川はははは特特特特別別別別なまちではなくなまちではなくなまちではなくなまちではなく、、、、ごごごごみのみのみのみの組成組成組成組成ににににつつつついてはいてはいてはいては日日日日本本本本はははは全全全全国国国国共通共通共通共通
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であるであるであるである。。。。日日日日本本本本はははは農村農村農村農村的的的的生生生生活活活活様様様様式式式式ががががほほほほととととんんんんどなくどなくどなくどなく、、、、実際実際実際実際はははは農村農村農村農村でもでもでもでも使使使使いいいい捨捨捨捨てててて容容容容器器器器等等等等のののの都都都都市的市的市的市的ななななごごごごみがたくさみがたくさみがたくさみがたくさんんんん出出出出てくるのがてくるのがてくるのがてくるのが現実現実現実現実であるであるであるである。。。。使使使使いいいい捨捨捨捨てのプラスてのプラスてのプラスてのプラスチチチチックックックック容容容容器器器器類類類類がががが 35353535％％％％とととと圧圧圧圧倒倒倒倒的的的的にににに多多多多くくくく、、、、フライブルグがフライブルグがフライブルグがフライブルグが一一一一番少番少番少番少ないないないない。。。。ドドドドイイイイツツツツははははガガガガラスラスラスラス容容容容器器器器がががが多多多多くくくく、、、、はかりはかりはかりはかり売売売売りりりりややややデデデデポポポポジジジジットもあるットもあるットもあるットもある。。。。日日日日本本本本はトはトはトはトレレレレーにわーにわーにわーにわざざざざわわわわざざざざ入入入入れておりれておりれておりれており、、、、実際実際実際実際にににに数数数数値値値値にににに明明明明確確確確にににに出出出出たたたた。。。。同同同同様様様様のののの調調調調査査査査をイをイをイをイギギギギリスリスリスリスややややデンデンデンデンママママークでもークでもークでもークでも行行行行ったったったった。。。。製造製造製造製造時点時点時点時点でででで容容容容器器器器包包包包装装装装はははは必必必必需需需需であるであるであるである。。。。日日日日本本本本ののののごごごごみのみのみのみの特特特特徴徴徴徴はははは流流流流通通通通過程過程過程過程でででで物物物物すすすすごごごごくくくく容容容容器器器器包包包包装装装装ごごごごみがみがみがみがふえふえふえふえるというるというるというるという点点点点であるであるであるである。。。。寝屋寝屋寝屋寝屋川市川市川市川市のののの議議議議論論論論するするするする場場場場ににににスーパーのスーパーのスーパーのスーパーの社社社社長長長長がががが来来来来ておられておられておられておられ、、、、１１１１度度度度店店店店をををを見見見見にににに来来来来いといといといと言言言言われてわれてわれてわれて見見見見にににに行行行行ったがったがったがったが、、、、スーパーのスーパーのスーパーのスーパーの奥奥奥奥でででで人人人人件件件件費費費費をををを使使使使ってわってわってわってわざざざざわわわわざざざざププププレレレレパッパッパッパッケケケケージをしているージをしているージをしているージをしている。。。。しないしないしないしない方方方方がががが安安安安けれけれけれければばばば、、、、なおさらいなおさらいなおさらいなおさらいいいいい。。。。        スーパーではスーパーではスーパーではスーパーでは、、、、ププププレレレレパッパッパッパッケケケケージにはージにはージにはージには費費費費用用用用をかけているがをかけているがをかけているがをかけているが、、、、販売販売販売販売時時時時にににに人人人人件件件件費費費費をををを減減減減らしていらしていらしていらしているるるる。。。。そそそそのかわりのかわりのかわりのかわり、、、、ごごごごみはみはみはみはふえふえふえふえ、、、、トータルトータルトータルトータルココココストはどっちがストはどっちがストはどっちがストはどっちが安安安安いかいかいかいか全全全全然然然然わからないわからないわからないわからない。。。。消費消費消費消費者者者者はどうなのかというはどうなのかというはどうなのかというはどうなのかという問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。消費消費消費消費者者者者がががが容容容容器器器器包包包包装装装装はないはないはないはない方方方方がいいというがいいというがいいというがいいという人人人人がががが多多多多けれけれけれければばばば変変変変わるはずであるがわるはずであるがわるはずであるがわるはずであるが、、、、スーパーのスーパーのスーパーのスーパーの社社社社長長長長いわくいわくいわくいわく、、、、日日日日本本本本のののの人人人人はははは忙忙忙忙しいからしいからしいからしいからぱぱぱぱっとっとっとっと買買買買ええええるシステムるシステムるシステムるシステムでないといけないでないといけないでないといけないでないといけない。。。。実実実実はははは水水水水俣俣俣俣でおもしでおもしでおもしでおもしろろろろいいいい試試試試みがありみがありみがありみがあり、、、、行行行行政政政政がががが消費消費消費消費者者者者団体団体団体団体とスーパーがとスーパーがとスーパーがとスーパーが協協協協議議議議するするするする場場場場をセットしているをセットしているをセットしているをセットしている。。。。トトトトレレレレーがーがーがーが全部要全部要全部要全部要らないわけではないのでらないわけではないのでらないわけではないのでらないわけではないので、、、、話話話話しししし合合合合ってってってって要要要要らならならならないトいトいトいトレレレレーはどれかーはどれかーはどれかーはどれか議議議議論論論論するするするする場場場場をををを行行行行政政政政がががが支援支援支援支援してしてしてしてつつつつくったがくったがくったがくったが、、、、大大大大変変変変大大大大事事事事なことであるなことであるなことであるなことである。。。。        江戸江戸江戸江戸モモモモデルのデルのデルのデルの話話話話ややややライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルの見見見見直直直直しはあるがしはあるがしはあるがしはあるが、、、、時時時時間間間間、、、、空空空空間間間間、、、、所所所所有有有有とあるのはとあるのはとあるのはとあるのは、、、、日日日日本人本人本人本人はははは、、、、手手手手間間間間がかかるかもしれないががかかるかもしれないががかかるかもしれないががかかるかもしれないが、、、、時時時時間間間間をかけてをかけてをかけてをかけてごごごごみをみをみをみを減減減減らすようにしなけれらすようにしなけれらすようにしなけれらすようにしなければばばばいけいけいけいけないないないない。。。。はかりはかりはかりはかり売売売売りをするとりをするとりをするとりをすると手手手手間間間間はかかるかもしれないがはかかるかもしれないがはかかるかもしれないがはかかるかもしれないが、、、、手手手手間間間間をかけたらをかけたらをかけたらをかけたらごごごごみがみがみがみが減減減減るるるる。。。。ドドドドイイイイツツツツがすがすがすがすごごごごいことをいことをいことをいことをややややっているのではなくてっているのではなくてっているのではなくてっているのではなくて、、、、昔昔昔昔のままをのままをのままをのままを維維維維持持持持しているしているしているしているだだだだけなのかもしれけなのかもしれけなのかもしれけなのかもしれないないないない。。。。日日日日本本本本がどがどがどがどんんんんどどどどんごんごんごんごみがみがみがみがふえふえふえふえるようにるようにるようにるように変変変変わってしまったわってしまったわってしまったわってしまった。。。。今今今今、、、、日日日日本本本本のののの都都都都市市市市でででで都都都都市市市市再生再生再生再生がががが議議議議論論論論になっているがになっているがになっているがになっているが、、、、求求求求められているのはめられているのはめられているのはめられているのは物物物物的的的的なななな所所所所有有有有するというするというするというするという意意意意味味味味でのでのでのでの豊豊豊豊かさではなかさではなかさではなかさではないのではないのではないのではないのではないかいかいかいか。。。。さまさまさまさまざざざざまにまにまにまに起起起起こっているこっているこっているこっている社会社会社会社会問問問問題題題題はははは、、、、むしむしむしむしろろろろ自分自分自分自分というというというという存在存在存在存在をををを認認認認めてめてめてめてほほほほしいのでありしいのでありしいのでありしいのであり、、、、欲求欲求欲求欲求概概概概念念念念もももも変変変変化化化化しているとしているとしているとしていると思思思思うううう。。。。もうもうもうもう１１１１つつつつ、、、、基本基本基本基本のののの仕仕仕仕組組組組みのみのみのみの問問問問題題題題もあるもあるもあるもある。。。。制制制制度的度的度的度的なななな仕仕仕仕組組組組みでみでみでみで、、、、環境環境環境環境税税税税制制制制改革改革改革改革がががが行行行行われるのであれわれるのであれわれるのであれわれるのであればばばば、、、、ごごごごみをみをみをみを出出出出しているのはしているのはしているのはしているのはココココストでストでストでストであることがはっきりしあることがはっきりしあることがはっきりしあることがはっきりし、、、、減減減減量量量量するするするする方方方方がががが評価評価評価評価されるされるされるされる基本基本基本基本のののの仕仕仕仕組組組組みにみにみにみに変変変変われわれわれわればばばば大大大大きなきなきなきな変変変変化化化化があがあがあがあるるるる。。。。このこのこのこの仕仕仕仕組組組組みもみもみもみも残残残残念念念念ながらながらながらながら日日日日本本本本はははは持持持持っていないっていないっていないっていない。。。。そそそそのこともネのこともネのこともネのこともネガガガガテテテティィィィブにブにブにブに作作作作用用用用しているしているしているしている。。。。        しかししかししかししかし、、、、日日日日本本本本にとってにとってにとってにとって大大大大事事事事なのはなのはなのはなのは縦縦縦縦にににに割割割割れているとこれているとこれているとこれているところろろろをををを横横横横ににににつつつつななななぐぐぐぐことであることであることであることである。。。。スースースースーパーとパーとパーとパーと地域地域地域地域のののの人人人人、、、、消費消費消費消費者者者者団体団体団体団体がががが協議協議協議協議するするするする場場場場でででで横横横横ににににつつつつなぎなぎなぎなぎ、、、、もうもうもうもう少少少少しいいしいいしいいしいい方方方方法法法法があるのではがあるのではがあるのではがあるのではないかとないかとないかとないかと考考考考ええええるるるる場場場場ををををつつつつくるくるくるくる。。。。スーパーのスーパーのスーパーのスーパーの人人人人ははははそそそそうううう考考考考ええええていたのかていたのかていたのかていたのか、、、、消費消費消費消費者者者者はははは文文文文句句句句をををを言言言言ううううだだだだけかとけかとけかとけかと思思思思っていたらっていたらっていたらっていたら結結結結構構構構ままままじじじじめなことをめなことをめなことをめなことを考考考考ええええておられるというておられるというておられるというておられるという共感共感共感共感ととととココココミミミミュュュュニニニニケケケケーションーションーションーションにににに基基基基づきづきづきづき、、、、サステイナブルなサステイナブルなサステイナブルなサステイナブルな社会社会社会社会をどうをどうをどうをどうつつつつくるかというくるかというくるかというくるかという協議協議協議協議のののの場場場場ををををつつつつくるくるくるくる。。。。そそそそこでこでこでこで、、、、共共共共進進進進化化化化、、、、ともにともにともにともに進化進化進化進化するシステムをするシステムをするシステムをするシステムを構築構築構築構築していくことがしていくことがしていくことがしていくことが大大大大変変変変大大大大事事事事であるであるであるである。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、事事事事業業業業者者者者のののの進進進進化化化化はははは消費消費消費消費者者者者のののの進化進化進化進化をををを伴伴伴伴わないとわないとわないとわないと動動動動かないかないかないかない。。。。このこのこのこの関係関係関係関係はははは共共共共進化進化進化進化(c(c(c(coooo----evolevolevolevoluuuutionarytionarytionarytionary))))とととと言言言言うがうがうがうが、、、、そそそそのことがのことがのことがのことが求求求求められているとめられているとめられているとめられていると思思思思うううう。。。。        循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの課題課題課題課題はははは時時時時間間間間がないのでがないのでがないのでがないので、、、、またまたまたまた討討討討論論論論のときにのときにのときにのときに機機機機会会会会があれがあれがあれがあればばばば述述述述べることにしたべることにしたべることにしたべることにしたいいいい。。。。        最後最後最後最後にににに、、、、環境経環境経環境経環境経営営営営のののの条件条件条件条件をまとめるとをまとめるとをまとめるとをまとめると、、、、もちもちもちもちろんろんろんろん経経経経営営営営力力力力がががが要要要要るがるがるがるが、、、、ここでここでここでここで大大大大事事事事なのはなのはなのはなのは環環環環境資産境資産境資産境資産ののののママママネジネジネジネジメメメメントというントというントというントという発想発想発想発想をををを持持持持たないといけないたないといけないたないといけないたないといけない。。。。企業活動企業活動企業活動企業活動はははは常常常常にににに環境資産環境資産環境資産環境資産とかかとかかとかかとかかわりわりわりわり、、、、これはこれはこれはこれは地域地域地域地域でもでもでもでも企業企業企業企業でもでもでもでも変変変変わらないわらないわらないわらない。。。。情情情情報報報報をををを開示開示開示開示しししし、、、、共共共共有有有有しながらしながらしながらしながら、、、、よくよくよくよくココココミミミミュュュュニニニニ



 164

ケケケケーションをしてーションをしてーションをしてーションをして協協協協働働働働のののの関係関係関係関係ををををつつつつくることがくることがくることがくることが求求求求められているめられているめられているめられている。。。。そそそそれをれをれをれを通通通通じじじじてててて、、、、ベベベベストプラストプラストプラストプラクテクテクテクティィィィスススス((((BBBBestestestest    PPPPrarararacccctitititicccceeee))))をををを創造創造創造創造的的的的にににに開開開開拓拓拓拓するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。そそそそのことがのことがのことがのことが企業企業企業企業価価価価値値値値ににににつつつつながるながるながるながる社会社会社会社会にならないといけないといにならないといけないといにならないといけないといにならないといけないというのがうのがうのがうのが現現現現代代代代のののの環境経環境経環境経環境経営論営論営論営論ではないかということであるではないかということであるではないかということであるではないかということである。。。。        時時時時間間間間をををを少少少少しオーしオーしオーしオーババババーしたがーしたがーしたがーしたが、、、、以以以以上上上上でででで最最最最初初初初のののの問問問問題提題提題提題提起起起起ということでおということでおということでおということでお話話話話をををを終終終終わりたいわりたいわりたいわりたい。。。。        司司司司会会会会            どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。皆皆皆皆様様様様ごごごご質質質質問問問問等等等等がおありかとがおありかとがおありかとがおありかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、植植植植田田田田先先先先生生生生はこはこはこはこのののの後後後後のパネルのパネルのパネルのパネル討議討議討議討議にもにもにもにもごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだくのでくのでくのでくので、、、、ごごごご質質質質問問問問、、、、ごごごご意見等意見等意見等意見等ははははそそそそのののの場場場場でまたおでまたおでまたおでまたお受受受受けしまけしまけしまけしますすすす。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        ここでここでここでここで 10101010分分分分休憩休憩休憩休憩させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。                                                                                                    〔〔〔〔                休休休休                        憩憩憩憩                〕〕〕〕    司司司司会会会会            そそそそれではれではれではれでは、、、、第第第第２２２２部部部部のパネルデのパネルデのパネルデのパネルディィィィススススカカカカッションにッションにッションにッションに入入入入らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますきますきますきます。。。。            本本本本日日日日のパネルデのパネルデのパネルデのパネルディィィィススススカカカカッションのッションのッションのッションの司司司司会会会会はははは国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムの理事理事理事理事・・・・自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代代代代表表表表のののの三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生ですですですです。。。。三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生はははは、、、、皆皆皆皆様様様様方方方方にとってはにとってはにとってはにとっては日日日日本経済本経済本経済本経済新新新新聞聞聞聞のののの論説論説論説論説副副副副主主主主幹幹幹幹としてとしてとしてとしてごごごご活活活活躍躍躍躍なされていたイなされていたイなされていたイなされていたイメメメメージのージのージのージの方方方方がががが強強強強いのではないかといのではないかといのではないかといのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。現現現現在在在在はははは千千千千葉葉葉葉商商商商科大学科大学科大学科大学のののの教教教教授授授授もももも務務務務めていらっしめていらっしめていらっしめていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。        パネリストとしてパネリストとしてパネリストとしてパネリストとしてごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきますのはきますのはきますのはきますのは、、、、先先先先ほほほほどどどど基調基調基調基調講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた植植植植田田田田先先先先生生生生、、、、東東東東京京京京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学附附附附属属属属環境環境環境環境教育教育教育教育実実実実践践践践施設施設施設施設教教教教授授授授のののの木木木木俣俣俣俣先先先先生生生生、、、、環境環境環境環境省省省省総合環境総合環境総合環境総合環境政政政政策策策策局局局局環境計画課環境計画課環境計画課環境計画課のののの鷺鷺鷺鷺坂坂坂坂課課課課長長長長、、、、東京都板橋区東京都板橋区東京都板橋区東京都板橋区資源循資源循資源循資源循環環環環部部部部エエエエコポコポコポコポリスセンターのリスセンターのリスセンターのリスセンターの山山山山崎所崎所崎所崎所長長長長、、、、大大大大林林林林組組組組東京東京東京東京本社地球環本社地球環本社地球環本社地球環境境境境室室室室のののの塩塩塩塩田室長田室長田室長田室長ですですですです。。。。        三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        司司司司会会会会（（（（三橋理事三橋理事三橋理事三橋理事））））        これからこれからこれからこれから「「「「地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの促進促進促進促進方方方方法法法法」」」」ににににつつつついてのシンいてのシンいてのシンいてのシンポポポポジジジジウウウウムをムをムをムを始始始始めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい。。。。        たたたただだだだいまいまいまいま植植植植田田田田先先先先生生生生からからからから持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ににににつつつついていていていて包括包括包括包括的的的的なおなおなおなお話話話話をををを伺伺伺伺ったがったがったがったが、、、、共共共共進化進化進化進化というというというという新新新新しいしいしいしい考考考考ええええ方方方方をををを指指指指摘摘摘摘されたされたされたされた。。。。ゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションという国連大学国連大学国連大学国連大学がががが行行行行っているっているっているっている活動活動活動活動もももも、、、、異異異異業業業業種種種種、、、、異異異異分野分野分野分野、、、、世世世世代代代代間間間間のののの異異異異なるなるなるなる部部部部分分分分のののの横横横横のののの協力協力協力協力、、、、いわいわいわいわばばばば共共共共進化進化進化進化によりによりによりにより循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目目目目指指指指していこうというしていこうというしていこうというしていこうという考考考考ええええ方方方方でででで、、、、植植植植田田田田先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話にににに非常非常非常非常にににに納納納納得得得得するものがあったようにするものがあったようにするものがあったようにするものがあったように私私私私はははは思思思思うううう。。。。        私私私私はははは、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題はははは基本的基本的基本的基本的にはにはにはには地域地域地域地域のののの問問問問題題題題だだだだとずっととずっととずっととずっと考考考考ええええているているているている。。。。地域地域地域地域がががが循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに変変変変わることによりわることによりわることによりわることにより、、、、そそそそのののの総和総和総和総和としてとしてとしてとして日日日日本本本本全全全全体体体体がががが循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに変変変変わっていくのわっていくのわっていくのわっていくのだろだろだろだろうううう。。。。このよこのよこのよこのようなうなうなうな形形形形でこれからのでこれからのでこれからのでこれからの日日日日本本本本はははは変変変変わっていくのではないかとわっていくのではないかとわっていくのではないかとわっていくのではないかと考考考考ええええているているているている。。。。地域地域地域地域がががが循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに変変変変わっていくためにはわっていくためにはわっていくためにはわっていくためには、、、、地域地域地域地域にににに住住住住むむむむ人人人人たちがたちがたちがたちが何何何何よりもよりもよりもよりも自分自分自分自分のののの住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる地域地域地域地域をををを愛愛愛愛するするするする、、、、いいいいわわわわばばばば地域地域地域地域愛愛愛愛、、、、郷郷郷郷土土土土愛愛愛愛、、、、ココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィースースースースピピピピリットリットリットリット、、、、自分自分自分自分がががが住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる地域地域地域地域をよくしようをよくしようをよくしようをよくしよう、、、、住住住住みよいみよいみよいみよい場場場場所所所所にしようというものがにしようというものがにしようというものがにしようというものが大大大大前前前前提提提提にないとにないとにないとにないと循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成はははは難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思うううう。。。。戦戦戦戦後後後後のののの日日日日本本本本はははは高高高高度成度成度成度成長長長長時代時代時代時代にににに江戸江戸江戸江戸時代時代時代時代からからからから面面面面々々々々とととと続続続続いてきたいてきたいてきたいてきた地域地域地域地域愛愛愛愛、、、、郷郷郷郷土土土土愛愛愛愛がががが廃廃廃廃れれれれ、、、、そそそそれにれにれにれにかわりかわりかわりかわり愛愛愛愛社社社社精神精神精神精神、、、、会社会社会社会社中心主義中心主義中心主義中心主義等等等等のののの考考考考ええええ方方方方がががが非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな価価価価値観値観値観値観をををを持持持持つつつつようなようなようなような時代時代時代時代をををを経経経経てててて、、、、そそそそのののの過程過程過程過程でででで地域地域地域地域のののの過過過過疎疎疎疎化化化化がががが急急急急速速速速にににに進進進進みみみみ、、、、地域地域地域地域のののの高高高高齢齢齢齢化化化化がががが進進進進むむむむ形形形形でででで地地地地方方方方がががが衰退衰退衰退衰退していったしていったしていったしていった。。。。



 165

地地地地方方方方のののの衰退衰退衰退衰退にににに伴伴伴伴いいいい、、、、環境環境環境環境破破破破壊壊壊壊もどもどもどもどんんんんどどどどんんんん拡大拡大拡大拡大してきたことをしてきたことをしてきたことをしてきたことを私私私私たちはたちはたちはたちは率率率率直直直直にににに反反反反省省省省しておくしておくしておくしておく必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。地域地域地域地域をををを持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にするためにはにするためにはにするためにはにするためには、、、、失失失失われたわれたわれたわれた郷郷郷郷土土土土愛愛愛愛、、、、自分自分自分自分がががが住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる地域地域地域地域をををを愛愛愛愛しししし、、、、よりよりよりより住住住住みよいみよいみよいみよい場場場場所所所所にしようというにしようというにしようというにしようという思思思思いでさまいでさまいでさまいでさまざざざざまなまなまなまな異異異異なるなるなるなる主主主主体体体体がががが協力協力協力協力しししし合合合合うとこうとこうとこうところろろろからからからから出出出出発発発発することがすることがすることがすることが私私私私たちたちたちたち国連大学国連大学国連大学国連大学がゼロエミッションをがゼロエミッションをがゼロエミッションをがゼロエミッションを推進推進推進推進していしていしていしているるるる１１１１つつつつのののの大大大大きなきなきなきな理理理理由由由由でもあるでもあるでもあるでもある。。。。        今日今日今日今日のシンのシンのシンのシンポポポポジジジジウウウウムのテームのテームのテームのテーママママ「「「「地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの促進促進促進促進方方方方法法法法」」」」ににににつつつついていていていて、、、、これからパネリストのこれからパネリストのこれからパネリストのこれからパネリストの皆皆皆皆様様様様にまずにまずにまずにまず約約約約 15151515分分分分のののの基調的基調的基調的基調的なおなおなおなお話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただだだだいたいたいたいた上上上上でででで議議議議論論論論をををを深深深深めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい。。。。植植植植田田田田先先先先生生生生はははは既既既既におにおにおにお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだいたのでいたのでいたのでいたので、、、、まずまずまずまず４４４４人人人人のパネリストののパネリストののパネリストののパネリストの皆皆皆皆ささささんんんんにおにおにおにお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた後後後後、、、、植植植植田田田田先先先先生生生生ににににコメコメコメコメントをントをントをントを含含含含めためためためた感感感感想等想等想等想等をををを述述述述べていたべていたべていたべていただだだだくとこくとこくとこくところろろろからデからデからデからディィィィススススカカカカッションにッションにッションにッションに入入入入っていきたいっていきたいっていきたいっていきたい。。。。まずまずまずまず、、、、木木木木俣俣俣俣ささささんんんんからからからから 15151515 分分分分以内以内以内以内でででで問問問問題提題提題提題提起起起起をおをおをおをお願願願願いしまいしまいしまいしますすすす。。。。        木木木木俣俣俣俣教教教教授授授授        私私私私はははは、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会とはとはとはとは、、、、個個個個々々々々人及人及人及人及びびびび地域地域地域地域共同共同共同共同社会社会社会社会がががが伝統伝統伝統伝統的的的的知知知知恵恵恵恵とととと科学的科学的科学的科学的知知知知識識識識をををを習習習習得得得得しししし、、、、快快快快適適適適なななな生生生生活活活活をををを営営営営めるようにめるようにめるようにめるように、、、、過過過過剰剰剰剰なななな欲望欲望欲望欲望をををを自自自自制制制制しししし、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷をををを減少減少減少減少させさせさせさせ、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全及及及及びびびび環境環境環境環境創造創造創造創造をををを行行行行いいいい、、、、自自自自然然然然とととと文文文文化化化化遺遺遺遺産産産産をををを次次次次世世世世代代代代へとへとへとへと継継継継承承承承しししし、、、、地域及地域及地域及地域及びびびび地球地球地球地球生生生生態態態態系系系系においてにおいてにおいてにおいて人人人人類及類及類及類及びびびび他生物他生物他生物他生物種種種種とととと共生共生共生共生的的的的生生生生活活活活様様様様式式式式をををを再再再再形成形成形成形成するするするする社会社会社会社会とととと定定定定義義義義をしてみたをしてみたをしてみたをしてみた。。。。私私私私はははは植植植植物物物物学学学学ををををややややっっっっているがているがているがているが、、、、たまたまたまたまたまたまたまたま教教教教員員員員養養養養成大学成大学成大学成大学にににに勤勤勤勤めているためめているためめているためめているため、、、、このようなおこのようなおこのようなおこのようなお話話話話をををを今日今日今日今日させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会のののの形成形成形成形成というのはというのはというのはというのは、、、、環境学習環境学習環境学習環境学習とととと不不不不可分可分可分可分のもののもののもののものだだだだとととと思思思思うううう。。。。産業革産業革産業革産業革命命命命以以以以降降降降のののの近近近近現現現現代代代代及及及及びびびび現現現現代代代代社会社会社会社会においてにおいてにおいてにおいて身身身身近近近近なななな地域地域地域地域でででで環境環境環境環境をををを学学学学べずべずべずべず、、、、またまたまたまた学学学学ばばばばないないないない個個個個人人人人ないしないしないしないし社会社会社会社会ここここそそそそがががが環境環境環境環境問問問問題題題題のののの文文文文明明明明史史史史的的的的なななな根根根根源的源的源的源的なななな要要要要因因因因ではないかとではないかとではないかとではないかと最最最最近近近近考考考考ええええているているているている。。。。        したがってしたがってしたがってしたがって、、、、今今今今求求求求められているめられているめられているめられている持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会のののの形成形成形成形成にはにはにはには、、、、環境学習環境学習環境学習環境学習のののの保保保保証証証証やややや推進推進推進推進がががが不不不不可可可可欠欠欠欠であるともであるともであるともであるとも考考考考ええええているているているている。。。。私私私私がががが提提提提案案案案したしたしたした環境学習環境学習環境学習環境学習プログラムのプログラムのプログラムのプログラムの全全全全体体体体のののの枠枠枠枠組組組組みではみではみではみでは、、、、持続持続持続持続可能可能可能可能なななな社会形成社会形成社会形成社会形成をををを考考考考ええええるプログラムはるプログラムはるプログラムはるプログラムは、、、、とりわけとりわけとりわけとりわけ地域学習地域学習地域学習地域学習やややや協協協協働働働働学習学習学習学習でででで具具具具体的体的体的体的にはにはにはには技能技能技能技能やややや参加参加参加参加がががが求求求求められるものめられるものめられるものめられるものだだだだとととと思思思思っているっているっているっている。。。。実際実際実際実際にににに私私私私たちのたちのたちのたちの文文文文明明明明をををを支支支支ええええているのはているのはているのはているのは基基基基層文層文層文層文化化化化ででででありありありあり、、、、こうしたこうしたこうしたこうした文文文文化化化化がががが壊壊壊壊されていくことによりされていくことによりされていくことによりされていくことにより、、、、文文文文明明明明のののの危危危危機機機機がががが迎迎迎迎ええええられることになるとられることになるとられることになるとられることになると思思思思うがうがうがうが、、、、科学科学科学科学はとてもはとてもはとてもはとても大大大大きくきくきくきく、、、、現現現現在在在在、、、、宇宇宇宇宙宙宙宙やややや深海深海深海深海にににに興興興興味味味味がががが持持持持たれているしたれているしたれているしたれているし、、、、反反反反対対対対にににに小小小小さくさくさくさく素素素素粒子粒子粒子粒子ややややゲゲゲゲノノノノムムムム等等等等にににに主要主要主要主要なななな課題課題課題課題をををを置置置置いているといているといているといていると、、、、科学科学科学科学者者者者はもちはもちはもちはもちろんろんろんろん多多多多くのくのくのくの皆皆皆皆様様様様方方方方もももも考考考考ええええていていていているかもしれないるかもしれないるかもしれないるかもしれない。。。。        しかししかししかししかし、、、、このようなこのようなこのようなこのようなママママクロとミクロのクロとミクロのクロとミクロのクロとミクロの科学科学科学科学ののののほほほほかにかにかにかに、、、、中間中間中間中間のののの大大大大きさのきさのきさのきさの人人人人間間間間をををを中心中心中心中心にににに置置置置いいいいたたたた科学科学科学科学もあるもあるもあるもある。。。。これをいわこれをいわこれをいわこれをいわばばばばエスエスエスエスノノノノサイエンスサイエンスサイエンスサイエンス、、、、民民民民族族族族科学科学科学科学ともともともとも呼呼呼呼んんんんでいるがでいるがでいるがでいるが、、、、これはこれはこれはこれは適適適適切切切切なななな表現表現表現表現ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、むしむしむしむしろろろろ伝統伝統伝統伝統的的的的なななな知知知知恵恵恵恵、、、、トラデトラデトラデトラディィィィショナルナショナルナショナルナショナルナレレレレッジとッジとッジとッジと言言言言ったったったった方方方方がいいのがいいのがいいのがいいのかもしれないかもしれないかもしれないかもしれない。。。。私私私私自自自自身身身身はははは民民民民族族族族科学科学科学科学のののの一分野一分野一分野一分野であるであるであるである民民民民族族族族植植植植物物物物学学学学をををを専攻専攻専攻専攻しているしているしているしているがががが、、、、人人人人間間間間とととと植植植植物物物物のののの関係関係関係関係のありのありのありのあり方方方方ををををそそそそのののの歴歴歴歴史史史史をををを明明明明らかにしらかにしらかにしらかにし、、、、そそそそこからこからこからこから環境環境環境環境をををを学学学学びびびび、、、、学学学学ぶぶぶぶというのはというのはというのはというのは何何何何かとかとかとかと考考考考ええええているているているている。。。。私私私私自自自自身身身身ははははキキキキビやビやビやビやアワアワアワアワ、、、、ヒヒヒヒエエエエ等等等等いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる雑穀雑穀雑穀雑穀のののの起起起起源源源源のののの研究研究研究研究をしているがをしているがをしているがをしているが、、、、このこのこのこの研究研究研究研究のののの材材材材料料料料をををを求求求求めてインめてインめてインめてインドドドド亜亜亜亜大大大大陸陸陸陸やややや中央中央中央中央アジアのアジアのアジアのアジアの国国国国々々々々をををを中心中心中心中心にににに旅旅旅旅行行行行をををを続続続続けているけているけているけている。。。。世界世界世界世界中中中中でででで厳厳厳厳しいしいしいしい環境環境環境環境のののの中中中中でででで人人人人間間間間ががががつつつつくりくりくりくり出出出出してきたしてきたしてきたしてきた穀穀穀穀物物物物はははは、、、、基基基基礎礎礎礎的的的的なななな食食食食糧糧糧糧としてとてもとしてとてもとしてとてもとしてとても大大大大切切切切であであであであるがるがるがるが、、、、今今今今ははははココココムムムムギギギギ、、、、イネイネイネイネ、、、、トトトトウウウウモモモモロロロロココココシシシシ等等等等がががが大大大大量量量量生生生生産産産産されされされされ、、、、日日日日本本本本はこれをはこれをはこれをはこれを多多多多くくくく輸輸輸輸入入入入するよするよするよするようになりうになりうになりうになり、、、、実際実際実際実際にににに日日日日本本本本でででで伝統伝統伝統伝統的的的的にににに栽培栽培栽培栽培されていたされていたされていたされていた穀穀穀穀物物物物ははははほほほほととととんんんんどどどど絶滅絶滅絶滅絶滅危危危危惧惧惧惧のののの状状状状態態態態になってになってになってになってしまっているしまっているしまっているしまっている。。。。    
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    簡簡簡簡単単単単にににに言言言言えばえばえばえば、、、、日日日日本本本本はははは日日日日本本本本のののの食食食食やややや生生生生活活活活、、、、伝統文伝統文伝統文伝統文化化化化をををを捨捨捨捨ててしまうということでありててしまうということでありててしまうということでありててしまうということであり、、、、根根根根底底底底的的的的にににに重要重要重要重要なななな問問問問題題題題だだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、そそそそれはれはれはれは日日日日本本本本のののの生物生物生物生物多多多多様様様様性性性性をををを失失失失うこととうこととうこととうことと同同同同時時時時にににに、、、、文文文文化的化的化的化的なななな多多多多様様様様性性性性をををを失失失失っているということであるっているということであるっているということであるっているということである。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろなデータをなデータをなデータをなデータをひひひひもといてみるともといてみるともといてみるともといてみると、、、、日日日日本本本本のこののこののこののこの状況状況状況状況はははは他他他他のののの国国国国にににに比比比比べてもとてもべてもとてもべてもとてもべてもとても悪悪悪悪くくくく、、、、極極極極端端端端にににに言言言言えばえばえばえば絶絶絶絶望望望望的的的的にににに思思思思ええええることもあるがることもあるがることもあるがることもあるが、、、、これらこれらこれらこれらのののの植植植植物物物物やややや文文文文化化化化をををを保存保存保存保存することがすることがすることがすることが結局結局結局結局はははは人類人類人類人類とととと植植植植物物物物のののの共生共生共生共生関係関係関係関係、、、、歴歴歴歴史史史史的的的的なななな遺遺遺遺産産産産をををを過過過過去去去去からからからから将将将将来来来来世世世世代代代代にににに伝伝伝伝ええええることになるることになるることになるることになる。。。。こうしたこうしたこうしたこうした営営営営みはみはみはみは、、、、まさにまさにまさにまさに自自自自然然然然教育教育教育教育やややや環境学習環境学習環境学習環境学習のののの活動活動活動活動とととと一体一体一体一体ののののものものものものだだだだとととと考考考考ええええ、、、、そそそそうしたうしたうしたうした活動活動活動活動努努努努力力力力をしてをしてをしてをしているいるいるいる。。。。このようなこのようなこのようなこのような多多多多様様様様なななな文文文文化化化化複複複複合合合合をををを失失失失うことがうことがうことがうことが、、、、結局結局結局結局はははは文文文文明明明明のののの崩崩崩崩壊壊壊壊をもたらすとをもたらすとをもたらすとをもたらすと考考考考ええええておりておりておりており、、、、今今今今、、、、世世世世情情情情をををを見見見見るにるにるにるにつつつつけけけけ、、、、日日日日本人本人本人本人のののの多多多多くがくがくがくが自自自自然然然然とととと生生生生業業業業からからからから離離離離れたことによりれたことによりれたことによりれたことにより、、、、簡潔簡潔簡潔簡潔にににに言言言言えばえばえばえば日日日日常常常常生生生生活活活活がとてもがとてもがとてもがとても不不不不安安安安定定定定になりになりになりになり、、、、精神精神精神精神のののの安安安安定定定定やややや高高高高潔潔潔潔さをさをさをさを失失失失ってきたのではないかとってきたのではないかとってきたのではないかとってきたのではないかと思思思思うううう。。。。        人類人類人類人類とととと植植植植物物物物がががが共生共生共生共生関係関係関係関係をををを再再再再構築構築構築構築するためのするためのするためのするための１１１１つつつつのののの考考考考ええええ方方方方にはにはにはには、、、、トランスパートランスパートランスパートランスパーソソソソナル・エナル・エナル・エナル・エココココロジーというロジーというロジーというロジーという考考考考ええええ方方方方があるががあるががあるががあるが、、、、これはこれはこれはこれは自自自自己己己己をををを超超超超ええええたものをどたものをどたものをどたものをどんんんんどどどどんんんん自自自自己己己己がががが取取取取りりりり込込込込みみみみ、、、、大大大大きなきなきなきな新新新新たなたなたなたな自自自自己己己己をををを形成形成形成形成するというするというするというするという意意意意味味味味であるとであるとであるとであると解解解解釈釈釈釈しているしているしているしている。。。。またまたまたまた、、、、アニミズムをアニミズムをアニミズムをアニミズムを新新新新たなたなたなたな視点視点視点視点でででで考考考考ええええていくこともていくこともていくこともていくことも大大大大事事事事ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。環境環境環境環境教育教育教育教育推進法推進法推進法推進法のののの中中中中でででで私私私私どもはどもはどもはどもは環環環環境学習推進境学習推進境学習推進境学習推進員員員員をもっとをもっとをもっとをもっと置置置置いていていていてほほほほしいとしいとしいとしいと言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、現現現現在在在在、、、、環境学習環境学習環境学習環境学習にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる初初初初級級級級レベレベレベレベルのルのルのルの有資有資有資有資格格格格者者者者はははは 30303030 万万万万人人人人近近近近くいるくいるくいるくいる。。。。しかししかししかししかし、、、、これらのこれらのこれらのこれらの方方方方々々々々はははは十十十十分分分分なななな役目役目役目役目、、、、機機機機能能能能をををを果果果果たしていたしていたしていたしていないないないない。。。。そそそそれはれはれはれは継続研継続研継続研継続研修修修修のののの体体体体制制制制がないことによりがないことによりがないことによりがないことにより、、、、さらにさらにさらにさらに能力能力能力能力をををを高高高高めていくことができずめていくことができずめていくことができずめていくことができず、、、、専専専専門門門門的的的的なななな職職職職業業業業としてとしてとしてとして確確確確立立立立することができていないすることができていないすることができていないすることができていない状況状況状況状況があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・ネットワークネットワークネットワークネットワークやコやコやコやコーデーデーデーディィィィネートをしていくネートをしていくネートをしていくネートをしていく人人人人、、、、組織組織組織組織、、、、プログラムをプログラムをプログラムをプログラムをつつつつななななぐぐぐぐことがとてもことがとてもことがとてもことがとても大大大大事事事事だだだだとととと私私私私はははは思思思思っているっているっているっている。。。。        持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会やややや文文文文明社会明社会明社会明社会ををををつつつつくくくくっていくにはっていくにはっていくにはっていくには、、、、環境学習環境学習環境学習環境学習のののの課課課課程程程程をををを考考考考ええええていかないといていかないといていかないといていかないといけないけないけないけない。。。。ユユユユネスネスネスネスココココがががが提唱提唱提唱提唱してきたしてきたしてきたしてきた持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会のためののためののためののための教育教育教育教育というというというという統統統統合的合的合的合的なななな教育教育教育教育概概概概念念念念のののの中中中中核核核核にににに環境環境環境環境教育教育教育教育をををを位位位位置置置置づけるづけるづけるづける方向方向方向方向をををを持持持持っておりっておりっておりっており、、、、環境学習環境学習環境学習環境学習はははは生生生生涯涯涯涯学習学習学習学習のののの中中中中でででで実現実現実現実現されていされていされていされていくことがくことがくことがくことが求求求求められているめられているめられているめられている。。。。人類人類人類人類のののの文文文文明化明化明化明化、、、、社会化社会化社会化社会化のののの過程過程過程過程をををを個個個個人人人人のののの発発発発達過程達過程達過程達過程においてにおいてにおいてにおいて体体体体験験験験学学学学習習習習、、、、教教教教科学習科学習科学習科学習、、、、総合学習総合学習総合学習総合学習してしてしてして追追追追体体体体験験験験していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思っているっているっているっている。。。。こうしたこうしたこうしたこうした環境学習環境学習環境学習環境学習のプログラムのプログラムのプログラムのプログラム、、、、カカカカリリリリキキキキュュュュラムをきちラムをきちラムをきちラムをきちんんんんとととと位位位位置置置置づけることによりづけることによりづけることによりづけることにより、、、、私私私私たちはいたちはいたちはいたちはいろろろろいいいいろろろろ学学学学んんんんででででいくいくいくいく必要必要必要必要があるがあるがあるがあるだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思うううう。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは一一一一生生生生涯涯涯涯のののの中中中中でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな形形形形でででで環環環環境境境境にかかわりにかかわりにかかわりにかかわり合合合合いいいいをををを持持持持つつつつ。。。。ままままだだだだ検討検討検討検討中中中中であるがであるがであるがであるが、、、、環境学習課環境学習課環境学習課環境学習課程程程程をををを１１１１つつつつのののの素素素素案案案案にまとめにまとめにまとめにまとめ、、、、図図図図とともにおとともにおとともにおとともにお示示示示ししししししししているがているがているがているが、、、、１１１１つつつつ大大大大事事事事なことはなことはなことはなことは学学学学校校校校教育教育教育教育におけるにおけるにおけるにおける各各各各教教教教科科科科をををを大大大大事事事事にしながらにしながらにしながらにしながら、、、、環境環境環境環境のののの視点視点視点視点でででで総総総総合合合合するするするする環境科環境科環境科環境科をををを文文文文部部部部科学科学科学科学省省省省のののの学習学習学習学習指指指指導導導導要要要要領領領領のののの中中中中にににに新新新新設設設設するというするというするというするという提提提提案案案案をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思っていっていっていっているるるる。。。。        持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域社会地域社会地域社会地域社会をををを再生再生再生再生するとかするとかするとかするとか、、、、まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの試試試試みはみはみはみは既既既既にににに何十何十何十何十年年年年もももも世界各地世界各地世界各地世界各地でででで活動活動活動活動がががが行行行行われているわれているわれているわれている。。。。エエエエココココミミミミュュュュージアムはージアムはージアムはージアムは生生生生活環境活環境活環境活環境博博博博物物物物館館館館、、、、地域地域地域地域まるまるまるまるごごごごとととと博博博博物物物物館館館館ともともともとも訳訳訳訳されてされてされてされているがいるがいるがいるが、、、、行行行行政政政政とととと地域地域地域地域住住住住民民民民がががが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって地域地域地域地域のののの生生生生活活活活、、、、自自自自然然然然、、、、社会環境社会環境社会環境社会環境のののの発発発発達過程達過程達過程達過程をををを歴歴歴歴史史史史的的的的にににに学学学学びびびび、、、、自自自自然然然然、、、、文文文文化化化化遺遺遺遺産産産産をををを地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて大大大大事事事事にしようというにしようというにしようというにしようという活動活動活動活動であるであるであるである。。。。農農農農山山山山村村村村エエエエココココミミミミュュュュージアムージアムージアムージアム、、、、通通通通学学学学圏圏圏圏エエエエココココミミミミュュュュージアムをージアムをージアムをージアムを応応応応用用用用例例例例としてとしてとしてとして提提提提案案案案しているしているしているしている。。。。このこのこのこの他他他他にナショナルトにナショナルトにナショナルトにナショナルトラストラストラストラスト、、、、グラングラングラングランドドドドワークワークワークワーク等等等等いいいいろろろろいいいいろろろろなななな活動活動活動活動がががが今今今今もなされているともなされているともなされているともなされていると思思思思うううう。。。。        あとあとあとあと、、、、私私私私がががが少少少少しかかわっているしかかわっているしかかわっているしかかわっている事例事例事例事例をををを簡簡簡簡単単単単ににににごごごご紹介紹介紹介紹介してみたいしてみたいしてみたいしてみたい。。。。自自自自然文然文然文然文化化化化史史史史研究会研究会研究会研究会といといといというううう団体団体団体団体をををを私私私私どものどものどものどもの施設施設施設施設のののの友友友友のののの会会会会としてとしてとしてとして持持持持っているがっているがっているがっているが、、、、ここではここではここではここでは近近近近辺辺辺辺のののの農農農農山山山山村村村村でででで少少少少年年年年少少少少女女女女農農農農学学学学校校校校、、、、冒険冒険冒険冒険学学学学校校校校等等等等、、、、北北北北海道海道海道海道ではではではでは二二二二風谷冒険風谷冒険風谷冒険風谷冒険学学学学校校校校、、、、タイでタイタイでタイタイでタイタイでタイ日日日日本自本自本自本自然然然然クラブクラブクラブクラブ等等等等をををを実施実施実施実施してしてしてして



 167

いるいるいるいる。。。。ワールワールワールワールドドドドスクールはスクールはスクールはスクールは、、、、子子子子供供供供たちのたちのたちのたちの地球環境地球環境地球環境地球環境ににににつつつついてのいてのいてのいての意意意意識識識識をををを高高高高めめめめ、、、、子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが新新新新ししししいいいい地球社会地球社会地球社会地球社会ををををつつつつくっていくのにくっていくのにくっていくのにくっていくのに前向前向前向前向きなきなきなきな姿勢姿勢姿勢姿勢をををを培培培培いいいい、、、、現実現実現実現実のののの問問問問題題題題をををを題題題題材材材材としてとしてとしてとして国際的国際的国際的国際的なななな環環環環境境境境教育教育教育教育プログラムをプログラムをプログラムをプログラムを展展展展開開開開するというするというするというするという目目目目的的的的でででで活動活動活動活動しているしているしているしている。。。。つつつついいいい先月先月先月先月、、、、国際国際国際国際シンシンシンシンポポポポジジジジウウウウムをムをムをムを行行行行いいいい、、、、今今今今、、、、不不不不幸幸幸幸なことがなことがなことがなことが起起起起こっているがこっているがこっているがこっているが、、、、イスラエルのイスラエルのイスラエルのイスラエルのユユユユダダダダヤヤヤヤ系系系系のののの子子子子供供供供たちたちたちたち、、、、アラブアラブアラブアラブ系系系系のののの子子子子供供供供たちにたちにたちにたちに一一一一緒緒緒緒にににに日日日日本本本本にににに来来来来ていたていたていたていただだだだきききき、、、、現地現地現地現地でもでもでもでも彼彼彼彼らはらはらはらは一一一一緒緒緒緒にににに環境活動環境活動環境活動環境活動をををを行行行行っているがっているがっているがっているが、、、、アラスアラスアラスアラスカカカカののののユユユユピピピピックエスックエスックエスックエスキモキモキモキモーのーのーのーの子子子子供供供供たちもたちもたちもたちも含含含含めめめめ、、、、大大大大勢勢勢勢のののの子子子子供供供供とととと大人大人大人大人がががが一一一一緒緒緒緒にににに一一一一堂堂堂堂にににに会会会会ししししてててて環境会議環境会議環境会議環境会議をををを行行行行ったったったった。。。。このようなこのようなこのようなこのような活動活動活動活動はとてもすはとてもすはとてもすはとてもすばばばばらしいものらしいものらしいものらしいものだだだだとととと思思思思うううう。。。。        環境環境環境環境文文文文明明明明 21212121 というというというというＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法人法人法人法人はははは、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな方方方方たちがたちがたちがたちが職職職職域域域域をををを超超超超ええええ、、、、個個個個人人人人、、、、市民市民市民市民としてとしてとしてとして任任任任意意意意にににに集集集集まりまりまりまり、、、、環境環境環境環境政政政政策策策策をををを研究研究研究研究してしてしてして提提提提案案案案しているしているしているしている。。。。これからこれからこれからこれから簡簡簡簡単単単単にににに紹介紹介紹介紹介するするするする環境環境環境環境教育教育教育教育推進法推進法推進法推進法もももも、、、、まずこのまずこのまずこのまずこの会会会会でででで検討検討検討検討しししし、、、、公公公公開開開開のののの協議会協議会協議会協議会をををを呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけ、、、、国会議国会議国会議国会議員員員員のののの方方方方々々々々やややや政政政政党党党党にににに政政政政策提言策提言策提言策提言ををををしているしているしているしている。。。。３３３３年年年年ほほほほどのどのどのどの勉勉勉勉強会強会強会強会をををを行行行行いいいい、、、、このようなこのようなこのようなこのような資資資資料料料料ををををつつつつくったがくったがくったがくったが、、、、現現現現在在在在、、、、与与与与野野野野党党党党のののの国会国会国会国会議議議議員員員員のののの方方方方々々々々がががが検討検討検討検討しておりしておりしておりしており、、、、恐恐恐恐らくらくらくらく今今今今のののの通通通通常常常常国会国会国会国会にににに提提提提案案案案されるとされるとされるとされると思思思思うううう。。。。身身身身近近近近なとこなとこなとこなところろろろではではではでは、、、、私私私私はははは小金小金小金小金井井井井市市市市にににに住住住住んんんんでいるがでいるがでいるがでいるが、、、、大学大学大学大学もももも小金小金小金小金井井井井市市市市にあるにあるにあるにある。。。。小金小金小金小金井井井井市市市市のののの環境基本環境基本環境基本環境基本条例条例条例条例はははは今今今今議会議会議会議会でででで審審審審議議議議中中中中であるがであるがであるがであるが、、、、このこのこのこの中中中中でででで環境学習環境学習環境学習環境学習のののの町町町町、、、、人人人人々々々々ののののつつつつながりながりながりながり、、、、環境環境環境環境倫倫倫倫理理理理、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会のののの実現実現実現実現をうたっているをうたっているをうたっているをうたっている。。。。責責責責務務務務はははは市民市民市民市民、、、、市市市市、、、、事事事事業業業業者者者者、、、、教育機教育機教育機教育機関関関関にもありにもありにもありにもあり、、、、学習学習学習学習とととと保保保保全全全全のののの努努努努力力力力をををを求求求求めているめているめているめている。。。。環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会ののののほほほほかにかにかにかに環境市民会議環境市民会議環境市民会議環境市民会議をををを設設設設置置置置しししし、、、、市民市民市民市民やややや事事事事業業業業者者者者、、、、教育機教育機教育機教育機関関関関、、、、市市市市のののの職職職職員員員員でででで構成構成構成構成するがするがするがするが、、、、市市市市長長長長にににに意見意見意見意見をををを述述述述べることができるべることができるべることができるべることができる。。。。このようなこのようなこのようなこのような活動活動活動活動をををを行行行行っているっているっているっている。。。。        ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。        司司司司会会会会((((三橋理事三橋理事三橋理事三橋理事))))        どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。今今今今、、、、木木木木俣俣俣俣ささささんんんんがおがおがおがお考考考考ええええになったになったになったになったユユユユニークなニークなニークなニークな環境環境環境環境教育教育教育教育のののの提提提提案案案案があったがあったがあったがあった。。。。このこのこのこの点点点点ににににつつつついてはまたいてはまたいてはまたいてはまた後後後後ほほほほどどどど議議議議論論論論をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきききき、、、、引引引引きききき続続続続きききき鷺鷺鷺鷺坂坂坂坂ささささんんんんかかかからおらおらおらお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        鷺鷺鷺鷺坂坂坂坂課課課課長長長長            私私私私からはからはからはからは総合環境総合環境総合環境総合環境政政政政策策策策局局局局でででで地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの観点観点観点観点でででで行行行行っているっているっているっている施策関係施策関係施策関係施策関係ににににつつつついていていていて紹介紹介紹介紹介をしたをしたをしたをしたいいいい。。。。        まずまずまずまず初初初初めにめにめにめに、、、、地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに対対対対しししし、、、、どういったどういったどういったどういった観点観点観点観点からからからから国国国国としてとしてとしてとして支援支援支援支援していくしていくしていくしていくかかかか、、、、環境基本法環境基本法環境基本法環境基本法のののの制制制制定定定定、、、、環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画でででで政政政政府府府府全全全全体体体体のののの環境環境環境環境保保保保全全全全にににに関関関関するするするする総合的総合的総合的総合的、、、、長期長期長期長期的的的的なななな施施施施策策策策のののの大大大大綱綱綱綱がががが平平平平成成成成６６６６年年年年、、、、1994199419941994 年年年年にににに策定策定策定策定されされされされ、、、、平平平平成成成成 12121212 年年年年、、、、2000200020002000 年年年年にににに環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画をををを改定改定改定改定してしてしてしているいるいるいる。。。。第第第第２２２２次次次次のののの環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画のののの中中中中ではではではでは、、、、特特特特にににに第第第第１１１１次次次次のののの環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画がががが実効実効実効実効性性性性がががが非常非常非常非常にににに厳厳厳厳ししししかったのではないかというかったのではないかというかったのではないかというかったのではないかという反反反反省省省省点点点点をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、優優優優先的先的先的先的にまずにまずにまずにまず実行実行実行実行していこうというしていこうというしていこうというしていこうという考考考考ええええ方方方方でででで11111111 のののの戦戦戦戦略略略略プログプログプログプログラムをラムをラムをラムをつつつつくりくりくりくり、、、、そそそそのののの中中中中のののの１１１１つつつつにににに地域地域地域地域づくりにおけるづくりにおけるづくりにおけるづくりにおける取取取取りりりり組組組組みをプログラムみをプログラムみをプログラムみをプログラムとしてとしてとしてとして位位位位置置置置づけたづけたづけたづけた流流流流れがあるれがあるれがあるれがある。。。。地域地域地域地域づくりにおけるづくりにおけるづくりにおけるづくりにおける取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進としてとしてとしてとして循環循環循環循環とととと共生共生共生共生をををを基基基基調調調調としたとしたとしたとした地域地域地域地域づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めることによりめることによりめることによりめることにより、、、、今後今後今後今後、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会づくりのためのづくりのためのづくりのためのづくりのための基基基基盤盤盤盤ににににつつつつなげていこうというなげていこうというなげていこうというなげていこうという流流流流れであるれであるれであるれである。。。。        地域地域地域地域づくりにおけるづくりにおけるづくりにおけるづくりにおける取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの中中中中身身身身であるがであるがであるがであるが、、、、今今今今のののの環境環境環境環境問問問問題題題題はははは加加加加害害害害者者者者、、、、被被被被害害害害者者者者がががが同同同同じじじじよよよようなうなうなうな立立立立場場場場にありにありにありにあり、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる主主主主体体体体ががががそそそそのののの取取取取りりりり組組組組みをしなけれみをしなけれみをしなけれみをしなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。そそそそういったういったういったういった中中中中でででで、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが全全全全国国国国段階段階段階段階のののの環境環境環境環境保保保保全全全全にもにもにもにも役役役役立立立立っていくのではないかとっていくのではないかとっていくのではないかとっていくのではないかと言言言言っているっているっているっている。。。。そそそそしてしてしてして、、、、各各各各主主主主体体体体のののの役役役役割割割割としてとしてとしてとして基本計画基本計画基本計画基本計画のののの中中中中ではではではでは、、、、特特特特にににに住住住住民民民民はははは日日日日常常常常生生生生活活活活におけるにおけるにおけるにおける環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮行行行行
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動動動動、、、、地域地域地域地域のののの環境環境環境環境保保保保全全全全にににに積極的積極的積極的積極的にににに参加参加参加参加協力協力協力協力することすることすることすること、、、、自治体自治体自治体自治体のののの役役役役割割割割としてとしてとしてとして地域地域地域地域のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの調調調調整整整整やややや推進推進推進推進者者者者であることであることであることであること、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯ等等等等のののの民民民民間間間間団体団体団体団体ににににつつつついてはいてはいてはいては地域地域地域地域のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつついていていていて提提提提案案案案ををををしたりしたりしたりしたり、、、、方向性方向性方向性方向性ののののチチチチェックェックェックェック、、、、情情情情報報報報関係関係関係関係のののの提提提提供供供供、、、、実際実際実際実際のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの調調調調整整整整をををを行行行行うううう。。。。最後最後最後最後にににに、、、、国国国国のののの役役役役割割割割としてとしてとしてとして地域地域地域地域のののの取取取取りりりり組組組組みへのみへのみへのみへの支援手支援手支援手支援手段段段段のののの開発開発開発開発、、、、情情情情報報報報提提提提供供供供等等等等があるがあるがあるがある。。。。        2000200020002000年年年年のののの環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画のののの改定改定改定改定のののの際際際際にににに、、、、これからこういうことをこれからこういうことをこれからこういうことをこれからこういうことをややややっていこうとなったがっていこうとなったがっていこうとなったがっていこうとなったが、、、、実実実実はこれははこれははこれははこれは昨昨昨昨年年年年ののののヨハヨハヨハヨハネスブルグサミットにおいてもネスブルグサミットにおいてもネスブルグサミットにおいてもネスブルグサミットにおいても、、、、地地地地域域域域からのからのからのからの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは非常非常非常非常にににに重要重要重要重要であるというであるというであるというであるという位位位位置置置置づけがされているとづけがされているとづけがされているとづけがされていると考考考考ええええているているているている。。。。ヨハヨハヨハヨハネスブルグサミットではネスブルグサミットではネスブルグサミットではネスブルグサミットでは、、、、10101010 年年年年前前前前のリオのサミットのアジェンダのリオのサミットのアジェンダのリオのサミットのアジェンダのリオのサミットのアジェンダ 21212121のののの再確認再確認再確認再確認をしているをしているをしているをしている。。。。ローローローローカカカカルアジェンダルアジェンダルアジェンダルアジェンダ 21212121へのへのへのへの支援支援支援支援、、、、自治体自治体自治体自治体間間間間やややや他他他他のののの利利利利害害害害関係関係関係関係者者者者とのパートナーシップをとのパートナーシップをとのパートナーシップをとのパートナーシップを強化強化強化強化していくといったしていくといったしていくといったしていくといった形形形形でででで、、、、ヨハヨハヨハヨハネスネスネスネスブルグサミットのブルグサミットのブルグサミットのブルグサミットの実施計画実施計画実施計画実施計画のののの中中中中にににに位位位位置置置置づけられているづけられているづけられているづけられている。。。。ヨハヨハヨハヨハネスブルグサミットではネスブルグサミットではネスブルグサミットではネスブルグサミットでは、、、、政政政政府府府府間間間間のののの合意合意合意合意文書文書文書文書ではなくではなくではなくではなく、、、、国国国国やややや国際国際国際国際機機機機関関関関、、、、自治体自治体自治体自治体、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯ等等等等ががががそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ持続可能持続可能持続可能持続可能なななな開発開発開発開発ののののためのためのためのための具具具具体的体的体的体的プロジェクトをみずからプロジェクトをみずからプロジェクトをみずからプロジェクトをみずから宣言宣言宣言宣言してしてしてして登登登登録録録録していくものもしていくものもしていくものもしていくものも、、、、サミットのタイプサミットのタイプサミットのタイプサミットのタイプツツツツーのーのーのーの文書文書文書文書としてとしてとしてとして位位位位置置置置づけられているづけられているづけられているづけられている。。。。そそそそのののの中中中中でででで今今今今回回回回、、、、国際環境自治体会議国際環境自治体会議国際環境自治体会議国際環境自治体会議からのからのからのからの議議議議論論論論としとしとしとしてててて、、、、ローローローローカカカカルアジェンダルアジェンダルアジェンダルアジェンダ 21212121 のののの促進強化促進強化促進強化促進強化をををを目目目目的的的的としてとしてとしてとして、、、、ローローローローカカカカルアクションルアクションルアクションルアクション 21212121 をををを目目目目途途途途にににに行行行行動動動動しようとしているしようとしているしようとしているしようとしている。。。。これまでローこれまでローこれまでローこれまでローカカカカルアジェンダとしてルアジェンダとしてルアジェンダとしてルアジェンダとして各自治体各自治体各自治体各自治体がががが行動計画行動計画行動計画行動計画ををををつつつつくってくってくってくってきたがきたがきたがきたが、、、、実際実際実際実際にににに行動行動行動行動にににに移移移移されないというされないというされないというされないという問問問問題題題題があったがあったがあったがあった。。。。今後今後今後今後 10101010 年年年年をををを目目目目途途途途としてとしてとしてとして、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能ななななココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィーのーのーのーの創造創造創造創造のためにのためにのためにのために効効効効果果果果的的的的なななな行動行動行動行動をすることがうたわれたということであるをすることがうたわれたということであるをすることがうたわれたということであるをすることがうたわれたということである。。。。        次次次次のののの表表表表はははは、、、、環境環境環境環境省省省省としてもとしてもとしてもとしても地域地域地域地域のののの活動活動活動活動がががが非常非常非常非常にににに重要重要重要重要であることからであることからであることからであることから、、、、昨昨昨昨年度年度年度年度「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づくりのためのづくりのためのづくりのためのづくりのためのガガガガイイイイドドドドブックブックブックブック」」」」をををを策定策定策定策定しししし、、、、地域地域地域地域づくりのためのづくりのためのづくりのためのづくりのための取取取取りりりり組組組組みにはみにはみにはみには定定定定まっまっまっまったたたた形形形形はないはないはないはない、、、、発想発想発想発想ののののヒヒヒヒントントントント集集集集ですとですとですとですと入入入入れているれているれているれている。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づくりのプロセスというづくりのプロセスというづくりのプロセスというづくりのプロセスということでことでことでことで、、、、１１１１つつつつのプロセスをのプロセスをのプロセスをのプロセスを提示提示提示提示しているしているしているしている。。。。最最最最初初初初にまずきっかけがありにまずきっかけがありにまずきっかけがありにまずきっかけがあり、、、、例例例例えばえばえばえば地域地域地域地域でででで不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄等等等等のののの問問問問題題題題がががが起起起起こったときにこったときにこったときにこったときに、、、、そそそそういったういったういったういった問問問問題題題題をををを中心中心中心中心としていとしていとしていとしていろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが始始始始ままままりりりり、、、、そそそそういったういったういったういった取取取取りりりり組組組組みがみがみがみがだんだんだんだんだんだんだんだん広広広広がっていくのではないかがっていくのではないかがっていくのではないかがっていくのではないか。。。。地域地域地域地域でででで起起起起こったこったこったこった問問問問題題題題ではではではではなくなくなくなく、、、、地域地域地域地域がががが持持持持っているっているっているっている資源資源資源資源をををを中心中心中心中心にににに取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを始始始始めていこうとめていこうとめていこうとめていこうと、、、、きっかけをきっかけをきっかけをきっかけを非常非常非常非常にににに重要重要重要重要視視視視すべきではないかとすべきではないかとすべきではないかとすべきではないかと言言言言っているっているっているっている。。。。        例例例例えばえばえばえば地域地域地域地域のののの問問問問題題題題でででではははは、、、、１１１１つつつつのののの例例例例としてとしてとしてとして北北北北海道海道海道海道ののののヌヌヌヌップクップクップクップク川川川川ではではではでは、、、、河河河河川川川川へのへのへのへのごごごごみのみのみのみの不不不不法法法法投投投投棄問棄問棄問棄問題題題題がががが非常非常非常非常にににに多多多多くありくありくありくあり、、、、河河河河川川川川のののの生生生生態態態態系系系系のののの確確確確保保保保のためのいのためのいのためのいのためのいろろろろいいいいろろろろなななな働働働働きかけがありきかけがありきかけがありきかけがあり、、、、生生生生態態態態系確系確系確系確保保保保のためののためののためののための条例条例条例条例ににににつつつつながりながりながりながり、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな市民活動市民活動市民活動市民活動がががが協力協力協力協力しししし合合合合うようなグランうようなグランうようなグランうようなグランドドドドワーワーワーワークのクのクのクの手法手法手法手法にににに発発発発展展展展していったしていったしていったしていった例例例例があるがあるがあるがある。。。。逆逆逆逆にににに地域地域地域地域にににに問問問問題題題題があったというよりがあったというよりがあったというよりがあったというより、、、、地域地域地域地域としてのとしてのとしてのとしての特性特性特性特性をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全していこうということでしていこうということでしていこうということでしていこうということで、、、、１１１１つつつつのののの例例例例としてとしてとしてとして例例例例えばえばえばえば岡岡岡岡山県山県山県山県のののの美美美美星星星星町町町町のののの例例例例があるがあるがあるがある。。。。もともともともともともともともと非常非常非常非常にににに離離離離れたとこれたとこれたとこれたところろろろでででで空気空気空気空気もきれいでもきれいでもきれいでもきれいで、、、、町町町町のののの名名名名前前前前がががが美美美美星星星星町町町町とととと特特特特徴徴徴徴ががががあるためあるためあるためあるため、、、、光害光害光害光害のののの防止防止防止防止条例条例条例条例ををををつつつつくりくりくりくり、、、、星星星星のののの里里里里ををををメメメメーンにしーンにしーンにしーンにしたまちづくりをしているたまちづくりをしているたまちづくりをしているたまちづくりをしている。。。。地域地域地域地域のののの課題課題課題課題やややや地域地域地域地域のののの資源資源資源資源をををを利用利用利用利用したまちづくりがしたまちづくりがしたまちづくりがしたまちづくりが１１１１つつつつのきっかけであるのきっかけであるのきっかけであるのきっかけである。。。。環境基本計画等環境基本計画等環境基本計画等環境基本計画等をををを見見見見ているとているとているとていると、、、、常常常常にににに温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、大大大大気気気気等大等大等大等大きなきなきなきな課題課題課題課題からからからから物事物事物事物事がががが書書書書かれるがかれるがかれるがかれるが、、、、地域地域地域地域ではではではでは非常非常非常非常にににに身身身身近近近近なきっかけからなきっかけからなきっかけからなきっかけから活動活動活動活動にににに入入入入ることによりることによりることによりることにより、、、、徐徐徐徐々々々々にににに廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの問問問問題題題題やややや温暖温暖温暖温暖化化化化のののの問問問問題題題題にもにもにもにもつつつつながっていくのではないかながっていくのではないかながっていくのではないかながっていくのではないか。。。。きっかけきっかけきっかけきっかけ、、、、初初初初めのめのめのめの一一一一歩歩歩歩、、、、次次次次のののの一一一一歩歩歩歩、、、、さらにさらにさらにさらに…………というプロセスというプロセスというプロセスというプロセスをををを本本本本ガガガガイイイイドドドドブックではブックではブックではブックでは示示示示しているしているしているしている。。。。        そそそそこでこでこでこで、、、、来来来来年度年度年度年度からからからから環境環境環境環境省省省省としてもとしてもとしてもとしても、、、、地域環境地域環境地域環境地域環境創造創造創造創造まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり支援支援支援支援とととと銘打銘打銘打銘打ったったったった活動活動活動活動をしをしをしをしていこうとしているていこうとしているていこうとしているていこうとしている。。。。環境環境環境環境省省省省はははは環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画ができたとができたとができたとができたときにきにきにきに、、、、地域地域地域地域のののの総合的総合的総合的総合的なななな環境計画環境計画環境計画環境計画ををををつつつつくっていたくっていたくっていたくっていただだだだこうとこうとこうとこうと、、、、各自治体各自治体各自治体各自治体にににに対対対対してしてしてして助助助助成成成成をしているがをしているがをしているがをしているが、、、、13131313 年度年度年度年度末末末末でででで全全全全体体体体でででで 460460460460 かかかか 470470470470
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ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの団体団体団体団体でででで、、、、3000300030003000市町市町市町市町村村村村あることをあることをあることをあることを考考考考ええええるとまるとまるとまるとまだだだだ不足不足不足不足しているしているしているしている状況状況状況状況であるであるであるである。。。。15151515 年度年度年度年度かかかからはらはらはらは計画計画計画計画づくりづくりづくりづくりだだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、計画計画計画計画にににに基基基基づいたまちづくりをづいたまちづくりをづいたまちづくりをづいたまちづくりを図図図図るためのるためのるためのるための事事事事業業業業にもにもにもにも助助助助成成成成してしてしてしていきたいといきたいといきたいといきたいと考考考考ええええているているているている。。。。助助助助成成成成メメメメニニニニュュュューとしてはーとしてはーとしてはーとしては、、、、ハハハハーーーードドドドではなくではなくではなくではなく、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはにはソソソソフトフトフトフト事事事事業業業業へのへのへのへの助助助助成成成成をををを図図図図っていこうとっていこうとっていこうとっていこうと考考考考ええええているているているている。。。。        地域地域地域地域のののの個性個性個性個性あるあるあるある発発発発展展展展をををを図図図図っていくためにっていくためにっていくためにっていくために、、、、①①①①地域地域地域地域のののの自立自立自立自立をををを促促促促すためのすためのすためのすための支援支援支援支援であることであることであることであること、、、、②②②②環境環境環境環境政政政政策策策策とととと社会社会社会社会政政政政策策策策とのとのとのとの統統統統合合合合をををを図図図図っていくものであることっていくものであることっていくものであることっていくものであること、、、、③③③③市民市民市民市民、、、、企業企業企業企業、、、、行行行行政政政政、、、、各各各各主主主主体体体体がががが連連連連携携携携をををを図図図図りりりり、、、、地域地域地域地域のののの環境環境環境環境をををを創造創造創造創造するまちづくりをするまちづくりをするまちづくりをするまちづくりを図図図図っていこうということであるっていこうということであるっていこうということであるっていこうということである。。。。ここここれまではれまではれまではれまでは地域地域地域地域づくりにづくりにづくりにづくりに対対対対してどのようにしてどのようにしてどのようにしてどのように環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮をしていくかをしていくかをしていくかをしていくか、、、、環境環境環境環境影響影響影響影響評価評価評価評価的的的的なななな考考考考ええええ方方方方におけるにおけるにおけるにおける地域地域地域地域のののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが環境環境環境環境保保保保全全全全のののの観点観点観点観点からするとからするとからするとからすると中心中心中心中心的的的的であったのではないかとであったのではないかとであったのではないかとであったのではないかと思思思思わわわわれるれるれるれる。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろなななな自治体自治体自治体自治体でででで環境環境環境環境をテーをテーをテーをテーママママにしたまちづくりにしたまちづくりにしたまちづくりにしたまちづくり、、、、地域地域地域地域のののの活活活活性性性性化化化化もかなりもかなりもかなりもかなり出出出出てきてきてきてきてはいるとてはいるとてはいるとてはいると思思思思うがうがうがうが、、、、そそそそれらにれらにれらにれらに国国国国としてもとしてもとしてもとしても支援支援支援支援していこうということであるしていこうということであるしていこうということであるしていこうということである。。。。これはこれはこれはこれは先先先先ほほほほどどどどののののガガガガイイイイドドドドラインのラインのラインのラインの補助金補助金補助金補助金とととと結結結結びびびびつつつつけけけけ、、、、最最最最終終終終的的的的にはにはにはにはヨハヨハヨハヨハネスブルグサミネスブルグサミネスブルグサミネスブルグサミットのットのットのットの約約約約束束束束文書文書文書文書等等等等ににににもあるローもあるローもあるローもあるローカカカカルアクションルアクションルアクションルアクション、、、、地域地域地域地域でのでのでのでの行動行動行動行動へへへへ結結結結びびびびつつつつけていきたいけていきたいけていきたいけていきたい。。。。        環境環境環境環境省省省省のののの施策施策施策施策としてはとしてはとしてはとしては以以以以上上上上であるがであるがであるがであるが、、、、１１１１つごつごつごつご紹介紹介紹介紹介したいしたいしたいしたい。。。。快快快快適適適適環境環境環境環境のののの推進推進推進推進にににに熱熱熱熱心心心心なななな 100100100100ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの市町市町市町市町村村村村でででで全全全全国国国国アアアアメメメメニテニテニテニティィィィ推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会がががが構成構成構成構成されているされているされているされている。。。。環境環境環境環境省省省省としてはとしてはとしてはとしては潤潤潤潤いのあいのあいのあいのあるアるアるアるアメメメメニテニテニテニティィィィーあーあーあーあふふふふれるまちづくりをれるまちづくりをれるまちづくりをれるまちづくりを行行行行っているとこっているとこっているとこっているところろろろにににに対対対対しししし、、、、環境大環境大環境大環境大臣臣臣臣表表表表彰彰彰彰でででで協協協協賛賛賛賛をしをしをしをしてきたてきたてきたてきた。。。。このこのこのこの協議会協議会協議会協議会でもでもでもでも、、、、ヨハヨハヨハヨハネスブルグサミットネスブルグサミットネスブルグサミットネスブルグサミット等等等等のののの動動動動きをきをきをきを踏踏踏踏ままままええええ、、、、アアアアメメメメニテニテニテニティィィィーーーー推進推進推進推進からまちづくりネットワークへからまちづくりネットワークへからまちづくりネットワークへからまちづくりネットワークへ、、、、さらにさらにさらにさらに全全全全国的国的国的国的なものへなものへなものへなものへ拡大拡大拡大拡大していこうというしていこうというしていこうというしていこうという動動動動きになっきになっきになっきになっているているているている。。。。今今今今夏夏夏夏にににに全全全全体総会体総会体総会体総会がありがありがありがあり、、、、こういったネットワークになるのではないかとこういったネットワークになるのではないかとこういったネットワークになるのではないかとこういったネットワークになるのではないかと思思思思われるわれるわれるわれるがががが、、、、環境環境環境環境省省省省としてもとしてもとしてもとしても地域地域地域地域のののの情情情情報報報報データデータデータデータベベベベースースースース「「「「知知知知恵恵恵恵のののの環環環環」」」」とのとのとのとの連連連連携携携携をををを図図図図りりりり、、、、市町市町市町市町村村村村のまちのまちのまちのまちづくりネットワークにもづくりネットワークにもづくりネットワークにもづくりネットワークにも支援支援支援支援していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。今日今日今日今日はははは自治体自治体自治体自治体のののの皆皆皆皆ささささんんんんもおられるともおられるともおられるともおられると思思思思うがうがうがうが、、、、ぜぜぜぜひひひひそそそそういったういったういったういった情情情情報報報報をもとにをもとにをもとにをもとに一一一一緒緒緒緒にににに活動活動活動活動していたしていたしていたしていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思うううう。。。。        司司司司会会会会((((三橋理事三橋理事三橋理事三橋理事))))        地地地地方方方方ではさまではさまではさまではさまざざざざまなまなまなまな変変変変化化化化がががが起起起起こっているがこっているがこっているがこっているが、、、、今日今日今日今日はははは地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体のののの方方方方もかなりいるのでもかなりいるのでもかなりいるのでもかなりいるので、、、、後後後後ほほほほどどどど議議議議論論論論にににに加加加加わっていたわっていたわっていたわっていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。そそそそれではれではれではれでは、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区のエのエのエのエコポコポコポコポリスセンターリスセンターリスセンターリスセンター所所所所長長長長のののの山山山山崎崎崎崎ささささんんんんからおからおからおからお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        山山山山崎所崎所崎所崎所長長長長        板橋区板橋区板橋区板橋区とエとエとエとエコポコポコポコポリスセンリスセンリスセンリスセンターのターのターのターの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつついていていていて、、、、環境環境環境環境白白白白書書書書のののの概概概概要要要要版版版版とととと地地地地図図図図をををを参参参参照照照照にしにしにしにしてててて説説説説明明明明をしていきたいをしていきたいをしていきたいをしていきたい。。。。        当区当区当区当区はははは、、、、平平平平成成成成５５５５年年年年にににに人人人人とととと環境環境環境環境のののの共生共生共生共生するするするする都都都都市市市市をををを目目目目指指指指してエしてエしてエしてエコポコポコポコポリスリスリスリス板橋板橋板橋板橋環境環境環境環境都都都都市宣言市宣言市宣言市宣言をををを行行行行ったがったがったがったが、、、、このこのこのこの宣言宣言宣言宣言はははは環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい暮暮暮暮らしらしらしらし方方方方やややや事事事事業活動業活動業活動業活動をををを進進進進めめめめ、、、、かけがかけがかけがかけがええええのないのないのないのない地球環境地球環境地球環境地球環境をををを子子子子孫孫孫孫にににに引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐことをことをことをことを区区区区民民民民のののの責責責責務務務務としとしとしとし、、、、人人人人とととと環境環境環境環境がががが共生共生共生共生するするするする都都都都市市市市のののの実現実現実現実現をををを目目目目指指指指すことをすことをすことをすことを宣言宣言宣言宣言したものであるしたものであるしたものであるしたものである。。。。そそそそのののの実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ、、、、平平平平成成成成７７７７年年年年にににに総合学習総合学習総合学習総合学習のののの学習学習学習学習拠拠拠拠点点点点のののの位位位位置置置置づけでエづけでエづけでエづけでエココココポポポポリスセンターがリスセンターがリスセンターがリスセンターが開設開設開設開設されたされたされたされた。。。。当区当区当区当区はははは平平平平成成成成９９９９年年年年にエにエにエにエコポコポコポコポリスセンターがサーリスセンターがサーリスセンターがサーリスセンターがサーババババーをーをーをーを持持持持ってってってってネットをネットをネットをネットを組組組組みみみみ、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育情情情情報報報報のののの収収収収集集集集、、、、子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが調調調調べべべべ学習学習学習学習をするためにをするためにをするためにをするために環境環境環境環境教育教育教育教育ネットワネットワネットワネットワークのークのークのークの構築構築構築構築をををを始始始始めためためためた。。。。平平平平成成成成 10101010 年年年年にににに７７７７校校校校からからからから始始始始めめめめ、、、、今今今今はははは全全全全校校校校になりになりになりになり、、、、さらにさらにさらにさらに小小小小学学学学校校校校がブローがブローがブローがブロードバドバドバドバンンンンドドドド化化化化しししし、、、、来来来来年度年度年度年度はははは中中中中学学学学校校校校がさらにブローがさらにブローがさらにブローがさらにブロードバドバドバドバンンンンドドドド化化化化するするするする。。。。子子子子供供供供たちはインターネッたちはインターネッたちはインターネッたちはインターネットがトがトがトが非常非常非常非常にににに得得得得意意意意でででで、、、、学学学学校校校校でででで一一一一斉斉斉斉にににに使使使使うとパンクしてしまううとパンクしてしまううとパンクしてしまううとパンクしてしまう。。。。実実実実務務務務面面面面ではではではでは最最最最初初初初のののの発想発想発想発想はよかはよかはよかはよか
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ったがったがったがったが、、、、いいいいざざざざ学学学学校校校校ででででややややってみるとってみるとってみるとってみると生生生生徒徒徒徒１１１１人人人人１１１１人人人人がパがパがパがパソソソソココココンをンをンをンを使使使使うのはうのはうのはうのは大大大大変変変変なことなことなことなことだだだだというというというというのがのがのがのが実実実実感感感感であるであるであるである。。。。        引引引引きききき続続続続きききき、、、、平平平平成成成成 10101010 年年年年にエにエにエにエコポコポコポコポリスリスリスリス板橋板橋板橋板橋クリーンクリーンクリーンクリーン条例条例条例条例のののの制制制制定定定定、、、、11111111 年年年年にはにはにはにはＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14001140011400114001 のののの認認認認証証証証取取取取得得得得をををを行行行行いいいい、、、、本本本本庁舎庁舎庁舎庁舎のみではなくのみではなくのみではなくのみではなく、、、、ほほほほぼぼぼぼ全全全全施設施設施設施設をををを網羅網羅網羅網羅的的的的にしたにしたにしたにした全全全全国国国国でででで５５５５番番番番目目目目、、、、都内都内都内都内でででで初初初初めてのめてのめてのめての取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行ったったったった。。。。エエエエコポコポコポコポリスのリスのリスのリスの語語語語源源源源はははは、、、、エエエエココココロジーロジーロジーロジー（（（（生生生生態態態態学学学学））））ととととポポポポリスリスリスリス（（（（衛衛衛衛星星星星都都都都市市市市））））をををを合合合合わせてエわせてエわせてエわせてエココココロジーロジーロジーロジーポポポポリスリスリスリス、、、、さらにさらにさらにさらに縮縮縮縮めてエめてエめてエめてエコポコポコポコポリスとしたリスとしたリスとしたリスとした。。。。意意意意味味味味合合合合いはいはいはいは環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい環境環境環境環境とととと共生共生共生共生するするするする都都都都市市市市としてとしてとしてとして本本本本区区区区ではではではでは使使使使っているっているっているっている。。。。エエエエコポコポコポコポリスセンターはリスセンターはリスセンターはリスセンターは、、、、環境環境環境環境保護保護保護保護とととと省省省省資源資源資源資源、、、、省省省省エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー型社会型社会型社会型社会をををを目目目目指指指指しししし、、、、今今今今回回回回のののの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成のののの意意意意味味味味合合合合いもいもいもいも十十十十分分分分あるとあるとあるとあると思思思思うううう。。。。環境学習環境学習環境学習環境学習とリサイクルをとリサイクルをとリサイクルをとリサイクルを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための総合的総合的総合的総合的なななな学習学習学習学習拠拠拠拠点点点点としてとしてとしてとして開設開設開設開設されてされてされてされて８８８８年年年年にににになるなるなるなる。。。。        本本本本日日日日のテーのテーのテーのテーママママのののの地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成手法形成手法形成手法形成手法ととととしてしてしてして、、、、技術技術技術技術面面面面やややや自自自自主事主事主事主事業等業等業等業等のののの重要重要重要重要なものもなものもなものもなものも多多多多くあるとくあるとくあるとくあると思思思思うがうがうがうが、、、、基本基本基本基本となるものはとなるものはとなるものはとなるものは区区区区民民民民またはまたはまたはまたは国民国民国民国民のののの環境環境環境環境にににに対対対対するするするする意識意識意識意識をををを変変変変ええええていくことがていくことがていくことがていくことが非常非常非常非常にににに重要重要重要重要だだだだとととと思思思思っているっているっているっている。。。。エエエエコポコポコポコポリスセンターはリスセンターはリスセンターはリスセンターは、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全やややや地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題のののの意識意識意識意識啓啓啓啓発発発発にににに大大大大きなきなきなきな目目目目的的的的をををを１１１１つつつつ置置置置いているのでいているのでいているのでいているので、、、、今今今今回回回回のののの持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環社会循環社会循環社会循環社会のののの形成形成形成形成にににに向向向向けたけたけたけた活動活動活動活動紹介紹介紹介紹介もももも同同同同じじじじ意意意意味味味味合合合合いがあるといがあるといがあるといがあると思思思思うううう。。。。        エエエエコポコポコポコポリスセンターのリスセンターのリスセンターのリスセンターの意識意識意識意識啓啓啓啓発発発発のののの紹介紹介紹介紹介であるがであるがであるがであるが、、、、エエエエコポコポコポコポリスセンターはリスセンターはリスセンターはリスセンターは①①①①物理物理物理物理的的的的なものなものなものなもの以外以外以外以外もももも含含含含めためためためた環境学習環境学習環境学習環境学習のののの場場場場のののの提提提提供供供供、、、、②②②②環境環境環境環境情情情情報報報報のののの発発発発信信信信、、、、③③③③環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい新新新新技術技術技術技術のののの紹介紹介紹介紹介、、、、啓啓啓啓発発発発のののの役役役役割割割割をををを持持持持っているっているっているっている。。。。特特特特にににに遊遊遊遊びをびをびをびを通通通通してしてしてして子子子子供供供供たちにたちにたちにたちに環境環境環境環境をををを学学学学んんんんでもらうでもらうでもらうでもらう工工工工夫夫夫夫等等等等もしていもしていもしていもしているるるる施設施設施設施設であるであるであるである。。。。またまたまたまた、、、、ソソソソフトフトフトフト面面面面、、、、事事事事業業業業面面面面ではではではでは、、、、意識意識意識意識啓啓啓啓発発発発のののの手法手法手法手法としてとしてとしてとして環境環境環境環境ににににつつつついてまずいてまずいてまずいてまず知知知知るるるる、、、、考考考考ええええるるるる、、、、行動行動行動行動するをするをするをするを事事事事業業業業運営運営運営運営のののの基本基本基本基本理念理念理念理念にしてにしてにしてにして事事事事業活動業活動業活動業活動をををを行行行行っているっているっているっている。。。。知知知知るというのるというのるというのるというのはははは環境環境環境環境のイのイのイのイベベベベントントントント、、、、一一一一般般般般的的的的なななな遊遊遊遊びびびび等等等等をををを通通通通しししし、、、、広広広広くくくく区区区区民民民民にににに知知知知っていたっていたっていたっていただだだだくくくく。。。。考考考考ええええるというのるというのるというのるというのはははは、、、、エエエエココココロジーロジーロジーロジー講講講講座座座座等等等等特特特特別別別別なななな講講講講座座座座をををを設設設設けているがけているがけているがけているが、、、、そそそそのののの講講講講座座座座のののの中中中中でワークショップでワークショップでワークショップでワークショップややややブブブブレレレレーンストーミングをーンストーミングをーンストーミングをーンストーミングを取取取取りりりり入入入入れたれたれたれた環境学習環境学習環境学習環境学習をををを行行行行いいいい、、、、単単単単にににに聞聞聞聞いていていていて終終終終わるのではなくわるのではなくわるのではなくわるのではなく、、、、グループグループグループグループでででで考考考考ええええていたていたていたていただだだだくくくく講講講講座座座座のののの構成構成構成構成にしにしにしにし、、、、学学学学んんんんでででで考考考考ええええていたていたていたていただだだだくくくく。。。。最最最最終終終終的的的的にににに受受受受けたけたけたけた方方方方がががが何何何何かかかかややややららららなけれなけれなけれなければばばばいけないのではないかいけないのではないかいけないのではないかいけないのではないか、、、、何何何何かかかかややややりたいというりたいというりたいというりたいという意識意識意識意識をををを醸醸醸醸成成成成しししし、、、、行動行動行動行動していくことをしていくことをしていくことをしていくことを目目目目的的的的としているとしているとしているとしている。。。。意識意識意識意識啓啓啓啓発発発発からからからから行動行動行動行動しししし、、、、パートナーシップのパートナーシップのパートナーシップのパートナーシップの形成形成形成形成をををを図図図図ることをねらいとしることをねらいとしることをねらいとしることをねらいとしているているているている。。。。        現現現現在在在在、、、、エエエエコポコポコポコポリスセンターではリスセンターではリスセンターではリスセンターでは環境環境環境環境講講講講座座座座、、、、環境環境環境環境観観観観察察察察会等会等会等会等、、、、参加者参加者参加者参加者からからからから自自自自主主主主活動活動活動活動グループグループグループグループややややボボボボランテランテランテランティィィィアアアア、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＰＰＰＯＯＯＯがががが生生生生まれてまれてまれてまれて活動活動活動活動しているしているしているしている。。。。エエエエコポコポコポコポリスセンターができてからリスセンターができてからリスセンターができてからリスセンターができてから８８８８年年年年間間間間、、、、講講講講座座座座等等等等をををを受受受受けたけたけたけた区区区区民民民民のののの方方方方々々々々がグループとしてがグループとしてがグループとしてがグループとして分化分化分化分化しししし、、、、エエエエコポコポコポコポリスセンターのリスセンターのリスセンターのリスセンターの中中中中でででで事事事事業業業業等等等等をををを行行行行っているっているっているっている。。。。一一一一歩歩歩歩のののの会会会会はははは、、、、遊遊遊遊びびびびやややや科学実科学実科学実科学実験験験験等等等等をををを子子子子供供供供たちにたちにたちにたちに自自自自主主主主的的的的にににに教教教教ええええてくてくてくてくだだだださってさってさってさっているいるいるいる指指指指導的導的導的導的なななな活活活活動動動動をしてくをしてくをしてくをしてくだだだださるさるさるさる団体団体団体団体であるであるであるである。。。。自自自自主主主主活動活動活動活動グループとしてはグループとしてはグループとしてはグループとしては、、、、興興興興味味味味やややや関関関関心心心心、、、、趣趣趣趣味味味味等環境等環境等環境等環境にににに優優優優しいしいしいしい取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを交交交交ええええ、、、、活動活動活動活動してくれたのがさきしてくれたのがさきしてくれたのがさきしてくれたのがさき織織織織りりりりつつつつるのるのるのるの会会会会でででで、、、、布布布布をををを割割割割いいいいててててココココースターースターースターースター等等等等ををををつつつつくっているくっているくっているくっている。。。。一一一一番番番番助助助助かるのはかるのはかるのはかるのはボボボボランテランテランテランティィィィアアアア活動活動活動活動でででで、、、、エエエエコポコポコポコポリスセンタリスセンタリスセンタリスセンターのーのーのーの事事事事業協力業協力業協力業協力としてとしてとしてとして子子子子供供供供環境環境環境環境教室教室教室教室のののの指指指指導導導導やややや補助補助補助補助としてとしてとしてとして出出出出ていたていたていたていただだだだいたりいたりいたりいたり、、、、イイイイベベベベントにントにントにントに参加参加参加参加していたしていたしていたしていただだだだいているいているいているいている。。。。エエエエコポコポコポコポリスセンターのリスセンターのリスセンターのリスセンターの事事事事業業業業をきっかけにをきっかけにをきっかけにをきっかけに共通共通共通共通のののの興興興興味味味味やややや関関関関心心心心からパーからパーからパーからパートナーシップをトナーシップをトナーシップをトナーシップを築築築築きききき、、、、環境環境環境環境ココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィーーーー活動等活動等活動等活動等にににに結結結結びびびびつつつつけていけれけていけれけていけれけていければばばばとととと考考考考ええええているているているている。。。。        もうもうもうもう１１１１つつつつ大大大大事事事事なのはなのはなのはなのは学学学学校校校校のののの教育教育教育教育であるであるであるである。。。。学学学学校校校校へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みはしているがみはしているがみはしているがみはしているが、、、、実際実際実際実際どこのどこのどこのどこの自自自自治体治体治体治体もももも、、、、教育教育教育教育現現現現場場場場、、、、学学学学校校校校はははは指指指指導導導導要要要要領領領領やややや忙忙忙忙しさでしさでしさでしさで働働働働きかけてもなかなかきかけてもなかなかきかけてもなかなかきかけてもなかなか動動動動いてくれないいてくれないいてくれないいてくれない。。。。そそそそのののの１１１１つつつつがががが平平平平成成成成９９９９年年年年からからからから始始始始めためためためた教育教育教育教育ネットワークであるネットワークであるネットワークであるネットワークである。。。。昨昨昨昨年年年年４４４４月月月月からからからから学学学学校校校校のののの完全完全完全完全週週週週５５５５日日日日制制制制
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がががが実施実施実施実施されされされされ、、、、総合的総合的総合的総合的なななな学習学習学習学習のののの時時時時間間間間がががが設設設設けられけられけられけられ、、、、そそそそのののの中中中中でででで環境学習環境学習環境学習環境学習やややや自自自自然然然然体体体体験験験験のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの重要性重要性重要性重要性をををを示示示示されされされされ、、、、先先先先生方生方生方生方ももももややややっとっとっとっと授授授授業業業業のののの中中中中でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでくでくでくでくだだだださるさるさるさる状況状況状況状況になっているになっているになっているになっている。。。。エエエエココココポポポポリスセンターではリスセンターではリスセンターではリスセンターでは、、、、総合学習総合学習総合学習総合学習のののの支援支援支援支援のののの形形形形でででで従来従来従来従来のののの環境環境環境環境教育教育教育教育にににに加加加加ええええ、、、、環境環境環境環境ミニミニミニミニ教室教室教室教室でででで簡簡簡簡単単単単なななな環境環境環境環境にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる実実実実験験験験等等等等をををを子子子子供供供供たちにたちにたちにたちに来来来来ててててややややってもらったりってもらったりってもらったりってもらったり、、、、学学学学校校校校へへへへＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯのののの専専専専門門門門のののの方方方方ににににおおおお願願願願いしていしていしていして講講講講師師師師のののの派派派派遣遣遣遣をしたりしているをしたりしているをしたりしているをしたりしている。。。。啓啓啓啓発発発発としてとしてとしてとして環境環境環境環境家家家家計計計計簿簿簿簿（（（（エエエエココココチチチチャャャャレレレレンジンジンジンジ））））のののの発発発発想想想想のものをのものをのものをのものを小小小小学学学学校校校校５５５５年年年年生生生生約約約約 3500350035003500 名名名名全全全全員員員員にににに配配配配りりりり、、、、回回回回収収収収してしてしてして評価評価評価評価しししし、、、、エエエエココココチチチチャャャャレレレレンジャーとしンジャーとしンジャーとしンジャーとしてててて表表表表彰彰彰彰しているしているしているしている。。。。説説説説明明明明不足不足不足不足でででで完結完結完結完結しないとしないとしないとしないと出出出出してはいけないとしてはいけないとしてはいけないとしてはいけないと思思思思いいいい、、、、途途途途中中中中でででで投投投投げげげげ出出出出してししてししてししてしまってまってまってまって出出出出してこなかったしてこなかったしてこなかったしてこなかった子子子子供供供供もいてもいてもいてもいて、、、、実際実際実際実際にににに戻戻戻戻ってきたのはってきたのはってきたのはってきたのは 140140140140程程程程度度度度であるであるであるである。。。。        総合学習総合学習総合学習総合学習のののの実施実施実施実施やややや学学学学校校校校からからからから家庭家庭家庭家庭へへへへ、、、、学学学学校校校校をををを中心中心中心中心にしたにしたにしたにした地域地域地域地域、、、、世世世世代代代代ののののつつつつながりをターながりをターながりをターながりをターゲゲゲゲッッッットとするトとするトとするトとする意識意識意識意識啓啓啓啓発発発発をををを行行行行いいいい、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全のののの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成にににに向向向向けけけけ、、、、学学学学校校校校をををを中心中心中心中心としたパートとしたパートとしたパートとしたパートナーシップのナーシップのナーシップのナーシップの構築構築構築構築にににに力力力力をををを入入入入れているれているれているれている。。。。これはこれはこれはこれは当区当区当区当区のののの環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画にもにもにもにも載載載載っているっているっているっている。。。。そそそそれにれにれにれにのっとりのっとりのっとりのっとり、、、、まずまずまずまず学学学学校校校校とととと地域地域地域地域からのからのからのからのココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィーーーー、、、、環境環境環境環境にかかわるパートナーシップのにかかわるパートナーシップのにかかわるパートナーシップのにかかわるパートナーシップのそそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの形成形成形成形成をしていくをしていくをしていくをしていく形形形形でででで当区当区当区当区はははは取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。        司司司司会会会会（（（（三橋理事三橋理事三橋理事三橋理事））））        板橋区板橋区板橋区板橋区のエのエのエのエコポコポコポコポリスセンターはリスセンターはリスセンターはリスセンターは県県県県でもでもでもでもつつつつくれないようなくれないようなくれないようなくれないような立立立立派派派派なセンターであるなセンターであるなセンターであるなセンターである。。。。靴靴靴靴やややや家家家家具具具具、、、、電電電電気気気気製品製品製品製品等等等等のののの修修修修理理理理をををを引引引引退退退退したしたしたしたボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアの人等人等人等人等がががが行行行行っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、ままままだだだだ行行行行っているのっているのっているのっているのかかかか。。。。        山山山山崎崎崎崎課課課課長長長長        今今今今でもでもでもでも行行行行っているっているっているっている。。。。        司司司司会会会会((((三橋理事三橋理事三橋理事三橋理事))))            そそそそれではれではれではれでは、、、、大大大大林林林林組組組組のののの塩塩塩塩田田田田ささささんんんん、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        塩塩塩塩田室長田室長田室長田室長            今日今日今日今日はははは一一一一建建建建設業設業設業設業のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの具具具具体体体体的的的的事例事例事例事例をををを紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだくくくく。。。。        まずまずまずまず最最最最初初初初にににに、、、、建建建建設業設業設業設業とととと環境環境環境環境のかかわりをのかかわりをのかかわりをのかかわりを端端端端的的的的にあらわしているにあらわしているにあらわしているにあらわしている２２２２つつつつのののの数数数数字字字字をををを紹介紹介紹介紹介するするするする。。。。これはこれはこれはこれは二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの排排排排出出出出量量量量であるであるであるである。。。。我我我我がががが国国国国でででで排排排排出出出出されているされているされているされている二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素のうちのうちのうちのうち、、、、約約約約42.742.742.742.7％％％％にににに建建建建設活動設活動設活動設活動がががが関関関関与与与与しているしているしているしている。。。。1995199519951995年年年年のののの数数数数字字字字であるがであるがであるがであるが、、、、私私私私どものどものどものどもの本業本業本業本業であるであるであるである施施施施工工工工部部部部分分分分はははは1.31.31.31.3％％％％でででで、、、、施施施施工工工工のののの前前前前段階段階段階段階、、、、資資資資材材材材ををををつつつつくりくりくりくり、、、、２２２２次加次加次加次加工工工工をしをしをしをし、、、、輸送輸送輸送輸送するするするする段階段階段階段階でででで17171717％％％％発発発発生生生生しているしているしているしている。。。。建建建建物物物物ができたができたができたができた後後後後、、、、建建建建物物物物のののの運運運運用用用用をするためにをするためにをするためにをするために非常非常非常非常にににに多多多多くのエネルくのエネルくのエネルくのエネルギギギギーをーをーをーを使使使使うがうがうがうが、、、、業業業業務務務務用施設用施設用施設用施設、、、、家庭家庭家庭家庭用施設用施設用施設用施設両両両両方方方方合合合合わせてわせてわせてわせて24.424.424.424.4％％％％とととと日日日日本本本本でででで排排排排出出出出されるされるされるされる二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの約約約約４４４４分分分分のののの１１１１はははは建建建建物物物物のののの運運運運用用用用エネルエネルエネルエネルギギギギーによってーによってーによってーによって排排排排出出出出をされているをされているをされているをされている。。。。このこのこのこの結果結果結果結果、、、、建建建建設活動設活動設活動設活動にににに関関関関与与与与しているしているしているしている者者者者としてとしてとしてとして、、、、まずまずまずまず建建建建物物物物のののの消費消費消費消費エネルエネルエネルエネルギギギギーをーをーをーを減減減減らしていくらしていくらしていくらしていく、、、、省省省省エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー建建建建築築築築をどうをどうをどうをどうつつつつくっていくかがくっていくかがくっていくかがくっていくかが１１１１つつつつのテーのテーのテーのテーママママになるになるになるになる。。。。２２２２点点点点目目目目にににに、、、、建建建建設設設設のののの前前前前段階段階段階段階でこれでこれでこれでこれだだだだけけけけ排排排排出出出出されているということからされているということからされているということからされているということから、、、、建建建建物物物物のののの長長長長寿寿寿寿命命命命化化化化がテーがテーがテーがテーママママになってくるになってくるになってくるになってくる。。。。長長長長寿寿寿寿命命命命化化化化はははは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物削減削減削減削減にとってもにとってもにとってもにとっても非常非常非常非常にににに有効有効有効有効なななな方方方方法法法法論論論論になるになるになるになる。。。。        ２２２２つつつつ目目目目がががが建建建建設設設設廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの量量量量でででで、、、、平平平平成成成成11111111年度年度年度年度のののの数数数数字字字字であるであるであるである。。。。産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの中中中中でででで占占占占めるめるめるめる比比比比率率率率はははは19.119.119.119.1％％％％、、、、一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物もすべてもすべてもすべてもすべて加加加加ええええてててて最最最最終終終終処処処処分分分分のののの量量量量をををを見見見見るとるとるとると、、、、ややややはりはりはりはり２２２２割割割割近近近近くくくくがががが建建建建設設設設廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物になっているになっているになっているになっている。。。。平平平平成成成成11111111年度年度年度年度よりよりよりより前前前前になるとになるとになるとになると、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分量量量量のののの４４４４割割割割にににに達達達達していたしていたしていたしていた。。。。    
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        このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況にににに対対対対してしてしてして建建建建設業設業設業設業のののの取取取取りりりり組組組組みとしてはみとしてはみとしてはみとしては、、、、まずまずまずまず省省省省エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー建建建建築築築築のののの開発開発開発開発とととと普普普普及及及及がががが第第第第１１１１にににに挙挙挙挙がってくるがってくるがってくるがってくる。。。。２２２２点点点点目目目目にににに省省省省資源設計資源設計資源設計資源設計、、、、建建建建物物物物のののの資資資資材材材材をどれをどれをどれをどれだだだだけけけけ減減減減らしらしらしらし、、、、リサイクリサイクリサイクリサイクルルルル材材材材等等等等をどれをどれをどれをどれだだだだけけけけ使使使使っていくかというっていくかというっていくかというっていくかという設計設計設計設計をををを考考考考ええええるるるる。。。。３３３３点点点点目目目目にににに、、、、環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮施施施施工工工工とととと私私私私どもはどもはどもはどもは呼呼呼呼んんんんでいるがでいるがでいるがでいるが、、、、施施施施工工工工段階段階段階段階でどれでどれでどれでどれだだだだけけけけ環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮するかするかするかするか。。。。ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション現現現現場場場場やややや省燃省燃省燃省燃費費費費運運運運転転転転等等等等、、、、最最最最近近近近取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる課題課題課題課題はこのあたりにはこのあたりにはこのあたりにはこのあたりに入入入入ってくるってくるってくるってくる。。。。グリーングリーングリーングリーン調調調調達達達達のののの問問問問題題題題、、、、リサイリサイリサイリサイクルクルクルクル技術技術技術技術・・・・資資資資材材材材のののの開発開発開発開発、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事事事事業業業業へのへのへのへの参参参参画等画等画等画等もももも行行行行っているっているっているっている。。。。今日今日今日今日のののの最最最最初初初初のプのプのプのプレレレレゼンゼンゼンゼンテーションではテーションではテーションではテーションでは、、、、このこのこのこの中中中中のゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッション現現現現場場場場ににににつつつついていていていて報告報告報告報告をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだくくくく。。。。        ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの定定定定義義義義はははは、、、、1994199419941994年年年年にににに国連大学国連大学国連大学国連大学からゼロエミッションからゼロエミッションからゼロエミッションからゼロエミッション構想構想構想構想がががが発表発表発表発表されてされてされてされているいるいるいる。。。。現現現現在在在在、、、、産業界産業界産業界産業界でででで行行行行われているゼロエミッションはわれているゼロエミッションはわれているゼロエミッションはわれているゼロエミッションは、、、、生生生生産産産産過程過程過程過程からからからから出出出出るるるる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを100100100100％％％％再再再再資源化資源化資源化資源化するするするする、、、、言言言言いかいかいかいかええええるとるとるとると最最最最終終終終処処処処分分分分量量量量、、、、埋埋埋埋立立立立処処処処分分分分量量量量をゼロにするというをゼロにするというをゼロにするというをゼロにするという定定定定義義義義づけであるづけであるづけであるづけである。。。。メメメメーーーーカカカカーのーのーのーの工工工工場場場場でででで達達達達成成成成されているゼロエミッションのされているゼロエミッションのされているゼロエミッションのされているゼロエミッションのほほほほととととんんんんどはこのどはこのどはこのどはこの定定定定義義義義だだだだとととと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。当当当当社社社社もこのもこのもこのもこの考考考考ええええにににに基基基基づきづきづきづき、、、、建建建建設現設現設現設現場場場場からからからから出出出出るるるる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの100100100100％％％％再再再再資源化資源化資源化資源化にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ。。。。1999199919991999年年年年からからからから取取取取りりりり組組組組みみみみ始始始始めたがめたがめたがめたが、、、、当当当当社社社社がこのがこのがこのがこの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを開始開始開始開始したしたしたした当当当当時時時時はははは、、、、建建建建設業設業設業設業のののの現現現現場場場場でゼロエでゼロエでゼロエでゼロエミッションというミッションというミッションというミッションという考考考考ええええはまずなかったはまずなかったはまずなかったはまずなかった。。。。むしむしむしむしろろろろ不不不不可能可能可能可能であであであであろろろろうとのうとのうとのうとの考考考考ええええのののの方方方方がががが大大大大勢勢勢勢であっであっであっであったたたた。。。。        そそそそのののの理理理理由由由由はははは次次次次のようなのようなのようなのような建建建建設現設現設現設現場場場場のののの特特特特徴徴徴徴であるであるであるである。。。。①①①①受注受注受注受注産業産業産業産業であることであることであることであること。。。。メメメメーーーーカカカカーのーのーのーの工工工工場場場場のようにのようにのようにのように同同同同じじじじ場場場場所所所所、、、、同同同同じじじじ生生生生産産産産ラインでラインでラインでラインで物物物物ををををつつつつくるのではないということくるのではないということくるのではないということくるのではないということ。。。。②②②②膨膨膨膨大大大大なななな数数数数のののの作作作作業業業業員員員員がががが従事従事従事従事しししし、、、、しかもしかもしかもしかも作作作作業業業業員員員員はははは工程工程工程工程ごごごごとにとにとにとに入入入入れかわるれかわるれかわるれかわる。。。。後後後後ほほほほどどどど具具具具体的体的体的体的なななな事例事例事例事例でおでおでおでお話話話話しするしするしするしする汐汐汐汐留留留留のののの電通新電通新電通新電通新社社社社屋建屋建屋建屋建設設設設プロジェクトではプロジェクトではプロジェクトではプロジェクトでは２２２２万万万万5000500050005000人人人人がががが携携携携わりわりわりわり、、、、多多多多いいいい日日日日にはにはにはには１１１１日日日日にににに2000200020002000人人人人以以以以上上上上のののの作作作作業業業業員員員員がががが現現現現場場場場にににに入入入入っていたっていたっていたっていた。。。。③③③③膨膨膨膨大大大大なななな種種種種類類類類とととと数数数数量量量量のののの資資資資材材材材がありがありがありがあり、、、、排排排排出出出出されるすべてのされるすべてのされるすべてのされるすべての廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ににににつつつついていていていて再再再再資源化資源化資源化資源化のルートをのルートをのルートをのルートを確確確確立立立立しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。④④④④生生生生産産産産期間期間期間期間（（（（工工工工事期間事期間事期間事期間））））がががが非常非常非常非常にににに長長長長いいいい。。。。⑤⑤⑤⑤重重重重層層層層構構構構造造造造によるによるによるによる生生生生産形産形産形産形態態態態。。。。当当当当社社社社はははは元元元元請請請請としてとしてとしてとして仕仕仕仕事事事事をををを受受受受けるがけるがけるがけるが、、、、非常非常非常非常にににに多多多多くくくくのののの数数数数のののの協力業協力業協力業協力業者者者者とととと仕仕仕仕事事事事をするをするをするをする。。。。電通新電通新電通新電通新社社社社屋屋屋屋のののの例例例例ではではではでは、、、、当当当当社社社社がががが１１１１次次次次契約契約契約契約をしたをしたをしたをした企業企業企業企業数数数数だだだだけでけでけでけで250250250250にににに上上上上っているっているっているっている。。。。        このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況をををを何何何何とかクリアしようとゼロエミッションとかクリアしようとゼロエミッションとかクリアしようとゼロエミッションとかクリアしようとゼロエミッション現現現現場場場場にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ。。。。当当当当社社社社がががが最最最最初初初初にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだのはのはのはのは、、、、東京東京東京東京のののの二二二二大現大現大現大現場場場場、、、、当当当当社社社社のののの看看看看板板板板現現現現場場場場であるであるであるである丸丸丸丸のののの内内内内ビビビビルデルデルデルディィィィングとングとングとングと電通電通電通電通新新新新社社社社屋建屋建屋建屋建設設設設プロジェクトでプロジェクトでプロジェクトでプロジェクトで、、、、両両両両方方方方ともともともとも1999199919991999年年年年にににに着工着工着工着工しししし、、、、2002200220022002年年年年、、、、先先先先ごろごろごろごろ竣竣竣竣工工工工したしたしたしたビビビビルであルであルであルであるるるる。。。。汚汚汚汚泥泥泥泥のリサイクルはのリサイクルはのリサイクルはのリサイクルは再再再再資源化資源化資源化資源化のののの方方方方法法法法がががが非常非常非常非常にににに限限限限られているためられているためられているためられているため、、、、このこのこのこの２２２２つつつつのののの現現現現場場場場のゼのゼのゼのゼロエミッションではロエミッションではロエミッションではロエミッションでは汚汚汚汚泥泥泥泥はははは対対対対象象象象からからからから除除除除いているいているいているいている。。。。        現現現現場場場場でゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションを行行行行うううう際際際際にににに大大大大きなきなきなきな４４４４つつつつのフのフのフのファァァァクターがあるクターがあるクターがあるクターがある。。。。一一一一番番番番重要重要重要重要なのはなのはなのはなのは意意意意識識識識のののの共共共共有有有有のののの問問問問題題題題であるであるであるである。。。。非常非常非常非常にににに多多多多くのくのくのくの人人人人間間間間がががが関関関関与与与与するためするためするためするため、、、、意識意識意識意識のののの共共共共有有有有がががが徹底徹底徹底徹底されないとされないとされないとされないとゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション活動活動活動活動はははは成成成成功功功功しないしないしないしない。。。。そそそそのためのためのためのため、、、、推進組織体推進組織体推進組織体推進組織体制制制制づくりづくりづくりづくりやややや啓啓啓啓発発発発教育教育教育教育のののの徹底徹底徹底徹底、、、、イイイイベベベベントントントント等等等等をををを行行行行いいいい、、、、意識意識意識意識のののの共共共共有有有有をををを図図図図るるるる。。。。次次次次がががが発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制であるであるであるである。。。。ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの定定定定義義義義かかかからいうとらいうとらいうとらいうと、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をすべてをすべてをすべてをすべて再再再再資源化資源化資源化資源化すれすれすれすればばばば定定定定義義義義にはのっとるがにはのっとるがにはのっとるがにはのっとるが、、、、企業活動企業活動企業活動企業活動としてとしてとしてとして行行行行うううう以以以以上上上上、、、、ココココストストストスト的的的的にににに成成成成りりりり立立立立たせるたせるたせるたせる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。そそそそのののの観点観点観点観点からからからから、、、、発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制がががが重要重要重要重要になってくるになってくるになってくるになってくる。。。。建建建建設設設設リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法でもでもでもでも、、、、受注受注受注受注者者者者のののの責責責責務務務務としてとしてとしてとして発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制がががが重要重要重要重要視視視視されているされているされているされている。。。。３３３３点点点点目目目目はははは徹底徹底徹底徹底的的的的にににに分分分分別別別別してしてしてして再再再再資源化資源化資源化資源化ししししややややすいすいすいすい状状状状態態態態にしにしにしにし、、、、4444つつつつめのプロセスとしてめのプロセスとしてめのプロセスとしてめのプロセスとして再再再再資源化資源化資源化資源化ルートをルートをルートをルートを確確確確立立立立しししし、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを再再再再資源化資源化資源化資源化するするするする。。。。        先先先先ずずずず発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制ににににつつつついておいておいておいてお話話話話するするするする。。。。具具具具体的体的体的体的にににに発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制にはにはにはには大大大大きくきくきくきく３３３３つつつつのののの方方方方法法法法があるがあるがあるがある。。。。①①①①仮仮仮仮設資設資設資設資材材材材をどのようにをどのようにをどのようにをどのように再再再再使使使使用用用用していくかしていくかしていくかしていくか、、、、②②②②梱梱梱梱包包包包材材材材をいかにをいかにをいかにをいかにしてしてしてして減減減減らすからすからすからすか、、、、③③③③本設資本設資本設資本設資材材材材のののの端端端端材材材材等等等等余余余余剰剰剰剰分分分分をどのようにしてをどのようにしてをどのようにしてをどのようにして減減減減らすかであるらすかであるらすかであるらすかである。。。。これはこれはこれはこれは仮仮仮仮設資設資設資設資材材材材のののの再再再再使使使使用用用用のののの例例例例であるがであるがであるがであるが、、、、現現現現場場場場でででで溶溶溶溶接接接接するするするする際際際際にににに使使使使うワイうワイうワイうワイヤヤヤヤーをーをーをーを巻巻巻巻いてあるプラスいてあるプラスいてあるプラスいてあるプラスチチチチックックックック製製製製のリールはのリールはのリールはのリールは、、、、通通通通常使常使常使常使いいいい終終終終わるわるわるわるとととと捨捨捨捨てていたがてていたがてていたがてていたが、、、、電通電通電通電通のののの現現現現場場場場ではもうではもうではもうではもう１１１１度持度持度持度持ちちちち帰帰帰帰りりりり、、、、またまたまたまた巻巻巻巻いていていていて持持持持ってきてもらうというってきてもらうというってきてもらうというってきてもらうという再再再再使使使使用用用用をををを図図図図ったったったった。。。。これによりこれによりこれによりこれにより廃廃廃廃プラがプラがプラがプラが50505050m3m3m3m3ほほほほどどどど削減削減削減削減されたされたされたされた。。。。    
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    現現現現場場場場でよくでよくでよくでよく養養養養生生生生をするがをするがをするがをするが、、、、これはこれはこれはこれは先先先先にににに壁壁壁壁ををををつつつつくりくりくりくり、、、、そそそそのののの後後後後、、、、梁梁梁梁にににに耐火耐火耐火耐火被被被被覆覆覆覆のののの吹吹吹吹ききききつつつつけをけをけをけを行行行行うううう場場場場合合合合であるがであるがであるがであるが、、、、そそそそのののの際際際際にににに養養養養生生生生といってといってといってといって壁壁壁壁がががが汚汚汚汚れないようにれないようにれないようにれないようにビビビビニールのシートをニールのシートをニールのシートをニールのシートを張張張張ってってってっているいるいるいる。。。。通通通通常常常常はははは比比比比較較較較的的的的薄薄薄薄いいいいビビビビニールシートをニールシートをニールシートをニールシートを張張張張りりりり、、、、このこのこのこの階階階階のののの仕仕仕仕事事事事がががが終終終終わるとわるとわるとわると捨捨捨捨ててしまうがててしまうがててしまうがててしまうが、、、、このこのこのこの現現現現場場場場ではブルーシートというではブルーシートというではブルーシートというではブルーシートという厚厚厚厚手手手手のものをのものをのものをのものを使使使使いいいい、、、、48484848フロアすべてでフロアすべてでフロアすべてでフロアすべてで再再再再使使使使用用用用をををを図図図図ったったったった。。。。        次次次次にににに梱梱梱梱包包包包材材材材削減削減削減削減のののの例例例例であるであるであるである。。。。現現現現場場場場ではではではでは設設設設備機備機備機備機器器器器、、、、建建建建設資設資設資設資材材材材等等等等をををを運運運運びびびび込込込込むむむむ際際際際にににに梱梱梱梱包包包包材材材材をををを非非非非常常常常にににに多多多多くくくく使使使使うううう。。。。梱梱梱梱包包包包材材材材をををを減減減減らすにはらすにはらすにはらすには、、、、ダンダンダンダンボボボボールールールール箱箱箱箱をををを再再再再利用利用利用利用できるできるできるできる通通通通いいいい箱箱箱箱にににに変変変変ええええるかるかるかるか、、、、梱梱梱梱包包包包材材材材自体自体自体自体ををををややややめてしまうかめてしまうかめてしまうかめてしまうか、、、、２２２２つつつつのののの方方方方法法法法があるがあるがあるがある。。。。ごごごご覧覧覧覧いたいたいたいただだだだいているいているいているいている黒黒黒黒いものはいものはいものはいものはガガガガススススケケケケッッッットとトとトとトと言言言言いいいい、、、、外外外外壁壁壁壁ににににガガガガラスをとめるラスをとめるラスをとめるラスをとめる材材材材料料料料であるがであるがであるがであるが、、、、通通通通常常常常段段段段ボボボボールでールでールでールで運運運運びびびび込込込込まれていたものをまれていたものをまれていたものをまれていたものをプラスプラスプラスプラスチチチチックックックック製製製製のののの通通通通いいいい箱箱箱箱にににに変変変変ええええてててて運運運運びびびび込込込込みみみみ、、、、段段段段ボボボボールのールのールのールの使使使使用用用用をををを避避避避けているけているけているけている。。。。        これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに小小小小さなさなさなさな金物金物金物金物をををを運運運運びびびび込込込込むむむむ布布布布製製製製のののの袋袋袋袋であるがであるがであるがであるが、、、、段段段段ボボボボールのールのールのールの箱箱箱箱からからからから袋袋袋袋にににに変変変変ええええたたたた。。。。しかもこのしかもこのしかもこのしかもこの袋袋袋袋はははは少少少少しししし工工工工夫夫夫夫がしてありがしてありがしてありがしてあり、、、、上上上上部部部部とととと下下下下部部部部にににに金物金物金物金物がががが入入入入っておりっておりっておりっており、、、、縄縄縄縄製製製製のののの持持持持つつつつとことことこところろろろががががつつつついているいているいているいている。。。。材材材材料料料料をををを袋袋袋袋にににに入入入入れてれてれてれて現現現現場場場場にににに持持持持ちちちち込込込込んだんだんだんだ後後後後、、、、作作作作業業業業員員員員ががががそそそそのままのままのままのまま作作作作業業業業場場場場にににに持持持持ちちちち込込込込んんんんでででで作作作作業業業業ができるようにができるようにができるようにができるように工工工工夫夫夫夫がされているがされているがされているがされている。。。。        これもこれもこれもこれも同同同同じじじじ梱梱梱梱包包包包材材材材のののの削減削減削減削減のののの例例例例であるがであるがであるがであるが、、、、カカカカーーーーペペペペットタイルをットタイルをットタイルをットタイルを持持持持ちちちち込込込込むむむむ際際際際、、、、通通通通常常常常メメメメーーーーカカカカーーーーではではではでは20202020枚枚枚枚ワンパックでワンパックでワンパックでワンパックで包包包包装装装装しているしているしているしている。。。。200200200200枚枚枚枚持持持持ちちちち込込込込むとむとむとむと、、、、これこれこれこれだだだだけのけのけのけの段段段段ボボボボールがールがールがールが発発発発生生生生するするするする。。。。電通電通電通電通のののの現現現現場場場場ではではではでは200200200200枚枚枚枚をワンをワンをワンをワンカカカカートンにしートンにしートンにしートンにし、、、、下下下下のののの台台台台のののの部部部部分分分分はははは何何何何度度度度もももも使使使使ええええるプラスるプラスるプラスるプラスチチチチックにックにックにックにしてもらうというしてもらうというしてもらうというしてもらうという協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだきききき、、、、６６６６割割割割以以以以上上上上のののの梱梱梱梱包包包包材材材材のののの削減削減削減削減にににに到到到到達達達達しているしているしているしている。。。。このこのこのこの後後後後、、、、メメメメーーーーカカカカーがーがーがーが非常非常非常非常にににに協力協力協力協力してくしてくしてくしてくだだだださりさりさりさり、、、、最後最後最後最後はははは無梱無梱無梱無梱包包包包でのでのでのでの搬搬搬搬入入入入までこぎまでこぎまでこぎまでこぎつつつつけたけたけたけた。。。。        同同同同じじじじ発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制でもでもでもでも、、、、現現現現場場場場がががが始始始始まってからまってからまってからまってから現現現現場場場場のののの工工工工夫夫夫夫でででで工工工工法法法法をををを変変変変更更更更することもあるすることもあるすることもあるすることもある。。。。これこれこれこれはははは電通電通電通電通のオフのオフのオフのオフィィィィスススス階階階階のスラブのスラブのスラブのスラブ、、、、床床床床ののののココココンクリートであるがンクリートであるがンクリートであるがンクリートであるが、、、、原原原原設計設計設計設計ではではではでは一一一一番番番番端端端端までまでまでまで型型型型枠枠枠枠をををを組組組組んんんんででででココココンクリートをンクリートをンクリートをンクリートを流流流流すことにしていたすことにしていたすことにしていたすことにしていた。。。。端端端端のののの部部部部分分分分をプをプをプをプレキレキレキレキャストとャストとャストとャストと言言言言ってってってって工工工工場場場場でででで製製製製作作作作するするするするココココンクリートにンクリートにンクリートにンクリートに変変変変ええええることによりることによりることによりることにより、、、、端端端端部部部部のののの型型型型枠枠枠枠がががが要要要要らなくなりらなくなりらなくなりらなくなり、、、、あわせてあわせてあわせてあわせて安安安安全全全全上上上上のののの問問問問題題題題、、、、工工工工期期期期のののの問問問問題題題題でもでもでもでも非常非常非常非常にににに現現現現場場場場にににに寄与寄与寄与寄与したというしたというしたというしたという報告報告報告報告がされているがされているがされているがされている。。。。        同同同同じじじじ工工工工法法法法のののの変変変変更更更更であるがであるがであるがであるが、、、、窓窓窓窓のののの下下下下のののの腰腰腰腰のののの部部部部分分分分でででで、、、、軽軽軽軽鉄鉄鉄鉄とととと言言言言われるわれるわれるわれる細細細細いいいい鉄鉄鉄鉄をををを立立立立てててて、、、、ボボボボーーーードドドドをををを張張張張りりりり、、、、ペペペペンンンンキキキキをををを塗塗塗塗るるるる原原原原設計設計設計設計をををを、、、、工工工工場場場場でででで塗塗塗塗装装装装までしたまでしたまでしたまでした金属金属金属金属パネルをパネルをパネルをパネルを現現現現場場場場でででで取取取取りりりりつつつつけるけるけるけるだだだだけけけけにににに変変変変更更更更しているしているしているしている。。。。そそそそのののの結果結果結果結果、、、、現現現現場場場場でででで作作作作業業業業するするするするボボボボーーーードドドドのののの切切切切れれれれ端端端端、、、、軽軽軽軽鉄鉄鉄鉄のののの切切切切れれれれ端端端端、、、、ペペペペンンンンキキキキのののの空空空空きききき缶缶缶缶等等等等がががが発発発発生生生生しなかったしなかったしなかったしなかった。。。。        幾幾幾幾つつつつかかかか紹介紹介紹介紹介したのがしたのがしたのがしたのが発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制のののの実実実実例例例例であるがであるがであるがであるが、、、、発発発発生生生生したしたしたした廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは分分分分別別別別をしなけれをしなけれをしなけれをしなければばばばいけいけいけいけないないないない。。。。左左左左上上上上のののの写写写写真真真真はははは各各各各階階階階にににに置置置置かれているかれているかれているかれている分分分分別別別別パパパパレレレレットとットとットとットと呼呼呼呼ばばばばれるものであるれるものであるれるものであるれるものである。。。。分分分分別別別別のののの基本基本基本基本はははは発発発発生生生生したしたしたした時点時点時点時点でででで分分分分別別別別するこするこするこすることであるとであるとであるとである。。。。いかにわかりいかにわかりいかにわかりいかにわかりややややすくすくすくすく、、、、捨捨捨捨ててててややややすいシステムにするすいシステムにするすいシステムにするすいシステムにするかがかがかがかがポポポポイントになるイントになるイントになるイントになる。。。。丸丸丸丸ビビビビルもルもルもルも電通電通電通電通もももも同同同同じじじじであるがであるがであるがであるが、、、、各各各各階階階階にパにパにパにパレレレレットをットをットをットを置置置置きききき、、、、作作作作業業業業のののの際際際際ににににはここへはここへはここへはここへ分分分分別別別別してもらいしてもらいしてもらいしてもらい、、、、最後最後最後最後にににに地地地地上上上上階階階階にあるリサイクルステーションでにあるリサイクルステーションでにあるリサイクルステーションでにあるリサイクルステーションで大大大大きなきなきなきなココココンテナンテナンテナンテナにににに分分分分別別別別してしてしてして搬搬搬搬出出出出するするするする。。。。現現現現場場場場のののの作作作作業業業業員員員員がががが間間間間違違違違ええええないようないようないようないよう、、、、掲掲掲掲示示示示がががが何何何何カカカカ所所所所かにかにかにかに出出出出ているているているている。。。。もうもうもうもう１１１１点点点点、、、、当当当当社社社社ではではではでは物物物物流流流流センターとセンターとセンターとセンターと言言言言うううう現現現現場場場場のののの物物物物流流流流管理管理管理管理システムをシステムをシステムをシステムを持持持持っているっているっているっている。。。。資資資資材材材材のののの搬搬搬搬入入入入・・・・揚揚揚揚重重重重からからからから廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの排排排排出出出出、、、、そそそそれにれにれにれに伴伴伴伴ってってってって動動動動くくくく人人人人間間間間とおとおとおとお金金金金をすべてをすべてをすべてをすべて一一一一括括括括してしてしてしてココココンンンンピピピピュュュューターでーターでーターでーターで管理管理管理管理するするするする。。。。各各各各階階階階のパのパのパのパレレレレットをどのットをどのットをどのットをどの時点時点時点時点にどのにどのにどのにどの場場場場所所所所にいくにいくにいくにいくつつつつ置置置置くかくかくかくか、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がたまったがたまったがたまったがたまった後後後後ににににどのタイミングでおどのタイミングでおどのタイミングでおどのタイミングでおろろろろすかすかすかすか、、、、すべてこのシステムですべてこのシステムですべてこのシステムですべてこのシステムで管理管理管理管理しているしているしているしている。。。。現現現現場場場場でででで作作作作業業業業するするするする人人人人間間間間はははは、、、、たたたただだだだひひひひたすらたすらたすらたすら分分分分別別別別をすれをすれをすれをすればばばばいいというシステムをとっているいいというシステムをとっているいいというシステムをとっているいいというシステムをとっている。。。。        このこのこのこの図図図図はははは再再再再資源化資源化資源化資源化のルートであるのルートであるのルートであるのルートである。。。。このようにこのようにこのようにこのように発発発発生生生生したしたしたした廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを、、、、これこれこれこれだだだだけのけのけのけの再再再再資源化資源化資源化資源化施設施設施設施設でででで再再再再資源化資源化資源化資源化製品製品製品製品にしていたにしていたにしていたにしていただだだだいたいたいたいた。。。。丸丸丸丸ビビビビルルルル、、、、電通電通電通電通、、、、両両両両現現現現場場場場ともともともとも最最最最盛盛盛盛期期期期はははは21212121のののの分分分分別別別別のたのたのたのためのめのめのめのココココンテナをセットしていたンテナをセットしていたンテナをセットしていたンテナをセットしていた。。。。        成成成成果果果果であるがであるがであるがであるが、、、、電通新電通新電通新電通新社社社社屋屋屋屋のののの混混混混合合合合廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの管理管理管理管理グラフであるグラフであるグラフであるグラフである。。。。現現現現場場場場からからからから出出出出たたたた廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物でででで最最最最終終終終処処処処分分分分されるものはされるものはされるものはされるものは混混混混合合合合廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物といってといってといってといって分分分分別別別別をしないでをしないでをしないでをしないで排排排排出出出出したものがしたものがしたものがしたものがほほほほととととんんんんどであどであどであどであるるるる。。。。そそそそこでこでこでこで、、、、どれどれどれどれだだだだけけけけ分分分分別別別別をするかがゼロエミッションにをするかがゼロエミッションにをするかがゼロエミッションにをするかがゼロエミッションにつつつつながるながるながるながる有力有力有力有力なななな手法手法手法手法になるになるになるになる。。。。１１１１番番番番目目目目
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のラインはのラインはのラインはのラインは2001200120012001年年年年のののの本社本社本社本社全全全全体体体体のののの目標目標目標目標値値値値でででで建建建建設設設設建建建建物物物物１１１１㎡㎡㎡㎡にににに対対対対してしてしてして混混混混合合合合廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを15151515kkkkggggであるであるであるである。。。。横横横横軸軸軸軸にににに工程工程工程工程がとってあるがとってあるがとってあるがとってある。。。。真真真真んんんん中中中中ののののピピピピンクのンクのンクのンクの線線線線がががが現現現現場場場場のののの目標目標目標目標でででで、、、、1111㎡㎡㎡㎡当当当当たりたりたりたり８８８８kkkkggggをををを目標目標目標目標にににに電通電通電通電通のののの現現現現場場場場はははは動動動動いていたがいていたがいていたがいていたが、、、、最最最最終終終終的的的的にににに努努努努力力力力のののの成成成成果果果果がありがありがありがあり、、、、4.64.64.64.6kkkkgggg／㎡／㎡／㎡／㎡にににに落落落落ちちちちつつつついたいたいたいた。。。。分分分分別別別別のののの効効効効果果果果がががが非常非常非常非常によくによくによくによく出出出出たとたとたとたと思思思思うううう。。。。        最後最後最後最後にににに成成成成果果果果をまとめるとをまとめるとをまとめるとをまとめると、、、、電通新電通新電通新電通新社社社社屋屋屋屋のののの場場場場合合合合、、、、再再再再資源化資源化資源化資源化はははは100100100100％％％％達達達達成成成成しししし、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分量量量量ははははゼロであったゼロであったゼロであったゼロであった。。。。丸丸丸丸ビビビビルはルはルはルは若干若干若干若干リサイクルができないものがありリサイクルができないものがありリサイクルができないものがありリサイクルができないものがあり、、、、111100000000％％％％をををを切切切切るるるる97979797％％％％強強強強のののの数数数数値値値値になっているになっているになっているになっている。。。。たたたただだだだ、、、、当当当当初初初初再再再再資源化資源化資源化資源化できなかったものをできなかったものをできなかったものをできなかったものを現現現現場場場場施施施施工工工工中中中中にににに再再再再資源化資源化資源化資源化のののの方方方方法法法法ととととルートをルートをルートをルートを開発開発開発開発したのでしたのでしたのでしたので、、、、私私私私どもはゼロエミがどもはゼロエミがどもはゼロエミがどもはゼロエミが達達達達成成成成できたとできたとできたとできたと評価評価評価評価しているしているしているしている。。。。電通新電通新電通新電通新社社社社屋屋屋屋ではではではでは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの総総総総排排排排出出出出量量量量はははは東京東京東京東京本社本社本社本社のののの2001200120012001年度年度年度年度のののの数数数数値値値値とととと比比比比較較較較しししし約約約約25252525％％％％減減減減っているっているっているっている。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処理処理処理処理量量量量だだだだけをけをけをけを考考考考ええええれれれればばばば、、、、当当当当然然然然処理処理処理処理費費費費用用用用もももも減減減減ってくるってくるってくるってくる。。。。混混混混合合合合廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの排排排排出出出出量量量量もももも約約約約３３３３分分分分のののの１１１１になっになっになっになっているているているている。。。。        最最最最初初初初のプのプのプのプレレレレゼンテーションでゼンテーションでゼンテーションでゼンテーションで私私私私からからからから報告報告報告報告をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだくくくく例例例例はははは以以以以上上上上であるであるであるである。。。。        司司司司会会会会（（（（三橋理事三橋理事三橋理事三橋理事））））        ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。そそそそれではれではれではれでは、、、、植植植植田田田田先先先先生生生生からからからから今今今今のののの発表発表発表発表ににににつつつついていていていてコメコメコメコメントントントント、、、、感感感感想想想想ががががあれあれあれあればばばばおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        植植植植田教田教田教田教授授授授        ４４４４人人人人のののの皆皆皆皆ささささんんんんののののごごごご報告報告報告報告はははは大大大大変重要変重要変重要変重要なななな点点点点をををを指指指指摘摘摘摘されされされされ、、、、しかもしかもしかもしかも具具具具体的体的体的体的なななな実実実実践例践例践例践例がががが出出出出てきててきててきててきて大大大大変変変変よかったとよかったとよかったとよかったと思思思思うううう。。。。環境環境環境環境教育教育教育教育はははは持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づくりのづくりのづくりのづくりの基基基基盤盤盤盤だだだだとととと思思思思うううう。。。。何何何何かかかか別別別別のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと矛盾矛盾矛盾矛盾するということではなくするということではなくするということではなくするということではなく、、、、一一一一方方方方でででで環境環境環境環境教育教育教育教育というというというという基基基基盤盤盤盤づくりをづくりをづくりをづくりを促進促進促進促進しながらしながらしながらしながら具具具具体的課題体的課題体的課題体的課題にもにもにもにも取取取取りりりり組組組組むというむというむというむという関係関係関係関係にあるとにあるとにあるとにあると思思思思うううう。。。。エエエエコポコポコポコポリスもリスもリスもリスも啓啓啓啓発発発発拠拠拠拠点点点点でありでありでありであり、、、、そそそそういういういういうううう位位位位置置置置づけをづけをづけをづけを与与与与ええええておられたようにておられたようにておられたようにておられたように思思思思うううう。。。。環境環境環境環境教育教育教育教育推進法推進法推進法推進法もももも、、、、国国国国全全全全体体体体としてとしてとしてとしてそそそそういうういうういうういう基基基基盤盤盤盤づくりをづくりをづくりをづくりを位位位位置置置置づけるべきづけるべきづけるべきづけるべきだだだだとはっきりとはっきりとはっきりとはっきり指指指指摘摘摘摘されていたとされていたとされていたとされていたと理理理理解解解解したしたしたした。。。。そそそそのののの上上上上でででで技術技術技術技術のののの側面側面側面側面、、、、実際実際実際実際にににに地域地域地域地域づくりどうづくりどうづくりどうづくりどう進進進進めていくかめていくかめていくかめていくか、、、、ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを支支支支ええええるるるる技術技術技術技術やややや持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づづづづくりのくりのくりのくりのガガガガイイイイドドドドブックにブックにブックにブックに基基基基づくづくづくづく取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの話話話話もされたもされたもされたもされた。。。。        報告報告報告報告はははは全部全部全部全部うまくいくうまくいくうまくいくうまくいく話話話話ばばばばかりでありかりでありかりでありかりであり、、、、私私私私としてはとしてはとしてはとしては実実実実態態態態はははは地域地域地域地域ででででそんそんそんそんなにうまくなにうまくなにうまくなにうまく持続可持続可持続可持続可能能能能なななな社会社会社会社会づくりがづくりがづくりがづくりが進進進進んんんんでいるのかというとでいるのかというとでいるのかというとでいるのかというと、、、、むしむしむしむしろそろそろそろそうではないのではないかうではないのではないかうではないのではないかうではないのではないか。。。。そんそんそんそんなになになになに絵絵絵絵にかいたことがうまくいっているのならにかいたことがうまくいっているのならにかいたことがうまくいっているのならにかいたことがうまくいっているのならだだだだれもれもれもれも困困困困らないらないらないらない。。。。もうもうもうもう少少少少しししし何何何何にににに困困困困っているとかっているとかっているとかっているとか、、、、ここにここにここにここに悩悩悩悩んんんんでいるとかでいるとかでいるとかでいるとか、、、、ここここんんんんなことをなことをなことをなことをややややっているがっているがっているがっているが全全全全然然然然効効効効果果果果がががが上上上上がっていないがっていないがっていないがっていない、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは行行行行政内部政内部政内部政内部にこにこにこにこんんんんなななな壁壁壁壁があるということをがあるということをがあるということをがあるということを言言言言ってってってって議議議議論論論論をしないとをしないとをしないとをしないと次次次次へへへへ進進進進めないめないめないめない。。。。今今今今のようなのようなのようなのような取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが始始始始まったのはまったのはまったのはまったのは、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会、、、、発発発発展展展展、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性やややや循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づくりがづくりがづくりがづくりが議議議議論論論論になりになりになりになり、、、、法法法法律律律律になりになりになりになり、、、、国際的国際的国際的国際的にににに議議議議論論論論されされされされ、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろでいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを始始始始めめめめたからであるたからであるたからであるたからである。。。。始始始始めたことはめたことはめたことはめたことは大大大大変貴重変貴重変貴重変貴重だだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、貴重貴重貴重貴重なななな取取取取りりりり組組組組みがいみがいみがいみがいろろろろいいいいろろろろ始始始始まったがまったがまったがまったがゆゆゆゆええええにににに、、、、意意意意外外外外とととと簡簡簡簡単単単単でないこともあるのではないかでないこともあるのではないかでないこともあるのではないかでないこともあるのではないか。。。。        例例例例えばえばえばえば循環循環循環循環１１１１つつつつをとってもをとってもをとってもをとっても、、、、きれいにきれいにきれいにきれいに循環循環循環循環がいくかというとがいくかというとがいくかというとがいくかというと、、、、そんそんそんそんなはずはないなはずはないなはずはないなはずはない。。。。処処処処分分分分場場場場へへへへ持持持持っていくものをっていくものをっていくものをっていくものを減減減減らさないといけないがらさないといけないがらさないといけないがらさないといけないが、、、、出出出出口口口口のののの用用用用途途途途がないがないがないがない等等等等はははは全全全全国国国国どこでもどこでもどこでもどこでも起起起起ここここっていることであるっていることであるっていることであるっていることである。。。。本本本本当当当当にににに一企業一企業一企業一企業、、、、一自治体一自治体一自治体一自治体でうまくできているのかでうまくできているのかでうまくできているのかでうまくできているのか。。。。言言言言葉葉葉葉だだだだけけけけ広広広広がっがっがっがっているのがパートナーシップであるているのがパートナーシップであるているのがパートナーシップであるているのがパートナーシップである。。。。これはこれはこれはこれはだだだだれもれもれもれも言言言言うがうがうがうが、、、、本本本本当当当当にパートナーシップはにパートナーシップはにパートナーシップはにパートナーシップはそそそそんんんんなになになになに簡簡簡簡単単単単にできるのかにできるのかにできるのかにできるのか。。。。やろやろやろやろうとしたうとしたうとしたうとした経経経経験験験験があれがあれがあれがあればばばば、、、、だだだだれでもわかることであるれでもわかることであるれでもわかることであるれでもわかることである。。。。試試試試みみみみはいはいはいはいろろろろいいいいろろろろあるとあるとあるとあると思思思思うがうがうがうが、、、、実実実実ははははそんそんそんそんなになになになに簡簡簡簡単単単単ではないというではないというではないというではないという方方方方がむしがむしがむしがむしろろろろ多多多多いといといといと思思思思うううう。。。。    
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    今今今今、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づくりのどういうづくりのどういうづくりのどういうづくりのどういう議議議議論論論論をしないといけないかとをしないといけないかとをしないといけないかとをしないといけないかというというというというと、、、、うまくいっているうまくいっているうまくいっているうまくいっている話話話話ではなくではなくではなくではなく、、、、こうこうこうこう取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだがががが、、、、次次次次のステップへのステップへのステップへのステップへ行行行行くためのくためのくためのくための課課課課題題題題をもっとをもっとをもっとをもっと出出出出しししし合合合合いいいい、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな側面側面側面側面からどからどからどからどんんんんなななな課題課題課題課題がありがありがありがあり、、、、どういうどういうどういうどういう取取取取りりりり組組組組みみみみ方方方方がががが必要必要必要必要かもっとかもっとかもっとかもっと深深深深めることがめることがめることがめることが本本本本当当当当はははは必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。そそそそれをここでれをここでれをここでれをここでややややるべきるべきるべきるべきだだだだとととと思思思思うううう。。。。パートナパートナパートナパートナーシップーシップーシップーシップやややや市民市民市民市民のエンパワーのエンパワーのエンパワーのエンパワーメメメメントントントント等等等等のののの言言言言葉葉葉葉がよくがよくがよくがよく使使使使われるがわれるがわれるがわれるが、、、、本本本本当当当当にエンパワーしていにエンパワーしていにエンパワーしていにエンパワーしているのかるのかるのかるのか。。。。みみみみんんんんなななな疲疲疲疲れてれてれてれて、、、、リストラされてリストラされてリストラされてリストラされて大大大大変変変変なななな中中中中でででで何何何何がががが循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会かということかもしれかということかもしれかということかもしれかということかもしれないないないない。。。。本本本本当当当当にににに取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが動動動動いてきているのかいてきているのかいてきているのかいてきているのか、、、、もっともっともっともっと理理理理想的想的想的想的にににに言言言言えばえばえばえば、、、、そそそそのののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが雇雇雇雇用用用用ををををふやふやふやふやさないとさないとさないとさないと本本本本当当当当はうまくいかないはうまくいかないはうまくいかないはうまくいかない。。。。そそそそういうとこういうとこういうとこういうところろろろにににに踏踏踏踏みみみみ込込込込んだんだんだんだ議議議議論論論論がががが必要必要必要必要であであであであろろろろうううう。。。。        先先先先ほほほほどどどど国国国国ののののガガガガイイイイドドドドブックはうまくブックはうまくブックはうまくブックはうまく書書書書いてあるなといてあるなといてあるなといてあるなと思思思思ったのはったのはったのはったのは、、、、まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの目標目標目標目標、、、、ミッミッミッミッションションションション、、、、ビビビビジョンジョンジョンジョン等等等等をまずみをまずみをまずみをまずみんんんんなでなでなでなで共共共共有有有有しししし、、、、自立自立自立自立とととと書書書書いてあるいてあるいてあるいてある。。。。総合計画総合計画総合計画総合計画はあるかもしれはあるかもしれはあるかもしれはあるかもしれないがないがないがないが、、、、本本本本当当当当にみにみにみにみんんんんながまちづくりにながまちづくりにながまちづくりにながまちづくりに向向向向けてミッションをけてミッションをけてミッションをけてミッションを共共共共有有有有するするするする場場場場がどこかにあるのかがどこかにあるのかがどこかにあるのかがどこかにあるのか、、、、本本本本当当当当にできるのかにできるのかにできるのかにできるのか。。。。政政政政策策策策ではではではでは、、、、環境環境環境環境政政政政策策策策とととと他他他他のののの社会的社会的社会的社会的なさまなさまなさまなさまざざざざまなまなまなまな施策施策施策施策をををを統統統統合合合合するとするとするとすると書書書書いいいいてあるてあるてあるてある。。。。言言言言葉葉葉葉にしたらにしたらにしたらにしたら一言一言一言一言であるがであるがであるがであるが、、、、これはこれはこれはこれは簡簡簡簡単単単単ではないではないではないではない。。。。これができるこれができるこれができるこれができるぐぐぐぐらいなららいなららいなららいなら、、、、持持持持続可能続可能続可能続可能なななな社会社会社会社会にさっといってしまうにさっといってしまうにさっといってしまうにさっといってしまう。。。。できないからできないからできないからできないから困困困困っているっているっているっている。。。。どうできないかどうできないかどうできないかどうできないか、、、、ななななぜぜぜぜでででできないかきないかきないかきないか、、、、どうどうどうどう突破突破突破突破するかであるするかであるするかであるするかである。。。。        長長長長らくどうらくどうらくどうらくどうだだだだったかというとったかというとったかというとったかというと、、、、大大大大抵抵抵抵環境施策環境施策環境施策環境施策よりよりよりより他他他他のののの施策施策施策施策のののの方方方方がががが強強強強いいいい。。。。しかもしかもしかもしかも行行行行政政政政内部内部内部内部もももも力力力力のののの関係関係関係関係がありがありがありがあり、、、、部局部局部局部局でででで力力力力がががが違違違違うううう。。。。大大大大抵抵抵抵のののの場場場場合合合合、、、、長長長長らくらくらくらく成成成成長長長長時代時代時代時代であったためであったためであったためであったため、、、、成成成成長長長長をををを推進推進推進推進するするするする部局部局部局部局、、、、開発開発開発開発部局部局部局部局がががが大大大大変変変変力力力力がががが強強強強くくくく、、、、おおおお金金金金もたくさもたくさもたくさもたくさんんんん来来来来るるるる。。。。ごごごごみみみみ問問問問題題題題でもでもでもでも、、、、施設施設施設施設のののの方方方方がたくさがたくさがたくさがたくさんんんん金金金金がががが来来来来るるるる。。。。施設施設施設施設をををを運営運営運営運営するのはするのはするのはするのは大大大大変変変変なのでなのでなのでなので、、、、減減減減量量量量施策施策施策施策にはにはにはには金金金金もももも人人人人員員員員のののの配配配配置置置置もももも少少少少ないないないない。。。。全全全全体的体的体的体的ににににそそそそののののババババランスをランスをランスをランスを変変変変ええええていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。通通通通俗俗俗俗的的的的にはにはにはにはハハハハーーーードドドドよりよりよりよりソソソソフフフフトへということであるトへということであるトへということであるトへということである。。。。同同同同時時時時にににに、、、、環境環境環境環境とととと交通交通交通交通等等等等はははは統統統統合合合合していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。そそそそれはれはれはれはそそそそうううう簡簡簡簡単単単単ではなくではなくではなくではなく、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ法法法法律律律律がありがありがありがあり、、、、補助金補助金補助金補助金のののの対対対対象象象象もももも別別別別であるであるであるである。。。。今後今後今後今後、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地地地地域域域域づくりのづくりのづくりのづくりの補助金補助金補助金補助金にににに変変変変ええええ、、、、統統統統合合合合補助金補助金補助金補助金にしなけれにしなけれにしなけれにしなければばばばいけないがいけないがいけないがいけないが、、、、全全全全然然然然そそそそうなっていないうなっていないうなっていないうなっていない。。。。        現現現現場場場場でいでいでいでいろろろろいいいいろやろやろやろやっておられるのでっておられるのでっておられるのでっておられるので、、、、会会会会場場場場のののの方方方方もももも含含含含めめめめ、、、、やろやろやろやろうとうとうとうと思思思思うとうとうとうと身身身身近近近近なとこなとこなとこなところろろろででででいいいいろろろろいいいいろろろろなななな問問問問題題題題がががが噴噴噴噴出出出出するするするする。。。。あきらめたりあきらめたりあきらめたりあきらめたり、、、、先先先先送送送送りすれりすれりすれりすればばばばいいのでいいのでいいのでいいので簡簡簡簡単単単単であるであるであるである。。。。何何何何もももも問問問問題題題題はははは起起起起こらないこらないこらないこらない。。。。あきらめずにあきらめずにあきらめずにあきらめずにやろやろやろやろうとしたらうとしたらうとしたらうとしたら問問問問題題題題がががが起起起起こるこるこるこる。。。。ここはここはここはここはやろやろやろやろうとするうとするうとするうとする人人人人のののの集集集集ままままりなのでりなのでりなのでりなので、、、、やろやろやろやろうとするとうとするとうとするとうとすると、、、、どういうどういうどういうどういう問問問問題題題題がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろ起起起起こっているかこっているかこっているかこっているか。。。。企業企業企業企業内部内部内部内部でもでもでもでも、、、、行行行行政内部政内部政内部政内部でもでもでもでも、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろでいでいでいでいろろろろいいいいろろろろ起起起起こっているとこっているとこっているとこっていると思思思思うのでうのでうのでうので、、、、そそそそういうものをもっういうものをもっういうものをもっういうものをもっとととと出出出出しししし合合合合いいいい、、、、次次次次のステップののステップののステップののステップの課題課題課題課題ををををぜぜぜぜひひひひ議議議議論論論論していたしていたしていたしていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        司司司司会会会会((((三橋理事三橋理事三橋理事三橋理事))))        今今今今、、、、植植植植田田田田先先先先生生生生がががが本本本本音音音音でででで問問問問題題題題点点点点をををを出出出出しししし合合合合おうというおうというおうというおうという問問問問題提題提題提題提起起起起をなさったがをなさったがをなさったがをなさったが、、、、私私私私ももももそそそそのとおのとおのとおのとおりりりりだだだだとととと思思思思うううう。。。。例例例例えばえばえばえば今今今今、、、、行行行行政政政政ににににつつつついていていていて幾幾幾幾つつつつかかかか注文注文注文注文がががが出出出出たがたがたがたが、、、、私私私私もももも１１１１つそつそつそつそれにれにれにれに加加加加ええええたたたた上上上上でででで鷺鷺鷺鷺坂坂坂坂ささささんんんんからおからおからおからお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだきたいきたいきたいきたい点点点点があるがあるがあるがある。。。。        他他他他のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな活動活動活動活動でもでもでもでもそそそそううううだだだだがががが、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ををををやろやろやろやろうといううといううといううという場場場場合合合合、、、、参加者参加者参加者参加者がどのくらいいてくれるのかがどのくらいいてくれるのかがどのくらいいてくれるのかがどのくらいいてくれるのか、、、、実際実際実際実際にににに汗汗汗汗をををを流流流流してしてしてして呼呼呼呼びかけにびかけにびかけにびかけに応応応応じじじじててててややややってくれるってくれるってくれるってくれる人人人人がどのがどのがどのがどの程程程程度度度度いるのかがいるのかがいるのかがいるのかが非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題であるであるであるである。。。。今今今今、、、、私私私私はははは大学大学大学大学ででででＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14001140011400114001 のののの認認認認証証証証取取取取得得得得をしていをしていをしていをしているがるがるがるが、、、、今今今今月月月月末末末末にはとれるにはとれるにはとれるにはとれる。。。。学学学学生主生主生主生主導導導導ででででややややってきたってきたってきたってきたがががが、、、、参加参加参加参加人人人人数数数数がががが学学学学生数生数生数生数からからからから見見見見れれれればばばば非常非常非常非常にににに少少少少ないないないない。。。。環境環境環境環境省省省省はははは今今今今、、、、時代時代時代時代のののの風風風風にににに乗乗乗乗りりりり、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな催催催催しししし物物物物等等等等をををを行行行行っているがっているがっているがっているが、、、、人人人人がががが集集集集めらめらめらめら
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れないれないれないれない。。。。しかししかししかししかし、、、、環境環境環境環境省省省省にとってはにとってはにとってはにとってはややややったということがったということがったということがったということが重要重要重要重要であるであるであるである。。。。人人人人はははは二二二二のののの次次次次、、、、まずはまずはまずはまずはこういうことをこういうことをこういうことをこういうことを何何何何月月月月何何何何日日日日ににににややややってってってって予予予予算算算算をををを消消消消化化化化したしたしたした、、、、計画計画計画計画をををを消消消消化化化化したということがしたということがしたということがしたということが非常非常非常非常にににに多多多多いいいい。。。。これはこれはこれはこれは環境環境環境環境省省省省だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、他他他他のののの役役役役所所所所もももも似似似似たりたりたりたり寄寄寄寄ったりったりったりったりだだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、動動動動員員員員ができないができないができないができない、、、、興興興興味味味味あるあるあるある人人人人たちにたちにたちにたちに参加参加参加参加してもらうしてもらうしてもらうしてもらう力力力力がががが割割割割とととと弱弱弱弱いいいい。。。。そそそそのあたりにのあたりにのあたりにのあたりにつつつついていていていて鷺鷺鷺鷺坂坂坂坂ささささんんんんももももじじじじくくくくじじじじたたたたるものがあるのではないかとるものがあるのではないかとるものがあるのではないかとるものがあるのではないかと思思思思うがうがうがうが、、、、本本本本音音音音をををを聞聞聞聞かせていたかせていたかせていたかせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        鷺鷺鷺鷺坂坂坂坂課課課課長長長長        私私私私はははは旧旧旧旧自治自治自治自治省省省省からのからのからのからの出向出向出向出向でででで、、、、環境環境環境環境省省省省にににに来来来来てててて地地地地方方方方ののののヒヒヒヒアリングアリングアリングアリング等等等等をををを行行行行ったったったった際際際際にはにはにはには、、、、確確確確かにかにかにかに量量量量的的的的なななな問問問問題題題題だだだだけけけけ考考考考ええええれれれればごばごばごばご指指指指摘摘摘摘のののの部部部部分分分分はあるがはあるがはあるがはあるが、、、、見見見見ているとているとているとていると集集集集まってこられるまってこられるまってこられるまってこられる方方方方はははは非常非常非常非常にににに熱熱熱熱心心心心なななな方方方方がががが多多多多いいいい。。。。一一一一握握握握りのりのりのりの熱熱熱熱心心心心なななな方方方方がががが活動活動活動活動することによりすることによりすることによりすることにより、、、、非常非常非常非常にににに広広広広がりをがりをがりをがりを持持持持ってくるってくるってくるってくる。。。。全全全全国民国民国民国民がががが環境環境環境環境、、、、環境環境環境環境とととと言言言言うことはありうことはありうことはありうことはあり得得得得ないないないない。。。。恐恐恐恐らくらくらくらく一一一一般般般般のののの人人人人はははは環境環境環境環境のののの突突突突出出出出したしたしたした動動動動きにきにきにきに対対対対しししし、、、、黙黙黙黙ってはいるがってはいるがってはいるがってはいるが、、、、心心心心のののの中中中中でででで思思思思っていてっていてっていてっていて活動活動活動活動するのがするのがするのがするのが大多大多大多大多数数数数ではないかではないかではないかではないか。。。。例例例例えばえばえばえば県県県県でででで土土土土木木木木等等等等がががが集集集集めようとすれめようとすれめようとすれめようとすればばばば、、、、すすすすぐぐぐぐ 1000100010001000 人人人人はははは簡簡簡簡単単単単にににに集集集集まるがまるがまるがまるが、、、、集集集集まってこられるまってこられるまってこられるまってこられる方方方方のののの熱熱熱熱心心心心ささささ、、、、特特特特にににに環境環境環境環境のののの場場場場合合合合はははは非常非常非常非常にににに先先先先端端端端的的的的なななな考考考考ええええ方方方方をををを持持持持っているっているっているっているＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯ等等等等がががが多多多多くくくく集集集集まるまるまるまる点点点点ではではではでは、、、、少少少少なななないとこいとこいとこいところろろろからのからのからのからの広広広広がりはがりはがりはがりは期待期待期待期待できるとできるとできるとできると思思思思っているっているっているっている。。。。        植植植植田田田田先先先先生生生生のネックにのネックにのネックにのネックにつつつついてのおいてのおいてのおいてのお話話話話はははは、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが地地地地方方方方公公公公共共共共団体団体団体団体のののの人人人人たちとたちとたちとたちと接接接接触触触触するとするとするとすると、、、、環環環環境境境境部局部局部局部局はははは組織組織組織組織のののの中中中中でのでのでのでの発言力発言力発言力発言力がががが非常非常非常非常にににに弱弱弱弱いいいい感感感感じじじじをををを受受受受けているがけているがけているがけているが、、、、最最最最近近近近のようにのようにのようにのように自治体自治体自治体自治体のののの首首首首長長長長ささささんんんん自体自体自体自体がががが市民市民市民市民とのとのとのとの関係関係関係関係をををを深深深深めていきたいというめていきたいというめていきたいというめていきたいという部部部部分分分分がががが出出出出てきているてきているてきているてきている。。。。トータルでトータルでトータルでトータルで考考考考ええええるとるとるとると、、、、ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14001140011400114001 のののの取取取取得得得得自治体自治体自治体自治体のののの数数数数もももも急急急急速速速速ににににふえふえふえふえ、、、、本本本本来来来来的的的的にはにはにはには市民市民市民市民のののの活動活動活動活動によりによりによりにより、、、、大大大大きなきなきなきな自治体自治体自治体自治体やややや道道道道府府府府県県県県はいはいはいはいろろろろいいいいろろろろあるとあるとあるとあると思思思思うがうがうがうが、、、、市町市町市町市町村村村村であれであれであれであればばばば随随随随分分分分変変変変ええええられるられるられるられる。。。。環境環境環境環境部局部局部局部局はははは非非非非常常常常にににに弱弱弱弱いがいがいがいが、、、、そそそそのののの中中中中でででで環境環境環境環境部局部局部局部局のののの人人人人はははは一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命ややややっているっているっているっている。。。。市民市民市民市民のののの後後後後押押押押しがあれしがあれしがあれしがあればばばば、、、、非常非常非常非常にスにスにスにスピピピピーデーデーデーディィィィーにーにーにーに変変変変ええええられるられるられるられる部部部部分分分分がががが最最最最近近近近特特特特にににに出出出出てきているのではないかというてきているのではないかというてきているのではないかというてきているのではないかという印印印印象象象象をををを受受受受けけけけているているているている。。。。        司司司司会会会会((((三橋理事三橋理事三橋理事三橋理事))))        エエエエコポコポコポコポリスセンターリスセンターリスセンターリスセンター等等等等ではではではでは人人人人集集集集めめめめ、、、、参加参加参加参加はどういうはどういうはどういうはどういう状況状況状況状況なのかなのかなのかなのか。。。。板橋区板橋区板橋区板橋区のののの場場場場合合合合、、、、区長区長区長区長がががが非常非常非常非常にににに熱熱熱熱心心心心なのでなのでなのでなので、、、、環境環境環境環境セクションはセクションはセクションはセクションは割割割割とととと胸胸胸胸をををを張張張張れるようなセクションでれるようなセクションでれるようなセクションでれるようなセクションでややややりりりりややややすいすいすいすい状況状況状況状況にあるとにあるとにあるとにあると感感感感じじじじるがるがるがるが、、、、いかがですかいかがですかいかがですかいかがですか。。。。        山山山山崎所崎所崎所崎所長長長長        区長区長区長区長はははは熱熱熱熱心心心心でででで率先率先率先率先してしてしてしてややややってくれるってくれるってくれるってくれる。。。。しかししかししかししかし、、、、おおおお金金金金はまたはまたはまたはまた別別別別であるであるであるである。。。。環境環境環境環境部局部局部局部局はははは全全全全体体体体でででではははは人人人人のののの努努努努力力力力でででで成成成成りりりり立立立立っているっているっているっている。。。。労労労労をををを惜惜惜惜しまずしまずしまずしまず働働働働けけけけばばばば、、、、話題話題話題話題性性性性にのるというのがにのるというのがにのるというのがにのるというのが現実現実現実現実であるであるであるである。。。。ややややらなけれらなけれらなけれらなければばばばいけないことをいけないことをいけないことをいけないことを一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命ややややるということでるということでるということでるということで成成成成りりりり立立立立っているのではないかっているのではないかっているのではないかっているのではないか。。。。        いいいいろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行うううう上上上上のののの問問問問題題題題点点点点としてはとしてはとしてはとしては、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＰＰＰＯＯＯＯのののの方方方方々々々々はははは活動資活動資活動資活動資金金金金がないがないがないがない。。。。環境環境環境環境のののの活動活動活動活動内容内容内容内容はははは啓啓啓啓発発発発がががが多多多多くくくく、、、、紙紙紙紙のののの印印印印刷刷刷刷代代代代がががが会会会会費費費費からからからから出出出出ていくとあっというていくとあっというていくとあっというていくとあっという間間間間におにおにおにお金金金金がなくながなくながなくながなくなってしまうってしまうってしまうってしまう。。。。自自自自腹腹腹腹ででででややややるのもいいがるのもいいがるのもいいがるのもいいが、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん懐懐懐懐からからからから出出出出ていきていきていきていき、、、、奉奉奉奉仕仕仕仕ではではではでは長長長長続続続続きしないきしないきしないきしない。。。。エエエエコポコポコポコポリスセンターではリスセンターではリスセンターではリスセンターでは、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＰＰＰＯＯＯＯややややボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアの方方方方をををを育育育育成成成成、、、、支援支援支援支援するするするする点点点点からからからから、、、、積極的積極的積極的積極的にににに手手手手伝伝伝伝いにいにいにいに参加参加参加参加していたしていたしていたしていただだだだきききき、、、、交通交通交通交通費費費費とおとおとおとお弁弁弁弁当当当当代代代代等等等等はははは何何何何とかとかとかとか謝謝謝謝礼礼礼礼的的的的なものでなものでなものでなもので出出出出すすすす工工工工夫夫夫夫をしをしをしをし、、、、そそそそれをれをれをれを活動資活動資活動資活動資金金金金にしていたにしていたにしていたにしていただだだだいているいているいているいている。。。。そそそそうでないとうでないとうでないとうでないと長長長長続続続続きしないのがきしないのがきしないのがきしないのが現実現実現実現実であるであるであるである。。。。おおおお金金金金のののの出出出出どこどこどこどころろろろがあれがあれがあれがあればばばばいいがいいがいいがいいが、、、、なかなかないのがなかなかないのがなかなかないのがなかなかないのが実実実実態態態態であるであるであるである。Ｎ。Ｎ。Ｎ。ＮＰＰＰＰＯＯＯＯがリサイクルがリサイクルがリサイクルがリサイクル品品品品ををををつつつつくくくく
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ってってってって売売売売れれれれれれれればばばば一一一一番番番番いいいいいいいい。。。。整備整備整備整備ししししつつつつつつつつあるがあるがあるがあるが、、、、見学見学見学見学したしたしたした人人人人がががが結結結結構構構構欲欲欲欲しがるしがるしがるしがる。。。。役役役役所所所所はははは行行行行政政政政財財財財産産産産使使使使用用用用許許許許可等可等可等可等のののの問問問問題題題題もあるもあるもあるもある。。。。役役役役所所所所ははははチチチチェックェックェックェック機機機機関関関関がががが非常非常非常非常にににに強強強強くくくく、、、、よかれとよかれとよかれとよかれと思思思思ったこともったこともったこともったことも議議議議員員員員ささささんんんんからからからから指指指指摘摘摘摘されるといいかげされるといいかげされるといいかげされるといいかげんんんんではではではでは済済済済まないためまないためまないためまないため、、、、時時時時間間間間もかかるもかかるもかかるもかかる。。。。たったたったたったたった５５５５人人人人ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいでははははＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法人法人法人法人もとれないもとれないもとれないもとれない。。。。こういうものをこういうものをこういうものをこういうものを売売売売ってってってって何何何何とかとかとかとか活動資活動資活動資活動資金金金金にできないかというにできないかというにできないかというにできないかという問問問問題題題題はあるはあるはあるはある。。。。        問問問問題題題題としてはとしてはとしてはとしては、、、、ネットワークもネットワークもネットワークもネットワークも数数数数ががががふえふえふえふえれれれればばばば莫莫莫莫大大大大なおなおなおなお金金金金もももも必要必要必要必要になってくるになってくるになってくるになってくる。。。。計画的計画的計画的計画的にににに考考考考ええええ、、、、年年年年次次次次ごごごごとにとにとにとに何何何何台台台台購購購購入入入入、、、、サーサーサーサーババババーのーのーのーの増増増増強強強強、、、、通信通信通信通信設設設設備備備備等等等等もももも計画的計画的計画的計画的ににににややややらないとらないとらないとらないと、、、、学学学学校校校校がががが多多多多いいいい区区区区はははは非常非常非常非常にににに問問問問題題題題になってくるになってくるになってくるになってくる。。。。        いいいいいいいい点点点点をををを紹介紹介紹介紹介するとするとするとすると、、、、カカカカラーのラーのラーのラーの資資資資料料料料にあるワインのにあるワインのにあるワインのにあるワインのガガガガラスブロックをラスブロックをラスブロックをラスブロックを利用利用利用利用するするするする事事事事業業業業であであであであるるるる。。。。平平平平成成成成 10101010年度年度年度年度からからからから始始始始めめめめ、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ試試試試行行行行錯錯錯錯誤誤誤誤をしたをしたをしたをした事例事例事例事例であるであるであるである。。。。行行行行政政政政はははは瓶瓶瓶瓶をををを集集集集めるめるめるめるだだだだけけけけ集集集集めめめめ、、、、出出出出口口口口がないがないがないがない。。。。使使使使いいいい道道道道がないとがないとがないとがないと、、、、集集集集まってもストックまってもストックまってもストックまってもストックヤヤヤヤーーーードドドドにににに野野野野ざざざざらしでらしでらしでらしで積積積積んんんんでおかなでおかなでおかなでおかないといけないいといけないいといけないいといけない。。。。そそそそうかといってうかといってうかといってうかといって、、、、行行行行政政政政がががが集集集集めたものをめたものをめたものをめたものをそそそそのままにはできないのままにはできないのままにはできないのままにはできない。。。。区区区区がががが入入入入ってってってって板橋区廃板橋区廃板橋区廃板橋区廃ガガガガラスリサイクルラスリサイクルラスリサイクルラスリサイクル開発開発開発開発プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトチチチチームをームをームをームをつつつつくりくりくりくり、、、、積極的積極的積極的積極的にににに打打打打ちちちち合合合合わせをわせをわせをわせを行行行行いいいい、、、、廃廃廃廃ガガガガラスをインターロッラスをインターロッラスをインターロッラスをインターロッキキキキンクにンクにンクにンクに混混混混ぜぜぜぜてててて使使使使っているっているっているっている。。。。板橋区役板橋区役板橋区役板橋区役所所所所のののの近近近近くのくのくのくの道道道道路路路路、、、、5000500050005000 平米平米平米平米ににににガガガガラスブロックをラスブロックをラスブロックをラスブロックを敷敷敷敷きききき、、、、ガガガガラスラスラスラス製品製品製品製品ののののガガガガーーーードドドドパイプパイプパイプパイプ等等等等をををを設設設設置置置置したしたしたした事例事例事例事例であるであるであるである。。。。地域地域地域地域内内内内でででで出出出出たものはたものはたものはたものは地域地域地域地域でででで利用利用利用利用できたできたできたできた非常非常非常非常にいいにいいにいいにいい例例例例であるであるであるである。。。。歩歩歩歩道部道部道部道部分分分分ににににガガガガラスブロックをラスブロックをラスブロックをラスブロックを使使使使っていっていっていっているがるがるがるが、、、、道道道道路路路路舗装舗装舗装舗装分分分分もももも入入入入れてれてれてれて表表表表層層層層部部部部だだだだけでけでけでけで約約約約５５５５億円億円億円億円かかっているかかっているかかっているかかっている。。。。再再再再資源資源資源資源ということではいということではいということではいということではいいがいがいがいが、、、、おおおお金金金金もももも実際実際実際実際にかかるのがにかかるのがにかかるのがにかかるのが現実現実現実現実であるであるであるである。。。。        12121212 月月月月にににに当区当区当区当区のののの清清清清掃掃掃掃工工工工場場場場がオープンしたがオープンしたがオープンしたがオープンした。。。。灰灰灰灰をををを燃燃燃燃ややややしたしたしたした焼却灰焼却灰焼却灰焼却灰をををを再再再再度度度度 1200120012001200度度度度にににに加加加加熱熱熱熱しししし、、、、砂砂砂砂状状状状になったものをさらにになったものをさらにになったものをさらにになったものをさらに砕砕砕砕いていていていてガガガガラスラスラスラス状状状状にしてにしてにしてにして再再再再利用利用利用利用するするするする。。。。加加加加熱熱熱熱しないとしないとしないとしないと灰灰灰灰自体自体自体自体もダイオもダイオもダイオもダイオキキキキシンがあるとシンがあるとシンがあるとシンがあると言言言言われておりわれておりわれておりわれており、、、、さらにさらにさらにさらに廃廃廃廃材材材材利用利用利用利用をををを何何何何とかできないかとかできないかとかできないかとかできないか、、、、研究研究研究研究しているしているしているしている。。。。        困困困困ったったったった点点点点ではではではでは、、、、どこのどこのどこのどこの自治体自治体自治体自治体でもでもでもでも行行行行政評価政評価政評価政評価ををををややややっているがっているがっているがっているが、、、、環境学習環境学習環境学習環境学習やややや意識意識意識意識啓啓啓啓発発発発のののの評価評価評価評価をどうするのかをどうするのかをどうするのかをどうするのか。Ｎ。Ｎ。Ｎ。ＮＰＰＰＰＯＯＯＯがががが何何何何団体団体団体団体できたというのはできたというのはできたというのはできたというのは評価評価評価評価になるがになるがになるがになるが、、、、一一一一般区般区般区般区民民民民はどうはどうはどうはどうだだだだとととと言言言言われわれわれわれ、、、、指指指指標標標標化化化化をををを考考考考ええええているているているている。。。。満足満足満足満足度度度度、、、、意識改革度意識改革度意識改革度意識改革度をををを数数数数値値値値化化化化するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。常常常常にアンにアンにアンにアンケケケケーーーートをとりトをとりトをとりトをとり、、、、楽楽楽楽しかったしかったしかったしかった、、、、今今今今度度度度こういうこういうこういうこういう活動活動活動活動ををををややややりたいりたいりたいりたい等等等等、、、、試試試試みてみたいものをみてみたいものをみてみたいものをみてみたいものを項項項項目目目目にににに入入入入れれれれ、、、、意識改革度意識改革度意識改革度意識改革度としとしとしとし、、、、行行行行政政政政評価評価評価評価のののの登登登登録録録録をしているをしているをしているをしている。。。。        もうもうもうもう１１１１つつつつはははは受益受益受益受益者者者者負負負負担担担担であるであるであるである。。。。財財財財政難政難政難政難でででで環境環境環境環境教育教育教育教育ははははだだだだだだだだでいいのかでいいのかでいいのかでいいのか。。。。福祉福祉福祉福祉部門部門部門部門でもでもでもでも結結結結構構構構受益受益受益受益者者者者負負負負担担担担をををを取取取取りりりり入入入入れているのでれているのでれているのでれているので、、、、講講講講師師師師料料料料等等等等のののの受益受益受益受益者者者者負負負負担担担担をををを検討検討検討検討しなさいとしなさいとしなさいとしなさいと言言言言われているわれているわれているわれている。。。。しかししかししかししかし、、、、おおおお金金金金をををを取取取取ったらったらったらったら環境環境環境環境教育教育教育教育にににに来来来来るるるる人人人人がいなくなってしまうのではないかがいなくなってしまうのではないかがいなくなってしまうのではないかがいなくなってしまうのではないか。。。。今今今今のとこのとこのとこのところろろろ、、、、財財財財政部局政部局政部局政部局にににに勘勘勘勘弁弁弁弁してもらっているがしてもらっているがしてもらっているがしてもらっているが、、、、将将将将来来来来はははは考考考考ええええていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。        司司司司会会会会((((三橋理事三橋理事三橋理事三橋理事))))        木木木木俣俣俣俣先先先先生生生生、、、、環境学習環境学習環境学習環境学習、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域社会地域社会地域社会地域社会再生再生再生再生のののの試試試試みとしてエみとしてエみとしてエみとしてエココココミミミミュュュュージアムージアムージアムージアム等等等等のののの構想構想構想構想はかなりはかなりはかなりはかなり実行実行実行実行されているのかされているのかされているのかされているのか。。。。そそそそのののの場場場場合合合合のののの参加参加参加参加のののの問問問問題等題等題等題等でのでのでのでの悩悩悩悩みはどみはどみはどみはどんんんんなものがなものがなものがなものがあるのであるのであるのであるのでししししょょょょうかうかうかうか。。。。        木木木木俣俣俣俣教教教教授授授授        私私私私はいはいはいはいろろろろいいいいろろろろなななな活動活動活動活動にににに出出出出ているがているがているがているが、、、、行行行行政政政政もももも努努努努力力力力してくしてくしてくしてくだだだださりさりさりさり、、、、講演講演講演講演会等会等会等会等はははは満満満満杯杯杯杯になってになってになってになっているのでいるのでいるのでいるので、、、、そそそそうううう後後後後ろろろろ向向向向きなことはないときなことはないときなことはないときなことはないと思思思思うううう。。。。        勝勝勝勝手手手手であるがであるがであるがであるが、、、、違違違違うううう話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだくくくく。。。。植植植植田田田田先先先先生生生生がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったことでったことでったことでったことで率率率率直直直直にににに申申申申しししし上上上上
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げるがげるがげるがげるが、、、、私私私私もももも大学大学大学大学のののの人人人人間間間間のののの立立立立場場場場とととと市民市民市民市民のののの立立立立場場場場をををを使使使使いいいい分分分分けてけてけてけて生生生生きているきているきているきている。。。。恐恐恐恐らくらくらくらく今今今今までのまでのまでのまでの組組組組織織織織のののの形形形形態態態態ではなくではなくではなくではなく、、、、人人人人間間間間関係関係関係関係やややや会社会社会社会社もももも、、、、新新新新しいしいしいしい組織組織組織組織論論論論、、、、違違違違ううううつつつつきききき合合合合いいいい方方方方ををををつつつつくっていかなくっていかなくっていかなくっていかなけれけれけれければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。幾幾幾幾らららら大学大学大学大学のののの人人人人間間間間でででで、、、、現現現現在在在在、、、、教育教育教育教育公公公公務務務務員員員員特例特例特例特例法等法等法等法等のののの保護保護保護保護をををを受受受受けていてもけていてもけていてもけていても、、、、ストストストストレレレレートにートにートにートに物事物事物事物事をををを言言言言うことはうことはうことはうことは大学大学大学大学のののの中中中中でもとてもでもとてもでもとてもでもとてもつつつつらいしらいしらいしらいし、、、、孤孤孤孤立立立立するするするする。。。。他他他他のののの教育教育教育教育現現現現場場場場ももももそそそそうであるがうであるがうであるがうであるが、、、、簡簡簡簡単単単単にににに言言言言えばえばえばえば、、、、大学大学大学大学もももも保保保保身身身身とととと先先先先送送送送りでりでりでりで組織組織組織組織はははは動動動動いているいているいているいている。。。。そそそそのののの中中中中でででで意見意見意見意見をををを率率率率直直直直にににに述述述述べることはべることはべることはべることは本本本本当当当当にににに孤孤孤孤立立立立しししし、、、、絶絶絶絶望望望望感感感感をさをさをさをさんざんんざんんざんんざん味味味味わったがわったがわったがわったが、、、、そそそそのののの上上上上でででで天天天天命命命命とととと心心心心得得得得てててて私私私私ははははややややっているっているっているっている。。。。そそそそこまでいかないとできないこまでいかないとできないこまでいかないとできないこまでいかないとできない。。。。        そそそそのののの上上上上でででで言言言言うならうならうならうなら、、、、当当当当大学大学大学大学はははは必必必必ずしもずしもずしもずしも外部評価外部評価外部評価外部評価はよくないがはよくないがはよくないがはよくないが、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育ににににつつつついてはいてはいてはいては外部外部外部外部からとてもからとてもからとてもからとても高高高高いいいい評価評価評価評価をををを受受受受けているけているけているけている。。。。かかかかつつつつこういうこういうこういうこういう率率率率直直直直にににに物事物事物事物事をををを言言言言うううう人人人人間間間間がいてもがいてもがいてもがいても、、、、文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省からのからのからのからの仕仕仕仕事事事事はたくさはたくさはたくさはたくさんんんん来来来来るるるる。。。。実際実際実際実際にににに私私私私どもはどもはどもはどもは３３３３人人人人しかしかしかしか専専専専任任任任教官教官教官教官がいないがいないがいないがいない小小小小さなさなさなさな施設施設施設施設でででであるがあるがあるがあるが、、、、ユユユユネスネスネスネスココココ日日日日本本本本ののののアジアアジアアジアアジア太平洋太平洋太平洋太平洋環境環境環境環境教育教育教育教育セミナーもずっとセミナーもずっとセミナーもずっとセミナーもずっと続続続続けているしけているしけているしけているし、、、、グローブグローブグローブグローブ日日日日本本本本のののの中央中央中央中央センターもセンターもセンターもセンターも長長長長らくらくらくらく続続続続けているけているけているけている。。。。国際国際国際国際教育教育教育教育協力協力協力協力懇談懇談懇談懇談会会会会でででで出出出出たたたた答申答申答申答申ではではではでは環境環境環境環境教育教育教育教育もももも重重重重点項点項点項点項目目目目のののの１１１１つつつつにににに挙挙挙挙がっておりがっておりがっておりがっており、、、、これのこれのこれのこれの基基基基礎礎礎礎調調調調査査査査研究研究研究研究もももも先先先先々々々々週週週週文文文文部部部部科学科学科学科学省省省省にににに呼呼呼呼ばばばばれてれてれてれて委委委委託託託託をををを受受受受けたけたけたけた。。。。かなりいかなりいかなりいかなりいろろろろいいいいろろろろなななな仕仕仕仕事事事事をたったをたったをたったをたった３３３３人人人人ででででややややっているっているっているっている。。。。留留留留学学学学生生生生もももも来来来来るしるしるしるし、、、、学学学学生生生生もももも数数数数多多多多くくるがくくるがくくるがくくるが、、、、大学大学大学大学はははは人人人人のののの措措措措置置置置はははは何何何何ももももややややってくれないってくれないってくれないってくれない。。。。そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの講講講講座座座座がががが人人人人員員員員をををを固固固固めてしまめてしまめてしまめてしまいいいい、、、、人人人人員員員員配配配配置置置置ががががええええをしないをしないをしないをしない中中中中でででで、、、、文文文文句句句句をををを言言言言っていてもっていてもっていてもっていてもだだだだめなのでめなのでめなのでめなのでややややららららざざざざるをるをるをるを得得得得ないないないない。。。。        例例例例えばえばえばえば市民市民市民市民のののの立立立立場場場場でででで小金小金小金小金井井井井市市市市のののの条例条例条例条例ををををつつつつくることにかかわりくることにかかわりくることにかかわりくることにかかわり、、、、最最最最初初初初はははは環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会だだだだけのけのけのけの話話話話であったがであったがであったがであったが、、、、環境市民会議環境市民会議環境市民会議環境市民会議ををををつつつつくってくってくってくって市民市民市民市民にににに発言発言発言発言権権権権をををを持持持持たせたせたせたせ、、、、市市市市長長長長にににに直直直直接意見接意見接意見接意見をををを言言言言うこうこうこうことができるとができるとができるとができる条例条例条例条例ををををつつつつくるくるくるくる答申答申答申答申をををを出出出出したしたしたした。。。。現現現現在在在在、、、、市議会市議会市議会市議会でででで議議議議論論論論されているがされているがされているがされているが、、、、仄仄仄仄聞聞聞聞ではではではでは駅駅駅駅前前前前のののの高高高高層層層層ビビビビルをルをルをルを建建建建てることのてることのてることのてることの環境環境環境環境問問問問題題題題とかかわりとかかわりとかかわりとかかわり、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな政政政政党党党党ががががややややりとりをしていてりとりをしていてりとりをしていてりとりをしていて、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが答申答申答申答申したしたしたした条例条例条例条例がまがまがまがまだだだだ議会議会議会議会でででで通通通通っていないっていないっていないっていない。。。。かなりまともなかなりまともなかなりまともなかなりまともな議議議議論論論論をしたがをしたがをしたがをしたが、、、、環境環境環境環境部部部部局局局局はとてもはとてもはとてもはとても力力力力がががが弱弱弱弱いのでいのでいのでいので、、、、私私私私たちたちたちたち審審審審議議議議委員委員委員委員がこうすべきがこうすべきがこうすべきがこうすべきだだだだとととと言言言言ってもってもってもっても、、、、表現表現表現表現をををを和和和和らげてらげてらげてらげてほほほほしいとしいとしいとしいと行行行行政政政政側側側側はははは言言言言うううう。。。。市民市民市民市民はこうはこうはこうはこう考考考考ええええ、、、、審審審審議議議議委員委員委員委員はこうはこうはこうはこう考考考考ええええているとているとているとていると突突突突っっっっ張張張張ってくれれってくれれってくれれってくれればばばばいいがいいがいいがいいが、、、、市市市市役役役役所所所所にににに戻戻戻戻るとるとるとると実際実際実際実際はわっとはわっとはわっとはわっとややややられるためられるためられるためられるため、、、、水水水水準準準準をををを下下下下げたげたげたげた妥妥妥妥協協協協案案案案がががが成成成成りりりり立立立立つつつつ。。。。そそそそれがれがれがれが現実現実現実現実だだだだとととと思思思思うううう。。。。        そそそそれらのれらのれらのれらの突破突破突破突破口口口口としてとしてとしてとして、、、、環境学習推進法環境学習推進法環境学習推進法環境学習推進法をををを提提提提案案案案したしたしたした。。。。私私私私自自自自身身身身もももも自自自自由由由由なことがなことがなことがなことが好好好好きできできできで、、、、法法法法律律律律にににに拘拘拘拘束束束束されることはされることはされることはされることは嫌嫌嫌嫌いであるいであるいであるいである。。。。法法法法律律律律がなくてもがなくてもがなくてもがなくても自分自分自分自分はちはちはちはちゃゃゃゃんんんんとととと生生生生きているときているときているときていると言言言言いたいいたいいたいいたいのでのでのでので、、、、余余余余りりりりややややりたくなかったがりたくなかったがりたくなかったがりたくなかったが、、、、日日日日本本本本のののの場場場場合合合合、、、、特特特特にににに教育教育教育教育のののの現現現現場場場場はシステムをはシステムをはシステムをはシステムをつつつつくらないくらないくらないくらない限限限限りりりり動動動動かないかないかないかない。。。。簡簡簡簡単単単単にににに言言言言うとうとうとうと、、、、学習学習学習学習指指指指導導導導要要要要領領領領のののの中中中中にににに環境科環境科環境科環境科がががが入入入入らないらないらないらない限限限限りりりり、、、、学学学学校校校校のののの教教教教員員員員はははは環環環環境境境境教育教育教育教育ををををややややらないらないらないらない。。。。これはこれはこれはこれは文文文文部部部部科学科学科学科学省省省省ももももそそそそういうういうういうういう指指指指導導導導をしているのでをしているのでをしているのでをしているので仕仕仕仕方方方方がないがないがないがない。。。。積極的積極的積極的積極的にににに時限時限時限時限立法立法立法立法でででで環境環境環境環境教育教育教育教育推進法推進法推進法推進法ををををつつつつくってはどうかとくってはどうかとくってはどうかとくってはどうかと提提提提案案案案したしたしたした。。。。私私私私ははははＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯのののの一市民一市民一市民一市民としてとしてとしてとしてそそそそういうういうういうういう研究会研究会研究会研究会ををををややややっておりっておりっておりっており、、、、省庁省庁省庁省庁のののの方方方方やややや大企業大企業大企業大企業のののの重役重役重役重役等等等等いいいいろろろろいいいいろろろろなななな方方方方がががが一市民一市民一市民一市民としてとしてとしてとしてＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯにににに入入入入ってってってって議議議議論論論論しししし、、、、市民市民市民市民のののの立立立立場場場場からからからから政政政政策策策策ををををつつつつくりくりくりくり、、、、議議議議員員員員のののの方方方方たちにたちにたちにたちに提提提提案案案案しているしているしているしている。。。。このこのこのこの法法法法案案案案ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの意見意見意見意見をををを参考参考参考参考にににに民民民民主主主主党党党党からはからはからはからは既既既既にににに参参参参議議議議院院院院にににに提提提提案案案案されたようであるされたようであるされたようであるされたようである。。。。与与与与党党党党３３３３党党党党もももも環境環境環境環境教育教育教育教育のののの小小小小委員委員委員委員会会会会ををををつつつつくってくってくってくって検討検討検討検討しししし、、、、近近近近いいいい機機機機会会会会にににに衆衆衆衆議議議議院院院院にににに提提提提案案案案されるとされるとされるとされると思思思思うううう。。。。議議議議員員員員立法立法立法立法なのでなのでなのでなので、、、、どういうどういうどういうどういう法法法法律律律律ができるかはができるかはができるかはができるかは議議議議員員員員がががが国会国会国会国会でででで決決決決めることでありめることでありめることでありめることであり、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの意意意意見見見見ががががそそそそのままのままのままのまま通通通通るわけではないがるわけではないがるわけではないがるわけではないが、、、、そそそそこまでこまでこまでこまで動動動動いていいていいていいていっているっているっているっている。。。。ヨヨヨヨーロッパでもアーロッパでもアーロッパでもアーロッパでもアメメメメリリリリカカカカでもでもでもでもそそそそうであるがうであるがうであるがうであるが、、、、政政政政策策策策ををををつつつつくるくるくるくる人人人人たちにたちにたちにたちに大大大大いにアプローいにアプローいにアプローいにアプローチチチチすることをすることをすることをすることを皆皆皆皆ささささんんんんがががが言言言言っていっていっていっているがるがるがるが、、、、日日日日本本本本はなかなかはなかなかはなかなかはなかなかそそそそういうことをしないういうことをしないういうことをしないういうことをしない。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは試試試試みでみでみでみでそそそそこまでこまでこまでこまでややややってみたってみたってみたってみた。。。。        
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司司司司会会会会((((三橋理事三橋理事三橋理事三橋理事))))        地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体でもでもでもでも非常非常非常非常にににに意識意識意識意識のののの高高高高いいいい自治体自治体自治体自治体、、、、有能有能有能有能なリーダーシップをなリーダーシップをなリーダーシップをなリーダーシップを持持持持てるてるてるてる人人人人たちがいるたちがいるたちがいるたちがいるとことことこところろろろとととと、、、、そそそそうでないとこうでないとこうでないとこうでないところろろろもありもありもありもあり、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいしいしいしい面面面面もあるもあるもあるもある。。。。今今今今のはのはのはのは非常非常非常非常にににに参考参考参考参考になるになるになるになるケケケケースースースースだだだだったったったったろろろろうとうとうとうと思思思思うううう。。。。        塩塩塩塩田田田田ささささんんんんからからからから先先先先ほほほほどどどど電通電通電通電通とととと丸丸丸丸ビビビビルのゼロエミッションにルのゼロエミッションにルのゼロエミッションにルのゼロエミッションにつつつついていていていて非常非常非常非常にすにすにすにすばばばばらしいおらしいおらしいおらしいお話話話話をををを伺伺伺伺ったがったがったがったが、、、、問問問問題題題題点点点点があれがあれがあれがあればばばばおおおお話話話話ししていししていししていししていたたたただだだだいたいたいたいた後後後後、、、、フロアのフロアのフロアのフロアの皆皆皆皆ささささんんんんからからからから発言発言発言発言していたしていたしていたしていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        塩塩塩塩田室長田室長田室長田室長    今日今日今日今日のののの報告報告報告報告はははは当当当当社社社社でででで一一一一番番番番いいいいいいいい例例例例であるであるであるである。。。。植植植植田田田田先先先先生生生生からからからから、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ががががそんそんそんそんなにうまくいっなにうまくいっなにうまくいっなにうまくいっているわけはないのではないかとているわけはないのではないかとているわけはないのではないかとているわけはないのではないかと発言発言発言発言がありがありがありがあり、、、、私私私私はははは肩肩肩肩のののの力力力力がががが抜抜抜抜けてけてけてけて気気気気がががが楽楽楽楽になったになったになったになった。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの例例例例はははは本本本本当当当当にににに当当当当社社社社のののの先先先先端端端端的的的的なななな例例例例であるであるであるである。。。。土土土土木木木木、、、、建建建建築築築築をををを合合合合わせわせわせわせ 1000100010001000以以以以上上上上のののの現現現現場場場場をををを抱抱抱抱ええええ、、、、モモモモデルデルデルデル現現現現場場場場はまはまはまはまだだだだ 51515151であるであるであるである。。。。大大大大半半半半のののの現現現現場場場場であるであるであるである中小中小中小中小のののの現現現現場場場場でででで同同同同様様様様のことをのことをのことをのことを実実実実践践践践するするするする場場場場合合合合いくいくいくいくつつつつかのかのかのかの課題課題課題課題があるがあるがあるがある。。。。現現現現場場場場のののの職職職職員員員員のののの数数数数、、、、工工工工期期期期やややや金金金金銭銭銭銭的的的的なななな余余余余裕裕裕裕、、、、ススススペペペペースのースのースのースの問問問問題等題等題等題等いいいいろろろろいいいいろろろろなななな課題課題課題課題がありがありがありがあり、、、、そそそそのののの解解解解決決決決にににに向向向向けてけてけてけて努努努努力力力力をしていをしていをしていをしているるるる。。。。毎毎毎毎年発行年発行年発行年発行しているしているしているしている環境環境環境環境報告書報告書報告書報告書のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの量量量量をををを見見見見ていたていたていたていただだだだくとくとくとくと、、、、全全全全社的社的社的社的なななな数数数数値値値値としてはまとしてはまとしてはまとしてはまだだだだ高高高高いいいい成成成成果果果果がががが出出出出ていないこともわかるていないこともわかるていないこともわかるていないこともわかる。。。。        当当当当社社社社ははははＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14001140011400114001 をををを国国国国内内内内のののの全全全全社社社社全従全従全従全従業業業業員員員員をををを対対対対象象象象にとっていることもにとっていることもにとっていることもにとっていることも１１１１つつつつののののＰＲＰＲＰＲＰＲのののの素材素材素材素材としてよくおとしてよくおとしてよくおとしてよくお話話話話をするがをするがをするがをするが、、、、１１１１万万万万人人人人のののの社社社社員員員員がいてがいてがいてがいて、、、、環境活動環境活動環境活動環境活動するするするする際際際際のののの温温温温度度度度差差差差もあるもあるもあるもある。。。。1000100010001000 のののの現現現現場場場場にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろなななな人人人人間間間間がががが散散散散りりりり、、、、オフオフオフオフィィィィスワースワースワースワーカカカカーにもいーにもいーにもいーにもいろろろろいいいいろろろろなななな人人人人間間間間がいてがいてがいてがいて、、、、同同同同じレベじレベじレベじレベルルルルでででで環境活動環境活動環境活動環境活動ができるかというとができるかというとができるかというとができるかというと、、、、このこのこのこの点点点点ににににつつつついてもいてもいてもいても課題課題課題課題をををを持持持持っているとっているとっているとっていると言言言言わわわわざざざざるをるをるをるを得得得得ないないないない。。。。        ３３３３点点点点目目目目にににに、、、、企業企業企業企業はははは環境環境環境環境保保保保全全全全活動活動活動活動とととと利利利利益益益益創出創出創出創出がどうがどうがどうがどう結結結結びびびびつつつつくかがくかがくかがくかが明明明明確確確確にならないとにならないとにならないとにならないと、、、、環境環境環境環境対策対策対策対策をををを実実実実践践践践するするするする上上上上でなかなかでなかなかでなかなかでなかなか難難難難しいものがあるしいものがあるしいものがあるしいものがある。。。。電通電通電通電通やややや丸丸丸丸ビビビビルのルのルのルの例例例例ではではではでは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処理処理処理処理費費費費自体自体自体自体はははは確確確確かにかにかにかに減減減減ったがったがったがったが、、、、手手手手間間間間やややや人人人人件件件件費費費費等等等等ににににつつつついてはいてはいてはいては数数数数字字字字ではとれないではとれないではとれないではとれない部部部部分分分分がありがありがありがあり、、、、そそそそのののの辺辺辺辺までまでまでまで含含含含めためためためた詳細詳細詳細詳細なななな数数数数字字字字はまはまはまはまだだだだ出出出出すにすにすにすに至至至至っていないっていないっていないっていない。。。。        もうもうもうもう１１１１つつつつ、、、、業業業業種種種種全全全全体体体体でででで言言言言うとうとうとうと、、、、当当当当社社社社はリサイクルはリサイクルはリサイクルはリサイクル施設施設施設施設にににに送送送送りりりり込込込込みみみみ、、、、100100100100％％％％再再再再資源化資源化資源化資源化したとしたとしたとしたと非常非常非常非常にきれいなにきれいなにきれいなにきれいな報告報告報告報告をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいているがいているがいているがいているが、、、、家家家家電電電電メメメメーーーーカカカカーのようにーのようにーのようにーのように自分自分自分自分でででで売売売売ったったったった製品製品製品製品をもうをもうをもうをもう一度自分一度自分一度自分一度自分のとこのとこのとこのところろろろにににに戻戻戻戻してリサイクルをするというしてリサイクルをするというしてリサイクルをするというしてリサイクルをするという方方方方法法法法論論論論をををを建建建建設業設業設業設業はとるわけでははとるわけでははとるわけでははとるわけではないしないしないしないし、、、、とれるとれるとれるとれる業業業業態態態態ではないではないではないではない。。。。受注受注受注受注産業産業産業産業ではではではでは、、、、完完完完成成成成したしたしたした建建建建物物物物はははは相相相相手手手手にににに渡渡渡渡しししし、、、、現現現現場場場場でででで発発発発生生生生ししししたたたた廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ははははそそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの再再再再資源化施設資源化施設資源化施設資源化施設でリサイクルしてもらうでリサイクルしてもらうでリサイクルしてもらうでリサイクルしてもらう。。。。そそそそのののの意意意意味味味味ではではではでは、、、、自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの排排排排出出出出したものをもうしたものをもうしたものをもうしたものをもう一度自分一度自分一度自分一度自分たちがリサイクルをしてたちがリサイクルをしてたちがリサイクルをしてたちがリサイクルをして使使使使うことがうことがうことがうことが少少少少ないことにないことにないことにないことに対対対対しししし、、、、若干若干若干若干のののの後後後後ろろろろめたさをめたさをめたさをめたさを感感感感じじじじながらながらながらながら、、、、100100100100％％％％というというというという言言言言いいいい方方方方をしているをしているをしているをしている。。。。        悩悩悩悩みとしてはみとしてはみとしてはみとしては地域地域地域地域によってによってによってによって静静静静脈脈脈脈産業産業産業産業のののの整備状況整備状況整備状況整備状況がががが違違違違うためうためうためうため、、、、東京東京東京東京とととと同同同同じじじじ方方方方法法法法論論論論ででででややややってってってってもももも、、、、たとたとたとたとえばえばえばえば細細細細かくかくかくかく分分分分別別別別してもしてもしてもしても収収収収集集集集するするするする際際際際にににに混混混混合合合合でででで持持持持っていかっていかっていかっていかざざざざるをるをるをるを得得得得ないないないない状況状況状況状況等等等等もあるもあるもあるもある。。。。大大大大半半半半のののの地域地域地域地域ではではではでは金属金属金属金属はははは有有有有価価価価でででで売売売売却却却却ができるのにができるのにができるのにができるのに、、、、地域地域地域地域によってはによってはによってはによっては廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして処理処理処理処理をしなをしなをしなをしなけれけれけれければばばばいけいけいけいけないないないない状況状況状況状況があったりがあったりがあったりがあったり、、、、せっかくせっかくせっかくせっかく分分分分別別別別してもしてもしてもしても再再再再資源化施設資源化施設資源化施設資源化施設がなくてがなくてがなくてがなくて最最最最終終終終処処処処分分分分するするするする等等等等、、、、地地地地方方方方のののの静静静静脈脈脈脈産業産業産業産業のインフラとのかかわりのインフラとのかかわりのインフラとのかかわりのインフラとのかかわり合合合合いでなかなかいでなかなかいでなかなかいでなかなか努努努努力力力力がががが実実実実をををを結結結結ばばばばないとこないとこないとこないところろろろももももあるあるあるある。。。。        もうもうもうもう１１１１つつつつ、、、、環境環境環境環境にににに関関関関してはしてはしてはしては新新新新しいしいしいしい法法法法律律律律がたくさがたくさがたくさがたくさんんんん制制制制定定定定されたりされたりされたりされたり、、、、廃廃廃廃掃掃掃掃法法法法のようにのようにのようにのように改改改改正正正正ががががされているされているされているされている。。。。特特特特にににに建建建建設設設設廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄のののの問問問問題題題題がありがありがありがあり、、、、余余余余りりりり法法法法律律律律のことをのことをのことをのことを云云云云々々々々できるできるできるできる立立立立場場場場ではないがではないがではないがではないが、、、、法法法法律律律律がががが多多多多くなってくなってくなってくなって複複複複雑雑雑雑になるとになるとになるとになると手続手続手続手続がががが非常非常非常非常にににに煩煩煩煩雑雑雑雑になりになりになりになり、、、、業業業業務処理務処理務処理務処理のののの面面面面ででででつつつつ
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らいとらいとらいとらいと感感感感じじじじながらながらながらながら対対対対応応応応しているしているしているしている部部部部分分分分もあるもあるもあるもある。。。。        現現現現場場場場のののの対対対対応応応応状況状況状況状況のののの一一一一例例例例をおをおをおをお話話話話するとするとするとすると、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど金金金金曜曜曜曜日日日日のののの夕夕夕夕方方方方にににに私私私私どものどものどものどもの現現現現場場場場をををを見見見見ているているているている重役重役重役重役がががが、、、、本本本本当当当当にににに現現現現場場場場ははははＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯのののの対対対対応応応応やややや環境環境環境環境問問問問題題題題にににに意意意意義義義義をををを感感感感じじじじててててややややっているのかっているのかっているのかっているのか、、、、場場場場合合合合によによによによってはってはってはっては嫌嫌嫌嫌々々々々ややややっているのではないかっているのではないかっているのではないかっているのではないか、、、、そそそそのののの辺辺辺辺をををを現現現現場場場場のののの人人人人間間間間にににに聞聞聞聞きたいときたいときたいときたいと、、、、現現現現場場場場ににににヒヒヒヒリアンリアンリアンリアングにグにグにグに出出出出かけかけかけかけ、、、、我我我我々々々々もびくびくしながらもびくびくしながらもびくびくしながらもびくびくしながらつつつついていったいていったいていったいていった。。。。現現現現場場場場でででで聞聞聞聞かれたかれたかれたかれた言言言言葉葉葉葉はははは、、、、ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ関連関連関連関連でわかりにくいでわかりにくいでわかりにくいでわかりにくい言言言言葉葉葉葉がががが多多多多いいいい点点点点はははは何何何何とかしてとかしてとかしてとかしてほほほほしいがしいがしいがしいが、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを減減減減らしたりらしたりらしたりらしたり、、、、分分分分別別別別してリサしてリサしてリサしてリサイクルをすべきことはイクルをすべきことはイクルをすべきことはイクルをすべきことは十十十十分分分分理理理理解解解解しておりしておりしておりしており、、、、企業企業企業企業としてとしてとしてとして行行行行うべきうべきうべきうべきだだだだとのとのとのとの現現現現場場場場のののの所所所所長長長長のののの発言発言発言発言ががががありありありあり、、、、現現現現場場場場でのでのでのでの環境意識環境意識環境意識環境意識がががが浸浸浸浸透透透透していっているというしていっているというしていっているというしていっているという実実実実感感感感をもったをもったをもったをもった。。。。        もうもうもうもう１１１１点点点点、、、、電通新電通新電通新電通新社社社社屋屋屋屋ではではではでは職職職職長長長長がみずからがみずからがみずからがみずからアイデアをアイデアをアイデアをアイデアを出出出出しししし、、、、現現現現場場場場のののの掃掃掃掃除除除除のののの際際際際にににに出出出出るるるるごごごごみみみみををををををををふふふふるいにかけるいにかけるいにかけるいにかけ、、、、大大大大きなきなきなきなママママグネットでグネットでグネットでグネットで金属金属金属金属をををを分分分分別別別別しししし、、、、最後最後最後最後にににに水水水水にににに浮浮浮浮かせてかせてかせてかせて紙紙紙紙とととと木木木木をををを分分分分別別別別するというするというするというするという、、、、非常非常非常非常にににに細細細細かなかなかなかな分分分分別作別作別作別作業業業業ををををややややってくれているってくれているってくれているってくれている。。。。これはこれはこれはこれは我我我我々々々々がががが指指指指示示示示をしたわけでをしたわけでをしたわけでをしたわけではなくはなくはなくはなく、、、、職職職職長長長長みずからがみずからがみずからがみずからが考案考案考案考案したしたしたした方方方方法法法法でででで、、、、努努努努力力力力をををを続続続続けれけれけれければだんだんばだんだんばだんだんばだんだん意識意識意識意識もももも上上上上がってくるがってくるがってくるがってくる例例例例だだだだとととと思思思思っているっているっているっている。。。。        司司司司会会会会((((三橋理事三橋理事三橋理事三橋理事))))        容容容容器器器器包包包包装装装装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法をををを徹底徹底徹底徹底的的的的ににににややややれれれればやばやばやばやるるるるほほほほどどどど、、、、自治体自治体自治体自治体のののの財財財財政政政政がががが赤赤赤赤字字字字になってしまうになってしまうになってしまうになってしまうとととと名古名古名古名古屋屋屋屋市市市市がががが言言言言っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区のののの場場場場合合合合はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。        山山山山崎所崎所崎所崎所長長長長        清清清清掃掃掃掃事事事事業業業業はははは、、、、平平平平成成成成 12121212 年年年年移移移移管管管管でまでまでまでまだだだだ３３３３年年年年であるであるであるである。。。。当区当区当区当区ののののごごごごみみみみ量量量量はははは毎毎毎毎年年年年減減減減っているっているっているっている。。。。平平平平成成成成 12121212年度年度年度年度はははは前前前前年度年度年度年度にににに比比比比べてべてべてべて 1690169016901690 ﾄﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾝ削減削減削減削減、、、、平平平平成成成成 13131313 年度年度年度年度はははは家家家家電電電電のののの法法法法律律律律等等等等のののの関係関係関係関係があってがあってがあってがあってごごごごみとなみとなみとなみとならずにリサイクルされたことらずにリサイクルされたことらずにリサイクルされたことらずにリサイクルされたこと等等等等もあってもあってもあってもあって 464464464464 トンのトンのトンのトンの削減削減削減削減であるであるであるである。。。。逆逆逆逆にににに資源回資源回資源回資源回収収収収量量量量はははは平平平平成成成成 12121212年度年度年度年度ではではではでは 5104510451045104トントントントン増増増増加加加加、、、、平平平平成成成成 13131313年度年度年度年度はははは 59595959 トントントントン増増増増加加加加であるであるであるである。。。。        司司司司会会会会((((三橋理事三橋理事三橋理事三橋理事))))        容容容容器器器器包包包包装装装装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法でででで区区区区のののの財財財財政政政政がががが貧貧貧貧乏乏乏乏になってしまうというようなことはどうですかになってしまうというようなことはどうですかになってしまうというようなことはどうですかになってしまうというようなことはどうですか。。。。        山山山山崎所崎所崎所崎所長長長長        清清清清掃掃掃掃事事事事業的業的業的業的にはにはにはには詳詳詳詳しいしいしいしい数数数数字字字字はわからないがはわからないがはわからないがはわからないが、、、、予予予予算上算上算上算上はははは 100100100100 億円億円億円億円程程程程度環境度環境度環境度環境部局部局部局部局のののの予予予予算算算算があがあがあがあるるるる。。。。        鷺鷺鷺鷺坂坂坂坂課課課課長長長長            十十十十分分分分ではないがではないがではないがではないが、、、、ここここここここ数数数数年年年年でででで地地地地方方方方財財財財政政政政措措措措置置置置でででで分分分分別収別収別収別収集集集集のためのものはのためのものはのためのものはのためのものはふやふやふやふやしているしているしているしている。。。。名名名名古古古古屋屋屋屋市市市市はははは多分多分多分多分交付交付交付交付団体団体団体団体ではないとではないとではないとではないと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、結局結局結局結局、、、、自自自自前前前前のののの財財財財源源源源ででででややややらなけれらなけれらなけれらなければばばばいけないのいけないのいけないのいけないのでででで厳厳厳厳しいのではないかしいのではないかしいのではないかしいのではないか。。。。        司司司司会会会会（（（（三橋三橋三橋三橋））））        フロアのフロアのフロアのフロアの皆皆皆皆ささささんんんんからからからから問問問問題題題題をををを提提提提起起起起していたしていたしていたしていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦アアアアドバドバドバドバイサーイサーイサーイサー（ＺＥＦ（ＺＥＦ（ＺＥＦ（ＺＥＦココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィ・ネットワーク・ネットワーク・ネットワーク・ネットワーク））））    
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    まずまずまずまず、、、、植植植植田田田田先先先先生生生生からからからから伺伺伺伺ったったったった共共共共進化進化進化進化システムにシステムにシステムにシステムにつつつついていていていて詳詳詳詳しくおしくおしくおしくお伺伺伺伺いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。            次次次次にににに、、、、興興興興味味味味のないのないのないのない人人人人たちをどのようにたちをどのようにたちをどのようにたちをどのように動動動動員員員員していくかしていくかしていくかしていくか。。。。今今今今年年年年のののの「「「「地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの手法手法手法手法」」」」というテーというテーというテーというテーママママはははは非常非常非常非常にいいテーにいいテーにいいテーにいいテーマだマだマだマだとととと思思思思うううう。。。。ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションをををを 11110000 年年年年近近近近くくくくややややっているっているっているっている仲仲仲仲間間間間のののの１１１１人人人人としてとしてとしてとして、、、、資源循環型資源循環型資源循環型資源循環型、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会づくりではづくりではづくりではづくりでは、、、、地域地域地域地域がががが本本本本当当当当にににに重要重要重要重要になってくるになってくるになってくるになってくる。。。。今日今日今日今日のおのおのおのお話話話話もももも根根根根底底底底ににににそそそそれがれがれがれが脈脈脈脈々々々々とととと流流流流れておりれておりれておりれており、、、、今後今後今後今後、、、、日日日日本本本本でででで資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会ををををつつつつくっていくくっていくくっていくくっていく担担担担いいいい手手手手はははは地域地域地域地域にあるにあるにあるにある。。。。言言言言葉葉葉葉だだだだけがけがけがけが勝勝勝勝手手手手にににに走走走走っているパートっているパートっているパートっているパートナーシップナーシップナーシップナーシップ等等等等、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな議議議議論論論論があるとがあるとがあるとがあると思思思思うがうがうがうが、、、、地域地域地域地域のののの担担担担いいいい手手手手をどれをどれをどれをどれだだだだけけけけ広広広広げていくかでげていくかでげていくかでげていくかであるあるあるある。。。。        実実実実はここからがはここからがはここからがはここからが私私私私のののの悩悩悩悩みみみみ事事事事であるがであるがであるがであるが、、、、私私私私はははは今今今今年年年年のあるのあるのあるのある時時時時期期期期からからからから愛知愛知愛知愛知万万万万博博博博のののの環境環境環境環境プロデプロデプロデプロデュュュューサーにーサーにーサーにーサーに嫌嫌嫌嫌々々々々ながらながらながらながら就就就就任任任任したしたしたした。。。。あるあるあるある意意意意味味味味でででで愛知愛知愛知愛知をををを地域地域地域地域とととと例例例例ええええるならるならるならるならばばばば、、、、国国国国家家家家プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトであるであるであるである愛知愛知愛知愛知万万万万博博博博をををを何何何何とかとかとかとか成成成成功功功功させたいさせたいさせたいさせたい。。。。環境環境環境環境破破破破壊壊壊壊のののの万万万万博博博博にゼロエミッションのにゼロエミッションのにゼロエミッションのにゼロエミッションの人人人人間間間間としてとしてとしてとしてどうしてどうしてどうしてどうして行行行行くのかとくのかとくのかとくのかと批批批批判判判判をををを浴浴浴浴びながらびながらびながらびながら今今今今行行行行っているっているっているっている。。。。チチチチャャャャレレレレンジンジンジンジ精神精神精神精神をををを持持持持ってこのってこのってこのってこの２２２２年年年年間間間間携携携携わりたいがわりたいがわりたいがわりたいが、、、、省庁間省庁間省庁間省庁間のののの壁壁壁壁といいといいといいといい、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの思思思思惑惑惑惑がありがありがありがあり過過過過ぎてぎてぎてぎて本本本本当当当当にににに困困困困っているっているっているっている。。。。中央中央中央中央官庁官庁官庁官庁、、、、特特特特にににに経産経産経産経産省省省省、、、、国国国国土土土土交通省交通省交通省交通省、、、、環境環境環境環境省省省省がががが主主主主流流流流でででで、、、、文文文文部部部部科学科学科学科学省省省省のののの役役役役人人人人はははは１１１１人人人人もももも来来来来ていないていないていないていない。。。。省庁間省庁間省庁間省庁間のののの壁壁壁壁がありがありがありがあり、、、、環境環境環境環境にににに関関関関してはしてはしてはしては全全全全くくくく進進進進んんんんでいないでいないでいないでいない。。。。いまいまいまいまだだだだにににに環境宣言環境宣言環境宣言環境宣言１１１１つつつつすらすらすらすら出出出出せずせずせずせずにいるにいるにいるにいる。。。。環境環境環境環境ママママネジネジネジネジメメメメントプロデントプロデントプロデントプロデュュュューサーとしてはーサーとしてはーサーとしてはーサーとしては首首首首になってになってになってになって当当当当然然然然であるがであるがであるがであるが、、、、そそそそれれれれほほほほどどどど省省省省庁間庁間庁間庁間のののの壁壁壁壁、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの思思思思惑惑惑惑、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろでででで問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。せっかくせっかくせっかくせっかく地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける持続持続持続持続可能可能可能可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの手法手法手法手法としてとしてとしてとして、、、、2005200520052005 年年年年にににに日日日日本本本本からからからから世界世界世界世界にににに発発発発信信信信するまたとないするまたとないするまたとないするまたとないチチチチャンャンャンャンスでありスでありスでありスであり、、、、ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを手手手手がけているがけているがけているがけている人人人人間間間間としてもとしてもとしてもとしても何何何何がががが何何何何でもでもでもでも成成成成功功功功させたいがさせたいがさせたいがさせたいが、、、、ここここのちっのちっのちっのちっぽぽぽぽけなけなけなけな頭頭頭頭ではではではでは今今今今のとこのとこのとこのところろろろパンクパンクパンクパンク寸寸寸寸前前前前であるであるであるである。。。。        ゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムの山山山山路路路路会会会会長長長長をををを初初初初めめめめ、、、、みみみみんんんんなにもなにもなにもなにも少少少少しししし助助助助けてくけてくけてくけてくだだだださいとおさいとおさいとおさいとお願願願願いしているがいしているがいしているがいしているが、、、、ここにいらっしここにいらっしここにいらっしここにいらっしゃゃゃゃるるるる皆皆皆皆ささささんんんんたちはたちはたちはたちは非常非常非常非常にににに興興興興味味味味のののの高高高高いいいい皆皆皆皆ささささんんんんであるとであるとであるとであると同同同同時時時時にににに、、、、皆皆皆皆ささささんんんんではないではないではないではない興興興興味味味味のないのないのないのない人人人人たちをたちをたちをたちを何何何何とかとかとかとか愛知愛知愛知愛知のののの万万万万博博博博にににに１１１１つつつつでもでもでもでも関関関関心心心心をををを持持持持ってもられるってもられるってもられるってもられる手手手手法法法法をををを皆皆皆皆ささささんんんんとととと一一一一緒緒緒緒にににに考考考考ええええていたていたていたていただだだだきたきたきたきたいといといといと思思思思いいいい、、、、このこのこのこの場場場場をおかりしてをおかりしてをおかりしてをおかりして悩悩悩悩みをみをみをみを打打打打ちちちち明明明明けたけたけたけた。。。。        司司司司会会会会((((三橋理事三橋理事三橋理事三橋理事))))        共共共共進化進化進化進化ににににつつつついてもういてもういてもういてもう少少少少しししし説説説説明明明明していたしていたしていたしていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        植植植植田教田教田教田教授授授授        ままままだだだだままままだだだだ未未未未成成成成熟熟熟熟ななななココココンセプトであるとはンセプトであるとはンセプトであるとはンセプトであるとは思思思思うがうがうがうが、、、、私私私私がががが考考考考ええええたことたことたことたことだだだだけけけけ少少少少しししし申申申申しししし上上上上げたいげたいげたいげたい。。。。        企業企業企業企業、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＰＰＰＯ、Ｏ、Ｏ、Ｏ、一一一一般般般般市民市民市民市民がががが環境環境環境環境のことをのことをのことをのことを考考考考ええええ、、、、こうあらねこうあらねこうあらねこうあらねばばばばならないというならないというならないというならないという一一一一種種種種のののの規規規規範範範範はははは大大大大変変変変大大大大事事事事なななな話話話話かもしれないがかもしれないがかもしれないがかもしれないが、、、、今今今今までまでまでまで環境環境環境環境ののののカカカカのののの字字字字もももも知知知知らなかったらなかったらなかったらなかった人人人人がががが突突突突然然然然規規規規範範範範にににに基基基基づづづづいていていていて行動行動行動行動するようになることはないするようになることはないするようになることはないするようになることはない。。。。私私私私がががが大大大大事事事事だだだだとととと思思思思うのはうのはうのはうのは、、、、ななななぜぜぜぜ人人人人はははは環境環境環境環境のことをのことをのことをのことを考考考考ええええ出出出出すのかすのかすのかすのか。。。。環境環境環境環境のことをのことをのことをのことを考考考考ええええるということはるということはるということはるということは、、、、自分自分自分自分のののの視視視視野野野野がががが広広広広がっがっがっがっていくことでありていくことでありていくことでありていくことであり、、、、そそそそのプロセスをのプロセスをのプロセスをのプロセスを大大大大事事事事にしないといけないにしないといけないにしないといけないにしないといけない。。。。そそそそのプロセスはのプロセスはのプロセスはのプロセスは、、、、環境環境環境環境にににに関関関関するするするする認認認認識識識識があるがあるがあるがある意意意意味味味味でででではははは発発発発展展展展することでありすることでありすることでありすることであり、、、、大大大大事事事事なななな問問問問題題題題だだだだとととと思思思思いいいい出出出出すプロセスであるすプロセスであるすプロセスであるすプロセスである。。。。このことをこのことをこのことをこのことを最最最最もももも最最最最初初初初にににに言言言言ったのはったのはったのはったのはカカカカップというップというップというップという経済学経済学経済学経済学者者者者でででで、、、、1950195019501950 年年年年にににに「「「「150150150150 年年年年のののの歴歴歴歴史史史史はははは社会的社会的社会的社会的費費費費用用用用をををを人人人人々々々々がががが認認認認識識識識をををを発発発発展展展展させたさせたさせたさせた歴歴歴歴史史史史だだだだ」」」」とととと著著著著書書書書のなかでのなかでのなかでのなかで言言言言ったがったがったがったが、、、、卓卓卓卓見見見見だだだだとととと思思思思うううう。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、客客客客観観観観的的的的なななな条件条件条件条件としてはいとしてはいとしてはいとしてはいろろろろいいいいろろろろなななな意意意意味味味味でででで経済活動経済活動経済活動経済活動がががが活発化活発化活発化活発化するからするからするからするから、、、、そそそそういうことがういうことがういうことがういうことが身身身身近近近近にににに起起起起こりこりこりこり出出出出すすすす。。。。とにかくとにかくとにかくとにかくそそそそういうプロセスがあるのではないかというのがういうプロセスがあるのではないかというのがういうプロセスがあるのではないかというのがういうプロセスがあるのではないかというのが１１１１つつつつであるであるであるである。。。。    
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    そそそそれれれれだだだだとととと単単単単なるなるなるなる進進進進化化化化システムであるがシステムであるがシステムであるがシステムであるが、、、、私私私私がががが言言言言っているのはっているのはっているのはっているのは共共共共進化進化進化進化であるであるであるである。。。。ななななぜぜぜぜかといかといかといかというとうとうとうと、、、、日日日日本社会本社会本社会本社会のののの１１１１つつつつのののの特特特特質質質質でありでありでありであり、、、、日日日日本本本本でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろ取取取取りりりり組組組組んんんんでいくときのでいくときのでいくときのでいくときの難難難難しさはしさはしさはしさは、、、、縦縦縦縦社会社会社会社会とよくとよくとよくとよく言言言言われるわれるわれるわれる社会社会社会社会をををを横横横横ににににつつつつななななぐぐぐぐことでことでことでことで、、、、地域地域地域地域はははは本本本本当当当当はははは横横横横ににににつつつつながれているながれているながれているながれている。。。。とことことこところろろろがががが、、、、横横横横ににににつつつつななななぐぐぐぐのがのがのがのが非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい。。。。組織組織組織組織のののの論論論論理理理理、、、、個個個個別別別別的的的的なななな論論論論理理理理がががが強強強強くくくく出出出出てくるためてくるためてくるためてくるため、、、、本本本本当当当当はトータルにはトータルにはトータルにはトータルに統統統統合合合合したらしたらしたらしたら非常非常非常非常にいいにいいにいいにいい話話話話ができたりができたりができたりができたり、、、、うまくいくのにうまくいくのにうまくいくのにうまくいくのに、、、、そそそそれがなかなかれがなかなかれがなかなかれがなかなか実現実現実現実現できないのができないのができないのができないのが大大大大きなネックであるきなネックであるきなネックであるきなネックである。。。。相互相互相互相互啓啓啓啓発発発発がががが起起起起こっていかないとこっていかないとこっていかないとこっていかないと、、、、本本本本当当当当はうまくいかなはうまくいかなはうまくいかなはうまくいかないのではないかいのではないかいのではないかいのではないか。。。。最最最最初初初初にににに考考考考ええええていたことはていたことはていたことはていたことは違違違違うかもしれうかもしれうかもしれうかもしれないがないがないがないが、、、、事事事事業業業業者者者者とととと住住住住民民民民がががが互互互互いにテいにテいにテいにテーブルにーブルにーブルにーブルに着着着着いていていていて議議議議論論論論するとするとするとすると、、、、何何何何かいいことがかいいことがかいいことがかいいことが見見見見つつつつかるのではないかかるのではないかかるのではないかかるのではないか。。。。ママママインインインインドドドドのののの変変変変化化化化がががが相相相相互互互互にににに刺激刺激刺激刺激しししし合合合合いいいい、、、、技術技術技術技術がががが新新新新しくなりしくなりしくなりしくなり、、、、仕仕仕仕組組組組みもみもみもみも開発開発開発開発されるされるされるされる。。。。技術技術技術技術とととと仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが両両両両方必要方必要方必要方必要であであであでありりりり、、、、何何何何かかかか目標目標目標目標をををを持持持持たないとたないとたないとたないと動動動動かないかないかないかない。。。。そそそそういうことがういうことがういうことがういうことが進進進進んんんんでいくプロセスをでいくプロセスをでいくプロセスをでいくプロセスを考考考考ええええるるるる必要必要必要必要ががががあるあるあるある。。。。そそそそういうことがういうことがういうことがういうことが少少少少しししし起起起起こりこりこりこり出出出出しているのがしているのがしているのがしているのが今今今今のののの日日日日本本本本のののの段階段階段階段階ではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考ええええ、、、、そそそそれれれれににににふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい言言言言葉葉葉葉ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思ってってってって申申申申しししし上上上上げたげたげたげた。。。。        坂坂坂坂本本本本        今日今日今日今日はははは女女女女性性性性のののの発言発言発言発言がががが少少少少ないのでないのでないのでないので、、、、フロアのフロアのフロアのフロアの各自治体各自治体各自治体各自治体のののの女女女女性性性性のののの方方方方からからからから発言発言発言発言をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        長長長長尾尾尾尾主事主事主事主事（（（（青青青青森森森森県環境県環境県環境県環境政政政政策課策課策課策課））））        青青青青森森森森県県県県でもでもでもでも縦縦縦縦割割割割りをりをりをりを横横横横ににににつつつつななななぐぐぐぐことがことがことがことが大大大大事事事事だだだだといといといといろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めてきたがめてきたがめてきたがめてきたが、、、、ややややっとっとっとっと横横横横ににににつつつつないでいくないでいくないでいくないでいく場場場場としてのとしてのとしてのとしてのＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯがががが立立立立ちちちち上上上上がったがったがったがった段階段階段階段階であるであるであるである。。。。ここからここからここからここからＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯにににに青青青青森森森森県県県県がががが行行行行政政政政としてどのようなかかわりをとしてどのようなかかわりをとしてどのようなかかわりをとしてどのようなかかわりを持持持持ってってってってややややっていくのかっていくのかっていくのかっていくのか、、、、ややややりながらりながらりながらりながら考考考考ええええてててて進進進進んんんんででででいかないといけないといかないといけないといかないといけないといかないといけないと思思思思っているっているっているっている。。。。皆皆皆皆ささささんんんんのおのおのおのお話話話話をををを伺伺伺伺ってってってって非常非常非常非常にににに勇勇勇勇気気気気づけられづけられづけられづけられ、、、、今日来今日来今日来今日来ててててよかったとよかったとよかったとよかったと思思思思うううう。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。        井戸井戸井戸井戸技術技術技術技術主査主査主査主査（（（（岐阜岐阜岐阜岐阜県環境県環境県環境県環境政政政政策課策課策課策課））））        私私私私もももも今日来今日来今日来今日来てててて大大大大変変変変よかったとよかったとよかったとよかったと思思思思うううう。。。。岐阜岐阜岐阜岐阜県県県県ののののＰＲＰＲＰＲＰＲをさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだくとくとくとくと、、、、私私私私はははは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物リサリサリサリサイクルイクルイクルイクル製品製品製品製品のののの認認認認定定定定制制制制度度度度にににに直直直直接的接的接的接的にににに携携携携わっているわっているわっているわっている。。。。県県県県がががが積極的積極的積極的積極的にリサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクル製品製品製品製品をををを使使使使うううう中中中中でででで、、、、県県県県がががが積極的積極的積極的積極的にににに使使使使っていることもありっていることもありっていることもありっていることもあり、、、、事事事事業業業業者者者者でリサイクルでリサイクルでリサイクルでリサイクル認認認認定定定定製品同士製品同士製品同士製品同士のののの競争競争競争競争がががが起起起起こってこってこってこってくるまでになりくるまでになりくるまでになりくるまでになりつつつつつつつつあるあるあるある。。。。住住住住民民民民へのへのへのへのＰＲＰＲＰＲＰＲをしていくをしていくをしていくをしていく中中中中でででで、、、、子子子子供供供供会会会会でででで集集集集めためためためたガガガガラスをラスをラスをラスを骨骨骨骨材材材材ににににしてしてしてしてココココンクリートンクリートンクリートンクリート製品製品製品製品ををををつつつつくりくりくりくり、、、、地域地域地域地域のののの側側側側溝溝溝溝にににに使使使使うううう等等等等、、、、事事事事業業業業者者者者とととと子子子子供供供供会会会会がががが協力協力協力協力してしてしてして行行行行ってってってっているいるいるいる。。。。何何何何もももも物物物物がないがないがないがない中中中中でのでのでのでのココココミミミミュュュュニニニニケケケケーションはとてもーションはとてもーションはとてもーションはとても難難難難しいがしいがしいがしいが、、、、何何何何かかかか１１１１つつつつ具具具具体的体的体的体的なものなものなものなものがあるとがあるとがあるとがあるとココココミミミミュュュュニニニニケケケケーションのきっかけになるのではないかとーションのきっかけになるのではないかとーションのきっかけになるのではないかとーションのきっかけになるのではないかと日日日日ごろごろごろごろ感感感感じじじじているているているている。。。。今後今後今後今後頑頑頑頑張張張張ろろろろうとうとうとうと思思思思っているのでっているのでっているのでっているので、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        玉玉玉玉岡岡岡岡主事主事主事主事（（（（徳島徳島徳島徳島県循環型社会推進課県循環型社会推進課県循環型社会推進課県循環型社会推進課））））        今日今日今日今日はははは大大大大変変変変勉勉勉勉強強強強になりになりになりになり、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。人人人人集集集集めのめのめのめの問問問問題題題題がががが話題話題話題話題にににに上上上上っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、徳島徳島徳島徳島県県県県でもいでもいでもいでもいろろろろいいいいろろろろなイなイなイなイベベベベントをントをントをントを開催開催開催開催するにするにするにするに当当当当たりたりたりたり、、、、人人人人をかきをかきをかきをかき集集集集めるのにめるのにめるのにめるのに苦労苦労苦労苦労しているしているしているしている。。。。最最最最初初初初にににに参加参加参加参加するきっかけもするきっかけもするきっかけもするきっかけもそそそそうであるがうであるがうであるがうであるが、、、、１１１１回回回回参加参加参加参加したしたしたした人人人人がががが継続継続継続継続してしてしてして携携携携わってもらうわってもらうわってもらうわってもらう、、、、一一一一過過過過性性性性にににに終終終終わらせないものがわらせないものがわらせないものがわらせないものが必要必要必要必要だだだだとととと思思思思うううう。。。。今日今日今日今日はははは皆皆皆皆ささささんんんんののののごごごご意見意見意見意見をををを伺伺伺伺ええええてててて大大大大変参考変参考変参考変参考になりになりになりになりましたましたましたました。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。        
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長長長長嶺嶺嶺嶺主事主事主事主事（（（（那那那那覇覇覇覇市市市市ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション推進推進推進推進室室室室））））        那那那那覇覇覇覇市市市市でもゼロエミッションでもゼロエミッションでもゼロエミッションでもゼロエミッション施策施策施策施策をををを推進推進推進推進していくしていくしていくしていく上上上上でででで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななモモモモデルデルデルデル事事事事業業業業をををを取取取取りりりり入入入入れてれてれてれて意識意識意識意識啓啓啓啓発発発発をををを行行行行っているがっているがっているがっているが、、、、環境学習環境学習環境学習環境学習、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育がががが大大大大事事事事なことをなことをなことをなことをつつつつくづくくづくくづくくづく痛痛痛痛感感感感しているしているしているしている。。。。皆皆皆皆様様様様のののの本本本本日日日日のおのおのおのお話話話話をををを参考参考参考参考にににに、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろとととと事事事事業業業業をををを推進推進推進推進していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましいましいましいましたたたた。。。。        司司司司会会会会((((三橋理事三橋理事三橋理事三橋理事))))        フロアのフロアのフロアのフロアの皆皆皆皆ささささんんんんのののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞きききき、、、、感感感感想想想想があれがあれがあれがあればばばばおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        塩塩塩塩田室長田室長田室長田室長        鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦ささささんんんんののののごごごご発言発言発言発言のののの「「「「興興興興味味味味のないのないのないのない人人人人たちへのたちへのたちへのたちへの対策対策対策対策」」」」にににに関関関関してしてしてして、、、、２２２２万万万万5000500050005000人人人人がかかわったがかかわったがかかわったがかかわった当当当当社社社社のののの現現現現場場場場ののののややややりりりり方方方方がががが１１１１つつつつのののの例例例例になるとになるとになるとになると思思思思うがうがうがうが、、、、一一一一番番番番大大大大事事事事なことはなことはなことはなことは仕仕仕仕組組組組みとみとみとみと体体体体制制制制づくりづくりづくりづくりだだだだとととと思思思思うううう。。。。当当当当社社社社のののの現現現現場場場場ではではではでは副副副副所所所所長長長長をトップにをトップにをトップにをトップに、、、、関連関連関連関連部門部門部門部門からゼロエミからゼロエミからゼロエミからゼロエミ担当者担当者担当者担当者をををを決決決決めめめめ、、、、もちもちもちもちろろろろんんんん協力業協力業協力業協力業者者者者もももも含含含含めめめめ、、、、しっかりしたしっかりしたしっかりしたしっかりした組織組織組織組織ををををつつつつくっているくっているくっているくっている。。。。次次次次ははははキキキキーーーーママママンをンをンをンを押押押押ささささええええることることることることだだだだとととと思思思思うううう。。。。現現現現場場場場ではではではでは職職職職長長長長というというというという職職職職制上制上制上制上ののののキキキキーーーーママママンがいるのでンがいるのでンがいるのでンがいるので、、、、職職職職長長長長にしっかりゼロエミとはにしっかりゼロエミとはにしっかりゼロエミとはにしっかりゼロエミとは何何何何かかかか理理理理解解解解していたしていたしていたしていただだだだいたいたいたいた。。。。キキキキーーーーママママンがンがンがンが動動動動けけけけばばばば組織組織組織組織はははは動動動動くくくく。。。。３３３３点点点点目目目目にににに、、、、宣言宣言宣言宣言をしてしまうといをしてしまうといをしてしまうといをしてしまうというううう手手手手があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。当当当当社社社社もゼロエミのもゼロエミのもゼロエミのもゼロエミの現現現現場場場場がががが終了終了終了終了したというしたというしたというしたという報告報告報告報告ではなくではなくではなくではなく、、、、これからこれからこれからこれからややややりりりりますとますとますとますと宣言宣言宣言宣言してしまったしてしまったしてしまったしてしまった。。。。現現現現場場場場とのとのとのとの下下下下打打打打ちちちち合合合合わせはしているがわせはしているがわせはしているがわせはしているが、、、、所所所所長長長長のののの承承承承諾諾諾諾をををを得得得得たあとたあとたあとたあと、、、、実実実実務務務務レベレベレベレベルとルとルとルと打打打打ちちちち合合合合わせをしたときにわせをしたときにわせをしたときにわせをしたときに、、、、本社本社本社本社はどのようなはどのようなはどのようなはどのような業業業業務務務務をををを担当担当担当担当してくれるしてくれるしてくれるしてくれるんだんだんだんだとととと相相相相当当当当厳厳厳厳しいしいしいしいややややりとりもあったりとりもあったりとりもあったりとりもあった。。。。終終終終わってみたらわってみたらわってみたらわってみたら彼彼彼彼らもらもらもらもややややってよかったとってよかったとってよかったとってよかったと言言言言ってくれているってくれているってくれているってくれている。。。。仕仕仕仕組組組組みみみみやややや体体体体制制制制をどうをどうをどうをどうつつつつくりくりくりくり、、、、キキキキーーーーママママンをどうンをどうンをどうンをどう押押押押ささささええええるかるかるかるか、、、、宣言宣言宣言宣言をしてしまうなどのをしてしまうなどのをしてしまうなどのをしてしまうなどの方方方方法法法法ががががあるのではないかとあるのではないかとあるのではないかとあるのではないかと思思思思うううう。。。。        木木木木俣俣俣俣教教教教授授授授        私私私私はははは学学学学部部部部のののの学学学学生生生生のこのこのこのころろろろからからからから環境環境環境環境問問問問題題題題、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育ををををややややってきたのでってきたのでってきたのでってきたので、、、、もうもうもうもう 30303030 年年年年くらいかかくらいかかくらいかかくらいかかわっているがわっているがわっているがわっているが、、、、そそそそのこのこのこのころろろろはいはいはいはいろろろろいいいいろろろろなななな公害公害公害公害問問問問題題題題がありがありがありがあり、、、、そそそそういうことにかかわることういうことにかかわることういうことにかかわることういうことにかかわること自体自体自体自体がががが反反反反社会的社会的社会的社会的だだだだというというというという偏偏偏偏見見見見のもとにのもとにのもとにのもとに見見見見られていたられていたられていたられていた。。。。今今今今ではではではでは環境環境環境環境教育教育教育教育、、、、環境環境環境環境のののの問問問問題題題題はとてもはとてもはとてもはとても重重重重要要要要だだだだとみとみとみとみんんんんながながながなが思思思思うようになりうようになりうようになりうようになり、、、、本本本本当当当当にににに隔隔隔隔世世世世のののの感感感感だだだだとととと思思思思うううう。。。。しかししかししかししかし、、、、少少少少しししし厳厳厳厳しいことをしいことをしいことをしいことを言言言言うとうとうとうと、、、、口口口口ばばばばかりでかりでかりでかりで自分自分自分自分のことがのことがのことがのことが中心中心中心中心でででで人人人人のことにはかかわらないというのことにはかかわらないというのことにはかかわらないというのことにはかかわらないという社会的社会的社会的社会的なななな風潮風潮風潮風潮があがあがあがあるるるる。。。。子子子子供供供供たちのためにいいたちのためにいいたちのためにいいたちのためにいい環境環境環境環境ををををつつつつくることはくることはくることはくることは大人大人大人大人のののの仕仕仕仕事事事事でありでありでありであり、、、、大人大人大人大人のののの責責責責任任任任としてとしてとしてとして私私私私たたたたちはちはちはちはややややっていかなけれっていかなけれっていかなけれっていかなければばばばいけないといけないといけないといけないと思思思思っているっているっているっている。。。。        山山山山崎所崎所崎所崎所長長長長        いきなりいきなりいきなりいきなり大大大大きなものはきなものはきなものはきなものは動動動動かないのでかないのでかないのでかないので、、、、小小小小さなものをさなものをさなものをさなものを確確確確実実実実にすることからにすることからにすることからにすることから始始始始まるとまるとまるとまると思思思思うううう。。。。変変変変わったことをわったことをわったことをわったことをややややってってってってママママススススココココミにミにミにミに扱扱扱扱ってもらうこともってもらうこともってもらうこともってもらうことも大大大大事事事事だだだだとととと思思思思うううう。。。。板橋区板橋区板橋区板橋区はははは区長区長区長区長もももも 23232323区区区区でででで一一一一番番番番をををを目目目目指指指指してしてしてしてややややれとれとれとれと、、、、何何何何でもでもでもでも一一一一番番番番をををを目目目目指指指指してしてしてして動動動動いているいているいているいている。。。。批批批批判判判判をされることもあるがをされることもあるがをされることもあるがをされることもあるが、、、、東京都内東京都内東京都内東京都内のののの新新新新聞聞聞聞にににに載載載載せていたせていたせていたせていただだだだきききき、、、、おおおお金金金金をををを使使使使わないでわないでわないでわないでＰＲＰＲＰＲＰＲすることもすることもすることもすることも手法手法手法手法としてあるのでとしてあるのでとしてあるのでとしてあるのではなはなはなはないかといかといかといかと思思思思うううう。。。。        鷺鷺鷺鷺坂坂坂坂課課課課長長長長        縦縦縦縦割割割割りのりのりのりの話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、確確確確かにかにかにかに国国国国がががが一一一一番番番番縦縦縦縦割割割割りはりはりはりは厳厳厳厳しいのではないかしいのではないかしいのではないかしいのではないか。。。。国国国国もももも環境基本計環境基本計環境基本計環境基本計
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画画画画ができができができができ、、、、点点点点検検検検作作作作業業業業のののの中中中中でででで各各各各省庁省庁省庁省庁でででで環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮をしながらをしながらをしながらをしながら政政政政策策策策をををを進進進進めていくめていくめていくめていく必要必要必要必要があるとしがあるとしがあるとしがあるとしているているているている。。。。一一一一時時時時期期期期とはとはとはとは違違違違いいいい、、、、各各各各省庁省庁省庁省庁もももも環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮はかなりはかなりはかなりはかなり念念念念頭頭頭頭にににに置置置置いていたいていたいていたいていただだだだいているのではいているのではいているのではいているのではないかないかないかないか。。。。社会資本社会資本社会資本社会資本整備整備整備整備基本計画法基本計画法基本計画法基本計画法がががが今今今今国会国会国会国会でででで審審審審議議議議されているがされているがされているがされているが、、、、計画計画計画計画のののの原原原原案案案案のののの段階段階段階段階でででで環境環境環境環境省省省省にににに協議協議協議協議するするするする規定規定規定規定をををを入入入入れてれてれてれてほほほほしいとしいとしいとしいと言言言言ったらすったらすったらすったらすぐぐぐぐにににに入入入入ったったったった。。。。以前以前以前以前ではとてもではとてもではとてもではとても考考考考ええええられなかられなかられなかられなかったのでったのでったのでったので、、、、確確確確実実実実にににに進進進進んんんんではいるとではいるとではいるとではいると思思思思うううう。。。。        植植植植田教田教田教田教授授授授        私私私私はははは今日今日今日今日いいいいろろろろいいいいろろろろおおおお話話話話をををを伺伺伺伺いいいい、、、、持続可持続可持続可持続可能能能能なななな地域社会地域社会地域社会地域社会をををを推進推進推進推進していくしていくしていくしていく上上上上でででで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ基基基基盤盤盤盤になるになるになるになる大大大大事事事事なものがありなものがありなものがありなものがあり、、、、環境環境環境環境だだだだけではないけではないけではないけではない重要重要重要重要なななな問問問問題題題題があるがあるがあるがある。Ｎ。Ｎ。Ｎ。ＮＰＰＰＰＯＯＯＯ活動活動活動活動のののの活発化活発化活発化活発化やややや資資資資金金金金のののの問問問問題等題等題等題等もももも大大大大事事事事なななな問問問問題題題題だだだだとととと思思思思うううう。。。。基基基基盤盤盤盤やややや体体体体制制制制づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めためためためた上上上上でででで新新新新しいしいしいしい論点論点論点論点があったががあったががあったががあったが、、、、そそそそれらをれらをれらをれらを勉勉勉勉強強強強したとしたとしたとしたと同同同同時時時時にににに、、、、ややややはりはりはりはり実実実実験験験験的的的的なななな意意意意味味味味をををを含含含含めためためためた実実実実践践践践がががが重要重要重要重要ではないかではないかではないかではないか。。。。取取取取りりりり組組組組まれたがゆまれたがゆまれたがゆまれたがゆええええにににに今今今今のようなこともわかってきたしのようなこともわかってきたしのようなこともわかってきたしのようなこともわかってきたし、、、、取取取取りりりり組組組組むからにはむからにはむからにはむからには頑張頑張頑張頑張ろろろろうというのがうというのがうというのがうというのがあってあってあってあって先進先進先進先進事例事例事例事例もももも出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。そそそそれをれをれをれを学学学学びびびび合合合合うことがうことがうことがうことが大大大大変変変変大大大大事事事事でありでありでありであり、、、、取取取取りりりり組組組組むむむむ過程過程過程過程ででででママママイイイインンンンドドドドにもにもにもにも変変変変化化化化がががが見見見見られるとられるとられるとられると思思思思うううう。。。。自治体自治体自治体自治体ややややＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ等等等等、、、、みみみみんんんんながながながなが学学学学べるプラべるプラべるプラべるプラットットットットホホホホームでみームでみームでみームでみんんんんながながながなが学学学学びながらびながらびながらびながら先進先進先進先進事例事例事例事例ににににチチチチャャャャレレレレンジするンジするンジするンジする。。。。手手手手がかりとがかりとがかりとがかりと担担担担いいいい手手手手ををををふやふやふやふやしながらしながらしながらしながら進進進進めるこめるこめるこめることがとがとがとが大大大大変変変変大大大大事事事事でででで、、、、そそそそうするとうするとうするとうすると画画画画期期期期的的的的とはとはとはとは言言言言わなくてもわなくてもわなくてもわなくても、、、、少少少少しずしずしずしずつつつつでもでもでもでも広広広広がっていくプロセがっていくプロセがっていくプロセがっていくプロセスがあるのではないかというスがあるのではないかというスがあるのではないかというスがあるのではないかという印印印印象象象象をををを持持持持ったったったった。。。。        三橋三橋三橋三橋ささささんんんんがががが言言言言われたわれたわれたわれた地地地地方方方方のののの衰退衰退衰退衰退、、、、地域経済地域経済地域経済地域経済からからからから始始始始めなけれめなけれめなけれめなければばばばいけないというとこいけないというとこいけないというとこいけないというところろろろでででで共共共共通通通通してしてしてして言言言言ええええるるるるだろだろだろだろうことはうことはうことはうことは、、、、地地地地方方方方をどうをどうをどうをどうややややってってってって活活活活性性性性化化化化するのかというするのかというするのかというするのかという問問問問題題題題であるであるであるである。。。。私私私私自自自自身身身身はははは大学大学大学大学にににに身身身身をををを置置置置くくくく者者者者であるがであるがであるがであるが、、、、地地地地方方方方のののの活活活活性性性性化化化化とととと環境環境環境環境のののの問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいくことがどうでいくことがどうでいくことがどうでいくことがどうややややったらうまくったらうまくったらうまくったらうまく有有有有機機機機的的的的ににににつつつつなげることができるのかとかねがねなげることができるのかとかねがねなげることができるのかとかねがねなげることができるのかとかねがね思思思思っているっているっているっている。。。。自治体自治体自治体自治体はははは地地地地方方方方をををを活活活活性性性性化化化化させなけれさせなけれさせなけれさせなければばばばいけないのかいけないのかいけないのかいけないのか、、、、別別別別個個個個にでもにでもにでもにでもややややれれれれそそそそううううだだだだというというというという話話話話なのかなのかなのかなのか、、、、そそそそのあたりののあたりののあたりののあたりの率率率率直直直直なななな感感感感想想想想、、、、印印印印象象象象ををををぜぜぜぜひひひひおおおお伺伺伺伺いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。        司司司司会会会会((((三橋理事三橋理事三橋理事三橋理事))))        今今今今、、、、全全全全国各地国各地国各地国各地でさまでさまでさまでさまざざざざまなまなまなまな地域地域地域地域おこしがおこしがおこしがおこしが行行行行われわれわれわれ、、、、環境環境環境環境ががががキキキキーワーーワーーワーーワードドドドになっているになっているになっているになっている。。。。おいおいおいおいでになってでになってでになってでになってごごごごららららんんんんになれになれになれになればばばば、、、、ヒヒヒヒントがいントがいントがいントがいろろろろいいいいろろろろあるあるあるある。。。。個個個個別別別別例例例例をををを挙挙挙挙げることもできるがげることもできるがげることもできるがげることもできるが、、、、時時時時間間間間のののの関係関係関係関係でででで割割割割愛愛愛愛せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得ないのはないのはないのはないのは残残残残念念念念であるであるであるである。。。。        新新新新しいことをしいことをしいことをしいことをややややるるるる場場場場合合合合、、、、例例例例えばえばえばえば 100100100100人人人人のののの世界世界世界世界があれがあれがあれがあればばばば、、、、自分自分自分自分がががが変変変変わることでまずわることでまずわることでまずわることでまず 99999999対対対対１１１１のののの世界世界世界世界ををををつつつつくるくるくるくる。。。。99999999 対対対対１１１１がががが 95959595 対対対対５５５５になりになりになりになり、、、、90909090 対対対対 10101010 のののの世界世界世界世界にににになるとなるとなるとなると世世世世のののの中中中中はははは確確確確実実実実にににに変変変変わりわりわりわり始始始始めるめるめるめる。。。。そそそそのくらいののくらいののくらいののくらいの決決決決意意意意でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでいかないとでいかないとでいかないとでいかないと世世世世のののの中中中中をををを変変変変ええええることはできないとることはできないとることはできないとることはできないと思思思思うううう。。。。例例例例えばえばえばえばゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションという言言言言葉葉葉葉はははは、、、、私私私私がががが新新新新聞聞聞聞社社社社にいたときににいたときににいたときににいたときに日日日日本経済本経済本経済本経済新新新新聞聞聞聞でででで 94949494 年年年年にににに初初初初めてめてめてめて使使使使ったがったがったがったが、、、、反反反反対意見対意見対意見対意見がががが多多多多かったかったかったかった。。。。私私私私はゼロエミッションというはゼロエミッションというはゼロエミッションというはゼロエミッションというキキキキーワーーワーーワーーワードドドドでででで新新新新しいしいしいしい風風風風をををを作作作作りりりり出出出出したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いいいい、、、、仲仲仲仲間間間間のののの反反反反対対対対をををを押押押押しししし切切切切ってってってって使使使使ったったったった。。。。今今今今、、、、ゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションという言言言言葉葉葉葉はははは非常非常非常非常にににに普及普及普及普及しているしているしているしている。。。。個個個個人人人人がががが決決決決意意意意してしてしてして何何何何かかかかやろやろやろやろうとうとうとうと思思思思うとうとうとうと、、、、かなりのことができるかなりのことができるかなりのことができるかなりのことができる。。。。        私私私私がががが去去去去年大学年大学年大学年大学ででででＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14001140011400114001 にににに取取取取りりりり組組組組むにむにむにむに当当当当たりたりたりたり、、、、学学学学生生生生にににに私私私私のテーのテーのテーのテーママママ研究会研究会研究会研究会ははははＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14001140011400114001 にににに取取取取りりりり組組組組むからむからむからむから、、、、興興興興味味味味のあるのあるのあるのある人人人人はははは手手手手をををを挙挙挙挙げげげげろろろろとととと言言言言ったらったらったらったら２２２２人人人人しかいなかったしかいなかったしかいなかったしかいなかった。。。。私私私私はははは、、、、そそそそのののの２２２２人人人人にににに大体大体大体大体 99999999対対対対１１１１でででで始始始始めるのめるのめるのめるのだだだだからからからから、、、、98989898対対対対２２２２はははは上上上上出来出来出来出来だだだだとととと言言言言ったったったった。。。。１１１１年年年年たったたったたったたった今今今今、、、、私私私私のののの周周周周辺辺辺辺にはテーにはテーにはテーにはテーママママ研究会研究会研究会研究会をををを含含含含めてめてめてめて２０２０２０２０名名名名以以以以上上上上のののの学学学学生生生生がががが集集集集まってまってまってまって、、、、そそそそのののの学学学学生生生生たちがたちがたちがたちが中心中心中心中心になになになになってってってってＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14001140011400114001 のののの認認認認証証証証取取取取得得得得にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、何何何何とかとかとかとか取取取取得得得得できるとこできるとこできるとこできるところろろろまでこぎまでこぎまでこぎまでこぎつつつつけたけたけたけた。。。。こうとこうとこうとこうと
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決決決決めたらめたらめたらめたら、、、、人人人人はどうはどうはどうはどう思思思思おうとおうとおうとおうと自分自分自分自分ででででややややっていくというっていくというっていくというっていくという決決決決意意意意をををを持持持持ってってってってややややらないとらないとらないとらないと、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題はははは成成成成就就就就しないとしないとしないとしないと思思思思うううう。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの木木木木俣俣俣俣ささささんんんんのおのおのおのお話話話話をををを聞聞聞聞いていてもいていてもいていてもいていても、、、、共通共通共通共通するするするする面面面面があるとがあるとがあるとがあると思思思思っっっったたたた。。。。99999999 対対対対１１１１かかかからのスタートとらのスタートとらのスタートとらのスタートと思思思思えばえばえばえば、、、、まずはまずはまずはまずは自分自分自分自分がががが踏踏踏踏みみみみ切切切切ることることることることだろだろだろだろうううう。。。。そんそんそんそんなななな取取取取りりりり組組組組みみみみがががが環境環境環境環境問問問問題題題題にはにはにはには必要必要必要必要ではないかとではないかとではないかとではないかと今日今日今日今日のシンのシンのシンのシンポポポポジジジジウウウウムのムのムのムの締締締締めくくりにめくくりにめくくりにめくくりに言言言言わせていたわせていたわせていたわせていただだだだきききき、、、、閉閉閉閉じじじじさせていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。        司司司司会会会会（（（（坂坂坂坂本本本本））））        どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。        そそそそれではれではれではれでは、、、、皆皆皆皆様様様様方方方方にににに改改改改めておめておめておめてお礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。本年度本年度本年度本年度５５５５回回回回のののの研究会研究会研究会研究会にににに皆皆皆皆ささささんんんんににににごごごご参加参加参加参加、、、、ごごごご支援支援支援支援いたいたいたいただだだだきききき、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。最後最後最後最後にににに、、、、ゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムの山山山山路路路路会会会会長長長長からからからからごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつをおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。        山山山山路路路路会会会会長長長長        今日今日今日今日はははは植植植植田田田田先先先先生生生生ははははじじじじめめめめ大大大大変変変変おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中をををを諸諸諸諸先先先先生方生方生方生方ははははおいでいたおいでいたおいでいたおいでいただだだだきききき、、、、最後最後最後最後のののの締締締締めくくりめくくりめくくりめくくりもももも本本本本当当当当にににに熱熱熱熱のののの入入入入ったったったった本本本本音音音音のデのデのデのディィィィススススカカカカッションができたとッションができたとッションができたとッションができたと私私私私もももも大大大大変変変変喜喜喜喜んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。会会会会場場場場におにおにおにお越越越越しのしのしのしの皆皆皆皆様様様様方方方方もももも、、、、そそそそれにれにれにれに参加参加参加参加していたしていたしていたしていただだだだきききき、、、、本本本本当当当当にありがとうにありがとうにありがとうにありがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。環境環境環境環境にににに対対対対してしてしてして熱熱熱熱をををを燃燃燃燃ややややしているしているしているしている仲仲仲仲間間間間うちうちうちうちだだだだからからからから、、、、本本本本音音音音でのでのでのでの議議議議論論論論がしがしがしがし易易易易いということはあいということはあいということはあいということはあろろろろうがうがうがうが、、、、しかししかししかししかし、、、、外外外外へへへへ出出出出てててて環境環境環境環境にににに関関関関心心心心のののの薄薄薄薄いいいい人人人人のののの間間間間にににに立立立立ってもってもってもっても、、、、ここでここでここでここで話話話話されたようにされたようにされたようにされたように本本本本音音音音でででで話話話話しししし、、、、自分自分自分自分のののの言言言言っていることがっていることがっていることがっていることが世界世界世界世界のためのためのためのため、、、、世世世世のののの中中中中のためのためのためのため、、、、未未未未来来来来世世世世代代代代のためにいいのためにいいのためにいいのためにいいんだんだんだんだということをということをということをということを考考考考ええええてててて、、、、決決決決然然然然とととと話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。        私私私私のののの雑雑雑雑駁駁駁駁なななな感感感感想想想想をををを述述述述べさせていたべさせていたべさせていたべさせていただだだだくとくとくとくと、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＰＰＰＯＯＯＯのののの資資資資金問金問金問金問題題題題にににに関連関連関連関連してはしてはしてはしては、、、、環境環境環境環境のののの日日日日をををを目目目目指指指指しししし、、、、環境環境環境環境宝宝宝宝くくくくじじじじをををを発行発行発行発行してもらったらどうかとしてもらったらどうかとしてもらったらどうかとしてもらったらどうかと思思思思うううう。。。。そそそそのののの宝宝宝宝くくくくじじじじのののの１１１１等等等等はははは１１１１億円億円億円億円ぐぐぐぐららららいはいはいはいは差差差差しししし上上上上げないとげないとげないとげないと金金金金はははは集集集集まらないまらないまらないまらない。。。。そそそそしてしてしてして、、、、そそそそのののの金金金金額額額額はははは全部全部全部全部環境環境環境環境ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯにににに向向向向けてけてけてけて環境環境環境環境省省省省ががががばばばばらまいていたらまいていたらまいていたらまいていただだだだいたらよいたらよいたらよいたらよろろろろしいのではないかしいのではないかしいのではないかしいのではないか。。。。少少少少しはしはしはしは不不不不真真真真面面面面目目目目なとこなとこなとこなところろろろもあっていいもあっていいもあっていいもあっていいのではないかのではないかのではないかのではないか。。。。我我我我々々々々はいいことをはいいことをはいいことをはいいことをややややるのでるのでるのでるので、、、、こういうこともこういうこともこういうこともこういうことも許許許許されるされるされるされる。。。。脱脱脱脱線線線線してもいいのしてもいいのしてもいいのしてもいいのではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うううう。。。。        物物物物もももも言言言言いようでいようでいようでいようで、、、、環境環境環境環境だだだだけよりサステイナけよりサステイナけよりサステイナけよりサステイナビビビビリテリテリテリティィィィーとーとーとーと言言言言うとうとうとうと、、、、もっともっともっともっと賛賛賛賛成成成成してくれるしてくれるしてくれるしてくれる人人人人がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんいるのではないかいるのではないかいるのではないかいるのではないか。。。。環境環境環境環境だだだだけけけけだだだだとととと経済経済経済経済はどうなはどうなはどうなはどうなるとるとるとると言言言言うううう人人人人もあらわれるがもあらわれるがもあらわれるがもあらわれるが、、、、サステイナサステイナサステイナサステイナビビビビリテリテリテリティィィィーでーでーでーで環境環境環境環境もももも経済経済経済経済もももも社会社会社会社会もとなるともとなるともとなるともとなると、、、、みみみみんんんんなななな賛賛賛賛成成成成せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得なくなってなくなってなくなってなくなってくるのではないかくるのではないかくるのではないかくるのではないか。。。。そそそそのようなのようなのようなのような幅幅幅幅のののの広広広広げげげげ方方方方もあるともあるともあるともあると思思思思うううう。。。。環境環境環境環境税税税税やややや炭炭炭炭素素素素税税税税のののの話話話話もももも、、、、そそそそのまのまのまのまままままだだだだとととと産業界産業界産業界産業界としてはとしてはとしてはとしては抵抗抵抗抵抗抵抗がががが出出出出てくるかもしれないがてくるかもしれないがてくるかもしれないがてくるかもしれないが、、、、今今今今のののの市市市市場場場場経済経済経済経済はははは未未未未来来来来世世世世代代代代はははは参加参加参加参加ししししていないていないていないていない。。。。未未未未来来来来世世世世代代代代のののの代代代代弁弁弁弁をするをするをするをする気気気気持持持持ちにちにちにちに立立立立つつつつとととと、、、、みみみみんんんんなななな納納納納得得得得するのではないかするのではないかするのではないかするのではないか。。。。未未未未来来来来世世世世代代代代がががが今今今今このこのこのこの市市市市場場場場経済経済経済経済にににに参加参加参加参加していたらしていたらしていたらしていたら、、、、ここここんんんんなななな湯湯湯湯水水水水のようにのようにのようにのように資源資源資源資源をををを使使使使ううううややややりりりり方方方方はははは許許許許さないさないさないさないだろだろだろだろうううう。。。。そそそそれをれをれをれを市市市市場場場場経済経済経済経済でででで代代代代弁弁弁弁するにはするにはするにはするには、、、、経済的経済的経済的経済的なななな手手手手段段段段でなけれでなけれでなけれでなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。そそそそうするとうするとうするとうすると、、、、税税税税金金金金でありでありでありであり、、、、報報報報奨奨奨奨金金金金やややや罰罰罰罰金金金金になるとになるとになるとになると思思思思うううう。。。。        今今今今回回回回をもってをもってをもってをもって５５５５回回回回のののの研究会研究会研究会研究会がががが終終終終わるがわるがわるがわるが、、、、このこのこのこの研究会研究会研究会研究会はははは坂坂坂坂本本本本ささささんんんんのののの大大大大変変変変熱熱熱熱心心心心なななな力力力力によりこによりこによりこによりここまでこまでこまでこまで進進進進めてこられためてこられためてこられためてこられた。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、皆皆皆皆様様様様方方方方がががが坂坂坂坂本本本本ささささんんんんのののの意意意意気気気気にににに感感感感じじじじ、、、、協力協力協力協力してしてしてして下下下下さったさったさったさった結結結結果果果果だだだだとととと思思思思うううう。。。。このこのこのこの様子様子様子様子をををを見見見見てててて国連大学国連大学国連大学国連大学ののののヒヒヒヒンンンンケケケケルルルル学学学学長長長長もももも大大大大変感変感変感変感激激激激しししし、、、、もっともっともっともっと続続続続けたいともけたいともけたいともけたいともおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっていたっていたっていたっていた。。。。私私私私もももも坂坂坂坂本本本本ささささんんんんとととと相相相相談談談談しししし、、、、ぜぜぜぜひひひひまたまたまたまた思思思思いをいをいをいを新新新新たにしてたにしてたにしてたにして続続続続けさせていたけさせていたけさせていたけさせていただだだだけたらどうかとけたらどうかとけたらどうかとけたらどうかと思思思思うううう。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をリサイクルのをリサイクルのをリサイクルのをリサイクルの社会社会社会社会とととと感感感感じじじじているているているている人人人人がががが多多多多いといといといと思思思思うがうがうがうが、、、、決決決決
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してしてしてしてそんそんそんそんなになになになに単純単純単純単純なものではないなものではないなものではないなものではない。。。。今今今今まではまではまではまでは何何何何でもかでもかでもかでもかんんんんでもリサイクルとでもリサイクルとでもリサイクルとでもリサイクルと言言言言ったがったがったがったが、、、、京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書がががが約約約約束束束束したしたしたした２００２００２００２００８８８８年年年年にににに近近近近づいてくるとづいてくるとづいてくるとづいてくると、、、、恐恐恐恐らくらくらくらく２００５２００５２００５２００５年年年年ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから環境環境環境環境省省省省もリもリもリもリサイクルよりもサイクルよりもサイクルよりもサイクルよりも省省省省エネのエネのエネのエネの方方方方にににに突突突突然然然然傾傾傾傾いてきていてきていてきていてきて、、、、リサイクルもリサイクルもリサイクルもリサイクルも見見見見直直直直しのしのしのしの時時時時期期期期になるのではなになるのではなになるのではなになるのではないかいかいかいか。。。。リサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクルにつつつついてはできいてはできいてはできいてはでき上上上上がったものががったものががったものががったものが本本本本当当当当にににに世世世世のののの中中中中のののの役役役役にににに立立立立っているかっているかっているかっているか、、、、エネエネエネエネルルルルギギギギーのーのーのーの使使使使いいいい方方方方もももも考考考考ええええててててややややらなけれらなけれらなけれらなければばばばならないならないならないならない時時時時期期期期がががが来来来来るのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思うううう。。。。以以以以上上上上私私私私のののの感感感感想想想想ををををつつつつけけけけ加加加加ええええさせていたさせていたさせていたさせていただだだだきききき、、、、５５５５回回回回にわたったにわたったにわたったにわたった研究会研究会研究会研究会のののの終終終終わりとしますわりとしますわりとしますわりとします。。。。皆皆皆皆様様様様ののののごごごご協力協力協力協力のおかげでここまでのおかげでここまでのおかげでここまでのおかげでここまで進進進進みましたみましたみましたみました。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        司司司司会会会会        そそそそれではれではれではれでは、、、、皆皆皆皆ささささんんんん、、、、どうもありどうもありどうもありどうもありがとうがとうがとうがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。これでこれでこれでこれで５５５５回回回回目目目目のののの研究会研究会研究会研究会をををを終了終了終了終了させさせさせさせていたていたていたていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。次次次次年度年度年度年度もいもいもいもいろろろろいいいいろろろろ計画計画計画計画しますのでしますのでしますのでしますので、、、、引引引引きききき続続続続ききききごごごご支援支援支援支援いたいたいたいただだだだきますようおきますようおきますようおきますようお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        講講講講師師師師のののの先先先先生方生方生方生方にににに、、、、改改改改めてもうめてもうめてもうめてもう１１１１度度度度感謝感謝感謝感謝のののの拍拍拍拍手手手手をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございいいいましたましたましたました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


