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はじめにはじめにはじめにはじめに    

        国連国連国連国連はははは１９９２１９９２１９９２１９９２年年年年６６６６月月月月ブラジルのリオデジャネーロでブラジルのリオデジャネーロでブラジルのリオデジャネーロでブラジルのリオデジャネーロで地球地球地球地球サミットをサミットをサミットをサミットを開催開催開催開催しししし、、、、地球的規地球的規地球的規地球的規模模模模でででで進行進行進行進行するするするする環境悪化環境悪化環境悪化環境悪化・・・・地球資源地球資源地球資源地球資源のののの枯渇等枯渇等枯渇等枯渇等へのへのへのへの対策対策対策対策をををを検討検討検討検討したしたしたした。。。。このこのこのこの会議会議会議会議でででで採択採択採択採択されたされたされたされた宣宣宣宣言言言言はははは、、、、アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ２１２１２１２１「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな開発開発開発開発のためののためののためののための人類人類人類人類のののの行動計画行動計画行動計画行動計画」」」」としてとしてとしてとして発表発表発表発表されされされされ、、、、世界世界世界世界各国各国各国各国およびおよびおよびおよび社会各社会各社会各社会各セクターがセクターがセクターがセクターが取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき持続可能持続可能持続可能持続可能なななな開発開発開発開発とととと社会社会社会社会のののの実現実現実現実現ののののためのためのためのための課題課題課題課題がががが総総総総合的合的合的合的にににに明示明示明示明示されているされているされているされている。。。。        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学はははは、、、、地球地球地球地球サミットサミットサミットサミット宣言宣言宣言宣言アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ２１２１２１２１をうけてをうけてをうけてをうけて１９９４１９９４１９９４１９９４年年年年にににに持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発発発発展展展展・・・・社会構築社会構築社会構築社会構築のためののためののためののための１１１１サブシステムとしてサブシステムとしてサブシステムとしてサブシステムとして、、、、環境環境環境環境とととと調和調和調和調和するするするする資源資源資源資源のののの効率的利用効率的利用効率的利用効率的利用およびおよびおよびおよび循循循循環環環環システムシステムシステムシステム（（（（資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会））））をををを実現実現実現実現するためするためするためするため、、、、いわゆるゼロエミッションいわゆるゼロエミッションいわゆるゼロエミッションいわゆるゼロエミッション研究構想研究構想研究構想研究構想をををを提提提提唱唱唱唱したしたしたした。。。。それそれそれそれ以降以降以降以降、、、、社会経済的社会経済的社会経済的社会経済的およびおよびおよびおよび科学技術的研究科学技術的研究科学技術的研究科学技術的研究をををを実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、ゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッションョンョンョン構想構想構想構想のののの普及活動普及活動普及活動普及活動をををを社会各社会各社会各社会各パートナーとパートナーとパートナーとパートナーと密接密接密接密接なななな協力関係協力関係協力関係協力関係のもとにのもとにのもとにのもとに積極的積極的積極的積極的にににに推進推進推進推進してきてしてきてしてきてしてきているいるいるいる。。。。国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学はははは、、、、各各各各パートナーとのパートナーとのパートナーとのパートナーとの関係強化関係強化関係強化関係強化をさらにをさらにをさらにをさらに促進促進促進促進しししし普及活動普及活動普及活動普及活動をををを積極積極積極積極化化化化するするするするためためためため、、、、国際連合大学支援組織国際連合大学支援組織国際連合大学支援組織国際連合大学支援組織としてとしてとしてとして国連連合大学国連連合大学国連連合大学国連連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム((((ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦ))))をををを２２２２００００００００００００年年年年４４４４月月月月にににに設立設立設立設立したしたしたした。。。。本本本本フォーラムはフォーラムはフォーラムはフォーラムは、、、、自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク、、、、学会学会学会学会ネットワークネットワークネットワークネットワーク、、、、産産産産業界業界業界業界ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの３３３３分野分野分野分野からからからから構成構成構成構成されされされされ、、、、３３３３グループがグループがグループがグループが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって活動活動活動活動をををを進進進進めるとともめるとともめるとともめるとともにににに、、、、各各各各ネットワークはネットワークはネットワークはネットワークは各各各各グループのグループのグループのグループの固有固有固有固有のニーズにもとづいたのニーズにもとづいたのニーズにもとづいたのニーズにもとづいた活動活動活動活動もももも実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムおよびゼロエミッションフォーラムおよびゼロエミッションフォーラムおよびゼロエミッションフォーラムおよび国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学はははは、、、、活動活動活動活動のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして持持持持続可能続可能続可能続可能なななな資源循環型社会形成資源循環型社会形成資源循環型社会形成資源循環型社会形成のためののためののためののための研究会研究会研究会研究会をををを２００１２００１２００１２００１年度年度年度年度からスタートさせているからスタートさせているからスタートさせているからスタートさせている。。。。一一一一方方方方、、、、先導的自治体先導的自治体先導的自治体先導的自治体からからからから始始始始ままままったったったった持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会形成社会形成社会形成社会形成のののの活動活動活動活動・・・・流流流流れがれがれがれが、、、、地域地域地域地域・・・・自治体自治体自治体自治体のみにのみにのみにのみにとどまらずとどまらずとどまらずとどまらず、、、、産業界産業界産業界産業界・・・・企業企業企業企業、、、、市民団体市民団体市民団体市民団体・・・・ＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯ等等等等にににに拡大拡大拡大拡大していることをしていることをしていることをしていることを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、自治体自治体自治体自治体がががが主体主体主体主体となりとなりとなりとなり、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムがこれにゼロエミッションフォーラムがこれにゼロエミッションフォーラムがこれにゼロエミッションフォーラムがこれに協力協力協力協力するするするする形形形形でででで、、、、フォーフォーフォーフォーラムラムラムラム：「：「：「：「ゼロエミッション・イン・ゼロエミッション・イン・ゼロエミッション・イン・ゼロエミッション・イン・地域地域地域地域」」」」をををを次次次次のようにのようにのようにのように開催開催開催開催しししし、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの地域地域地域地域ににににおけるおけるおけるおける定着強化定着強化定着強化定着強化とととと一層一層一層一層のののの普及普及普及普及をはかってきているをはかってきているをはかってきているをはかってきている。。。。    （（（（２００３２００３２００３２００３年度年度年度年度））））    第第第第１１１１回回回回・・・・三重県三重県三重県三重県とととと共催共催共催共催（（（（津市津市津市津市）「）「）「）「ゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションで目指目指目指目指すすすす自然自然自然自然とととと共生共生共生共生するするするする社会社会社会社会」」」」    第第第第２２２２回回回回・・・・三島市三島市三島市三島市とととと共催共催共催共催（（（（三島市三島市三島市三島市）「）「）「）「地域内循環地域内循環地域内循環地域内循環によるゼロエミッションによるゼロエミッションによるゼロエミッションによるゼロエミッション社会社会社会社会をををを目目目目指指指指してしてしてして」」」」    第第第第３３３３回回回回・・・・宮城県宮城県宮城県宮城県とととと共催共催共催共催（（（（仙台市仙台市仙台市仙台市）「）「）「）「ゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションと環境環境環境環境ビビビビジネスジネスジネスジネス」」」」    （（（（２００４２００４２００４２００４年度年度年度年度））））    第第第第１１１１回回回回・・・・板橋区板橋区板橋区板橋区とととと共催共催共催共催（（（（板橋区板橋区板橋区板橋区）「）「）「）「～～～～持続可能持続可能持続可能持続可能なななな資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会のののの形成形成形成形成をををを目指目指目指目指してしてしてして～～～～        ““““学学学学校教育校教育校教育校教育におけるにおけるにおけるにおける環境環境環境環境教育教育教育教育ののののあああありりりり方方方方ににににつつつついていていていて””””」」」」    第第第第２２２２回回回回・・・・岩手岩手岩手岩手県県県県とととと共催共催共催共催（（（（盛岡盛岡盛岡盛岡市市市市）「）「）「）「地域地域地域地域からからからから進進進進めるめるめるめる、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好好好好循環循環循環循環」」」」    第第第第３３３３回回回回・・・・川崎川崎川崎川崎市市市市とととと共催共催共催共催（（（（川崎川崎川崎川崎市市市市）「）「）「）「～～～～ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを基基基基調調調調としたとしたとしたとした循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構構構構    築築築築にににに向向向向けてけてけてけて～～～～」」」」    第第第第４４４４回回回回・・・・千葉千葉千葉千葉県県県県とととと共催共催共催共催（（（（千葉千葉千葉千葉市市市市）「）「）「）「企業企業企業企業存存存存続続続続のためののためののためののための「「「「環境経環境経環境経環境経営営営営」」」」～～～～““““経経経経営判断営判断営判断営判断””””としとしとしとしてのてのてのての環境環境環境環境へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮～～～～」」」」    



  

本年本年本年本年にににに開催開催開催開催されたされたされたされた４４４４回回回回のフォのフォのフォのフォーラムのーラムのーラムのーラムの主題主題主題主題はははは、、、、各地域各地域各地域各地域のののの状況状況状況状況でででで同同同同一一一一ではないがではないがではないがではないが、、、、各地域各地域各地域各地域がががが活力活力活力活力ののののああああるるるる持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発展発展発展発展をををを目指目指目指目指してしてしてして持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成にににに努努努努力力力力をををを続続続続けけけけ着実着実着実着実にににに成成成成果果果果ををををあげあげあげあげていることをていることをていることをていることを確認確認確認確認することができたすることができたすることができたすることができた。。。。ももももちろんちろんちろんちろん、、、、県県県県レベレベレベレベルとルとルとルと、、、、市市市市・・・・区区区区レベレベレベレベルでルでルでルではははは目指目指目指目指すすすす目目目目標標標標はははは同同同同一一一一でなでなでなでなくくくく、、、、またまたまたまた、、、、進進進進めめめめ方方方方にもにもにもにも相違相違相違相違ははははああああるがるがるがるが、、、、全全全全体体体体としてとしてとしてとして持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環循環循環循環型社会型社会型社会型社会へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みへのみへのみへのみへの熱意熱意熱意熱意にはなにはなにはなにはなんんんんのののの差異差異差異差異もなかったもなかったもなかったもなかった。。。。ここにここにここにここに得得得得られたられたられたられた成成成成果果果果がががが他他他他のののの自治自治自治自治体体体体・・・・地域地域地域地域にとってもにとってもにとってもにとっても多多多多くくくくのののの有用有用有用有用なななな知見知見知見知見・・・・手法手法手法手法をををを提提提提供供供供するものとするものとするものとするものと考考考考えておりえておりえておりえており、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロゼロゼロゼロエミションフォーラムはエミションフォーラムはエミションフォーラムはエミションフォーラムは、、、、２００２００２００２００５５５５年度年度年度年度もこのもこのもこのもこの活動活動活動活動をををを継継継継続続続続しししし活力活力活力活力ああああるるるる持続可能持続可能持続可能持続可能なななな自治体自治体自治体自治体・・・・社会社会社会社会がががが形成形成形成形成されることにされることにされることにされることに貢献貢献貢献貢献したいとしたいとしたいとしたいと念願念願念願念願しているしているしているしている。。。。        なおなおなおなお、、、、本本本本フォーラムでフォーラムでフォーラムでフォーラムで講演講演講演講演・・・・発表発表発表発表・パネリスト・パネリスト・パネリスト・パネリスト参加参加参加参加・サイト・サイト・サイト・サイト見見見見学支援等学支援等学支援等学支援等ででででごごごご協力協力協力協力をいをいをいをいたたたただだだだいたいたいたいた機機機機関関関関はははは次次次次のとおりでのとおりでのとおりでのとおりでああああるるるる。。。。これらこれらこれらこれら機機機機関関関関ならびにならびにならびにならびに各各各各位位位位にににに深甚深甚深甚深甚なななな謝意謝意謝意謝意をををを表表表表しますしますしますします。。。。併併併併せてせてせてせて、、、、フォーラムにフォーラムにフォーラムにフォーラムに参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきききき貴貴貴貴重重重重ななななごごごご意見意見意見意見をををを発表発表発表発表していたしていたしていたしていただだだだきましたきましたきましたきました多多多多くくくくのののの出席者出席者出席者出席者各各各各位位位位にもにもにもにも感謝感謝感謝感謝をををを申申申申ししししあげあげあげあげますますますます。。。。 

 ごごごご協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた機機機機関一関一関一関一覧覧覧覧（（（（発表発表発表発表順順順順）））） 中央官庁中央官庁中央官庁中央官庁：：：：公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会東北事務所東北事務所東北事務所東北事務所、、、、環境環境環境環境省省省省、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省     自治体自治体自治体自治体：：：：東京都板橋区東京都板橋区東京都板橋区東京都板橋区、、、、静岡静岡静岡静岡県三島市県三島市県三島市県三島市、、、、岩手岩手岩手岩手県県県県、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市、、、、千葉千葉千葉千葉県県県県                         教育機教育機教育機教育機関関関関：：：：東京都板橋区東京都板橋区東京都板橋区東京都板橋区立立立立金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校校校、、、、東京東京東京東京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学、、、、千葉商千葉商千葉商千葉商科大学科大学科大学科大学、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学、、、、    岩手岩手岩手岩手大学大学大学大学            産業界産業界産業界産業界：：：：岩手岩手岩手岩手県環境県環境県環境県環境保全保全保全保全連連連連絡絡絡絡協議会協議会協議会協議会、、、、信栄製紙株式信栄製紙株式信栄製紙株式信栄製紙株式会社会社会社会社、、、、昭昭昭昭和和和和電工株式電工株式電工株式電工株式会社会社会社会社、、、、株式株式株式株式会社会社会社会社ペペペペットリットリットリットリババババースースースース、、、、中華中華中華中華人民共和国人民共和国人民共和国人民共和国瀋陽瀋陽瀋陽瀋陽市市市市瀋陽瀋陽瀋陽瀋陽化化化化工股份工股份工股份工股份有有有有限公司限公司限公司限公司・・・・東北製薬東北製薬東北製薬東北製薬総総総総厰厰厰厰、、、、ＪＪＪＪＦＥＦＥＦＥＦＥススススチチチチールールールール株式株式株式株式会社会社会社会社、、、、株式株式株式株式会社会社会社会社リリリリココココーーーー、、、、イオンイオンイオンイオン株式株式株式株式会社会社会社会社、、、、信田缶詰信田缶詰信田缶詰信田缶詰株式株式株式株式会社会社会社会社                                                        ＮＮＮＮＰＰＰＰＯ：ＮＯ：ＮＯ：ＮＯ：ＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法法法法人環境人環境人環境人環境文文文文明明明明２１２１２１２１            市民団体市民団体市民団体市民団体：：：：さきさきさきさき織織織織りりりりつつつつるのるのるのるの会会会会（（（（板橋区板橋区板橋区板橋区民環境団体民環境団体民環境団体民環境団体）、）、）、）、川崎川崎川崎川崎・・・・ごごごごみをみをみをみを考考考考えるえるえるえる市民連市民連市民連市民連絡絡絡絡会会会会        
    

    ２００２００２００２００５５５５年年年年５５５５月月月月    
    研究実施研究実施研究実施研究実施部門部門部門部門    国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッゼロエミッゼロエミッゼロエミッションフォーラムションフォーラムションフォーラムションフォーラム        坂坂坂坂本本本本    憲憲憲憲一一一一（（（（アアアアドバドバドバドバイサーイサーイサーイサー））））    佐佐佐佐々々々々木木木木    宏宏宏宏（（（（プログラムプログラムプログラムプログラムココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター））））    
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目次目次目次目次    

    

はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

目次目次目次目次                                                        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・                            １１１１        
    

ゼロエミッション・イン・ゼロエミッション・イン・ゼロエミッション・イン・ゼロエミッション・イン・地域議事録地域議事録地域議事録地域議事録                                第第第第１１１１回回回回：：：：ゼロエミッション・イン・いたゼロエミッション・イン・いたゼロエミッション・イン・いたゼロエミッション・イン・いたばばばばしししし        ・・・・        ・・・・        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・                    ４４４４    プログラムプログラムプログラムプログラム１１１１    （（（（１１１１））））開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶：：：：板橋区長板橋区長板橋区長板橋区長                                                                            石塚石塚石塚石塚    輝雄輝雄輝雄輝雄    氏氏氏氏                    （（（（２２２２））））事例報告事例報告事例報告事例報告    １１１１．．．．「「「「板橋区板橋区板橋区板橋区のののの環境環境環境環境へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」                        板橋区板橋区板橋区板橋区資源環境資源環境資源環境資源環境部長部長部長部長                                                                    森田森田森田森田    泰夫泰夫泰夫泰夫    氏氏氏氏    ２２２２．．．．「「「「学学学学校校校校のののの森森森森からからからから地域地域地域地域へへへへ」」」」                        板橋区板橋区板橋区板橋区立立立立金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校長校校長校校長校校長                                                            臼木臼木臼木臼木    信子信子信子信子    氏氏氏氏    ３３３３．．．．「「「「環境環境環境環境はははは人人人人づづづづくくくくりりりり    ・・・・・・・・・・・・    三島市三島市三島市三島市のささのささのささのささややややかなかなかなかな挑戦挑戦挑戦挑戦」」」」                        静岡静岡静岡静岡県三島市市民環境県三島市市民環境県三島市市民環境県三島市市民環境部部部部環境企画課環境企画課環境企画課環境企画課長長長長                                    小池小池小池小池    満満満満        氏氏氏氏        （（（（３３３３））））講演講演講演講演    環境環境環境環境教育教育教育教育ののののあああありりりり方方方方ににににつつつついていていていて                        東京東京東京東京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学教授教授教授教授／／／／環境環境環境環境省中央省中央省中央省中央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会委員委員委員委員                    小澤小澤小澤小澤    紀美子紀美子紀美子紀美子    氏氏氏氏    プログラムプログラムプログラムプログラム２２２２    パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションッションッションッション                        「「「「次次次次のののの世世世世代代代代にににに    よりよりよりより良良良良いいいい環境環境環境環境とととと環境環境環境環境をををを大大大大切切切切にすにすにすにするるるる心心心心をををを引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐためにためにためにために」」」」                司司司司会会会会／／／／ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター        三三三三橋橋橋橋    規規規規宏宏宏宏    氏氏氏氏    国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代代代代表表表表／／／／千葉商千葉商千葉商千葉商科科科科    大学大学大学大学教授教授教授教授                    パネリストパネリストパネリストパネリスト                                小池小池小池小池    満満満満        氏氏氏氏                                                        小澤小澤小澤小澤    紀美子氏紀美子氏紀美子氏紀美子氏                                                        臼木臼木臼木臼木    信子信子信子信子    氏氏氏氏                                                            山崎山崎山崎山崎    智通智通智通智通    氏氏氏氏    板橋区板橋区板橋区板橋区エエエエコポコポコポコポリスセンターリスセンターリスセンターリスセンター所長所長所長所長                                                        渡瀬渡瀬渡瀬渡瀬    妙子妙子妙子妙子    氏氏氏氏    さきさきさきさき織織織織りりりりつつつつるのるのるのるの会会会会（（（（区区区区民環境団体民環境団体民環境団体民環境団体））））    まとめとまとめとまとめとまとめと閉閉閉閉会会会会のののの挨拶挨拶挨拶挨拶                三三三三橋橋橋橋    規規規規宏宏宏宏    氏氏氏氏                                第第第第２２２２回回回回：：：：ゼロエミッゼロエミッゼロエミッゼロエミッション・ション・ション・ション・インインインイン・いわて・いわて・いわて・いわて        ・・・・        ・・・・        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・                ５７５７５７５７    （（（（１１１１））））開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶        岩手岩手岩手岩手県県県県知事知事知事知事                                                                        増田寛哉増田寛哉増田寛哉増田寛哉    氏氏氏氏                                             国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長        藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸    氏氏氏氏 （（（（２２２２））））講演講演講演講演１１１１        「「「「環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好好好好循環循環循環循環」」」」 国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学副副副副学学学学長長長長                                                        安井安井安井安井    至至至至    氏氏氏氏     
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講演講演講演講演２２２２        「「「「公正公正公正公正なななな競争競争競争競争でででで進進進進めるリサイクルめるリサイクルめるリサイクルめるリサイクル」」」」                                     公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会事務事務事務事務総総総総局東北事務所長局東北事務所長局東北事務所長局東北事務所長                        五十嵐秀雄五十嵐秀雄五十嵐秀雄五十嵐秀雄    氏氏氏氏                                     「「「「新新新新たなたなたなたな環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷をををを生生生生まないまないまないまない自然自然自然自然エネルエネルエネルエネルギギギギーーーーのののの展展展展望望望望」」」」 （（（（３３３３））））パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカションションションション    「「「「地域地域地域地域からからからから進進進進めるめるめるめる、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好好好好循環循環循環循環」」」」             ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター     国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学副副副副学学学学長長長長                                                        安井安井安井安井    至至至至    氏氏氏氏             パネリストパネリストパネリストパネリスト    岩手岩手岩手岩手大学人大学人大学人大学人文文文文社会科学社会科学社会科学社会科学部助教授部助教授部助教授部助教授                                    笹尾俊笹尾俊笹尾俊笹尾俊明明明明    氏氏氏氏                                     岩手岩手岩手岩手県環境県環境県環境県環境保全保全保全保全連連連連絡絡絡絡協議会会協議会会協議会会協議会会長長長長                                    花田裕志花田裕志花田裕志花田裕志    氏氏氏氏                                     岩手岩手岩手岩手県環境県環境県環境県環境保健保健保健保健研究研究研究研究センターセンターセンターセンター所長所長所長所長                                簗田簗田簗田簗田    幸幸幸幸    氏氏氏氏             アアアアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーー環境環境環境環境省水省水省水省水環境環境環境環境部部部部企画課企画課企画課企画課長長長長                                                谷谷谷谷    みどりみどりみどりみどり氏氏氏氏                                     公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会事務事務事務事務総総総総局東北事務所長局東北事務所長局東北事務所長局東北事務所長                        五十嵐秀雄氏五十嵐秀雄氏五十嵐秀雄氏五十嵐秀雄氏 （（（（４４４４））））閉閉閉閉会会会会挨拶挨拶挨拶挨拶        岩手岩手岩手岩手県環境生活県環境生活県環境生活県環境生活部長部長部長部長                                                        中村中村中村中村世世世世紀紀紀紀    氏氏氏氏 

    第第第第３３３３回回回回：：：：ゼロエミッション・イン・かわさきゼロエミッション・イン・かわさきゼロエミッション・イン・かわさきゼロエミッション・イン・かわさき    ・・・・        ・・・・        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    １１６１１６１１６１１６    （（（（１１１１））））開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶        川崎川崎川崎川崎市市市市長長長長                                                                            阿部孝夫阿部孝夫阿部孝夫阿部孝夫    氏氏氏氏 （（（（２２２２））））基基基基調調調調講演講演講演講演    「「「「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会のののの構築構築構築構築をめをめをめをめざざざざしてしてしてして」」」」                                     国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長        藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸    氏氏氏氏 （（（（３３３３））））事例事例事例事例発表発表発表発表    「「「「難再難再難再難再生生生生古紙古紙古紙古紙リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと課題課題課題課題」」」」 ココココアアアアレレレレックスグループックスグループックスグループックスグループ    新栄製紙新栄製紙新栄製紙新栄製紙（（（（株株株株））））常務常務常務常務取取取取締役締役締役締役    黒崎黒崎黒崎黒崎    泰泰泰泰    氏氏氏氏 「「「「廃廃廃廃プラステプラステプラステプラスティィィィックアンックアンックアンックアンモモモモニアニアニアニア原料原料原料原料化化化化のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと課題課題課題課題」」」」     昭昭昭昭和和和和電工電工電工電工（（（（株株株株））））化学化学化学化学品事品事品事品事業業業業部門部門部門部門ガガガガス・ス・ス・ス・化成化成化成化成品事品事品事品事業業業業部部部部         プラステプラステプラステプラスティィィィックックックックケケケケミミミミカカカカルリサイクルプロジェクトルリサイクルプロジェクトルリサイクルプロジェクトルリサイクルプロジェクト スタッフスタッフスタッフスタッフママママネージャーネージャーネージャーネージャー                                                    平倉平倉平倉平倉一一一一夫夫夫夫    氏氏氏氏                                 「「「「ペペペペットットットット toペペペペットリサイクルのットリサイクルのットリサイクルのットリサイクルの取組取組取組取組みとみとみとみと課題課題課題課題」」」」                                     （（（（株株株株））））ペペペペットリットリットリットリババババースースースース取取取取締役締役締役締役                                            細川洋細川洋細川洋細川洋一一一一    氏氏氏氏                                 「「「「中華中華中華中華人民共和国人民共和国人民共和国人民共和国瀋陽瀋陽瀋陽瀋陽市市市市のののの環境対策環境対策環境対策環境対策」」」」    瀋陽瀋陽瀋陽瀋陽化化化化工股份工股份工股份工股份有有有有限公司安全限公司安全限公司安全限公司安全環境環境環境環境保護処副処長保護処副処長保護処副処長保護処副処長            宋宋宋宋    美華美華美華美華    氏氏氏氏    東北製薬東北製薬東北製薬東北製薬総総総総厰副工場厰副工場厰副工場厰副工場長長長長                                                    劉劉劉劉    琰琰琰琰        氏氏氏氏        （（（（４４４４））））パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションッションッションッション        「「「「ゼロエミションをゼロエミションをゼロエミションをゼロエミションを基基基基調調調調としたとしたとしたとした循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築にににに向向向向けてけてけてけて」」」」                    ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター                                        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム運運運運営委員営委員営委員営委員        前前前前田正田正田正田正尚尚尚尚    氏氏氏氏                    パネリストパネリストパネリストパネリスト                                    経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省産業技術環境産業技術環境産業技術環境産業技術環境局局局局環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進室室室室長長長長            中村中村中村中村吉吉吉吉明明明明    氏氏氏氏                                    ＪＪＪＪＦＥＦＥＦＥＦＥススススチチチチールールールール（（（（株株株株））））総合総合総合総合リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事事事事業業業業センターセンターセンターセンター長長長長    林林林林    明明明明夫夫夫夫    氏氏氏氏                                    川崎川崎川崎川崎・・・・ごごごごみをみをみをみを考考考考えるえるえるえる市民連市民連市民連市民連絡絡絡絡会会会会代代代代表表表表                                    飯飯飯飯田田田田和和和和子子子子    氏氏氏氏                                    川崎川崎川崎川崎市経済市経済市経済市経済局長局長局長局長                                                                        植松植松植松植松    了了了了    氏氏氏氏    
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                                                第第第第４４４４回回回回：：：：ゼロエミッション・イン・ゼロエミッション・イン・ゼロエミッション・イン・ゼロエミッション・イン・千葉千葉千葉千葉    ・・・・        ・・・・        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・                １１１１７７７７００００    （（（（１１１１））））開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶        千葉千葉千葉千葉県県県県知事知事知事知事                                                                            堂堂堂堂本本本本    暁暁暁暁子子子子    氏氏氏氏 （（（（２２２２））））基基基基調調調調講演講演講演講演    「「「「環境力環境力環境力環境力がががが日日日日本経済本経済本経済本経済をををを再再再再生生生生させるさせるさせるさせる」」」」                                     ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法法法法人環境人環境人環境人環境文文文文明明明明２１２１２１２１代代代代表表表表理理理理事事事事                                    加藤加藤加藤加藤    三三三三郎郎郎郎    氏氏氏氏 （（（（３３３３））））企業企業企業企業によるによるによるによる事例事例事例事例発表発表発表発表     「「「「環境経環境経環境経環境経営営営営によるによるによるによる新新新新たなたなたなたな価値価値価値価値のののの創造創造創造創造」」」」 株式株式株式株式会社会社会社会社リリリリココココーーーー社会環境本社会環境本社会環境本社会環境本部長部長部長部長                                        谷谷谷谷    達達達達雄雄雄雄        氏氏氏氏 「「「「おおおお客様客様客様客様・お・お・お・お取取取取引引引引先先先先様様様様とともにとともにとともにとともに歩歩歩歩むむむむ環境経環境経環境経環境経営営営営をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」 イオンイオンイオンイオン株式株式株式株式会社環境会社環境会社環境会社環境・・・・社会社会社会社会貢献部部長貢献部部長貢献部部長貢献部部長                            上上上上山山山山    静静静静一一一一    氏氏氏氏                                 「「「「逆転逆転逆転逆転のののの発想発想発想発想とととと多多多多彩彩彩彩なななな連連連連携携携携によるによるによるによる新新新新たなたなたなたな挑戦挑戦挑戦挑戦」」」」                                     信田缶詰株式信田缶詰株式信田缶詰株式信田缶詰株式会社会社会社会社代代代代表取表取表取表取締役締役締役締役社社社社長長長長                                    信田信田信田信田    臣臣臣臣一一一一    氏氏氏氏 （（（（４４４４））））総総総総括括括括講演講演講演講演    「「「「企業企業企業企業存存存存続続続続のためののためののためののための環境経環境経環境経環境経営営営営」」」」                                        千葉商千葉商千葉商千葉商科大学科大学科大学科大学政政政政策策策策情情情情報報報報学学学学部教授部教授部教授部教授        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミションフォーラムゼロエミションフォーラムゼロエミションフォーラムゼロエミションフォーラム自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代代代代表表表表                                    三三三三橋橋橋橋    規規規規宏宏宏宏    氏氏氏氏        
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ゼロエミッションフォーラム・イン・いたばしゼロエミッションフォーラム・イン・いたばしゼロエミッションフォーラム・イン・いたばしゼロエミッションフォーラム・イン・いたばし 地域地域地域地域におにおにおにおけるけるけるける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成にむけてにむけてにむけてにむけて 「「「「学校教育学校教育学校教育学校教育におけるにおけるにおけるにおける環境教育環境教育環境教育環境教育のありのありのありのあり方方方方」」」」 次次次次のののの世代世代世代世代にににに よりよりよりより良良良良いいいい環境環境環境環境とととと環境環境環境環境をををを大切大切大切大切にするにするにするにする心心心心をををを引引引引きききき継継継継ぐためにぐためにぐためにぐために 

 日時日時日時日時    ：：：：    ２００４２００４２００４２００４年年年年８８８８月月月月３３３３日日日日（（（（火火火火））））１３１３１３１３：：：：００００００００    －－－－    １１１１７７７７：：：：１１１１５５５５ 場所場所場所場所    ：：：：    板橋区板橋区板橋区板橋区立立立立文文文文化会化会化会化会館館館館４４４４F 大会議大会議大会議大会議室室室室 議題議題議題議題    ：：：： プログラムプログラムプログラムプログラムⅠⅠⅠⅠ 開会開会開会開会のののの挨拶挨拶挨拶挨拶    石塚石塚石塚石塚輝輝輝輝雄雄雄雄    氏氏氏氏        板橋区長板橋区長板橋区長板橋区長／／／／国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム理理理理事事事事     事例報告事例報告事例報告事例報告１１１１    板橋区板橋区板橋区板橋区のののの環境環境環境環境へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ 森田泰夫森田泰夫森田泰夫森田泰夫    氏氏氏氏        板橋区板橋区板橋区板橋区資源環境資源環境資源環境資源環境部長部長部長部長 事例報告事例報告事例報告事例報告２２２２    学学学学校校校校のののの森森森森からからからから地域地域地域地域へへへへ 

         臼木信子臼木信子臼木信子臼木信子    氏氏氏氏        板橋区板橋区板橋区板橋区立立立立金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校長校校長校校長校校長 事例報告事例報告事例報告事例報告３３３３    環境環境環境環境はははは人人人人づづづづくくくくりりりり    ・・・・・・・・・・・・    三島市三島市三島市三島市のささのささのささのささややややかなかなかなかな挑戦挑戦挑戦挑戦                         小池小池小池小池    満満満満    氏氏氏氏        静岡静岡静岡静岡県三島市環境市民県三島市環境市民県三島市環境市民県三島市環境市民部部部部環境企画課環境企画課環境企画課環境企画課長長長長 講演講演講演講演                環境環境環境環境教育教育教育教育ののののあああありりりり方方方方ににににつつつついていていていて 

         小澤紀美子小澤紀美子小澤紀美子小澤紀美子    氏氏氏氏    東京東京東京東京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学教授教授教授教授／／／／環境環境環境環境賞賞賞賞中央中央中央中央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会委員委員委員委員 プログラムプログラムプログラムプログラムⅡⅡⅡⅡ    パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションッションッションッション                         次次次次のののの世世世世代代代代にににに    よりよりよりより良良良良いいいい環境環境環境環境とととと環境環境環境環境をををを大大大大切切切切にするにするにするにする心心心心をををを引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐためにためにためにために 司司司司会会会会／／／／ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター    三三三三橋橋橋橋規規規規宏宏宏宏    氏氏氏氏    国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム自治自治自治自治                                                                             体体体体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代代代代表表表表／／／／千葉商千葉商千葉商千葉商科大学科大学科大学科大学教授教授教授教授 パネリストパネリストパネリストパネリスト                            小池小池小池小池    満満満満    氏氏氏氏                                                 小澤紀美子小澤紀美子小澤紀美子小澤紀美子    氏氏氏氏                                                 臼木信子臼木信子臼木信子臼木信子        氏氏氏氏                                                 山崎智通山崎智通山崎智通山崎智通        氏氏氏氏    板橋区板橋区板橋区板橋区立立立立エエエエコポコポコポコポリスセンターリスセンターリスセンターリスセンター所長所長所長所長                                                 渡瀬妙子渡瀬妙子渡瀬妙子渡瀬妙子        氏氏氏氏    さきさきさきさき織織織織りりりりつつつつるのるのるのるの会会会会（（（（区区区区民環境団体民環境団体民環境団体民環境団体）））） まとめとまとめとまとめとまとめと閉閉閉閉会会会会のののの挨拶挨拶挨拶挨拶            三三三三橋橋橋橋規規規規宏宏宏宏        氏氏氏氏 

 

 議議議議事事事事 司司司司会会会会（（（（山山山山口口口口板橋区板橋区板橋区板橋区環境環境環境環境保全保全保全保全課課課課長長長長）））） ははははじじじじめにめにめにめに、、、、石塚区長石塚区長石塚区長石塚区長がががが皆様皆様皆様皆様ににににごあごあごあごあいさいさいさいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 石塚区長石塚区長石塚区長石塚区長         どうもどうもどうもどうも、、、、皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。ごごごご紹介紹介紹介紹介をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、当当当当板橋区板橋区板橋区板橋区のののの区長区長区長区長ででででござござござございますいますいますいます。。。。石塚石塚石塚石塚ででででござござござございますいますいますいます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいいいをいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。 
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    ききききょょょょうはうはうはうは、、、、暑暑暑暑いいいい中中中中、、、、またまたまたまた遠遠遠遠いとこいとこいとこいところろろろからからからから、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のこのフォーラムにおいでをいたのこのフォーラムにおいでをいたのこのフォーラムにおいでをいたのこのフォーラムにおいでをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、まことにまことにまことにまことにあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございますいますいますいます。。。。心心心心からからからから皆様皆様皆様皆様方方方方にににに歓迎歓迎歓迎歓迎ののののごあごあごあごあいさいさいさいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域からおいでをいたからおいでをいたからおいでをいたからおいでをいただだだだきましたがきましたがきましたがきましたが、、、、何何何何ししししろろろろ不不不不行行行行きききき届届届届きなきなきなきな点点点点がががが多多多多々々々々ああああるとるとるとると思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、ひひひひととととつつつつおおおお許許許許しをいたしをいたしをいたしをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     このきこのきこのきこのきょょょょうのフォーラムのテーうのフォーラムのテーうのフォーラムのテーうのフォーラムのテーママママはははは、「、「、「、「学学学学校教育校教育校教育校教育におけるにおけるにおけるにおける環境環境環境環境教育教育教育教育ののののあああありりりり方方方方ににににつつつついていていていて」」」」とととということでいうことでいうことでいうことであああありましてりましてりましてりまして、、、、大大大大変時宜変時宜変時宜変時宜にかなったテーにかなったテーにかなったテーにかなったテーママママではないかというではないかというではないかというではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っているとっているとっているとっているとこここころろろろでででであああありますりますりますります。。。。関係関係関係関係のののの皆様皆様皆様皆様方方方方ににににごごごご苦労苦労苦労苦労いたいたいたいただだだだいていていていて、、、、ききききょょょょうこのようにうこのようにうこのようにうこのように開催開催開催開催できますことできますことできますことできますことをををを大大大大変変変変うれしうれしうれしうれしくくくく思思思思っているとこっているとこっているとこっているところろろろでででであああありますりますりますります。。。。     私私私私がががが申申申申しししし上上上上げげげげるまでもないわけでるまでもないわけでるまでもないわけでるまでもないわけであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、環境環境環境環境のののの問問問問題題題題はははは、、、、私私私私たたたたちちちち人類人類人類人類のののの問問問問題題題題だだだだけではなけではなけではなけではなくくくくしてしてしてして、、、、地球地球地球地球上上上上ののののああああらゆるらゆるらゆるらゆる命命命命のののの問問問問題題題題でででであああありましてりましてりましてりまして、、、、大大大大変変変変重重重重要要要要なことでなことでなことでなことでああああるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私はははは、、、、平平平平成成成成３３３３年年年年にににに板橋板橋板橋板橋のののの区長区長区長区長にににに選選選選ばばばばれたわけでれたわけでれたわけでれたわけであああありましてりましてりましてりまして、、、、そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、区区区区民民民民のののの皆様皆様皆様皆様、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた職職職職員員員員にはにはにはには、、、、21 世世世世紀紀紀紀はははは環境環境環境環境のののの世世世世紀紀紀紀になるのではないかになるのではないかになるのではないかになるのではないか。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、環境環境環境環境のののの問問問問題題題題をををを区区区区行行行行政政政政のののの柱柱柱柱にしていきたいとにしていきたいとにしていきたいとにしていきたいと、、、、こういうことをこういうことをこういうことをこういうことを申申申申しししし上上上上げげげげてててて今日今日今日今日までまでまでまで来来来来たわけでたわけでたわけでたわけであああありますりますりますります。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、このこのこのこの環境環境環境環境問問問問題題題題をををを考考考考えるにえるにえるにえるにつつつついていていていて、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、人類人類人類人類だだだだけのけのけのけの問問問問題題題題ではではではではあああありまりまりまりませせせせんんんんしししし、、、、またまたまたまた、、、、現現現現在在在在のののの世世世世代代代代だだだだけのけのけのけの問問問問題題題題ではなではなではなではなくくくくしてしてしてして、、、、将来将来将来将来のののの問問問問題題題題ででででああああるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。したしたしたしたがいましてがいましてがいましてがいまして、、、、今今今今回回回回のテーのテーのテーのテーママママどおりどおりどおりどおり、、、、次次次次代代代代をををを担担担担うううう子供子供子供子供たたたたちちちちのためにのためにのためにのために、、、、環境環境環境環境のののの教育教育教育教育のののの問問問問題題題題をををを取取取取りりりり上上上上げげげげるということはるということはるということはるということは極極極極めてめてめてめて大大大大切切切切なことでなことでなことでなことであああありますりますりますります。。。。     ききききょょょょうはうはうはうは、、、、教育教育教育教育のののの問問問問題題題題ににににつつつついていていていて先進的先進的先進的先進的にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる関係関係関係関係のののの皆様皆様皆様皆様方方方方もおいでをいたもおいでをいたもおいでをいたもおいでをいただだだだいておりますしいておりますしいておりますしいておりますし、、、、またまたまたまた、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育ににににつつつついていていていて真剣真剣真剣真剣なななな、、、、先進的先進的先進的先進的なななな取取取取りりりり組組組組みをしているみをしているみをしているみをしている研究研究研究研究者者者者のののの方方方方々々々々もおいででもおいででもおいででもおいででござござござございましていましていましていまして、、、、それらのそれらのそれらのそれらの皆様皆様皆様皆様とともにとともにとともにとともに、、、、このこのこのこの環境環境環境環境教育教育教育教育のののの問問問問題題題題をををを、、、、議議議議論論論論をををを深深深深めていめていめていめていくくくくということはということはということはということは大大大大変変変変重重重重要要要要なことでなことでなことでなことであああありますしりますしりますしりますし、、、、またまたまたまた歓迎歓迎歓迎歓迎すべきことですべきことですべきことですべきことであああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いをいたしたいといをいたしたいといをいたしたいといをいたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     ここでここでここでここで、、、、私私私私はははは、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区のののの自治体自治体自治体自治体におけるにおけるにおけるにおける環境環境環境環境のののの問問問問題題題題をををを簡単簡単簡単簡単にににに申申申申しししし上上上上げげげげておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思いいいいますますますます。。。。それはまずそれはまずそれはまずそれはまず、、、、平平平平成成成成 5 年年年年でででであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、平平平平成成成成 5 年年年年にににに、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区はははは、、、、エエエエコポコポコポコポリスリスリスリス板板板板橋橋橋橋、、、、環境環境環境環境都都都都市宣言市宣言市宣言市宣言というのをというのをというのをというのを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。このこのこのこの環境環境環境環境都都都都市宣言市宣言市宣言市宣言というのはというのはというのはというのは、、、、要約要約要約要約するとするとするとすると、、、、内内内内容容容容がががが 3つつつつにににに申申申申しししし上上上上げげげげることができるとることができるとることができるとることができると思思思思いますいますいますいます。。。。それはそれはそれはそれは、、、、1つつつつにはにはにはには、、、、環境環境環境環境はははは、、、、私私私私たたたたちちちち地球市地球市地球市地球市民民民民としていとしていとしていとしていろろろろいいいいろろろろとととと地球地球地球地球にににに影響影響影響影響をををを与与与与えておりますえておりますえておりますえておりますのでのでのでので、、、、地球市民地球市民地球市民地球市民としてとしてとしてとして行動行動行動行動しますというしますというしますというしますというのがのがのがのが宣言宣言宣言宣言のののの第第第第 1 でででであああありますりますりますります。。。。それからそれからそれからそれから、、、、2つつつつ目目目目にはにはにはには、、、、地球地球地球地球のののの環境資源環境資源環境資源環境資源というものをというものをというものをというものを、、、、私私私私たたたたちちちちはいはいはいはいろろろろいいいいろろろろとととと影響影響影響影響をををを受受受受けておりますのでけておりますのでけておりますのでけておりますので、、、、資源資源資源資源をををを大大大大切切切切にしましにしましにしましにしましょょょょうううう、、、、地球資源地球資源地球資源地球資源をををを大大大大切切切切にしにしにしにしましましましましょょょょうというのがうというのがうというのがうというのが 2つつつつ目目目目のののの宣言宣言宣言宣言のののの内内内内容容容容でででであああありますりますりますります。。。。3つつつつ目目目目にはにはにはには、、、、地球地球地球地球上上上上にはいにはいにはいにはいろろろろいいいいろろろろなななな生生生生物物物物ががががああああるわけでるわけでるわけでるわけであああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、これらのこれらのこれらのこれらの生生生生物物物物とともにおとともにおとともにおとともにお互互互互いにいにいにいに生生生生きていきましきていきましきていきましきていきましょょょょうといううといううといううというのがのがのがのが環境環境環境環境都都都都市宣言市宣言市宣言市宣言のののの 3つつつつ目目目目のののの内内内内容容容容になっているということでになっているということでになっているということでになっているということであああありますりますりますります。。。。     平平平平成成成成 5 年年年年にこのようなにこのようなにこのようなにこのような環境環境環境環境都都都都市宣言市宣言市宣言市宣言をいたしましてをいたしましてをいたしましてをいたしまして、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな計画計画計画計画をををを宣言宣言宣言宣言のののの内内内内容容容容にににに基基基基づいてづいてづいてづいて取取取取りりりり組組組組んんんんでまいりましたでまいりましたでまいりましたでまいりました。。。。平平平平成成成成 6 年年年年になりますとになりますとになりますとになりますと、、、、板橋区全板橋区全板橋区全板橋区全体体体体でででで環境環境環境環境のののの問問問問題題題題をををを考考考考ええええるるるる必要必要必要必要ががががああああるのではないかということでるのではないかということでるのではないかということでるのではないかということであああありましてりましてりましてりまして、、、、産業連合会産業連合会産業連合会産業連合会というというというという組織組織組織組織がががが板橋区板橋区板橋区板橋区内内内内ににににあああありましてりましてりましてりまして、、、、当時約当時約当時約当時約 4,000 のののの工場工場工場工場ががががござござござございましたがいましたがいましたがいましたが、、、、そのそのそのその工場工場工場工場のののの皆様皆様皆様皆様方方方方がががが、、、、企業企業企業企業としてのとしてのとしてのとしての社社社社会的会的会的会的責任責任責任責任をををを果果果果たしたいということからたしたいということからたしたいということからたしたいということから、、、、環境環境環境環境のののの都都都都市宣言市宣言市宣言市宣言とととと同同同同じじじじようなようなようなような、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境憲憲憲憲章章章章といといといというのをうのをうのをうのを産業連合会産業連合会産業連合会産業連合会がみずからがみずからがみずからがみずから、、、、自主的自主的自主的自主的ににににつくつくつくつくっていたっていたっていたっていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。同同同同じじじじ時期時期時期時期にににに当当当当たりましたりましたりましたりまし
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てててて、、、、商商商商店街店街店街店街のののの連合会連合会連合会連合会のののの皆様皆様皆様皆様方方方方もももも、、、、リサイクルをするリサイクルをするリサイクルをするリサイクルをする前前前前のののの、、、、ププププレレレレリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの都都都都市宣言市宣言市宣言市宣言をしをしをしをしましましましましょょょょうということでうということでうということでうということで、、、、商商商商店街店街店街店街もももも同同同同じじじじようにようにようにように環境環境環境環境のののの問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいたでいたでいたでいただだだだいたのがいたのがいたのがいたのが経経経経緯緯緯緯ででででござござござございましていましていましていまして、、、、そのそのそのその後後後後、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな環境環境環境環境のののの問問問問題題題題ににににつつつついてのいてのいてのいての行行行行政政政政としてのとしてのとしてのとしての取取取取りりりり組組組組みをしてみをしてみをしてみをしているわけでいるわけでいるわけでいるわけであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、平平平平成成成成 11 年年年年になりましてになりましてになりましてになりまして、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、ごごごご承承承承知知知知だだだだとととと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、ISO のののの 14001 のののの国際規国際規国際規国際規格格格格のののの認認認認証証証証のいたのいたのいたのいただくだくだくだくことができましたことができましたことができましたことができました。。。。これこれこれこれはははは、、、、全全全全国国国国のののの自治体自治体自治体自治体のののの中中中中ではではではでは 5 番番番番目目目目のののの早早早早さでさでさでさであああありましたしりましたしりましたしりましたし、、、、東京東京東京東京のののの自治体自治体自治体自治体ではではではでは最最最最もももも早早早早いいいい取取取取得得得得でででであああありましたりましたりましたりました。。。。多多多多くくくくのののの皆様皆様皆様皆様方方方方のののの協力協力協力協力ががががああああれれれればばばばこそできたわけでこそできたわけでこそできたわけでこそできたわけであああありましてりましてりましてりまして、、、、これらのこれらのこれらのこれらの皆様皆様皆様皆様方方方方ののののごごごご支援支援支援支援にににに対対対対しましてもしましてもしましてもしましても、、、、このこのこのこの場場場場をおかりしてをおかりしてをおかりしてをおかりして厚厚厚厚くくくく御礼御礼御礼御礼をををを申申申申しししし上上上上げげげげるるるる次第次第次第次第ででででござござござございますいますいますいます。。。。     そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、ISO のののの資資資資格格格格はははは取取取取りましたけれどもりましたけれどもりましたけれどもりましたけれども、、、、とことことこところろろろでででで、、、、役所役所役所役所だだだだけのけのけのけの問問問問題題題題ではではではではあああありまりまりまりませせせせんんんんのでのでのでので、、、、81 のののの幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園、、、、小小小小学学学学校校校校、、、、中中中中学学学学校校校校ががががああああるわけでるわけでるわけでるわけであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、このこのこのこの 81 のののの学学学学校校校校関関関関係係係係にもにもにもにも、、、、このこのこのこの場場場場をををを広広広広げげげげるるるる必要必要必要必要ががががああああるということでるということでるということでるということで、、、、平平平平成成成成 13 年年年年のののの 12 月月月月にににに、、、、このようなこのようなこのようなこのような、、、、学学学学校校校校においてもにおいてもにおいてもにおいても環境環境環境環境のののの問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組むというようにしていたむというようにしていたむというようにしていたむというようにしていただだだだいたわけでいたわけでいたわけでいたわけであああありますりますりますります。。。。そしてそしてそしてそして、、、、産業界産業界産業界産業界、、、、商商商商業界業界業界業界、、、、学学学学校校校校もももも一一一一緒緒緒緒になりましたけれどもになりましたけれどもになりましたけれどもになりましたけれども、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける住住住住民民民民のののの皆様皆様皆様皆様方方方方にもにもにもにも環境環境環境環境のののの問問問問題題題題にににに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいたでいたでいたでいただだだだきたいということできたいということできたいということできたいということで、、、、18 のののの地地地地区区区区ををををつくつくつくつくりましりましりましりましてててて、、、、各地各地各地各地区区区区ごごごごとにとにとにとに、、、、環境環境環境環境にににに対対対対するするするする行動行動行動行動委員委員委員委員会会会会というのをというのをというのをというのを設設設設けていたけていたけていたけていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。これらはこれらはこれらはこれらは、、、、全全全全住住住住民民民民がこがこがこがこぞぞぞぞってってってって環境環境環境環境のののの問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組むということでむということでむということでむということであああありましてりましてりましてりまして、、、、全全全全国国国国でもでもでもでも大大大大変珍変珍変珍変珍しいしいしいしいケケケケースでースでースでースではなかったかというはなかったかというはなかったかというはなかったかというふふふふうにうにうにうに思思思思いましていましていましていまして、、、、着着着着々々々々とそのとそのとそのとその成成成成果果果果がががが上上上上がっているということでがっているということでがっているということでがっているということであああありりりりましてましてましてまして、、、、これまたこれまたこれまたこれまた大大大大変変変変あああありがたりがたりがたりがたくくくく思思思思っているとこっているとこっているとこっているところろろろでででであああありますりますりますります。。。。 そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、平平平平成成成成 16 年年年年、、、、今今今今年年年年になりましてからになりましてからになりましてからになりましてから、、、、実実実実はははは、、、、地球環境大地球環境大地球環境大地球環境大賞賞賞賞というのがというのがというのがというのがござござござございいいいましてましてましてまして、、、、東京東京東京東京ではではではでは、、、、自治体自治体自治体自治体としてとしてとしてとして初初初初めてこのめてこのめてこのめてこの地球環境大地球環境大地球環境大地球環境大賞賞賞賞というのをというのをというのをというのを秋篠秋篠秋篠秋篠宮宮宮宮様様様様のおのおのおのお迎迎迎迎えのえのえのえの席席席席のとこのとこのとこのところろろろでいたでいたでいたでいただだだだいたということでいたということでいたということでいたということであああありますりますりますります。。。。このようにしてこのようにしてこのようにしてこのようにして、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区はははは、、、、環境環境環境環境都都都都市市市市ととととしてしてしてして、、、、私私私私はははは、、、、環境環境環境環境によいということでによいということでによいということでによいということでああああれれれればばばば、、、、できることはすべてできることはすべてできることはすべてできることはすべて積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ、、、、ここここういうういうういうういう姿勢姿勢姿勢姿勢でででで今日今日今日今日までまでまでまでややややってきたわけでってきたわけでってきたわけでってきたわけであああありますりますりますります。。。。これからもこれからもこれからもこれからも環境環境環境環境のののの問問問問題題題題はははは重重重重要要要要でででであああありまりまりまりますすすす。。。。したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、今後今後今後今後、、、、子供子供子供子供ささささんんんんたたたたちちちちのためにものためにものためにものためにも、、、、私私私私たたたたちちちちはははは環境環境環境環境教育教育教育教育はははは極極極極めてめてめてめて大大大大切切切切ななななことでことでことでことでああああるとるとるとると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、ききききょょょょうはうはうはうは、、、、ぜひひぜひひぜひひぜひひととととつつつつ、、、、皆様皆様皆様皆様方方方方のののの議議議議論論論論をををを深深深深めていためていためていためていただだだだきましきましきましきましてててて、、、、実実実実りりりり多多多多いものでいものでいものでいものであああありますことをりますことをりますことをりますことを心心心心からおからおからおからお願願願願いをするいをするいをするいをする次第次第次第次第ででででござござござございますいますいますいます。。。。     本本本本日日日日ののののごごごご来来来来場場場場にににに対対対対しましてしましてしましてしまして心心心心からからからから歓迎歓迎歓迎歓迎をををを申申申申しししし上上上上げげげげ、、、、おおおお礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げげげげてててて、、、、ああああいさいさいさいさつつつつをををを終終終終わわわわりますりますりますります。。。。あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。ごごごご苦労苦労苦労苦労さまでしたさまでしたさまでしたさまでした。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。     区長区長区長区長はははは、、、、このこのこのこの後後後後、、、、所所所所用用用用ががががござござござございますいますいますいます。。。。大大大大変恐縮変恐縮変恐縮変恐縮ではではではではござござござございますがいますがいますがいますが、、、、失礼失礼失礼失礼させていたさせていたさせていたさせていただだだだききききますますますます。。。。 

 事例報告事例報告事例報告事例報告１１１１ 司司司司会会会会 続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区のののの環境環境環境環境へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつつきましてきましてきましてきまして、、、、森田板橋区森田板橋区森田板橋区森田板橋区資源環境資源環境資源環境資源環境部長部長部長部長からからからからごごごご紹介紹介紹介紹介申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 
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 森田部長森田部長森田部長森田部長 板橋区板橋区板橋区板橋区資源資源資源資源環境環境環境環境部長部長部長部長のののの森田森田森田森田とととと申申申申しますしますしますします。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、おおおお暑暑暑暑いいいい中中中中、、、、ゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーラにラにラにラに参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうにあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミのゼロエミのゼロエミのゼロエミッションフォーラムをッションフォーラムをッションフォーラムをッションフォーラムを当当当当板橋区板橋区板橋区板橋区でででで開催開催開催開催していたしていたしていたしていただだだだきまきまきまきましてしてしてして、、、、大大大大変光変光変光変光栄栄栄栄にににに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区のののの環境環境環境環境へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みということでみということでみということでみということで、、、、10 分分分分ほほほほどどどど時間時間時間時間をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、おおおお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます。。。。一一一一部部部部、、、、区長区長区長区長ののののああああいさいさいさいさつつつつとダブるとことダブるとことダブるとことダブるところろろろががががああああるとるとるとると思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。     板橋区板橋区板橋区板橋区ではではではでは、、、、昭昭昭昭和和和和 62 年年年年にににに、、、、快適快適快適快適環境環境環境環境懇談懇談懇談懇談会会会会をををを設設設設置置置置しましてしましてしましてしまして、、、、それまでのそれまでのそれまでのそれまでの規規規規制制制制やややや指導指導指導指導、、、、監監監監視視視視をををを中心中心中心中心としましたとしましたとしましたとしました公公公公害害害害行行行行政政政政からからからから、、、、今日今日今日今日のののの環境環境環境環境問問問問題題題題でもでもでもでもあああありますりますりますります都都都都市生活型市生活型市生活型市生活型公公公公害害害害やややや地球環地球環地球環地球環境境境境問問問問題等題等題等題等をををを含含含含めためためためた環境行環境行環境行環境行政政政政にににに転換転換転換転換をををを図図図図っておりますっておりますっておりますっております。。。。このこのこのこの快適快適快適快適環境環境環境環境懇談懇談懇談懇談会会会会のののの検討検討検討検討をををを経経経経ましましましましてててて、、、、平平平平成成成成 2 年年年年にににに、、、、低低低低公公公公害車害車害車害車のののの普及普及普及普及事事事事業業業業をををを開始開始開始開始しましましましましたしたしたした。。。。これはこれはこれはこれは、、、、メメメメタタタタノノノノールールールール自動自動自動自動車車車車にににに対対対対すすすするるるる助助助助成成成成事事事事業業業業ででででござござござございますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、平平平平成成成成 5 年年年年にはにはにはには、、、、先先先先ほほほほどどどど区長区長区長区長からからからからあああありましたようにりましたようにりましたようにりましたように、、、、エエエエコポコポコポコポリスリスリスリス板橋板橋板橋板橋環境環境環境環境都都都都市宣言市宣言市宣言市宣言をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。そのそのそのその 2 年年年年後後後後のののの平平平平成成成成 7 年年年年にはにはにはには、、、、環境環境環境環境ややややリサイリサイリサイリサイクルにクルにクルにクルにつつつついてのいてのいてのいての総合的総合的総合的総合的なななな啓啓啓啓発発発発拠点拠点拠点拠点としましてとしましてとしましてとしまして、、、、エエエエコポコポコポコポリスセンターをリスセンターをリスセンターをリスセンターを開設開設開設開設いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、そのそのそのその 2 年年年年後後後後のののの平平平平成成成成 9 年年年年にはにはにはには、、、、庁庁庁庁内環境内環境内環境内環境監査監査監査監査システムをシステムをシステムをシステムを構築構築構築構築しましてしましてしましてしまして、、、、平平平平成成成成 11 年年年年ににににはははは、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区環境環境環境環境ママママネジネジネジネジメメメメントシステムのントシステムのントシステムのントシステムの構築構築構築構築をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。全全全全国的国的国的国的にににに見見見見ましてもましてもましてもましても、、、、これこれこれこれらのらのらのらの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは先進的先進的先進的先進的なななな取取取取りりりり組組組組みでみでみでみでああああったというったというったというったというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。     平平平平成成成成 5 年年年年のエのエのエのエコポコポコポコポリスリスリスリス板橋板橋板橋板橋環境環境環境環境都都都都市宣言市宣言市宣言市宣言ではではではでは、、、、3 つつつつのののの誓誓誓誓いをしておりますいをしておりますいをしておりますいをしております。。。。1 つつつつはははは、「、「、「、「毎毎毎毎日日日日のののの生活生活生活生活がががが地球環境地球環境地球環境地球環境にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼしていることをしていることをしていることをしていることを認認認認識識識識してしてしてして、、、、地球市民地球市民地球市民地球市民としてとしてとしてとして行動行動行動行動しますしますしますします」。」。」。」。
2 つつつつ目目目目がががが、「、「、「、「リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの推進推進推進推進ややややエネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの節約節約節約節約にににに努努努努めめめめ、、、、地球地球地球地球のののの資源資源資源資源をををを大大大大切切切切にしますにしますにしますにします」。」。」。」。3つつつつ目目目目がががが、「、「、「、「緑緑緑緑やややや水水水水、、、、空気空気空気空気をををを大大大大切切切切にににに守守守守りりりり、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな生生生生物物物物がともにがともにがともにがともに生生生生きていけるきていけるきていけるきていける環境環境環境環境づづづづくくくくりにりにりにりに努努努努めますめますめますめます」。」。」。」。このようなこのようなこのようなこのような宣言宣言宣言宣言をしたわけでをしたわけでをしたわけでをしたわけでござござござございますいますいますいます。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、平平平平成成成成 7 年年年年にににに、、、、エエエエコポコポコポコポリスセンターをリスセンターをリスセンターをリスセンターを設立設立設立設立しましたけれどもしましたけれどもしましたけれどもしましたけれども、、、、このこのこのこの設立設立設立設立のののの意意意意図図図図はははは、、、、環境環境環境環境ににににつつつついていていていて知知知知ることることることること、、、、考考考考えることえることえることえること、、、、行動行動行動行動することすることすることすること。。。。つつつつままままりりりり、、、、多多多多くくくくのののの区区区区民民民民にににに環境環境環境環境問問問問題題題題ににににつつつついていていていて知知知知ってってってって、、、、考考考考えてえてえてえて、、、、行動行動行動行動してしてしてしてほほほほしいというしいというしいというしいという願願願願いをいをいをいを持持持持ちちちちましてましてましてまして、、、、このエこのエこのエこのエコポコポコポコポリスセンリスセンリスセンリスセンターをターをターをターを設設設設置置置置したわけでしたわけでしたわけでしたわけでござござござございますいますいますいます。。。。建物建物建物建物自体自体自体自体もももも、、、、太太太太陽陽陽陽光光光光発発発発電電電電ですとかですとかですとかですとか、、、、雨雨雨雨水水水水のののの利用利用利用利用ですとですとですとですとかかかか、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを取取取取りりりり入入入入れておりますれておりますれておりますれております。。。。今今今今、、、、国国国国におきましてエにおきましてエにおきましてエにおきましてエココココハウハウハウハウスススス整備整備整備整備事事事事業業業業というというというというのをのをのをのを進進進進めておりますけれどもめておりますけれどもめておりますけれどもめておりますけれども、、、、これはこれはこれはこれは板橋区板橋区板橋区板橋区のエのエのエのエコポコポコポコポリスセンターがリスセンターがリスセンターがリスセンターが先先先先鞭鞭鞭鞭ををををつつつつけたものけたものけたものけたものだだだだというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。     またまたまたまた、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区環境環境環境環境ママママネジネジネジネジメメメメントシステムをントシステムをントシステムをントシステムを構築構築構築構築しましてしましてしましてしまして、、、、平平平平成成成成 11 年年年年 2 月月月月にににに、、、、ISO14001をををを取取取取得得得得しておりますしておりますしておりますしております。。。。これはこれはこれはこれは、、、、都都都都内内内内のののの自治体自治体自治体自治体ではではではでは最最最最もももも早早早早くくくく取取取取得得得得しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、全全全全国国国国のののの自自自自治体治体治体治体でもでもでもでも 5 番番番番目目目目ということでということでということでということでござござござございましたいましたいましたいました。。。。ななななぜぜぜぜこれにこれにこれにこれに板橋区板橋区板橋区板橋区がががが取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだかといいますかといいますかといいますかといいますとととと、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題はははは区区区区民一人民一人民一人民一人ひひひひとりのとりのとりのとりの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、区区区区みずかみずかみずかみずからららら、、、、区区区区自自自自身身身身がががが率先率先率先率先してしてしてして行動行動行動行動をををを起起起起こすというようなことからこすというようなことからこすというようなことからこすというようなことから、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区ではではではでは取取取取得得得得をしておりまをしておりまをしておりまをしておりますすすす。。。。     このこのこのこの環境環境環境環境ママママネジネジネジネジメメメメントシステムのントシステムのントシステムのントシステムの内内内内容容容容ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、環境環境環境環境をよをよをよをよくくくくしていしていしていしていくくくく環境環境環境環境保全保全保全保全項項項項目目目目というのをというのをというのをというのを 27項項項項目目目目挙挙挙挙げげげげておりますておりますておりますております。。。。例例例例ええええばばばば、、、、企業企業企業企業にににに対対対対するするするする環境環境環境環境ママママネジネジネジネジメメメメントシステムをントシステムをントシステムをントシステムを取取取取
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得得得得してもらうとかしてもらうとかしてもらうとかしてもらうとか、、、、低低低低公公公公害車害車害車害車をををを普及普及普及普及していしていしていしていくくくくことことことこと、、、、それからそれからそれからそれから公公公公共施設共施設共施設共施設のののの緑緑緑緑化化化化、、、、それそれそれそれからからからから民民民民間間間間にににに対対対対するするするする助助助助成成成成ではではではでは、、、、屋上緑屋上緑屋上緑屋上緑化化化化、、、、太太太太陽陽陽陽光光光光発発発発電電電電、、、、太太太太陽熱陽熱陽熱陽熱温温温温水水水水器器器器、、、、こういうものをこういうものをこういうものをこういうものを民民民民間間間間のののの方方方方がががが設設設設置置置置をしたときにをしたときにをしたときにをしたときに助助助助成成成成をしていこうとをしていこうとをしていこうとをしていこうと。。。。それからそれからそれからそれから、、、、グリーングリーングリーングリーン購入購入購入購入のののの勧勧勧勧めめめめ、、、、こういうことをこういうことをこういうことをこういうことを挙挙挙挙げげげげておりますておりますておりますております。。。。     またまたまたまた、、、、環境環境環境環境にににに負負負負担担担担をかけることををかけることををかけることををかけることを少少少少ななななくくくくしていしていしていしていくくくく。。。。環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷項項項項目目目目ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては 10項項項項目目目目あああありましてりましてりましてりまして、、、、省省省省エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの推進推進推進推進、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを減減減減らすことらすことらすことらすこと、、、、自動自動自動自動車車車車のののの使使使使用用用用量量量量をををを減減減減らすことらすことらすことらすこと、、、、このようなことをこのようなことをこのようなことをこのようなことを負荷負荷負荷負荷項項項項目目目目にににに挙挙挙挙げげげげておりますておりますておりますております。。。。それでそれでそれでそれで、、、、電電電電気気気気のののの使使使使用用用用量量量量ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、平平平平成成成成
11 年度年度年度年度とととと 15 年度年度年度年度をををを比比比比べますとべますとべますとべますと、、、、電電電電気気気気ではではではでは 4.4％％％％、、、、ガガガガスではスではスではスでは 7.1％％％％、、、、水水水水道道道道はははは 14.7％％％％、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物はははは
16.8％％％％減減減減っておりますっておりますっておりますっております。。。。都都都都民民民民 1 人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの使使使使用用用用量量量量がががが増増増増えているえているえているえている中中中中におきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、このようなこのようなこのようなこのような結結結結果果果果をををを得得得得られたということはられたということはられたということはられたということは、、、、ISO をををを取取取取得得得得しましてしましてしましてしまして、、、、目目目目標標標標をををを定定定定めめめめ、、、、取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ結結結結果果果果とととと言言言言ええええるのではないかというるのではないかというるのではないかというるのではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。     またまたまたまた、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区内内内内のののの民民民民間間間間企業企業企業企業でででで構成構成構成構成しますしますしますします板橋板橋板橋板橋環境環境環境環境管理管理管理管理研究会研究会研究会研究会というのがというのがというのがというのがあああありますけれどりますけれどりますけれどりますけれどもももも、、、、そこにそこにそこにそこに働働働働きかけをいたしましてきかけをいたしましてきかけをいたしましてきかけをいたしまして、、、、ISO をををを取取取取得得得得するためのするためのするためのするための勉勉勉勉強会強会強会強会をををを開開開開いておりますいておりますいておりますいております。。。。現現現現在在在在板橋区板橋区板橋区板橋区内内内内ではではではでは、、、、ISO をををを取取取取得得得得したしたしたした団体団体団体団体がががが 45 団体団体団体団体にもにもにもにも上上上上っておりますっておりますっておりますっております。。。。ISO のののの取取取取得得得得ににににつつつつきまきまきまきましてはしてはしてはしては、、、、これはこれはこれはこれは取取取取得得得得するときもするときもするときもするときも、、、、またまたまたまた維維維維持持持持をするをするをするをするときもときもときもときも、、、、経経経経費費費費もももも人人人人手手手手もかかりますもかかりますもかかりますもかかります。。。。そのそのそのそのようなことからようなことからようなことからようなことから、、、、これからはこれからはこれからはこれからは小小小小規模規模規模規模なななな事事事事業業業業所所所所がががが取取取取りりりり組組組組めるようなめるようなめるようなめるような、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区独独独独自自自自のののの環境環境環境環境管理管理管理管理システムをシステムをシステムをシステムをつくつくつくつくりましてりましてりましてりまして、、、、多多多多くくくくのののの会社会社会社会社やややや事事事事業業業業所所所所がががが取取取取りりりり組組組組めるようなシステムをめるようなシステムをめるようなシステムをめるようなシステムをつくつくつくつくっていっていっていっていきたいというきたいというきたいというきたいというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。     またまたまたまた、、、、今今今今地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化がががが大大大大変変変変大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。確確確確かにかにかにかに最近最近最近最近のののの異常異常異常異常気象気象気象気象をををを見見見見まままますとすとすとすと、、、、身近身近身近身近にににに迫迫迫迫ってきているということをってきているということをってきているということをってきているということを感感感感じじじじますますますます。「。「。「。「デイ・アフター・トデイ・アフター・トデイ・アフター・トデイ・アフター・トゥゥゥゥモモモモローローローロー」」」」といといといというううう映映映映画画画画ががががあああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、ああああのののの映映映映画画画画のののの中中中中でででで起起起起こっていることがこっていることがこっていることがこっていることが、、、、ああああながながながながちちちちオーオーオーオーババババーではーではーではーではないというないというないというないというふふふふうにうにうにうに思思思思えるようなえるようなえるようなえるような状況状況状況状況になっになっになっになってきておりますてきておりますてきておりますてきております。。。。温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガスとしましてスとしましてスとしましてスとしまして 6 種種種種類指定類指定類指定類指定されておりますけれどもされておりますけれどもされておりますけれどもされておりますけれども、、、、中中中中でもでもでもでも二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素のののの排排排排出出出出量量量量がががが大大大大きなきなきなきな原原原原因因因因になっているとになっているとになっているとになっていると言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書ではではではでは、、、、2008 年年年年からからからから 2012 年年年年のののの間間間間にににに 1990 年年年年比比比比 6％％％％のののの削減削減削減削減をををを日日日日本本本本はははは求求求求められておりますめられておりますめられておりますめられております。。。。しかししかししかししかし、、、、これはこれはこれはこれは減減減減るどこるどこるどこるどころろろろかかかか、、、、逆逆逆逆にににに増増増増えるようなえるようなえるようなえるような状況状況状況状況になってになってになってになっておりましておりましておりましておりまして、、、、目目目目標標標標達達達達成成成成がががが極極極極めてめてめてめて困困困困難難難難なななな状況状況状況状況になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。これにこれにこれにこれにつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、板橋板橋板橋板橋区区区区自自自自身身身身もももも、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化対策推進計画化対策推進計画化対策推進計画化対策推進計画というのをというのをというのをというのをつくつくつくつくりましてりましてりましてりまして、、、、温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガスのスのスのスの排排排排出出出出量量量量をををを平平平平成成成成 11 年度年度年度年度のののの水水水水準準準準にににに保保保保つつつつというようなというようなというようなというような目目目目標標標標をををを立立立立てておりますてておりますてておりますてております。。。。二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素にににに換算換算換算換算しましてしましてしましてしまして 2万万万万 6,590 トンですけれどもトンですけれどもトンですけれどもトンですけれども、、、、このこのこのこの水水水水準準準準をををを保保保保っていこうというっていこうというっていこうというっていこうという目目目目標標標標をををを立立立立てておりますてておりますてておりますてております。。。。15 年年年年度度度度ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、このこのこのこの目目目目標標標標ににににつつつつきましてきましてきましてきまして 6.9％％％％減減減減っておりますけれどもっておりますけれどもっておりますけれどもっておりますけれども、、、、50 年年年年後後後後、、、、100 年年年年後後後後のののの地球環境地球環境地球環境地球環境をををを考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、さらにさらにさらにさらに減減減減らしていらしていらしていらしていくくくく努努努努力力力力がががが必要必要必要必要というというというというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。今今今今年年年年はははは、、、、平平平平成成成成 11 年年年年ににににつくつくつくつくりましたりましたりましたりました環境環境環境環境基基基基本計画本計画本計画本計画のののの見見見見直直直直しのしのしのしの年年年年でででであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、地球地球地球地球温温温温暖暖暖暖化対策化対策化対策化対策をををを区区区区としましてもとしましてもとしましてもとしましても重重重重点点点点的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいくくくく必要必要必要必要ががががああああるというるというるというるというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりまっておりまっておりまっておりますすすす。。。。     またまたまたまた、、、、循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築のためにのためにのためにのために、、、、ごごごごみのみのみのみの減量減量減量減量化化化化、、、、3R とととと言言言言われていますわれていますわれていますわれていますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、リデリデリデリデュュュュースースースース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの推進推進推進推進がががが求求求求められておりますめられておりますめられておりますめられております。。。。ごごごごみのみのみのみの発生発生発生発生やややや資源資源資源資源のののの使使使使用用用用量量量量ををををできるできるできるできるだだだだけけけけ減減減減らすことらすことらすことらすこと。。。。それからそれからそれからそれから、、、、不不不不用用用用になったものをになったものをになったものをになったものを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし使使使使うううう。。。。再再再再使使使使用用用用できないもできないもできないもできないものにのにのにのにつつつついてはいてはいてはいては、、、、原料原料原料原料化化化化してしてしてして、、、、製品製品製品製品のののの原料原料原料原料としてとしてとしてとして使使使使うううう。。。。これらのことをこれらのことをこれらのことをこれらのことを徹底徹底徹底徹底していしていしていしていくくくく必要必要必要必要がががが
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ああああるというるというるというるというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。     地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題はははは、、、、区区区区民民民民のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、地球地球地球地球上上上上のののの生生生生命命命命全全全全体体体体にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる問問問問題題題題でででであああありましてりましてりましてりまして、、、、今今今今のののの世世世世代代代代のののの問問問問題題題題ででででああああるとともにるとともにるとともにるとともに、、、、次次次次のののの世世世世代代代代にににに引引引引きききき継継継継がれるがれるがれるがれる問問問問題題題題でもでもでもでもあああありますりますりますります。。。。地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだとしましてもとしましてもとしましてもとしましても、、、、二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素などなどなどなど、、、、温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガスはなかなかスはなかなかスはなかなかスはなかなか消消消消えずえずえずえず、、、、そのそのそのその効効効効果果果果ががががああああらわれるのはらわれるのはらわれるのはらわれるのは数百数百数百数百年年年年後後後後だだだだというというというというふふふふうにうにうにうに言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。環境環境環境環境問問問問題題題題のののの解決解決解決解決にはにはにはには長長長長いいいい期間期間期間期間がががが必要必要必要必要ですがですがですがですが、、、、次次次次のののの世世世世代代代代によいによいによいによい環境環境環境環境をををを引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐためにはためにはためにはためには、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育のののの視点視点視点視点がががが大大大大変変変変重重重重要要要要ででででああああるというるというるというるというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。昨昨昨昨年年年年 7 月月月月にににに、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育推進推進推進推進法法法法ができましたのでができましたのでができましたのでができましたので、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区としてもとしてもとしてもとしても、、、、今後今後今後今後環境環境環境環境教育教育教育教育にににに一層力一層力一層力一層力をををを入入入入れていきたいというれていきたいというれていきたいというれていきたいというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。     大大大大変雑駁変雑駁変雑駁変雑駁でででであああありますがりますがりますがりますが、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区のののの環境環境環境環境へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつついていていていて話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 事例報告事例報告事例報告事例報告２２２２ 司司司司会会会会 本本本本日日日日のフォーラムのテーのフォーラムのテーのフォーラムのテーのフォーラムのテーママママででででござござござございますいますいますいます「「「「学学学学校教育校教育校教育校教育におけるにおけるにおけるにおける環境環境環境環境教育教育教育教育ののののあああありりりり方方方方」」」」ににににつつつつききききましてましてましてまして、、、、3 人人人人のののの講講講講師師師師のののの皆様皆様皆様皆様からからからから、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ事例事例事例事例ののののごごごご報告報告報告報告、、、、講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     初初初初めにめにめにめに、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区でのでのでのでの環境環境環境環境教育教育教育教育のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつついていていていて、「、「、「、「学学学学校校校校のののの森森森森からからからから地域地域地域地域へへへへ」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区立立立立金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校長校長校長校長、、、、臼木信子臼木信子臼木信子臼木信子先生先生先生先生におにおにおにお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 臼木校長臼木校長臼木校長臼木校長         皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。板橋区板橋区板橋区板橋区立立立立金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校校校のののの臼木臼木臼木臼木ででででござござござございますいますいますいます。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、本本本本校校校校のののの取取取取りりりり組組組組んんんんできたできたできたできた、、、、10 年年年年間間間間にににに及及及及ぶぶぶぶ環境環境環境環境教育教育教育教育のののの一一一一端端端端ををををごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだけたらなとけたらなとけたらなとけたらなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。題題題題してしてしてして、「、「、「、「学学学学校校校校のののの森森森森からからからから地域地域地域地域へへへへ」」」」とととということでいうことでいうことでいうことでつくつくつくつくってみましたってみましたってみましたってみました。。。。ちちちちょょょょっとパっとパっとパっとパソソソソココココンのンのンのンの操作操作操作操作ががががあああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、前前前前へへへへ、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと座座座座らせていたらせていたらせていたらせていただだだだいていていていて、、、、説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。     これはこれはこれはこれは、、、、4 年生年生年生年生がががが車車車車いすでおいすでおいすでおいすでお年年年年寄寄寄寄りをりをりをりをごごごご案案案案内内内内しているとこしているとこしているとこしているところろろろですですですです。。。。このこのこのこの木木木木ははははソメソメソメソメイイイイヨヨヨヨシシシシノノノノですですですです。。。。4 年生年生年生年生のののの学年学年学年学年のののの木木木木ななななんんんんですですですです。。。。春春春春にはきれいなにはきれいなにはきれいなにはきれいな桜桜桜桜のののの花花花花をををを咲咲咲咲かせますかせますかせますかせます。。。。説説説説明明明明しておりますしておりますしておりますしております。。。。     4 年生年生年生年生のののの総合的総合的総合的総合的なななな学学学学習習習習のののの時間時間時間時間、「、「、「、「おおおお年年年年寄寄寄寄りともっとりともっとりともっとりともっと仲仲仲仲良良良良くくくくななななろろろろうううう」」」」のののの一一一一場場場場面面面面ですですですです。。。。3 年生年生年生年生のときにのときにのときにのときに、「、「、「、「寿寿寿寿栄栄栄栄園園園園のおのおのおのお年年年年寄寄寄寄りとりとりとりと友友友友だちだちだちだちになになになになろろろろうううう」」」」ということでということでということでということで交交交交流流流流をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。本本本本校校校校にににに隣隣隣隣接接接接しているしているしているしている高齢高齢高齢高齢者者者者介介介介護護護護施設施設施設施設のののの北東京北東京北東京北東京寿寿寿寿栄栄栄栄園園園園でででで、、、、3 年生年生年生年生はははは、、、、年年年年間間間間をををを通通通通してしてしてして訪問訪問訪問訪問をしておりをしておりをしておりをしておりますますますます。。。。3 年生年生年生年生のののの 3 学学学学期期期期のときにのときにのときにのときに、、、、4 年生年生年生年生からからからから車車車車いすのいすのいすのいすの操作操作操作操作をををを教教教教わりますわりますわりますわります。。。。そのそのそのその体体体体験験験験ももももあああありまりまりまりますのですのですのですので、、、、4 年生年生年生年生になったときにになったときにになったときにになったときに、、、、さらにさらにさらにさらに交交交交流流流流していこうしていこうしていこうしていこう。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、どうしたらいいかなどうしたらいいかなどうしたらいいかなどうしたらいいかな、、、、何何何何がががができるかなということでできるかなということでできるかなということでできるかなということで、、、、交交交交流流流流のののの深深深深まりまりまりまりやややや発展発展発展発展をををを考考考考えてえてえてえて、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちにできることにできることにできることにできること、、、、それそれそれそれじじじじゃゃゃゃ、、、、車車車車いすでいすでいすでいすで金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校校校をををを案案案案内内内内してしてしてして喜喜喜喜んんんんでもらおうかでもらおうかでもらおうかでもらおうか。。。。学学学学校校校校のののの森森森森をををを案案案案内内内内してしてしてして、、、、学年学年学年学年のののの木木木木やややや自分自分自分自分たたたたちちちちのののの木木木木をををを紹介紹介紹介紹介しようということでしようということでしようということでしようということで始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。     金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校校校ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区のののの東東東東のとこのとこのとこのところろろろにににに位位位位置置置置していますしていますしていますしています。。。。昭昭昭昭和和和和 27 年年年年にににに、、、、第第第第 2造造造造幣幣幣幣省省省省のののの建物建物建物建物をををを利用利用利用利用してしてしてして開開開開校校校校ししししましたましたましたました。。。。今今今今年年年年でででで 52 年年年年をををを迎迎迎迎えていますえていますえていますえています。。。。江江江江戸戸戸戸時時時時代代代代にににに、、、、加加加加賀賀賀賀のののの前前前前田田田田藩藩藩藩のののの下下下下屋屋屋屋敷敷敷敷ががががああああったということでったということでったということでったということで、、、、校校校校名名名名はははは加加加加賀藩賀藩賀藩賀藩ゆかりのゆかりのゆかりのゆかりの地地地地名名名名、、、、金沢金沢金沢金沢をををを取取取取りましたりましたりましたりました。。。。校校校校章章章章はははは、、、、前前前前田田田田家家家家のののの家紋家紋家紋家紋のののの梅梅梅梅をデをデをデをデザザザザインインインイン化化化化してしてしてしてつくつくつくつくったものですったものですったものですったものです。。。。 
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    またまたまたまた、、、、1つつつつのののの特徴特徴特徴特徴としてとしてとしてとして、、、、昭昭昭昭和和和和 50 年年年年になりましてになりましてになりましてになりまして、、、、ワークスワークスワークスワークスペペペペースースースース、、、、ママママルルルルチチチチパーパスなパーパスなパーパスなパーパスなどどどど、、、、3 学学学学級級級級ののののユユユユニットニットニットニット型型型型のオープンののオープンののオープンののオープンの特別特別特別特別なななな設計設計設計設計をををを工夫工夫工夫工夫したしたしたした建物建物建物建物になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。またまたまたまた、、、、校校校校内内内内全部全部全部全部ががががカカカカーーーーペペペペットットットット敷敷敷敷きにもなっておりますきにもなっておりますきにもなっておりますきにもなっております。。。。年年年年数数数数がたがたがたがたちちちちましてましてましてまして、、、、普普普普通教通教通教通教室室室室だだだだけはフロけはフロけはフロけはフローリングにーリングにーリングにーリングに直直直直しましたしましたしましたしました。。。。昭昭昭昭和和和和 60 年年年年にはにはにはには、、、、ノノノノーーーーチチチチャイムがャイムがャイムがャイムが始始始始まりましてまりましてまりましてまりまして、、、、もうもうもうもう 20 年年年年近近近近くくくく、、、、ノノノノーーーーチチチチャイムでのャイムでのャイムでのャイムでの学学学学校校校校生活生活生活生活をををを送送送送っておりますっておりますっておりますっております。。。。そのそのそのその中中中中のののの 1 つつつつにににに、、、、学学学学校校校校のののの森森森森というものがというものがというものがというものがあああありますりますりますります。。。。現現現現在在在在児童児童児童児童数数数数 651名名名名のののの 18 学学学学級級級級ななななんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、このこのこのこの学学学学校校校校のののの森森森森、、、、学学学学校校校校のののの校校校校舎舎舎舎をををを囲囲囲囲むよむよむよむようにうにうにうに森森森森がががが今今今今できていますけどできていますけどできていますけどできていますけど、、、、これこれこれこれだだだだけではないけではないけではないけではないんんんんですですですですねねねね。。。。学学学学校校校校のののの森森森森構構構構造造造造というのがというのがというのがというのが、、、、板板板板橋区橋区橋区橋区のののの施策施策施策施策のののの中中中中でででで、、、、昭昭昭昭和和和和 63 年年年年、、、、学学学学校校校校をををを地域地域地域地域のののの緑緑緑緑のののの核核核核としてとしてとしてとして、、、、地域地域地域地域のののの緑緑緑緑化化化化をををを進進進進めていこうとめていこうとめていこうとめていこうということでいうことでいうことでいうことで、、、、学学学学校校校校のののの森森森森構想構想構想構想がががが始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。そのそのそのその第第第第 1 回目回目回目回目のののの実施実施実施実施校校校校ということでということでということでということで、、、、金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校校校もももも、、、、校校校校地地地地がががが区区区区内内内内でででで一一一一番広番広番広番広いものですからいものですからいものですからいものですから、、、、そこでそこでそこでそこで学学学学校校校校のののの森森森森ががががつくつくつくつくられるようになりまられるようになりまられるようになりまられるようになりましたしたしたした。。。。 学学学学校校校校のののの森森森森はははは、、、、全全全全体的体的体的体的にはにはにはには、、、、これはこれはこれはこれは平平平平成成成成 13 年年年年のときにのときにのときにのときに学学学学校校校校のののの森森森森をををを題題題題材材材材にしてにしてにしてにして環境環境環境環境教育教育教育教育にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだものをまとめたものをまとめたものをまとめたものをまとめた本本本本のののの中中中中のののの１１１１ペペペページでージでージでージで、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと見見見見づらいづらいづらいづらいんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、部部部部分分分分にににに分分分分かれてかれてかれてかれて構想構想構想構想をををを立立立立てましたてましたてましたてました。。。。これはこれはこれはこれは全全全全体構想体構想体構想体構想ななななんんんんですですですです。。。。1つつつつはははは、、、、冒険冒険冒険冒険のののの森森森森といってといってといってといって、、、、アスアスアスアスレチレチレチレチックックックック、、、、わわわわんんんんぱぱぱぱくコくコくコくコンンンンビビビビというというというという、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちがががが大大大大好好好好きなきなきなきな遊遊遊遊びびびび場場場場ななななんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、このようにしこのようにしこのようにしこのようにしてててて遊遊遊遊んんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。それからそれからそれからそれから、、、、もみもみもみもみじじじじ山山山山といってといってといってといって、、、、土土土土ででででつくつくつくつくったおったおったおったお山山山山でででで、、、、中中中中にトンネルがにトンネルがにトンネルがにトンネルがああああるるるるんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、ここのとこここのとこここのとこここのところろろろをををを冒険冒険冒険冒険のののの森森森森としてとしてとしてとしてつくつくつくつくりましたりましたりましたりました。。。。それからそれからそれからそれから、、、、学学学学校校校校のののの北北北北側側側側にににに、、、、これはこれはこれはこれは果果果果物物物物のなるのなるのなるのなる森森森森にににに咲咲咲咲いているいているいているいている花花花花ななななんんんんでででですすすす。。。。北北北北側側側側にににに、、、、何種何種何種何種類類類類かのかのかのかの果果果果物物物物のなるのなるのなるのなる木木木木をををを植植植植えてえてえてえておりますおりますおりますおります。。。。これはこれはこれはこれは梅梅梅梅のののの木木木木ですですですです。。。。もうもうもうもう少少少少しししし林林林林になっているになっているになっているになっているんんんんですがですがですがですが、、、、いいいいいいいい写写写写真真真真がなかったもがなかったもがなかったもがなかったものでのでのでので、、、、これこれこれこれだだだだけになってしまいましたけになってしまいましたけになってしまいましたけになってしまいました。。。。これはこれはこれはこれは裏裏裏裏ににににああああるるるるキキキキウウウウイのイのイのイの棚棚棚棚のののの花花花花ですですですです。。。。これもたこれもたこれもたこれもたくくくくささささんんんんキキキキウウウウイがなりますイがなりますイがなりますイがなります。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、東門東門東門東門ののののほほほほうからうからうからうから校校校校舎舎舎舎のののの正正正正面面面面玄玄玄玄関関関関のとこのとこのとこのところろろろにかけてのにかけてのにかけてのにかけての、、、、桜桜桜桜のののの園園園園とととと呼呼呼呼ばばばばれているとれているとれているとれているとこここころろろろですですですです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、正門正門正門正門からずっとからずっとからずっとからずっと通通通通してしてしてして校校校校舎舎舎舎のののの入入入入りりりり口口口口までをけまでをけまでをけまでをけややややきのきのきのきの並並並並木木木木としましたとしましたとしましたとしました。。。。たたたたくくくくささささんんんんのののの木木木木をををを植植植植えたえたえたえたんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、学年学年学年学年のののの木木木木ということでということでということでということで、、、、1 年生年生年生年生ははははビビビビワとイワとイワとイワとイチチチチョョョョウウウウ、、、、2 年生年生年生年生、、、、ヒヒヒヒメメメメリンリンリンリンゴゴゴゴとスとスとスとスモモモモモモモモ、、、、3 年生年生年生年生、、、、サンタローサンタローサンタローサンタローザザザザとサルスとサルスとサルスとサルスベベベベリリリリ、、、、4 年生年生年生年生、、、、桜桜桜桜ととととアンズアンズアンズアンズ、、、、5 年生年生年生年生、、、、ポポポポプラとプラとプラとプラとキキキキウウウウイイイイ、、、、6 年生年生年生年生がががが梅梅梅梅とととと柿柿柿柿。。。。学年学年学年学年のののの木木木木をををを 2 本本本本ずずずずつつつつ決決決決めましためましためましためました。。。。調調調調べべべべましたとこましたとこましたとこましたところろろろ、、、、全部全部全部全部でででで 80 種種種種類類類類、、、、2,000 本本本本のののの数数数数ががががああああったったったった。。。。ちちちちょょょょうどそのうどそのうどそのうどその 80 種種種種類類類類、、、、2,000 本本本本のののの木木木木ががががああああるということはるということはるということはるということは、、、、学学学学校校校校のののの森森森森ががががつくつくつくつくられてからられてからられてからられてから、、、、だんだんだんだんだんだんだんだんにににに森森森森がががが成成成成長長長長しししし、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちがががが毎日毎日毎日毎日のののの生活生活生活生活のののの中中中中でででで森森森森のののの中中中中をををを楽楽楽楽しむようになりしむようになりしむようになりしむようになり、、、、学学学学校校校校生活生活生活生活のののの一一一一部部部部分分分分としてとしてとしてとして、、、、年年年年々々々々大大大大ききききくくくく育育育育っっっったたたた木木木木をををを、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちがががが一一一一緒緒緒緒にににに遊遊遊遊びながらびながらびながらびながら成成成成長長長長しししし、、、、学学学学習習習習しながらしながらしながらしながら成成成成長長長長しということでしということでしということでしということで、、、、これはこれはこれはこれはちちちちょょょょうどうどうどうど平平平平成成成成 7 年年年年のときにのときにのときにのときに、、、、当時当時当時当時のののの校長校長校長校長先生先生先生先生、、、、三三三三宅宅宅宅先生先生先生先生がががが、、、、このこのこのこの学学学学校校校校のののの森森森森をををを生生生生かしてかしてかしてかして身近身近身近身近なななな環境環境環境環境をををを題題題題材材材材にしたにしたにしたにした学学学学習習習習をををを進進進進めていこうめていこうめていこうめていこう。。。。初初初初めてめてめてめて学学学学校校校校のののの森森森森をををを生生生生かしたかしたかしたかした、「、「、「、「環境環境環境環境教育教育教育教育」」」」とととと銘打銘打銘打銘打ってってってって取取取取りりりり組組組組みみみみ始始始始めたのがこのときからなめたのがこのときからなめたのがこのときからなめたのがこのときからなんんんんですですですです。。。。それからそれからそれからそれから 10 年年年年間間間間たたたたちちちちましたましたましたました。。。。 子供子供子供子供とととと先生先生先生先生がががが一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって学学学学校校校校じじじじゅゅゅゅうのうのうのうの木木木木をををを、、、、どどどどんんんんなななな木木木木ががががああああるかなということでるかなということでるかなということでるかなということで進進進進めてめてめてめてきましたきましたきましたきました。。。。全部全部全部全部調調調調べてべてべてべて、、、、一一一一覧覧覧覧表表表表にしましたにしましたにしましたにしました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、2 本本本本ずずずずつつつつのののの学年学年学年学年のののの木木木木はははは、、、、覚覚覚覚えられないえられないえられないえられない。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、歌歌歌歌にしてにしてにしてにして覚覚覚覚えようということでえようということでえようということでえようということで、「、「、「、「ラップ・オブ・ラップ・オブ・ラップ・オブ・ラップ・オブ・金沢金沢金沢金沢」」」」というというというという歌歌歌歌ももももつくつくつくつくりましたりましたりましたりました。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、裏裏裏裏のののの畑畑畑畑ななななんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、平平平平成成成成 8 年年年年のときにのときにのときにのときに、、、、学年学年学年学年ごごごごとにとにとにとに分分分分かれていたかれていたかれていたかれていた畑畑畑畑をををを一一一一ままままとめにとめにとめにとめに大大大大ききききくくくくつくつくつくつくりかえましたりかえましたりかえましたりかえました。。。。耕耕耕耕運運運運機機機機をををを使使使使ってってってって耕耕耕耕していますしていますしていますしています。。。。今今今今もももも、、、、6 年生年生年生年生がががが春春春春にににに耕耕耕耕しししし、、、、
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そしてそしてそしてそして 4 年生年生年生年生がががが腐腐腐腐葉葉葉葉土土土土をををを入入入入れてれてれてれて、、、、黒黒黒黒土土土土をををを入入入入れてれてれてれて、、、、さらにさらにさらにさらに畝畝畝畝づづづづくくくくりをしてりをしてりをしてりをして、、、、そしてサそしてサそしてサそしてサツツツツママママイイイイモモモモのののの苗苗苗苗をををを植植植植えておりますえておりますえておりますえております。。。。 今今今今、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区でもでもでもでも、、、、循環型循環型循環型循環型のののの環境環境環境環境のののの社会社会社会社会ををををつくつくつくつくっていこうということでっていこうということでっていこうということでっていこうということで、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区でもでもでもでも、、、、緑緑緑緑ををををごごごごみにしないというみにしないというみにしないというみにしないという施策施策施策施策をとっておりますをとっておりますをとっておりますをとっております。。。。本本本本校校校校ののののケケケケヤキヤキヤキヤキのののの並並並並木木木木、、、、大大大大きなきなきなきな木木木木がががが 12 本本本本ああああるるるるんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、秋秋秋秋になるとになるとになるとになると相相相相当当当当のののの落落落落ちちちち葉葉葉葉がががが出出出出ますますますます。。。。そのそのそのその落落落落ちちちち葉葉葉葉をををを掃掃掃掃きましてきましてきましてきまして、、、、腐腐腐腐葉葉葉葉土土土土づづづづくくくくりをしますりをしますりをしますりをします。。。。そのそのそのその腐腐腐腐葉葉葉葉土土土土をこのをこのをこのをこの畑畑畑畑のののの中中中中にもにもにもにも入入入入れているれているれているれているんんんんですがですがですがですが、、、、平平平平成成成成 14 年年年年のときにのときにのときにのときに、、、、板橋板橋板橋板橋地地地地区区区区のののの環境行動環境行動環境行動環境行動委員委員委員委員会会会会ののののほほほほうでうでうでうで予予予予算算算算をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、今今今今までまでまでまで 1 カカカカ所所所所ででででつくつくつくつくっていたっていたっていたっていた腐腐腐腐葉葉葉葉土土土土をををを 2 カカカカ所所所所のののの場所場所場所場所ででででつくつくつくつくることができるようになりましたることができるようになりましたることができるようになりましたることができるようになりました。。。。そのそのそのその成成成成果果果果ががががあああありましてりましてりましてりまして、、、、今今今今ととととてもいいてもいいてもいいてもいい腐腐腐腐葉葉葉葉土土土土ができているができているができているができているんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、できたできたできたできた腐腐腐腐葉葉葉葉土土土土はははは、、、、3 月月月月のののの終終終終わりからわりからわりからわりから 4 月月月月のののの初初初初めめめめににににああああるるるる板橋板橋板橋板橋地地地地区区区区のののの桜桜桜桜祭祭祭祭のときにのときにのときにのときに、、、、地域地域地域地域のののの方方方方々々々々にににに、、、、学学学学校校校校でできたでできたでできたでできた腐腐腐腐葉葉葉葉土土土土としておとしておとしておとしてお配配配配りしておりしておりしておりしておりますりますりますります。。。。 これがこれがこれがこれがケケケケヤキヤキヤキヤキ並並並並木木木木のおのおのおのお掃除掃除掃除掃除をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろななななんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、全校全校全校全校でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでおりまでおりまでおりまでおりますすすす。。。。本本本本校校校校、、、、先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話ししましたようにししましたようにししましたようにししましたように、、、、651名名名名いますがいますがいますがいますが、、、、地地地地区区区区ごごごごとにとにとにとに集集集集団団団団登登登登校校校校をしていまをしていまをしていまをしていますすすす。。。。約約約約 1 カカカカ月月月月ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの間間間間、、、、地地地地区区区区班班班班のののの班班班班ごごごごとにとにとにとに、、、、そのそのそのその 1 年生年生年生年生からからからから 6 年生年生年生年生までとまでとまでとまでと保護者保護者保護者保護者のののの方方方方がががが交交交交代代代代でででで、、、、毎日毎日毎日毎日順順順順番番番番をををを決決決決めましてめましてめましてめまして、、、、落落落落ちちちち葉葉葉葉掃掃掃掃きをしてきをしてきをしてきをして、、、、腐腐腐腐葉葉葉葉土土土土のののの堆肥堆肥堆肥堆肥小小小小屋屋屋屋というかというかというかというか、、、、堆肥堆肥堆肥堆肥場場場場所所所所にににに置置置置いていていていて、、、、腐腐腐腐葉葉葉葉土土土土づづづづくくくくりにりにりにりに取取取取りりりり組組組組んんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。 またまたまたまた、、、、平平平平成成成成 9 年年年年ごろごろごろごろからからからから、、、、家庭家庭家庭家庭やややや地域地域地域地域のののの方方方方々々々々にもにもにもにもごごごご協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだいてということでいてということでいてということでいてということで、、、、ここここれはれはれはれは 4 年生年生年生年生がががが、、、、保護者保護者保護者保護者のののの方方方方ににににごごごご協力協力協力協力いたいたいたいただだだだいていていていて、、、、できたナできたナできたナできたナツツツツミミミミカカカカンのンのンのンの皮皮皮皮ででででママレママレママレママレーーーードドドドづづづづくくくくりをしているとこりをしているとこりをしているとこりをしているところろろろですですですです。。。。またまたまたまた、、、、焼焼焼焼きいもなどをしてきいもなどをしてきいもなどをしてきいもなどをして、、、、実実実実りのりのりのりの秋秋秋秋フェステフェステフェステフェスティバィバィバィバルというこルというこルというこルということをしたりしていたとをしたりしていたとをしたりしていたとをしたりしていたんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、現現現現在在在在ではではではでは、、、、金沢子供金沢子供金沢子供金沢子供祭祭祭祭りとしてりとしてりとしてりとして、、、、秋秋秋秋のののの木木木木のののの葉葉葉葉やややや、、、、木木木木のののの実実実実やややや、、、、それからそれからそれからそれから自然自然自然自然のののの題題題題材材材材をクイズにしたものでをクイズにしたものでをクイズにしたものでをクイズにしたもので、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちのののの、、、、児童児童児童児童会主催会主催会主催会主催のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをしておりますしておりますしておりますしております。。。。そしてそしてそしてそして、、、、地域地域地域地域のののの方方方方々々々々もおもおもおもお招招招招きしておりますきしておりますきしておりますきしております。。。。 またまたまたまた、、、、これはリサイクルもこれはリサイクルもこれはリサイクルもこれはリサイクルも始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶つつつつぶぶぶぶしをしているとこしをしているとこしをしているとこしをしているところろろろななななんんんんですけですけですけですけれどれどれどれど、、、、平平平平成成成成 10 年年年年のこのこのこのころろろろ、、、、総合的総合的総合的総合的なななな学学学学習習習習のののの時間時間時間時間をどういうをどういうをどういうをどういうふふふふうにうにうにうに取取取取りりりり組組組組んんんんでいこうかでいこうかでいこうかでいこうか、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど移移移移行行行行にににに入入入入ったときなったときなったときなったときなんんんんですですですですねねねね。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルややややボボボボランテランテランテランティィィィアもそのアもそのアもそのアもその学学学学習習習習のののの中中中中にににに組組組組みましみましみましみましたたたた。。。。このアルミこのアルミこのアルミこのアルミ缶缶缶缶つつつつぶぶぶぶしもしもしもしも、、、、全校全校全校全校のののの児童児童児童児童がかかわっていますがかかわっていますがかかわっていますがかかわっています。。。。これはこれはこれはこれは学学学学級級級級ごごごごとにとにとにとに、、、、月月月月にににに 18クラスをクラスをクラスをクラスを 1 組組組組ずずずずつつつつ、、、、だだだだからからからから月月月月 2 回回回回、、、、何何何何年年年年何何何何組組組組、、、、何何何何年年年年何何何何組組組組ということでということでということでということで、、、、子供子供子供子供がががが集集集集団団団団でででで登登登登校校校校してきましたらしてきましたらしてきましたらしてきましたら、、、、そのクラスのそのクラスのそのクラスのそのクラスの番番番番のときにのときにのときにのときに、、、、保護者保護者保護者保護者もももも、、、、そのクラスのそのクラスのそのクラスのそのクラスの学年学年学年学年のののの委員委員委員委員ささささんんんんがががが中中中中心心心心になるになるになるになるんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、親親親親子子子子でアルミでアルミでアルミでアルミ缶缶缶缶つつつつぶぶぶぶしをしましたしをしましたしをしましたしをしました、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル活動活動活動活動をしておりまをしておりまをしておりまをしておりますすすす。。。。 またまたまたまた、、、、先先先先ほほほほどどどど寿寿寿寿栄栄栄栄園園園園のおのおのおのお話話話話ががががあああありましたけれどりましたけれどりましたけれどりましたけれど、、、、隣隣隣隣のののの寿寿寿寿栄栄栄栄園園園園のののの交交交交流流流流はははは、、、、3 年生年生年生年生がががが 15 年年年年間間間間続続続続けてきたけてきたけてきたけてきたんんんんですですですですねねねね。。。。それはそれはそれはそれは年年年年にににに 1 回回回回だだだだけのけのけのけの訪問訪問訪問訪問だだだだったったったったんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、そのそのそのその交交交交流流流流をををを、、、、学学学学校校校校のののの森森森森のののの自然自然自然自然だだだだけではなけではなけではなけではなくくくくてててて、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育をををを、、、、自然自然自然自然とのかかわりからさらにとのかかわりからさらにとのかかわりからさらにとのかかわりからさらに人人人人とのかかわりとのかかわりとのかかわりとのかかわり、、、、地域地域地域地域のののの施設施設施設施設ややややいいいいろろろろいいいいろろろろなななな人人人人とのとのとのとの出出出出会会会会いもいもいもいも含含含含めていこうということでめていこうということでめていこうということでめていこうということで、、、、身近身近身近身近なななな環境環境環境環境というこというこというこということでとらえながらとでとらえながらとでとらえながらとでとらえながら学学学学習習習習をををを進進進進めてきましためてきましためてきましためてきました。。。。かかわりをかかわりをかかわりをかかわりを大大大大切切切切にするということのにするということのにするということのにするということの 1つつつつとしてとしてとしてとして、、、、寿寿寿寿栄栄栄栄園園園園とのとのとのとの交交交交流流流流もももも入入入入っておりますっておりますっておりますっております。。。。総合的総合的総合的総合的なななな学学学学習習習習のののの時間時間時間時間のののの中中中中にににに、、、、年年年年間間間間をををを通通通通してしてしてして、、、、学学学学級級級級でででで行行行行くくくくのはのはのはのは学学学学期期期期にににに 1 回回回回からからからから 2 回回回回になるになるになるになるんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、これはこれはこれはこれは訪問訪問訪問訪問したときのしたときのしたときのしたときの映映映映像像像像ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは 3学学学学期期期期のののの映映映映像像像像ななななんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、何何何何回回回回かかかか訪問訪問訪問訪問してきてしてきてしてきてしてきて、、、、なれてきますとなれてきますとなれてきますとなれてきますと、、、、おおおお年年年年寄寄寄寄りのりのりのりの肩肩肩肩をたたをたたをたたをたた
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いたりいたりいたりいたり、、、、これこれこれこれ、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと大分大分大分大分カカカカットしてしまったットしてしまったットしてしまったットしてしまったんんんんですがですがですがですが、、、、遊遊遊遊びびびび方方方方もももも、、、、最初最初最初最初はははは子供子供子供子供たたたたちちちちのののの思思思思いいいいだだだだけでけでけでけで、、、、リリリリココココーダーをーダーをーダーをーダーを吹吹吹吹いたりいたりいたりいたり、、、、歌歌歌歌をををを歌歌歌歌ったりということったりということったりということったりということだだだだったったったったんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、どどどどうしたらもっとうしたらもっとうしたらもっとうしたらもっと仲仲仲仲良良良良くくくくなれるかななれるかななれるかななれるかな、、、、喜喜喜喜んんんんでもらえるでもらえるでもらえるでもらえるかなということでかなということでかなということでかなということで、、、、3 年生年生年生年生なりになりになりになりに、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちのできることをのできることをのできることをのできることを考考考考えてえてえてえて、、、、ここここんんんんなななな肩肩肩肩たたきということもたたきということもたたきということもたたきということも取取取取りりりり組組組組んんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。 そのそのそのその中中中中のののの一環一環一環一環でででで、、、、3 年生年生年生年生からからからから 4 年生年生年生年生へとへとへとへと継継継継続続続続されるようになりましたされるようになりましたされるようになりましたされるようになりました。。。。このこのこのこの 3 年生年生年生年生、、、、４４４４年年年年生生生生にににに継継継継続続続続されたということがされたということがされたということがされたということが、、、、子供子供子供子供のののの体体体体験験験験となってとなってとなってとなって、、、、寿寿寿寿栄栄栄栄園園園園のののの方方方方ともともともとも、、、、指導指導指導指導のののの部部部部分分分分でもでもでもでもごごごご協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、車車車車いすのいすのいすのいすの操作操作操作操作のののの仕仕仕仕方方方方もももも寿寿寿寿栄栄栄栄園園園園のののの方方方方にににに教教教教わることができておりますわることができておりますわることができておりますわることができております。。。。またまたまたまた、、、、このこのこのこの利用利用利用利用しているしているしているしている車車車車いすもいすもいすもいすも、、、、寿寿寿寿栄栄栄栄園園園園ののののほほほほうでうでうでうで、、、、もうもうもうもう廃廃廃廃棄棄棄棄にしてもいいかなとにしてもいいかなとにしてもいいかなとにしてもいいかなと思思思思うもうもうもうものをのをのをのを、、、、今今今今 12 台台台台ほほほほどいたどいたどいたどいただだだだいておりますのでいておりますのでいておりますのでいておりますので、、、、それをそれをそれをそれを 4 年生年生年生年生がががが学学学学校校校校のののの中中中中でででで練練練練習習習習をしてをしてをしてをして、、、、自自自自分分分分たたたたちちちちでででで操作操作操作操作ができるようになってからができるようになってからができるようになってからができるようになってから寿寿寿寿栄栄栄栄園園園園をををを訪問訪問訪問訪問しししし、、、、またまたまたまた、、、、おおおお年年年年寄寄寄寄りですのでりですのでりですのでりですので、、、、1 学学学学期期期期のののの練練練練習習習習をしていきますとをしていきますとをしていきますとをしていきますと、、、、6 月月月月のののの後後後後半半半半ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに、、、、ちちちちょょょょうどおうどおうどおうどお散散散散歩歩歩歩のときになってしまうのときになってしまうのときになってしまうのときになってしまうんんんんですですですですけれどけれどけれどけれど、、、、ものすものすものすものすごくごくごくごく暑暑暑暑かったりかったりかったりかったり、、、、天候天候天候天候ががががじじじじととととじじじじとしていたりというときにはとしていたりというときにはとしていたりというときにはとしていたりというときには体調体調体調体調がががが悪悪悪悪くくくくななななるということもるということもるということもるということもござござござございましていましていましていまして、、、、毎毎毎毎朝朝朝朝連連連連絡絡絡絡をしてをしてをしてをして、、、、ききききょょょょうはうはうはうは大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫ですかとですかとですかとですかと、、、、学年学年学年学年のののの先生先生先生先生とととと寿寿寿寿栄栄栄栄園園園園のののの方方方方とのとのとのとの、、、、そのそのそのその打打打打ちちちち合合合合わせもわせもわせもわせも大大大大変変変変ななななつつつつながりになっておりますながりになっておりますながりになっておりますながりになっております。。。。それでそれでそれでそれで、、、、いいいいいいいい条件条件条件条件のときにのときにのときにのときに、、、、学学学学校校校校ののののほほほほうにおうにおうにおうにお招招招招きしてきしてきしてきして、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちがががが、、、、寿寿寿寿栄栄栄栄園園園園ののののほほほほうへうへうへうへ行行行行ってってってって、、、、エエエエレベレベレベレベーターーターーターーターでででで車車車車いすをおいすをおいすをおいすをおろろろろしてしてしてして、、、、そこかそこかそこかそこからずっとらずっとらずっとらずっと学学学学校校校校ののののほほほほうへうへうへうへごごごご案案案案内内内内しますしますしますします。。。。それでそれでそれでそれで森森森森のおのおのおのお散散散散歩歩歩歩をしをしをしをしますますますます。。。。帰帰帰帰りになりますとりになりますとりになりますとりになりますと、、、、おおおお年年年年寄寄寄寄りのりのりのりの方方方方もももも大大大大変喜変喜変喜変喜んんんんででででくだくだくだくださりさりさりさり、、、、寿寿寿寿栄栄栄栄園園園園のののの方方方方もももも、、、、またまたまたまたぜひぜひぜひぜひ交交交交流流流流してしてしてしてくだくだくだくださいさいさいさいねねねねということでということでということでということで、、、、このこのこのこの活動活動活動活動がががが、、、、学学学学校校校校のののの行行行行事事事事のときにのときにのときにのときに、、、、運運運運動会動会動会動会ににににごごごご招待招待招待招待ししししたりたりたりたり、、、、音楽音楽音楽音楽会会会会ににににごごごご招待招待招待招待したりということでしたりということでしたりということでしたりということで、、、、学学学学校校校校ののののほほほほうにおいでいたうにおいでいたうにおいでいたうにおいでいただだだだけるけるけるける機機機機会会会会となってとなってとなってとなっておりますおりますおりますおります。。。。 またまたまたまた、、、、地域地域地域地域のののの方方方方々々々々のおのおのおのお力力力力をおかりするということでをおかりするということでをおかりするということでをおかりするということで、、、、これはこれはこれはこれは野野野野鳥鳥鳥鳥のののの会会会会のののの栗栗栗栗林林林林ささささんんんんにににに学学学学校校校校においでいたにおいでいたにおいでいたにおいでいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちにににに野野野野鳥鳥鳥鳥のののの観察観察観察観察、、、、自然自然自然自然のののの観察観察観察観察のののの仕仕仕仕方方方方をををを教教教教わりますわりますわりますわります。。。。栗栗栗栗林林林林ささささんんんんののののほほほほうではうではうではうでは、、、、野野野野鳥鳥鳥鳥のののの会会会会のののの方方方方をををを移移移移動動動動教教教教室室室室ののののほほほほうにおうにおうにおうにおいでいたいでいたいでいたいでいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、榛名榛名榛名榛名とととと日光日光日光日光とととと 2回回回回ああああるるるるんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、そこでそこでそこでそこで実際実際実際実際にににに野野野野鳥観察鳥観察鳥観察鳥観察、、、、またまたまたまた自然自然自然自然のののの観察観察観察観察のののの仕仕仕仕方方方方ということでということでということでということで、、、、5 年生年生年生年生はははは榛名榛名榛名榛名のののの自然自然自然自然とととと板橋板橋板橋板橋のののの自然自然自然自然のののの比比比比較較較較、、、、6 年生年生年生年生はははは日光日光日光日光とととと板橋板橋板橋板橋のののの比比比比較較較較ということでということでということでということで、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ総合総合総合総合的的的的なななな学学学学習習習習のののの時間時間時間時間のののの中中中中でまとめておりますでまとめておりますでまとめておりますでまとめております。。。。 またまたまたまた、、、、13 年度年度年度年度からはからはからはからは、、、、それまでそれまでそれまでそれまで 1 年生年生年生年生、、、、2 年生年生年生年生ののののほほほほうがうがうがうが生活科生活科生活科生活科でででで保育保育保育保育園園園園でででで交交交交流流流流していたしていたしていたしていたんんんんですがですがですがですが、、、、5 年生年生年生年生のののの児童児童児童児童がががが、、、、来来来来年年年年 1 年生年生年生年生になるになるになるになる保育保育保育保育園園園園児児児児ということでということでということでということで、、、、昨昨昨昨年年年年はははは、、、、加加加加賀賀賀賀保育保育保育保育園園園園だだだだけではなけではなけではなけではなくくくくてててて、、、、近隣近隣近隣近隣のののの幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園ののののほほほほうにもおうにもおうにもおうにもお声声声声をおかけしてをおかけしてをおかけしてをおかけして、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校校校にににに入入入入学学学学するするするする予予予予定定定定ののののああああるるるる、、、、入入入入学学学学前前前前のののの子供子供子供子供たたたたちちちちになるべになるべになるべになるべくくくく声声声声をかけてをかけてをかけてをかけて、、、、100名名名名以以以以上上上上おいでいたおいでいたおいでいたおいでいただだだだきましきましきましきましたたたた。。。。そこでのそこでのそこでのそこでの交交交交流活動流活動流活動流活動ですですですです。。。。 またまたまたまた、、、、区区区区ののののほほほほうでうでうでうで、、、、予予予予算算算算をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、ビビビビオトープができましたオトープができましたオトープができましたオトープができました。。。。昨昨昨昨年年年年のののの 4 月月月月はははは、、、、ままままだだだだ何何何何もないもないもないもない、、、、土土土土だだだだけけけけだだだだったったったったんんんんですがですがですがですが、、、、自然自然自然自然のののの力力力力というのはものすというのはものすというのはものすというのはものすごくごくごくごく、、、、生生生生命命命命力力力力ってってってって強強強強いいいいなとなとなとなと思思思思ったったったったんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、これはこれはこれはこれはちちちちょょょょうどうどうどうど 1 年年年年後後後後ですですですです。。。。今今今今年年年年のののの春春春春ですですですです。。。。1 年年年年後後後後、、、、これこれこれこれだだだだけけけけ、、、、どこからどこからどこからどこから芽芽芽芽がががが出出出出ててててくくくくるるるるんだろんだろんだろんだろうとうとうとうと思思思思ううううぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、植物植物植物植物がががが育育育育ちちちちましたましたましたました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、中中中中にににに入入入入れたもれたもれたもれたものというのはのというのはのというのはのというのは、、、、水水水水草草草草、、、、それからスイそれからスイそれからスイそれからスイレレレレンンンン、、、、そしてそしてそしてそして今今今今年年年年はははは、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちががががビビビビオトープオトープオトープオトープ隊隊隊隊といっといっといっといってずっとてずっとてずっとてずっと観察観察観察観察をををを続続続続けているけているけているけているんんんんですけですけですけですけれどれどれどれど、、、、そのそのそのその子供子供子供子供たたたたちちちちのののの意向意向意向意向ももももあああありましてりましてりましてりまして、、、、クロクロクロクロメメメメダダダダカカカカをををを入入入入れましたれましたれましたれました。。。。カカカカエルがたエルがたエルがたエルがたくくくくささささんんんんいるいるいるいるんんんんですですですですねねねね。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、春春春春先先先先、、、、このこのこのこのビビビビオトープはオトープはオトープはオトープは、、、、
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カカカカエルのエルのエルのエルの卵卵卵卵がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいになりいになりいになりいになり、、、、オタオタオタオタママママジャクシでジャクシでジャクシでジャクシで真真真真っっっっ黒黒黒黒になりますになりますになりますになります。。。。次次次次々々々々ととととカカカカエルになっエルになっエルになっエルになっていきますていきますていきますていきます。。。。カカカカエルになるかなとエルになるかなとエルになるかなとエルになるかなと思思思思ううううぐぐぐぐらいのときにらいのときにらいのときにらいのときに、、、、これはいこれはいこれはいこれはいつつつつのののの間間間間にかにかにかにか――――――――大大大大ききききくくくくななななってなってなってなってなくくくくなるなるなるなるんんんんじゃじゃじゃじゃないというのはないというのはないというのはないというのは今今今今年年年年わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。。。。それはそれはそれはそれは、、、、鳥鳥鳥鳥のえさになるのえさになるのえさになるのえさになるんんんんですですですですねねねね。。。。いいいいつつつつのののの間間間間にかにかにかにか数数数数がががが少少少少ななななくくくくなっていなっていなっていなっていくくくくってってってって、、、、すべてがすべてがすべてがすべてが成成成成長長長長していしていしていしていくんくんくんくんじゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、そういうそういうそういうそういう自然自然自然自然のののの営営営営みもみもみもみも子供子供子供子供たたたたちちちちはははは学学学学んんんんでいきますでいきますでいきますでいきます。。。。 またまたまたまた、、、、今今今今年年年年はトンはトンはトンはトンボボボボののののヤヤヤヤゴゴゴゴがががが、、、、6種種種種類類類類ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのヤゴヤゴヤゴヤゴがががが、、、、もうもうもうもう大大大大量量量量にににに発生発生発生発生するするするする日日日日というのがというのがというのがというのがあああありましてりましてりましてりまして、、、、1日日日日のうのうのうのうちちちちにににに十十十十何何何何匹匹匹匹とととと羽羽羽羽化化化化していしていしていしていくくくく様様様様子子子子をををを、、、、ビビビビオトープオトープオトープオトープ隊隊隊隊のののの子供子供子供子供たたたたちちちちがががが撮撮撮撮影影影影ししししたりしてたりしてたりしてたりして、、、、それをまたそれをまたそれをまたそれをまた全校全校全校全校のののの子供子供子供子供たたたたちちちちにににに紹介紹介紹介紹介したりということでしたりということでしたりということでしたりということで、、、、今今今今ビビビビオトープにはオトープにはオトープにはオトープには、、、、学学学学級級級級でででで観察観察観察観察するときはするときはするときはするときは入入入入れますけれどれますけれどれますけれどれますけれど、、、、ふふふふだんだんだんだん子供子供子供子供たたたたちちちちがががが遊遊遊遊びのびのびのびの中中中中ではではではでは、、、、守守守守ろろろろうとうとうとうと、、、、外外外外のののの垣垣垣垣根根根根のとこのとこのとこのところろろろからからからから中中中中をををを見見見見るるるるだだだだけというけというけというけというふふふふうにしておりますうにしておりますうにしておりますうにしております。。。。今今今今、、、、いいいいいいいい状状状状態態態態でででで、、、、ビビビビオトープのオトープのオトープのオトープのほほほほうもうもうもうも成成成成長長長長しておりますしておりますしておりますしております。。。。 またまたまたまた、、、、一一一一番番番番心配心配心配心配なものがなものがなものがなものが――――――――学学学学校校校校のののの森森森森はははは昭昭昭昭和和和和 63 年年年年、、、、平平平平成成成成元元元元年年年年のときにのときにのときにのときに完完完完成成成成したわけですしたわけですしたわけですしたわけですけれどけれどけれどけれど、、、、それからそれからそれからそれから十十十十六六六六、、、、七七七七年年年年たたたたちちちちましてましてましてまして、、、、かなりかなりかなりかなり木木木木がががが成成成成長長長長しましたしましたしましたしました。。。。木木木木がががが成成成成長長長長したとしたとしたとしたと同同同同時時時時にににに、、、、土土土土のののの状状状状態態態態というものがというものがというものがというものが、、、、ややややはりはりはりはり何何何何もももも手手手手をををを加加加加えないでいるとえないでいるとえないでいるとえないでいるとややややせてせてせてせてくくくくるといいますかるといいますかるといいますかるといいますか。。。。それからそれからそれからそれから、、、、害害害害虫虫虫虫というかというかというかというか、、、、これはこれはこれはこれはカカカカイイイイガガガガラムシをとっているとこラムシをとっているとこラムシをとっているとこラムシをとっているところろろろななななんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、梅梅梅梅のののの林林林林、、、、去去去去年年年年からすからすからすからすごくカごくカごくカごくカイイイイガガガガラムシがラムシがラムシがラムシがつつつつきましたきましたきましたきました。。。。そこをそこをそこをそこを、、、、ままままああああ、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちでできるとこでできるとこでできるとこでできるところろろろはすはすはすはするるるるんんんんですがですがですがですが、、、、できないとこできないとこできないとこできないところろろろをををを、、、、学学学学校校校校のののの森森森森をををを守守守守るということでるということでるということでるということで、、、、本本本本校校校校におにおにおにおややややじじじじのののの会会会会ががががああああるるるるんんんんですがですがですがですが、、、、おおおおややややじじじじのののの会会会会のおのおのおのお父父父父ささささんんんんたたたたちちちちにににに、、、、カカカカイイイイガガガガラムシラムシラムシラムシ取取取取りをりをりをりを子供子供子供子供たたたたちちちちとととと一一一一緒緒緒緒にににに、、、、おおおお休休休休みみみみをををを返上返上返上返上してしてしてして、、、、ややややっていたっていたっていたっていただだだだいていますいていますいていますいています。。。。 またまたまたまた、、、、これはこれはこれはこれはユユユユリのリのリのリの木木木木ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、根周根周根周根周りのとこりのとこりのとこりのところろろろがかなりかたがかなりかたがかなりかたがかなりかたくくくくなりましてなりましてなりましてなりまして、、、、樹樹樹樹木木木木医医医医ささささんんんんのののの診診診診断断断断をををを受受受受けたとこけたとこけたとこけたところろろろ、、、、かなりかなりかなりかなり弱弱弱弱っているのでっているのでっているのでっているので、、、、土壌改土壌改土壌改土壌改良良良良したしたしたしたほほほほうがいいとうがいいとうがいいとうがいいと言言言言われたわれたわれたわれたんんんんですがですがですがですが、、、、ししししばばばばららららくくくくのののの間間間間はははは、、、、囲囲囲囲いをしていをしていをしていをして、、、、踏踏踏踏みみみみ固固固固めないようにしためないようにしためないようにしためないようにしたほほほほうがいいうがいいうがいいうがいいだろだろだろだろうということでうということでうということでうということで、、、、ややややはりおはりおはりおはりおややややじじじじのののの会会会会のおのおのおのお父父父父ささささんんんんたたたたちちちちにににに垣垣垣垣ををををつくつくつくつくっていたっていたっていたっていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。このこのこのこの穴穴穴穴をををを、、、、竹竹竹竹をををを打打打打ちちちち込込込込むのになかなかむのになかなかむのになかなかむのになかなか打打打打ちちちち込込込込めないめないめないめないんんんんですですですですねねねね。。。。何何何何でかなとでかなとでかなとでかなと思思思思うとうとうとうと、、、、下下下下からすからすからすからすぐぐぐぐにににに石石石石がががが出出出出ててててくくくくるるるるんんんんですですですです。。。。実実実実はははは、、、、このこのこのこの校校校校庭庭庭庭がががが、、、、昔昔昔昔のののの造幣造幣造幣造幣所所所所のののの跡跡跡跡だだだだったったったった、、、、新新新新しいしいしいしい校校校校舎舎舎舎ををををつくつくつくつくるるるるときにときにときにときに、、、、全部全部全部全部、、、、できできできでき上上上上がってからがってからがってからがってから取取取取りりりり壊壊壊壊しましたしましたしましたしました。。。。そのとそのとそのとそのときのきのきのきの瓦瓦瓦瓦れきがれきがれきがれきが全部全部全部全部下下下下にににに入入入入っていっていっていっているというのがるというのがるというのがるというのが後後後後でわかりましてでわかりましてでわかりましてでわかりまして、、、、このこのこのこのユユユユリのリのリのリの木木木木、、、、隣隣隣隣ににににメメメメタセタセタセタセココココイイイイヤヤヤヤ、、、、そのそのそのその隣隣隣隣にににに、、、、5 年生年生年生年生のののの学学学学年年年年のののの木木木木ののののポポポポプラがプラがプラがプラがああああるるるるんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、根根根根がががが張張張張れなれなれなれなくくくくなってなってなってなって弱弱弱弱ってきているということがわってきているということがわってきているということがわってきているということがわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。北北北北側側側側ににににああああるるるる、、、、実実実実のなるのなるのなるのなる木木木木のののの根元根元根元根元ののののほほほほうもうもうもうも、、、、ややややはりはりはりはり根周根周根周根周りのりのりのりの土土土土をををを、、、、空気空気空気空気をををを入入入入れれれれたりたりたりたり、、、、腐腐腐腐葉葉葉葉土土土土をををを入入入入れたりということでれたりということでれたりということでれたりということで、、、、根根根根回回回回りをりをりをりを手手手手入入入入れをしたりしておりますれをしたりしておりますれをしたりしておりますれをしたりしております。。。。 先先先先ほほほほどのこれはどのこれはどのこれはどのこれは 3 月月月月ななななんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、区区区区ののののほほほほうでうでうでうでややややっとっとっとっと予予予予算算算算ををををつつつつけていたけていたけていたけていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、土土土土をををを耕耕耕耕そうとしてシャそうとしてシャそうとしてシャそうとしてシャベベベベルルルルカカカカーがーがーがーが来来来来たたたたんんんんですですですですねねねね。。。。柔柔柔柔らからからからかくくくくするするするするだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思っていましたらっていましたらっていましたらっていましたら、、、、簡単簡単簡単簡単なことなことなことなことだだだだとととと思思思思っていたとこっていたとこっていたとこっていたところろろろがががが、、、、このシャこのシャこのシャこのシャベベベベルルルルカカカカーのシャーのシャーのシャーのシャベベベベルがルがルがルが壊壊壊壊れましたれましたれましたれました。。。。というというというというのはのはのはのは、、、、ここここんんんんなになになになに大大大大きなきなきなきな石石石石がががが周周周周りにりにりにりに幾幾幾幾つつつつもももも入入入入っていたわけですっていたわけですっていたわけですっていたわけです。。。。これではこれではこれではこれでは、、、、ややややはりはりはりはり根根根根がががが張張張張れれれれないということでないということでないということでないということで、、、、かなりかなりかなりかなり深深深深くくくく掘掘掘掘ってってってって、、、、石石石石をををを取取取取りりりり除除除除きききき、、、、そしてそしてそしてそして新新新新ししししくくくく土土土土をををを入入入入れていたれていたれていたれていただだだだいいいいたのでたのでたのでたので、、、、今今今今ユユユユリのリのリのリの木木木木はははは大大大大変変変変元元元元気気気気にににに育育育育っておりますっておりますっておりますっております。。。。 ままままだだだだ、、、、ほほほほかのかのかのかのメメメメタセタセタセタセココココイイイイヤヤヤヤもももも、、、、ポポポポプラもプラもプラもプラも、、、、それからそのそれからそのそれからそのそれからその隣隣隣隣ににににああああるるるる桃桃桃桃のののの木木木木もももも、、、、ややややりたいとりたいとりたいとりたいとこここころろろろななななんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、なかなかできずになかなかできずになかなかできずになかなかできずに、、、、先月先月先月先月、、、、ややややはりおはりおはりおはりおややややじじじじのののの会会会会のののの方方方方々々々々にににに来来来来ていたていたていたていただだだだいいいい
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てててて、、、、囲囲囲囲いをいをいをいをつくつくつくつくりましたりましたりましたりました。。。。ししししばばばばららららくくくく踏踏踏踏みみみみ固固固固めないでいるとめないでいるとめないでいるとめないでいると、、、、そこからそこからそこからそこから、、、、今今今今までまでまでまで芽芽芽芽ななななんんんんてててて出出出出てこなかったてこなかったてこなかったてこなかったんんんんですがですがですがですが、、、、木木木木のののの周周周周りからはりからはりからはりからは芽芽芽芽がががが出出出出てきていますてきていますてきていますてきています。。。。そういうそういうそういうそういうふふふふうにしながらうにしながらうにしながらうにしながら保保保保護護護護していしていしていしていくくくくことことことこと、、、、またまたまたまた、、、、北北北北側側側側ににににああああるるるる堆肥堆肥堆肥堆肥小小小小屋屋屋屋ののののほほほほうからうからうからうから腐腐腐腐葉葉葉葉土土土土をををを運運運運んんんんできてできてできてできて、、、、黒黒黒黒土土土土とまとまとまとまぜぜぜぜてててて木木木木のののの根根根根回回回回りにりにりにりに入入入入れたりということもしておりますれたりということもしておりますれたりということもしておりますれたりということもしております。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、梅梅梅梅のののの木木木木がたがたがたがたくくくくささささんんんんなってそなってそなってそなってそろろろろっているとこっているとこっているとこっているところろろろががががああああるるるるんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、校校校校舎舎舎舎ののののちちちちょょょょうどうどうどうど西側西側西側西側にににに当当当当たりますたりますたりますたります。。。。6 年生年生年生年生のののの木木木木がががが梅梅梅梅ななななんんんんですですですですねねねね。。。。ちちちちょょょょうどうどうどうど梅梅梅梅がたがたがたがたくくくくささささんんんんなったなったなったなった 6 月月月月のののの初初初初めめめめごろごろごろごろ、、、、梅梅梅梅のののの実実実実とりをしますとりをしますとりをしますとりをします。。。。去去去去年年年年はかなりはかなりはかなりはかなり収穫収穫収穫収穫ががががああああったったったったんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、今今今今年年年年はははは、、、、去去去去年年年年カカカカイイイイガガガガラムシがラムシがラムシがラムシがつつつついたりしたこともいたりしたこともいたりしたこともいたりしたこともああああってってってって、、、、剪剪剪剪定定定定をしたをしたをしたをしたほほほほうのうのうのうの木木木木にはにはにはには、、、、ややややはりはりはりはり実実実実ははははつつつつきがきがきがきが悪悪悪悪かかかかったですったですったですったです。。。。子供子供子供子供たたたたちちちちはははは、、、、とってきたとってきたとってきたとってきた梅梅梅梅をををを洗洗洗洗ったりったりったりったり、、、、またまたまたまた日日日日にににに干干干干したりしてしたりしてしたりしてしたりして、、、、そしてそしてそしてそして、、、、これこれこれこれはかなりはかなりはかなりはかなり、、、、今今今今年年年年もももも夏休夏休夏休夏休みにみにみにみに天天天天日日日日干干干干しをしましたけれどしをしましたけれどしをしましたけれどしをしましたけれど、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに、、、、ちちちちょょょょっとしっとしっとしっとしょょょょっっっっぱぱぱぱいいいいんんんんですがですがですがですが、、、、天天天天然然然然のののの、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに何何何何もももも入入入入っていないというっていないというっていないというっていないという、、、、自自自自家家家家製製製製のののの金沢金沢金沢金沢梅梅梅梅ですがですがですがですが、、、、梅干梅干梅干梅干ししししををををつくつくつくつくりますりますりますります。。。。できできできでき上上上上がったこのがったこのがったこのがったこの梅干梅干梅干梅干しはしはしはしは、、、、6 年生年生年生年生ののののつくつくつくつくったものですからったものですからったものですからったものですから、、、、3 月月月月にににに、、、、謝謝謝謝恩恩恩恩会会会会ってってってってああああるるるるんんんんですですですですねねねね。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、おにおにおにおにぎぎぎぎりをりをりをりをつくつくつくつくりましてりましてりましてりまして、、、、中中中中にににに梅干梅干梅干梅干しをしをしをしを入入入入れてれてれてれて、、、、おおおお客客客客ささささんんんん方方方方にはにはにはには、、、、私私私私たたたたちちちちにもそうなにもそうなにもそうなにもそうなんんんんですがですがですがですが、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちののののつくつくつくつくったったったった梅干梅干梅干梅干しのおにしのおにしのおにしのおにぎぎぎぎりというこりというこりというこりということでとでとでとで、、、、ここここれがれがれがれが謝謝謝謝恩恩恩恩会会会会のときののときののときののときの、、、、ままままああああ、、、、振振振振るるるる舞舞舞舞いのものになりますいのものになりますいのものになりますいのものになります。。。。 先先先先ほほほほどどどどごごごご紹介紹介紹介紹介したしたしたした裏裏裏裏のののの畑畑畑畑ではサではサではサではサツツツツママママイイイイモモモモがたがたがたがたくくくくささささんんんんとれますとれますとれますとれます。。。。今今今今 2 年生年生年生年生とととと 4 年生年生年生年生がががが、、、、ままままああああ、、、、4 年生年生年生年生がががが大大大大々々々々的的的的にににに大大大大ききききくつくくつくくつくくつくっているものですからっているものですからっているものですからっているものですから、、、、収穫収穫収穫収穫をしましてをしましてをしましてをしまして、、、、収穫収穫収穫収穫したしたしたした後後後後のおのおのおのおイイイイモモモモはははは食食食食べますがべますがべますがべますが、、、、ツツツツルもルもルもルも、、、、そのままそのままそのままそのまま捨捨捨捨てないでてないでてないでてないで、、、、ササササツツツツママママイイイイモモモモののののツツツツルでリースをルでリースをルでリースをルでリースをつくつくつくつくりまりまりまりますすすす。。。。このリースにはこのリースにはこのリースにはこのリースには、、、、これはこれはこれはこれはちちちちょょょょうどクリーニングのうどクリーニングのうどクリーニングのうどクリーニングのハハハハンンンンガガガガーをーをーをーを広広広広げげげげてててて、、、、そのそのそのその周周周周りにサりにサりにサりにサツツツツママママイイイイモモモモののののツツツツルをルをルをルを巻巻巻巻いていいていいていいていくんくんくんくんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、そこにそこにそこにそこに飾飾飾飾りをりをりをりをつつつつけてけてけてけて、、、、リースづリースづリースづリースづくくくくりというりというりというりというふふふふううううになりますになりますになりますになります。。。。またまたまたまた、、、、このリースはこのリースはこのリースはこのリースは、、、、1 年生年生年生年生がががが今今今今アサアサアサアサガガガガオをオをオをオを栽培栽培栽培栽培ししししておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、アサアサアサアサガガガガオもオもオもオも、、、、花花花花がががが咲咲咲咲きききき終終終終わったわったわったわった後後後後ののののツツツツルでルでルでルで、、、、アサアサアサアサガガガガオのオのオのオのツツツツルのリースづルのリースづルのリースづルのリースづくくくくりもしますりもしますりもしますりもします。。。。そのリースづそのリースづそのリースづそのリースづくくくくりをしたりするときにりをしたりするときにりをしたりするときにりをしたりするときに、、、、1 年生年生年生年生とととと 2 年生年生年生年生はははは生活科生活科生活科生活科のののの中中中中でのでのでのでの交交交交流流流流ががががあああありますがりますがりますがりますが、、、、2 年生年生年生年生がががが 1 年年年年生生生生にににに学学学学校校校校のののの探探探探検検検検をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、学学学学校校校校のののの森森森森のののの案案案案内内内内をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、遊遊遊遊びびびび場場場場のののの紹介紹介紹介紹介をしたりするのとをしたりするのとをしたりするのとをしたりするのと同同同同じじじじようにようにようにように、、、、アサアサアサアサガガガガオのおオのおオのおオのお世世世世話話話話のののの仕仕仕仕方方方方もそうですけれどもそうですけれどもそうですけれどもそうですけれど、、、、リースづリースづリースづリースづくくくくりもおりもおりもおりもお手手手手伝伝伝伝いをしたりといをしたりといをしたりといをしたりということでいうことでいうことでいうことで、、、、心心心心のののの交交交交流流流流というというというというんんんんですかですかですかですか、、、、自然自然自然自然のののの環境環境環境環境からからからから得得得得たものでたものでたものでたもので人人人人とのかかわりをとのかかわりをとのかかわりをとのかかわりを深深深深めめめめながらさらにながらさらにながらさらにながらさらに心心心心をををを育育育育てていてていてていてていくくくくというというというという活動活動活動活動をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、1 年生年生年生年生のののの木木木木、、、、イイイイチチチチョョョョウウウウのののの木木木木にににに、、、、銀杏銀杏銀杏銀杏のののの実実実実がたがたがたがたくくくくささささんんんんなりますなりますなりますなります。。。。これこれこれこれ、、、、主主主主事事事事ささささんんんんたたたたちちちちにもにもにもにもごごごご協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだいていていていて、、、、先生方先生方先生方先生方もももも、、、、銀杏落銀杏落銀杏落銀杏落としをしているとことしをしているとことしをしているとことしをしているところろろろななななんんんんですですですですねねねね。。。。たたたたくくくくささささんんんんなりますなりますなりますなります。。。。そのそのそのその落落落落ちちちちたたたた銀杏銀杏銀杏銀杏をををを 1 年生年生年生年生がががが拾拾拾拾いいいい集集集集めますめますめますめます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、一一一一部部部部分分分分、、、、次次次次のののの年年年年のののの 1 年生年生年生年生へのプへのプへのプへのプレレレレゼントということでゼントということでゼントということでゼントということで、、、、実実実実はははは 2 月月月月にににに、、、、1 年年年年間間間間のののの各学年各学年各学年各学年のののの活動活動活動活動をまとめをまとめをまとめをまとめ、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちがががが頑頑頑頑張張張張ってきたことってきたことってきたことってきたこと、、、、これはこれはこれはこれは学年学年学年学年としてすてきなとしてすてきなとしてすてきなとしてすてきな活動活動活動活動だだだだったったったった、、、、次次次次のののの学年学年学年学年にもにもにもにもぜひぜひぜひぜひ伝伝伝伝えたいといえたいといえたいといえたいというためのうためのうためのうための集集集集会会会会ということでということでということでということで、、、、豊豊豊豊ゆずりのゆずりのゆずりのゆずりの集集集集会会会会というのがというのがというのがというのがああああるるるるんんんんですですですですねねねね。。。。そのそのそのその集集集集会会会会のときにのときにのときにのときに、、、、次次次次のののの新新新新しいしいしいしい 1 年生年生年生年生にににに譲譲譲譲りたいということでりたいということでりたいということでりたいということで、、、、銀杏銀杏銀杏銀杏のののの実実実実もプもプもプもプレレレレゼンゼンゼンゼントのトのトのトの品品品品物物物物としてとしてとしてとして受受受受けけけけ取取取取りりりりますますますます。。。。私私私私がががが受受受受けけけけ取取取取ってってってって、、、、1 年生年生年生年生をををを迎迎迎迎えるえるえるえる会会会会のときにプのときにプのときにプのときにプレレレレゼントいたしますゼントいたしますゼントいたしますゼントいたします。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、6 年生年生年生年生のののの柿柿柿柿のののの実実実実ですですですです。。。。昨昨昨昨年年年年はははは大大大大変変変変豊豊豊豊作作作作でしたでしたでしたでした。。。。もうもうもうもう枝枝枝枝がががが折折折折れそうなれそうなれそうなれそうなくくくくらいたらいたらいたらいたくくくくささささんんんんなりましたのでなりましたのでなりましたのでなりましたので、、、、6 年生年生年生年生がががが柿柿柿柿のののの実実実実とりをしたときにとりをしたときにとりをしたときにとりをしたときに、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど向向向向かいかいかいかい側側側側がががが加加加加賀賀賀賀保育保育保育保育園園園園ななななんんんんですですですですねねねね。。。。ちちちちょょょょうどうどうどうど園園園園児児児児がががが登登登登園園園園してきたときでしてきたときでしてきたときでしてきたときで、、、、保保保保母母母母ささささんんんんにににに、、、、枝枝枝枝ごごごごとととと折折折折ってってってって渡渡渡渡しましたしましたしましたしました。。。。 
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これはこれはこれはこれは秋秋秋秋のののの、、、、そそそそろろろろそそそそろケろケろケろケヤキヤキヤキヤキがががが落落落落ちちちちてきたこてきたこてきたこてきたころろろろでででで、、、、このここのここのここのころろろろからからからから落落落落ちちちち葉葉葉葉掃掃掃掃きがきがきがきが始始始始まるわまるわまるわまるわけなけなけなけなんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、1 年年年年間間間間をををを通通通通してしてしてして活動活動活動活動をををを続続続続けていきますけていきますけていきますけていきます。。。。 身近身近身近身近なななな環境環境環境環境をををを生生生生かしたかしたかしたかした学学学学習習習習ということでということでということでということで、、、、最初最初最初最初はははは学学学学校校校校のののの森森森森からからからから始始始始まりましたけれどまりましたけれどまりましたけれどまりましたけれど、、、、自自自自然然然然とのかかわりとのかかわりとのかかわりとのかかわり、、、、人人人人とのかかわりということでとのかかわりということでとのかかわりということでとのかかわりということで、、、、1 年生年生年生年生はははは、、、、近近近近くくくくのののの公公公公園園園園探探探探検検検検もしておりますもしておりますもしておりますもしております。。。。「「「「2 年生年生年生年生がががが先生先生先生先生」」」」とととと書書書書いていていていてあああありますけれどりますけれどりますけれどりますけれど、、、、2 年生年生年生年生からいからいからいからいろろろろいいいいろろろろなことをなことをなことをなことを教教教教わりながらわりながらわりながらわりながら学学学学校校校校生活生活生活生活になれていになれていになれていになれていくくくくということでということでということでということで、、、、人人人人とのかかわりとのかかわりとのかかわりとのかかわり。。。。それからそれからそれからそれから、、、、保育保育保育保育園園園園のののの子供子供子供子供たたたたちちちちともともともとも交交交交流流流流をしていきますをしていきますをしていきますをしていきます。。。。 

2 年生年生年生年生ののののほほほほうではうではうではうでは、、、、今今今今出出出出てこなかったてこなかったてこなかったてこなかったんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、落落落落花花花花生生生生のののの栽培栽培栽培栽培をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、よもよもよもよもぎぎぎぎだんごだんごだんごだんごづづづづくくくくりりりり、、、、これはこれはこれはこれは保護者保護者保護者保護者のののの方方方方ににににごごごご協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだいていますけれどいていますけれどいていますけれどいていますけれど、、、、よもよもよもよもぎぎぎぎだんごだんごだんごだんご、、、、中中中中にににに隠隠隠隠しししし味味味味でおでおでおでお豆腐豆腐豆腐豆腐がががが入入入入っているっているっているっているんんんんですですですです。。。。だだだだからからからから、、、、大大大大変変変変味味味味がががが、、、、ここここくくくくののののああああるるるる、、、、おいしいよもおいしいよもおいしいよもおいしいよもぎぎぎぎだんごだんごだんごだんごができますができますができますができます。。。。秋秋秋秋にはにはにはには、、、、秋秋秋秋のののの実実実実をををを使使使使ってということでってということでってということでってということで、、、、1 年生年生年生年生とのとのとのとの交交交交流活動流活動流活動流活動もしますもしますもしますもします。。。。 このこのこのこの「「「「朝朝朝朝会会会会」、「」、「」、「」、「朝朝朝朝」」」」じゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、「、「、「、「町町町町」」」」のののの、、、、町町町町会会会会のおのおのおのお年年年年寄寄寄寄りのりのりのりの方方方方たたたたちちちちとととと「「「「ふふふふれれれれああああいいいい給食給食給食給食」」」」ということでということでということでということで――――――――すみませすみませすみませすみませんんんん、、、、字字字字がががが間間間間違違違違えておりましたえておりましたえておりましたえておりました――――――――交交交交流流流流給食給食給食給食をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。 

3 年生年生年生年生はははは、、、、特特特特にフにフにフにフィィィィールールールールドビドビドビドビンンンンゴゴゴゴといってといってといってといって、、、、学学学学校校校校のののの自然自然自然自然のののの中中中中からいからいからいからいろろろろいいいいろろろろなクイズなクイズなクイズなクイズやややや探探探探しししし物物物物――――――――こういうこういうこういうこういう葉葉葉葉っっっっぱぱぱぱはどこにはどこにはどこにはどこにああああるるるるんんんんでしでしでしでしょょょょうかというようなものでうかというようなものでうかというようなものでうかというようなもので、、、、ポポポポイントをイントをイントをイントを幾幾幾幾つつつつかかかかつくつくつくつくってってってって、、、、探探探探検検検検をしてをしてをしてをして歩歩歩歩くくくくゲゲゲゲームがームがームがームがああああるるるるんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、4 年生年生年生年生からからからから教教教教わったりもしながらわったりもしながらわったりもしながらわったりもしながら 3年生年生年生年生がががが取取取取りりりり組組組組んんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。そしてそしてそしてそして寿寿寿寿栄栄栄栄園園園園のののの交交交交流流流流ももももあああありますりますりますります。。。。 

3 年生年生年生年生はははは、、、、寿寿寿寿栄栄栄栄園園園園のののの交交交交流流流流もそうなもそうなもそうなもそうなんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、1 年年年年間間間間をををを通通通通してしてしてして、、、、ややややはりはりはりはり自然自然自然自然のののの観察観察観察観察といといといということでうことでうことでうことで、、、、自分自分自分自分のののの木木木木をををを決決決決めてめてめてめて観察観察観察観察をしたりしますをしたりしますをしたりしますをしたりします。。。。 

4 年生年生年生年生はははは、、、、そのそのそのその自分自分自分自分のののの木木木木をををを 3 年生年生年生年生のときにのときにのときにのときに観察観察観察観察してきますしてきますしてきますしてきます。。。。そしてそしてそしてそして 4 年生年生年生年生になるとになるとになるとになると、、、、ややややははははりりりり自分自分自分自分のののの木木木木のののの本本本本づづづづくくくくりをしますりをしますりをしますりをします。。。。1 年年年年間間間間のののの活動活動活動活動をををを、、、、最後最後最後最後のののの 2 月月月月、、、、3 月月月月でででで、、、、自分自分自分自分のののの木木木木のののの本本本本といといといというのをうのをうのをうのをつくつくつくつくりますりますりますります。。。。ももももちろんちろんちろんちろん、、、、寿寿寿寿栄栄栄栄園園園園とのとのとのとの交交交交流流流流もももも、、、、年年年年間間間間をををを通通通通しておしておしておしてお散散散散歩歩歩歩でででで交交交交流流流流をしていまをしていまをしていまをしていますのですのですのですので、、、、このこのこのこの学学学学習習習習のののの時間時間時間時間だだだだけではなけではなけではなけではなくくくくてててて、、、、夏休夏休夏休夏休みみみみだだだだとかとかとかとか、、、、おおおお休休休休みのときにもみのときにもみのときにもみのときにも、、、、寿寿寿寿栄栄栄栄園園園園にもにもにもにも行行行行っていっていっていっていいですかということをいですかということをいですかということをいですかということを子供子供子供子供ののののほほほほうからうからうからうから声声声声がかかりがかかりがかかりがかかり、、、、寿寿寿寿栄栄栄栄園園園園のののの訪問訪問訪問訪問をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだくくくくこともこともこともこともあああありますりますりますります。。。。 

5 年生年生年生年生ののののほほほほうはうはうはうは、、、、バケバケバケバケツツツツにににに稲稲稲稲ををををつくつくつくつくっていますっていますっていますっています。。。。バケバケバケバケツツツツのののの稲稲稲稲だだだだけではなけではなけではなけではなくくくくてててて、、、、今今今今、、、、ビビビビオトオトオトオトープのープのープのープのほほほほうにうにうにうに、、、、黒黒黒黒米米米米、、、、赤米赤米赤米赤米、、、、緑緑緑緑米米米米でしたっけでしたっけでしたっけでしたっけ、、、、3種種種種類類類類のののの古代古代古代古代米米米米をまいてをまいてをまいてをまいて、、、、昨昨昨昨年年年年もももも収穫収穫収穫収穫できたできたできたできたんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、今今今今年年年年もかなりもかなりもかなりもかなり伸伸伸伸びてきていますのでびてきていますのでびてきていますのでびてきていますので、、、、このこのこのこの夏夏夏夏、、、、水水水水がががが、、、、このこのこのこの間雨間雨間雨間雨がががが降降降降ったかったかったかったからららら大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫かなとかなとかなとかなと思思思思っているっているっているっているんんんんですがですがですがですが、、、、枯枯枯枯れなけれれなけれれなけれれなければばばばまたまたまたまた収穫収穫収穫収穫ができるができるができるができるんんんんではないかなとではないかなとではないかなとではないかなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 またまたまたまた、、、、6 年生年生年生年生になるとになるとになるとになると、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどのビビビビオトープオトープオトープオトープ隊隊隊隊ということでということでということでということで、、、、1 年年年年間間間間観察観察観察観察してきたものをしてきたものをしてきたものをしてきたものを全校全校全校全校へへへへ発発発発信信信信したりしておりますしたりしておりますしたりしておりますしたりしております。。。。 本本本本校校校校のののの環境環境環境環境教育教育教育教育ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、学学学学校校校校のののの森森森森からからからから始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。このこのこのこの学学学学校校校校のののの森森森森はははは、、、、学学学学校校校校だだだだけのけのけのけの学学学学校校校校のののの森森森森ではなではなではなではなくくくくてててて、、、、ややややはりはりはりはり最初最初最初最初のののの施策施策施策施策ににににああああったようにったようにったようにったように、、、、地域地域地域地域のののの緑緑緑緑のののの核核核核とするといとするといとするといとするということでうことでうことでうことで、、、、ややややはりはりはりはり学学学学校校校校はははは地域地域地域地域のののの人人人人のののの学学学学校校校校でもでもでもでもあああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、地域地域地域地域のののの森森森森だだだだというというというというふふふふうにうにうにうに考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。このこのこのこの学学学学校校校校のののの森森森森をををを地域地域地域地域のののの森森森森としてとしてとしてとして維維維維持持持持していしていしていしていくくくくためにはためにはためにはためには、、、、今今今今一一一一番番番番のののの悩悩悩悩みがそのみがそのみがそのみがその維維維維持持持持管理管理管理管理、、、、そしてさらにそしてさらにそしてさらにそしてさらに、、、、もっとよもっとよもっとよもっとよくくくく育育育育てるためのてるためのてるためのてるための方方方方法法法法というものをというものをというものをというものを考考考考えていかなえていかなえていかなえていかなくくくくてはてはてはてはいけないということでいけないということでいけないということでいけないということで、、、、剪剪剪剪定定定定したりしたりしたりしたり、、、、落落落落ちちちち葉葉葉葉掃掃掃掃きをしたりきをしたりきをしたりきをしたり、、、、害害害害虫駆除虫駆除虫駆除虫駆除やややや腐腐腐腐葉葉葉葉土土土土づづづづくくくくりりりりやややや堆堆堆堆
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肥肥肥肥づづづづくくくくりということもりということもりということもりということも考考考考えながらえながらえながらえながらややややっていますけれどっていますけれどっていますけれどっていますけれど、、、、これはこれはこれはこれは学学学学校校校校だだだだけけけけじゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、地域地域地域地域のののの方方方方ににににごごごご協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだいていていていて、、、、またまたまたまた、、、、ままままああああ、、、、地域地域地域地域のののの方方方方のののの一一一一番番番番はははは保護者保護者保護者保護者ななななんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、学学学学校校校校にににに通通通通っているっているっているっている親親親親御御御御ささささんだんだんだんだけけけけじゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、ややややはりはりはりはり地域地域地域地域にににに住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる方方方方皆皆皆皆ささささんんんんににににごごごご利用利用利用利用していしていしていしていたたたただくだくだくだくためにもためにもためにもためにも、、、、おおおお力力力力をかりたいなとをかりたいなとをかりたいなとをかりたいなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 またまたまたまた、、、、行行行行政政政政のののの援援援援助助助助がないとなかなかがないとなかなかがないとなかなかがないとなかなか予予予予算算算算ががががつつつつかないのでかないのでかないのでかないので、、、、どういうどういうどういうどういうふふふふうにしていうにしていうにしていうにしていくくくくかとかとかとかということでいうことでいうことでいうことで、、、、金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校校校のののの学学学学校校校校のののの森森森森をををを守守守守るるるる基金基金基金基金をををを立立立立ちあげちあげちあげちあげましましましましょょょょうかとうかとうかとうかと言言言言ってってってってくだくだくだくださったさったさったさった方方方方もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃるるるるんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、そういうこともそういうこともそういうこともそういうことも考考考考えていきたいなというとこえていきたいなというとこえていきたいなというとこえていきたいなというところろろろもももも今今今今考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、昨昨昨昨年年年年のののの夏夏夏夏、、、、校校校校内内内内ででででキキキキャンプをしましたャンプをしましたャンプをしましたャンプをしました。。。。そのときそのときそのときそのとき、、、、区長区長区長区長ささささんんんんにおいでいたにおいでいたにおいでいたにおいでいただだだだいいいいたたたたんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、ややややはりはりはりはり応応応応援援援援していたしていたしていたしていただだだだきたいなときたいなときたいなときたいなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。今今今今、、、、大大大大ききききくくくく育育育育ったったったった学学学学校校校校のののの森森森森のののの中中中中でででで子供子供子供子供たたたたちちちちはははは元元元元気気気気にににに生活生活生活生活をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。学学学学校校校校のののの森森森森からからからから始始始始まったまったまったまった環境環境環境環境教育教育教育教育ですけですけですけですけれどれどれどれど、、、、地域地域地域地域のののの方方方方々々々々とのかかわりのとのかかわりのとのかかわりのとのかかわりの中中中中でででで、、、、大大大大ききききくくくく、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心をををを育育育育てていっておりますてていっておりますてていっておりますてていっております。。。。さらさらさらさらにににに、、、、学学学学校校校校だだだだけではなけではなけではなけではなくくくく、、、、このこのこのこの地域地域地域地域だだだだけではなけではなけではなけではなくくくく、、、、世界世界世界世界へへへへ視視視視野野野野をををを広広広広げげげげていってていってていってていって、、、、大大大大きなきなきなきな視視視視野野野野からすべてのからすべてのからすべてのからすべての人人人人、、、、すべてのすべてのすべてのすべての自然自然自然自然へへへへ関関関関心心心心がががが持持持持てるてるてるてる、、、、そしてそしてそしてそして守守守守りりりり育育育育てることのできるてることのできるてることのできるてることのできる人人人人をををを育育育育ててててていていていていくくくくことことことことがががが、、、、私私私私たたたたちちちち金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校校校のののの職職職職員員員員のののの役役役役目目目目かなということでかなということでかなということでかなということで、、、、学学学学校校校校のののの森森森森でのでのでのでの学学学学校校校校生活生活生活生活をををを、、、、教教教教師師師師自自自自身身身身がががが楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちとととと一一一一緒緒緒緒にににに、、、、さらにさらにさらにさらに発展発展発展発展させるためにさせるためにさせるためにさせるために取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいきたいなときたいなときたいなときたいなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 以以以以上上上上でででで発表発表発表発表をををを終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだきますきますきますきます。。。。どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。 

 事例報告事例報告事例報告事例報告３３３３ 司司司司会会会会 静岡静岡静岡静岡県三島市県三島市県三島市県三島市でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつつきましてきましてきましてきまして、「、「、「、「環境環境環境環境はははは人人人人づづづづくくくくりりりり－－－－三島市三島市三島市三島市のささのささのささのささややややかかかかなななな挑戦挑戦挑戦挑戦」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、三島市三島市三島市三島市のののの環境市民環境市民環境市民環境市民部部部部環境企画課環境企画課環境企画課環境企画課長長長長、、、、小池満小池満小池満小池満様様様様よりおよりおよりおよりお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 小池小池小池小池課課課課長長長長 皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。三島市三島市三島市三島市のののの環境企画課環境企画課環境企画課環境企画課のののの小池小池小池小池ですですですです。。。。皆皆皆皆ささささんんんん、「、「、「、「何何何何でででで三島市三島市三島市三島市なのなのなのなの？？？？」」」」とととといういういういう疑疑疑疑問問問問がががが多多多多分分分分ああああるかとるかとるかとるかと思思思思いますいますいますいます。。。。三島市三島市三島市三島市からからからから見見見見るとるとるとると、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区のののの環境環境環境環境政政政政策策策策といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに進進進進んんんんでおりましてでおりましてでおりましてでおりまして、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区のののの環境環境環境環境政政政政策策策策をおをおをおをお手手手手本本本本にしながらにしながらにしながらにしながら、、、、そのそのそのその後後後後をををを追追追追いかけいかけいかけいかけているているているている。。。。ですからですからですからですから、、、、先先先先ほほほほどどどど区長区長区長区長ささささんんんんもおっしもおっしもおっしもおっしゃゃゃゃっていましたけれどもっていましたけれどもっていましたけれどもっていましたけれども、、、、そのそのそのその環境環境環境環境都都都都市市市市ににににああああえてえてえてえて事例事例事例事例発表発表発表発表するということはするということはするということはするということは大大大大変変変変おこがましいとおこがましいとおこがましいとおこがましいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、たたたただだだだ、、、、これもこれもこれもこれも、、、、ききききょょょょうのうのうのうのココココーデーデーデーディィィィネーターでネーターでネーターでネーターであああありますりますりますります、、、、千葉商千葉商千葉商千葉商科大学科大学科大学科大学教授教授教授教授のののの三三三三橋橋橋橋先生先生先生先生、、、、一一一一番前番前番前番前にににに座座座座っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、三三三三橋橋橋橋先生先生先生先生にはにはにはには板橋区板橋区板橋区板橋区のののの環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会のののの委員委員委員委員とととと同同同同時時時時にににに、、、、三島市三島市三島市三島市でもでもでもでも環境環境環境環境審審審審議議議議会会会会のののの委員委員委員委員をおをおをおをお願願願願いしておりましていしておりましていしておりましていしておりまして、、、、そのそのそのそのごごごご縁縁縁縁でこういうでこういうでこういうでこういう機機機機会会会会をををを与与与与えてもらいましたことにえてもらいましたことにえてもらいましたことにえてもらいましたことに感謝感謝感謝感謝をををを申申申申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ああああまりまりまりまり大大大大きなきなきなきな事例事例事例事例発表発表発表発表はできないかもしれませはできないかもしれませはできないかもしれませはできないかもしれませんんんんがががが、、、、三三三三



 17

島市島市島市島市のののの環境施策環境施策環境施策環境施策、、、、ああああるいはるいはるいはるいは環境環境環境環境教育教育教育教育のののの一環一環一環一環をををを、、、、若干若干若干若干おおおお時間時間時間時間をおをおをおをお借借借借りしておりしておりしておりしてお話話話話させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     今日今日今日今日はははは 5つつつつのことにのことにのことにのことにつつつついていていていて説説説説明明明明をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     まずまずまずまず、、、、三島市三島市三島市三島市のののの紹介紹介紹介紹介をををを若干若干若干若干させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。三島市三島市三島市三島市、、、、どこにどこにどこにどこにああああるのかるのかるのかるのか、、、、知知知知らないらないらないらない方方方方もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃるということでるということでるということでるということで、、、、東京東京東京東京からからからから 100 キキキキロロロロ、、、、新新新新幹線幹線幹線幹線のののの三島三島三島三島駅駅駅駅、、、、多多多多分分分分ごごごご存存存存じじじじかかかかとととと思思思思いいいいますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、ここここだだだだまですとまですとまですとまですと１１１１時間時間時間時間。。。。最近最近最近最近、、、、三島三島三島三島駅駅駅駅にもにもにもにもひひひひかりがかりがかりがかりが随随随随分分分分とまるようになりまとまるようになりまとまるようになりまとまるようになりましてしてしてして、、、、ひひひひかりですとかりですとかりですとかりですと 40 分分分分でででで東京東京東京東京までまでまでまで来来来来てしまいますてしまいますてしまいますてしまいます。。。。朝朝朝朝、、、、東京東京東京東京にににに通通通通勤勤勤勤されるされるされるされる方方方方もももも比比比比較較較較的的的的多多多多くくくくてててて、、、、前前前前にににに１１１１度調度調度調度調査査査査をしましたらをしましたらをしましたらをしましたら、、、、2,000 人人人人ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの方方方方がががが三島三島三島三島からからからから東京東京東京東京方方方方面面面面にににに通通通通勤勤勤勤なさってなさってなさってなさっているいるいるいる、、、、そういうそういうそういうそういう状況状況状況状況ですですですです。。。。位位位位置置置置はははは、、、、静岡静岡静岡静岡県県県県のののの一一一一番番番番東部東部東部東部、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど富士箱根富士箱根富士箱根富士箱根・・・・伊豆伊豆伊豆伊豆国立国立国立国立公公公公園園園園のののの玄玄玄玄関関関関口口口口になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。三島市三島市三島市三島市からからからから東東東東をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、箱根箱根箱根箱根山山山山のののの森森森森林林林林がががが広広広広がっておりますがっておりますがっておりますがっております。。。。西西西西をををを見見見見ますとますとますとますと駿河湾駿河湾駿河湾駿河湾。。。。ああああるいはるいはるいはるいは南南南南をををを向向向向きますときますときますときますと、、、、伊豆半伊豆半伊豆半伊豆半島島島島のののの天天天天城連城連城連城連山山山山がががが望望望望めますめますめますめます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、北北北北にはにはにはにはああああのののの霊峰霊峰霊峰霊峰富士富士富士富士がががが仰仰仰仰げげげげるるるる、、、、そういうそういうそういうそういう風風風風光光光光明明明明媚媚媚媚なとこなとこなとこなところろろろにににに位位位位置置置置しておりますしておりますしておりますしております。。。。     今今今今、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど三島市三島市三島市三島市をををを訪訪訪訪れますとれますとれますとれますと、、、、まずまずまずまず一一一一番初番初番初番初めにめにめにめに感感感感じじじじるのがるのがるのがるのが、、、、わきわきわきわき水水水水がががが大大大大変変変変多多多多いといいといいといいということかとうことかとうことかとうことかと思思思思いますいますいますいます。。。。1 年年年年中中中中ではではではではあああありませりませりませりませんんんんがががが、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど今今今今のののの時期時期時期時期、、、、夏夏夏夏になるとになるとになるとになると、、、、市市市市街街街街地地地地、、、、しかもしかもしかもしかも中心中心中心中心市市市市街街街街地地地地のののの至至至至るとこるとこるとこるところろろろからからからから湧湧湧湧水水水水がわきがわきがわきがわき出出出出しておりますしておりますしておりますしております。。。。これはこれはこれはこれは昔昔昔昔のののの話話話話になりますになりますになりますになりますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、今今今今のののの富士富士富士富士山山山山のもっとのもっとのもっとのもっと前前前前のののの時時時時代代代代のののの富士富士富士富士山山山山ががががつくつくつくつくられるときにられるときにられるときにられるときに大大大大きなきなきなきな爆爆爆爆発発発発ががががあああありまりまりまりましてしてしてして、、、、そのときのそのときのそのときのそのときの溶溶溶溶岩岩岩岩がががが、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど三島市三島市三島市三島市とかとかとかとか、、、、隣隣隣隣のののの清清清清水水水水町町町町ああああたりまでたりまでたりまでたりまで流流流流れてれてれてれて来来来来てててて、、、、そこそこそこそこでとまったでとまったでとまったでとまった。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、富士富士富士富士山山山山とかとかとかとか、、、、そのそのそのその周辺周辺周辺周辺のののの山山山山々々々々にににに降降降降ったったったった雪雪雪雪とかとかとかとか雨雨雨雨がががが、、、、そのそのそのその溶溶溶溶岩岩岩岩をををを伝伝伝伝ってきてってきてってきてってきて、、、、そのそのそのその末末末末端端端端でわきでわきでわきでわき出出出出すすすす、、、、それがそれがそれがそれが湧湧湧湧水水水水となってとなってとなってとなって、、、、このこのこのこの画画画画面面面面のののの一一一一番上番上番上番上のののの楽楽楽楽寿園寿園寿園寿園というというというという、、、、三島三島三島三島駅駅駅駅をおりるとすをおりるとすをおりるとすをおりるとすぐぐぐぐこういうこういうこういうこういう庭庭庭庭園園園園ののののああああるるるる市立市立市立市立公公公公園園園園ががががあああありりりり、、、、国国国国のののの名勝名勝名勝名勝というというというという天天天天然然然然記記記記念念念念物物物物にににに指定指定指定指定されていますけれどもされていますけれどもされていますけれどもされていますけれども、、、、ここのここのここのここの小小小小浜浜浜浜池池池池からからからから湧湧湧湧きききき出出出出しているしているしているしている。。。。湧湧湧湧水水水水でできているでできているでできているでできている池池池池ですですですですからからからから、、、、非非非非常常常常にきれいなにきれいなにきれいなにきれいなんんんんですですですですねねねね。。。。ここをここをここをここを水水水水源源源源にににに、、、、画画画画面面面面のののの真真真真んんんん中中中中ににににああああるようなるようなるようなるような川川川川がががが幾筋幾筋幾筋幾筋もももも流流流流れておりますれておりますれておりますれております。。。。ですからですからですからですから、、、、おかしなおかしなおかしなおかしな話話話話、、、、繁繁繁繁華華華華街街街街のののの裏裏裏裏ににににああああるるるる川川川川からからからから今今今今現現現現在在在在ホホホホタルがタルがタルがタルが飛飛飛飛んんんんでいでいでいでいるるるる、、、、そういうそういうそういうそういう街街街街ですですですです。。。。たたたただだだだ、、、、このこのこのこのホホホホタルはタルはタルはタルは、、、、NPO のののの皆皆皆皆ささささんんんんがががが放放放放流流流流しているのですがしているのですがしているのですがしているのですが、、、、郊郊郊郊外外外外にににに行行行行きますときますときますときますと、、、、ままままだだだだままままだだだだホホホホタルがタルがタルがタルが飛飛飛飛んんんんでいるとこでいるとこでいるとこでいるところろろろががががああああるるるる。。。。三三三三面面面面張張張張りではないりではないりではないりではない水水水水路路路路とかとかとかとか川川川川とかとかとかとか、、、、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろにはにはにはにはホホホホタルがいるというタルがいるというタルがいるというタルがいるという状況状況状況状況ですですですです。。。。たたたただだだだ、、、、このこのこのこの湧湧湧湧水水水水もももも、、、、冬冬冬冬になるとになるとになるとになると、、、、だんだんだんだんだんだんだんだん地地地地下下下下水位水位水位水位がががが下下下下がってきてがってきてがってきてがってきて、、、、湧湧湧湧きききき出出出出さなさなさなさなくくくくなってしまうなってしまうなってしまうなってしまう。。。。昭昭昭昭和和和和 30 年年年年代代代代のののの後後後後半半半半からそからそからそからそういうういうういうういう現現現現象象象象がががが続続続続いているというのがいているというのがいているというのがいているというのが現現現現状状状状ですですですです。。。。 それとそれとそれとそれと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、三島市三島市三島市三島市からからからから見見見見たたたた富士富士富士富士山山山山はははは非非非非常常常常にきれいなにきれいなにきれいなにきれいな形形形形をしているのですをしているのですをしているのですをしているのですねねねね。。。。富富富富士士士士山山山山をををを三島市三島市三島市三島市からからからから見見見見るとるとるとると、、、、真真真真んんんん中中中中にににに宝永宝永宝永宝永山山山山というというというという、、、、以以以以前前前前にににに爆爆爆爆発発発発してしてしてして、、、、少少少少しえしえしえしえぐぐぐぐられたようられたようられたようられたようなななな山山山山ががががあああありますがりますがりますがりますが、、、、それがそれがそれがそれがちちちちょょょょうどうどうどうど真真真真んんんん中中中中にににに見見見見えるえるえるえる。。。。ですからですからですからですから、、、、左右左右左右左右対対対対称称称称のののの、、、、末末末末広広広広がりをがりをがりをがりをもったもったもったもった富士富士富士富士山山山山がががが三島市三島市三島市三島市からからからから望望望望めているというわけですめているというわけですめているというわけですめているというわけです。。。。そのためにそのためにそのためにそのために、、、、そういうそういうそういうそういう眺眺眺眺望望望望地地地地点点点点のののの景観景観景観景観をををを保護保護保護保護しようしようしようしよう、、、、保全保全保全保全しようということでしようということでしようということでしようということで、、、、すすすすぐぐぐぐれたれたれたれた眺眺眺眺望望望望地地地地点点点点としてとしてとしてとして市市市市ののののほほほほうでうでうでうで指定指定指定指定ををををしていますしていますしていますしています。。。。そういうそういうそういうそういう街街街街でででであああありますりますりますります。。。。     次次次次にににに、、、、三島市三島市三島市三島市のののの環境施策環境施策環境施策環境施策のののの流流流流れでれでれでれであああありますがりますがりますがりますが、、、、初初初初めにめにめにめに、「、「、「、「みみみみんんんんなでなでなでなで築築築築くくくく環境先進環境先進環境先進環境先進都都都都市三島市三島市三島市三島」」」」というというというというキキキキャッャッャッャッチチチチフフフフレレレレーズがーズがーズがーズがあああありますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれは環境環境環境環境基基基基本計画本計画本計画本計画ををををつくつくつくつくったときにったときにったときにったときに、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆ささささんんんんがががが、、、、こういうこういうこういうこういう街街街街にしていきたいというにしていきたいというにしていきたいというにしていきたいという願願願願いがいがいがいが込込込込められためられためられためられたキキキキャッャッャッャッチチチチフフフフレレレレーズですーズですーズですーズです。。。。このこのこのこの「「「「みみみみんんんんなでなでなでなで」」」」というというというという意意意意味味味味はははは、、、、市民市民市民市民とととと事事事事業業業業者者者者とととと行行行行政政政政がががが一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって、、、、みみみみんんんんなでなでなでなで共共共共にににに力力力力をををを出出出出しししし合合合合っっっっ
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てててて、、、、助助助助けけけけ合合合合ってってってって環境先進環境先進環境先進環境先進都都都都市市市市をををを築築築築いていこうということですいていこうということですいていこうということですいていこうということです。。。。たたたただだだだ、、、、そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、ややややははははりりりり必要必要必要必要なのがなのがなのがなのが、、、、そういうそういうそういうそういう人人人人材材材材をををを育育育育てることてることてることてること。。。。要要要要はははは、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育をををを進進進進めていめていめていめていくくくくということがということがということがということが一一一一番番番番大大大大事事事事じゃじゃじゃじゃないかないかないかないか、、、、そういうそういうそういうそういう考考考考えでおりますえでおりますえでおりますえでおります。。。。三島市三島市三島市三島市はははは 2000 年年年年にににに ISO14001 のののの認認認認証証証証をををを取取取取得得得得しましたけれどもしましたけれどもしましたけれどもしましたけれども、、、、先先先先ほほほほどどどど区長区長区長区長ささささんんんんのののの話話話話ですとですとですとですと、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区ではではではでは全全全全国国国国でででで 5 番番番番目目目目にににに取取取取得得得得したとおしたとおしたとおしたとおっしっしっしっしゃゃゃゃっていましたっていましたっていましたっていました。。。。三島市三島市三島市三島市はははは、、、、板橋板橋板橋板橋のののの環境環境環境環境ママママネジネジネジネジメメメメントシステムをントシステムをントシステムをントシステムを参考参考参考参考にしながらにしながらにしながらにしながら認認認認証証証証をををを取取取取得得得得したものですからしたものですからしたものですからしたものですから、、、、2000 年年年年にににに認認認認証証証証をををを取取取取得得得得したときにはしたときにはしたときにはしたときには全全全全国国国国でででで 60番番番番目目目目ぐぐぐぐららららいでしたいでしたいでしたいでした。。。。ですからですからですからですから、、、、２２２２、、、、３３３３年年年年のののの間間間間でででで、、、、ああああっというっというっというっという間間間間にににに自治体自治体自治体自治体のののの中中中中にもにもにもにも ISO14001 のののの取取取取得得得得がががが広広広広がってきがってきがってきがってきたたたた。。。。それはそれはそれはそれは、、、、今今今今現現現現在在在在でもでもでもでも、、、、年年年年々々々々取取取取得得得得自治体自治体自治体自治体がががが増増増増えているえているえているえている状況状況状況状況でででであああありりりり、、、、それそれそれそれだだだだけけけけ環境環境環境環境にににに対対対対ししししてててて関関関関心心心心がががが深深深深くくくくなってきたとなってきたとなってきたとなってきたと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。     そこでそこでそこでそこで、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育がこれからがこれからがこれからがこれから益益益益々々々々重重重重要要要要だだだだというでというでというでというで、、、、去去去去年年年年、、、、取取取取得得得得 3 年年年年後後後後のののの更更更更新審新審新審新審査査査査ががががあああありりりりましてましてましてまして、、、、これもこれもこれもこれも大先大先大先大先輩輩輩輩のののの板橋区板橋区板橋区板橋区にににに遅遅遅遅れましてれましてれましてれまして、、、、市内市内市内市内のののの小小小小・・・・中中中中学学学学校校校校すべてをすべてをすべてをすべてを 14001 のののの範囲範囲範囲範囲にににに入入入入れてれてれてれて認認認認証証証証をををを更更更更新新新新したとこしたとこしたとこしたところろろろでででであああありますりますりますります。。。。     三島市三島市三島市三島市ではではではでは、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園がががが 14園園園園とととと保育保育保育保育園園園園がががが 8園園園園、、、、小小小小・・・・中中中中学学学学校校校校がががが合合合合わせてわせてわせてわせて 21校校校校、、、、計計計計 42 のののの施設施設施設施設でででで環環環環境境境境教育教育教育教育をよりをよりをよりをより一層進一層進一層進一層進めていめていめていめていくくくくためためためため、、、、ISO14001 のののの範囲範囲範囲範囲にににに入入入入れたわけでれたわけでれたわけでれたわけで、、、、現現現現在在在在、、、、市市市市のののの施策施策施策施策とととと各学各学各学各学校校校校、、、、ああああるいはるいはるいはるいは幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園・・・・保育保育保育保育園園園園ででででややややられているられているられているられている環境環境環境環境教育教育教育教育にににに一一一一つつつつひひひひととととつつつつ目目目目標標標標をををを設設設設けてけてけてけて、、、、環境環境環境環境ママママネジネジネジネジメメメメントシステムのントシステムのントシステムのントシステムの中中中中でででで、、、、約約約約 600ぐぐぐぐらいのいらいのいらいのいらいのいろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組組組組みみみみ目目目目標標標標ががががあああありますがりますがりますがりますが、、、、それらとともにそれらとともにそれらとともにそれらとともに進進進進捗捗捗捗をををを管理管理管理管理しているしているしているしている状況状況状況状況でででであああありますりますりますります。。。。     そのそのそのその中中中中でででで、、、、大大大大ききききくくくく 3つつつつのののの視点視点視点視点にににに分分分分けてけてけてけて進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。1つつつつにはにはにはには、、、、行行行行政政政政施策施策施策施策におけるにおけるにおけるにおけるああああららららゆるゆるゆるゆる世世世世代代代代へのへのへのへの展開展開展開展開ということでということでということでということで、、、、これはこれはこれはこれは幼幼幼幼児児児児期期期期からからからから児童児童児童児童・・・・生生生生徒徒徒徒、、、、ああああるいはるいはるいはるいは大人大人大人大人までまでまでまで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな年年年年代代代代にににに合合合合わせたわせたわせたわせた環境環境環境環境教育教育教育教育をををを進進進進めていこうとするものめていこうとするものめていこうとするものめていこうとするものでででで、、、、行行行行政政政政主導主導主導主導でででで進進進進めているめているめているめている環境環境環境環境教育教育教育教育のことでのことでのことでのことであああありますりますりますります。。。。１１１１つつつつはははは、、、、学学学学校校校校がががが ISO のののの範囲範囲範囲範囲にににに入入入入ったことをったことをったことをったことを契契契契機機機機にににに、、、、学学学学校校校校のののの中中中中のののの環環環環境境境境教育教育教育教育というものをもっともっとというものをもっともっとというものをもっともっとというものをもっともっと市市市市ののののほほほほうでもうでもうでもうでも応応応応援援援援していこうしていこうしていこうしていこう、、、、そういうそういうそういうそういう支援施策支援施策支援施策支援施策でででで、、、、そそそそれかられかられかられから、、、、ああああとととと１１１１つつつつはははは、、、、園園園園とかとかとかとか学学学学校校校校等等等等におけるにおけるにおけるにおける本本本本来来来来のののの教育教育教育教育のののの中中中中でででで環境環境環境環境教育教育教育教育のののの浸透浸透浸透浸透をををを図図図図っていっていっていっていくくくくというというというという、、、、大大大大ききききくくくく３３３３つつつつのテーのテーのテーのテーママママにににに分分分分けてけてけてけて進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。     まずまずまずまず、、、、行行行行政政政政施策施策施策施策におけるにおけるにおけるにおけるああああらゆるらゆるらゆるらゆる世世世世代代代代へのへのへのへの展開展開展開展開はははは何何何何ををををややややっているかとっているかとっているかとっているかと申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、またまたまたまた後後後後でででで詳詳詳詳しいしいしいしい話話話話をしますけれどもをしますけれどもをしますけれどもをしますけれども、、、、そのそのそのその一一一一つつつつ、、、、幼幼幼幼児児児児環境環境環境環境教育教育教育教育推進推進推進推進プロジェクトはプロジェクトはプロジェクトはプロジェクトは、、、、主主主主にににに幼幼幼幼児児児児教育教育教育教育のののの中中中中でででで使使使使うううう環境環境環境環境教育教教育教教育教教育教材材材材ををををつくつくつくつくっていこうとっていこうとっていこうとっていこうということでいうことでいうことでいうことで、、、、事事事事業業業業をををを進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。ままままたたたた、、、、小中小中小中小中学生環境学生環境学生環境学生環境リーダーのリーダーのリーダーのリーダーの育育育育成成成成ということでということでということでということで、、、、小小小小学生学生学生学生をををを対対対対象象象象にににに、、、、環境環境環境環境探偵探偵探偵探偵団団団団をををを募集募集募集募集してしてしてして行行行行っているっているっているっている。。。。中中中中学生学生学生学生にはにはにはには環境環境環境環境リーダーリーダーリーダーリーダー研研研研修修修修をををを、、、、それからそれからそれからそれから、、、、高高高高校校校校生以生以生以生以上上上上からからからから一一一一般般般般市民市民市民市民といいといいといいといいますかますかますかますか、、、、大人大人大人大人のののの方方方方々々々々にににに対対対対してしてしてして、、、、市民環境大学市民環境大学市民環境大学市民環境大学というものをというものをというものをというものを開開開開校校校校しましてしましてしましてしまして、、、、エエエエココココリーダーをリーダーをリーダーをリーダーを育育育育てるてるてるてる事事事事業業業業をををを進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。ああああとととと、、、、環境環境環境環境ボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアの育育育育成成成成としてとしてとしてとして、、、、主主主主にににに森森森森林林林林のののの間間間間伐伐伐伐等等等等をををを通通通通してしてしてして、、、、森森森森林林林林のののの環境環境環境環境ボボボボランテランテランテランティィィィアをアをアをアを育育育育てるてるてるてる、、、、そういうこともそういうこともそういうこともそういうこともややややっておりますっておりますっておりますっております。。。。     次次次次にににに、、、、2つつつつ目目目目のののの視点視点視点視点、、、、学学学学校教育校教育校教育校教育活動活動活動活動へのへのへのへの支援支援支援支援としてとしてとしてとして、、、、そよかそよかそよかそよかぜぜぜぜ学学学学習習習習、、、、ここここれはセンス・オブ・れはセンス・オブ・れはセンス・オブ・れはセンス・オブ・ワンダー・プロジェクトとワンダー・プロジェクトとワンダー・プロジェクトとワンダー・プロジェクトと呼呼呼呼んんんんでいますがでいますがでいますがでいますが、、、、要要要要はははは、、、、自然自然自然自然のののの神秘神秘神秘神秘さにさにさにさに驚驚驚驚きとかきとかきとかきとか感感感感動動動動をををを培培培培うようようようようなうなうなうな授授授授業業業業をしていこうということでをしていこうということでをしていこうということでをしていこうということで進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。 それとそれとそれとそれと、、、、三島市学三島市学三島市学三島市学校校校校版版版版環境環境環境環境 ISO 認認認認定定定定制制制制度度度度としてとしてとしてとして、、、、これはこれはこれはこれは、、、、学学学学校校校校がががが ISO のののの範囲範囲範囲範囲にににに入入入入ってってってって、、、、学学学学校教育校教育校教育校教育やややや施設施設施設施設としてはいとしてはいとしてはいとしてはいろろろろいいいいろろろろなななな環境環境環境環境教育教育教育教育やややや活動活動活動活動をををを行行行行っているのですがっているのですがっているのですがっているのですが、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちのののの参参参参加加加加がががが不不不不可可可可欠欠欠欠ということでということでということでということで、、、、児童児童児童児童会会会会ですとかですとかですとかですとか、、、、生生生生徒徒徒徒会会会会ですとかですとかですとかですとか、、、、そういうそういうそういうそういう児童児童児童児童・・・・生生生生徒徒徒徒がががが主体主体主体主体
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的的的的にににに、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちでででで何何何何かかかかやろやろやろやろうといううといううといううという活動活動活動活動をををを応応応応援援援援するためにするためにするためにするために、、、、市市市市独独独独自自自自でででで認認認認定定定定制制制制度度度度をををを設設設設けてけてけてけて、、、、いいいいろろろろいいいいろバろバろバろバックアップックアップックアップックアップ、、、、応応応応援援援援をしていますをしていますをしていますをしています。。。。     そしてそしてそしてそして、、、、3つつつつ目目目目のののの視点視点視点視点としてとしてとしてとして、、、、園園園園・・・・学学学学校校校校等等等等におけるにおけるにおけるにおける保育保育保育保育・・・・教育教育教育教育へのへのへのへの浸透浸透浸透浸透ということでということでということでということで、、、、ここここれはれはれはれは、、、、先先先先ほほほほどどどど金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校校校のののの先生先生先生先生からのおからのおからのおからのお話話話話ががががあああありましたがりましたがりましたがりましたが、、、、そこまでそこまでそこまでそこまで立立立立派派派派にはできませにはできませにはできませにはできませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、各各各各園園園園、、、、ああああるいはるいはるいはるいは学学学学校校校校でででで様様様様々々々々にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。まずまずまずまず、、、、授授授授業業業業のののの中中中中でででで環境環境環境環境にににに視視視視点点点点をををを持持持持ったったったった環境環境環境環境教育教育教育教育をををを行行行行っていっていっていっていくくくく。。。。それからそれからそれからそれから、、、、学学学学校校校校生活生活生活生活のののの中中中中でででで環境活動環境活動環境活動環境活動をををを行行行行っていっていっていっていくくくく。。。。ままままたたたた、、、、PTA とととと連連連連携携携携してしてしてして環境活動環境活動環境活動環境活動をををを展開展開展開展開していしていしていしていくくくく。。。。このようなこのようなこのようなこのような視点視点視点視点でそれでそれでそれでそれぞぞぞぞれれれれ園園園園とかとかとかとか学学学学校校校校等等等等でででで進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。ききききょょょょうはうはうはうは主主主主にこのにこのにこのにこの３３３３つつつつのののの視点視点視点視点でででで、、、、どういうどういうどういうどういう取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行っているかをっているかをっているかをっているかを中中中中心心心心におにおにおにお話話話話をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと思思思思いいいいますますますます。。。。     まずまずまずまず、、、、行行行行政政政政施策施策施策施策におけるにおけるにおけるにおけるああああらゆるらゆるらゆるらゆる世世世世代代代代へのへのへのへの展開展開展開展開ということでということでということでということで、、、、幼幼幼幼児児児児環境環境環境環境教育教教育教教育教教育教材材材材のののの幼幼幼幼・・・・保保保保一一一一元元元元化化化化をををを進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。これはこれはこれはこれは、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園 14園園園園のののの先生先生先生先生、、、、保育保育保育保育園園園園はははは 8園園園園あああありますがりますがりますがりますが、、、、昼昼昼昼間間間間はははは保育中保育中保育中保育中ということがということがということがということがあああありましてりましてりましてりまして、、、、半半半半分分分分のののの 4 つつつつのののの園園園園のののの先生先生先生先生がががが集集集集まってまってまってまって、、、、事務局事務局事務局事務局もももも入入入入れてれてれてれて、、、、総総総総勢勢勢勢 25名名名名のプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトチチチチームをームをームをームを結結結結成成成成しししし、、、、環境環境環境環境教育教教育教教育教教育教材材材材のののの開発開発開発開発・・・・研究研究研究研究をををを進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。 

15 年度年度年度年度からからからから始始始始めましたがめましたがめましたがめましたが、、、、とりとりとりとりああああえずえずえずえず 15 年度年度年度年度はははは各各各各園園園園でででで持持持持っているいっているいっているいっているいろろろろいいいいろろろろなななな環境環境環境環境にににに関関関関すすすするるるる教教教教材材材材をををを 1 つつつつのののの園園園園でででで占占占占有有有有するのではなするのではなするのではなするのではなくくくくてててて、、、、いいいいろんろんろんろんなななな園園園園でででで持持持持っているものをおっているものをおっているものをおっているものをお互互互互いにいにいにいに出出出出しししし合合合合ってってってって、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ相相相相互互互互にににに使使使使っていこうとっていこうとっていこうとっていこうと環境環境環境環境教育教教育教教育教教育教材材材材ババババンクというものをンクというものをンクというものをンクというものをつくつくつくつくりりりり、、、、無無無無いもいもいもいものはのはのはのは私私私私どものどものどものどものほほほほうでうでうでうで買買買買ってってってって貸貸貸貸すということをすということをすということをすということを進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。今今今今年年年年はははは、、、、実実実実はははは先先先先週週週週もももも第第第第 2 回回回回目目目目のののの会議会議会議会議ががががあああありましたがりましたがりましたがりましたが、、、、今今今今年年年年からからからから具具具具体的体的体的体的にににに環境環境環境環境教育教教育教教育教教育教材材材材をををを独独独独自自自自にににに作作作作っていこうというこっていこうというこっていこうというこっていこうということになりとになりとになりとになり、、、、とりとりとりとりああああえずえずえずえず今今今今年年年年はははは、、、、環境環境環境環境カカカカルタルタルタルタをををを独独独独自自自自ででででつくろつくろつくろつくろうとうとうとうと。。。。これはこれはこれはこれは主主主主にににに年年年年長長長長をををを対対対対象象象象にににに作作作作っていこうということでっていこうということでっていこうということでっていこうということで進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。またまたまたまた、、、、年年年年少少少少・・・・年年年年中中中中ささささんんんん向向向向けにけにけにけに、、、、初初初初めはめはめはめは環境環境環境環境カカカカルタをルタをルタをルタを考考考考えていたのですがえていたのですがえていたのですがえていたのですが、、、、ままままああああ、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいということでしいということでしいということでしいということで、、、、今今今今回回回回はははは、、、、絵絵絵絵合合合合わせわせわせわせゲゲゲゲーーーームをムをムをムを作作作作っていこうというっていこうというっていこうというっていこうという話話話話になりましてになりましてになりましてになりまして、、、、今今今今手手手手づづづづくくくくりりりりのののの環境環境環境環境教育教教育教教育教教育教材材材材づづづづくくくくりがりがりがりが始始始始まったまったまったまったばばばばかりですかりですかりですかりです。。。。     資資資資材材材材はははは、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど箱根西麓箱根西麓箱根西麓箱根西麓、、、、三島市三島市三島市三島市のののの面面面面積積積積のののの大体大体大体大体 3 分分分分のののの 2 はははは箱根箱根箱根箱根山山山山のののの西西西西のののの丘丘丘丘陵陵陵陵といいまといいまといいまといいますかすかすかすか、、、、森森森森林林林林がががが結結結結構構構構ああああるものですからるものですからるものですからるものですから、、、、そこでそこでそこでそこで出出出出るるるる間間間間伐材伐材伐材伐材をををを利用利用利用利用してしてしてして、、、、こういうこういうこういうこういう環境環境環境環境教育教教育教教育教教育教材材材材をををを作作作作っていこうということでっていこうということでっていこうということでっていこうということで進進進進んんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。     次次次次ににににそのそのそのその下下下下のののの小小小小学生環境学生環境学生環境学生環境探偵探偵探偵探偵団団団団。。。。これはこれはこれはこれは小小小小学生対学生対学生対学生対象象象象のののの環境環境環境環境教育教育教育教育になりますけれどもになりますけれどもになりますけれどもになりますけれども、、、、平平平平成成成成 12 年度年度年度年度からからからから、、、、小小小小学生環境学生環境学生環境学生環境探偵探偵探偵探偵団団団団としてとしてとしてとして団団団団員員員員をををを募集募集募集募集していますしていますしていますしています。。。。小小小小学学学学校校校校はははは 14 校校校校あああありりりり、、、、1校校校校 3 人人人人のののの計計計計 42名名名名でででで探偵探偵探偵探偵団団団団ををををつくつくつくつくりましてりましてりましてりまして、、、、先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話ししましたししましたししましたししました、、、、市内市内市内市内のののの湧湧湧湧水水水水河河河河川川川川、、、、ああああるるるるいはいはいはいは隣隣隣隣町町町町ににににああああるるるる柿柿柿柿田田田田川川川川というというというという、、、、日日日日本一本一本一本一のののの湧湧湧湧水水水水量量量量をををを誇誇誇誇っているっているっているっている川川川川ががががああああるのですがるのですがるのですがるのですが、、、、そういうそういうそういうそういうとことことこところろろろにににに自然自然自然自然観察観察観察観察にににに行行行行ったりったりったりったり、、、、ああああるいはるいはるいはるいは箱根箱根箱根箱根山山山山のののの禁禁禁禁伐伐伐伐林林林林になっているになっているになっているになっている原原原原生生生生林林林林のののの森森森森のののの散散散散策策策策にににに行行行行ったりったりったりったり、、、、ああああるいはるいはるいはるいはペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの再再再再生生生生工場工場工場工場などへなどへなどへなどへ視視視視察察察察をしにをしにをしにをしに行行行行ったりったりったりったり、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろとととと環境環境環境環境ににににつつつついていていていて勉勉勉勉強強強強しておりますしておりますしておりますしております。。。。     実実実実はははは、、、、きのうきのうきのうきのう、、、、第第第第 2 回目回目回目回目のののの探偵探偵探偵探偵団団団団のののの活動活動活動活動ががががあああありましてりましてりましてりまして、、、、柿柿柿柿田川田川田川田川をををを見見見見たたたた後後後後、、、、市内市内市内市内のののの源源源源兵衛兵衛兵衛兵衛川川川川というというというという湧湧湧湧水水水水河河河河川川川川にににに行行行行ってってってって、、、、茶茶茶茶わわわわんんんんのかけらのかけらのかけらのかけら拾拾拾拾いをいをいをいを行行行行ってきたとこってきたとこってきたとこってきたところろろろですですですです。。。。どういうわけどういうわけどういうわけどういうわけかかかか、、、、川川川川にににに茶茶茶茶わわわわんんんんのかけらをのかけらをのかけらをのかけらを捨捨捨捨てるてるてるてる風風風風習習習習ががががあああありますりますりますります。。。。ままままああああ、、、、これはこれはこれはこれは伝伝伝伝統統統統文文文文化化化化じゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、たたたただだだだ単単単単にににに、、、、昔昔昔昔からからからから、、、、茶茶茶茶わわわわんんんんがかけるとがかけるとがかけるとがかけると川川川川にににに捨捨捨捨てていたてていたてていたてていた。。。。それがそれがそれがそれが結結結結構積構積構積構積もりもりもりもり積積積積もってもってもってもって、、、、かなりかなりかなりかなりああああるわけでするわけでするわけでするわけですねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、最近最近最近最近、、、、市内市内市内市内のののの湧湧湧湧水水水水河河河河川川川川のののの茶茶茶茶わわわわんんんんのかけらをのかけらをのかけらをのかけらを拾拾拾拾おうというおうというおうというおうという運運運運動動動動がががが
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広広広広まってきましてまってきましてまってきましてまってきまして、、、、そのそのそのその体体体体験験験験としてとしてとしてとして、、、、きのうもきのうもきのうもきのうも探偵探偵探偵探偵団団団団 42名名名名がががが一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命「「「「茶茶茶茶わわわわんんんんかけかけかけかけ拾拾拾拾いいいい」」」」をををを行行行行ってきたというってきたというってきたというってきたという状況状況状況状況ですですですです。。。。     ああああとととと、、、、小小小小学生学生学生学生のののの関係関係関係関係がががが続続続続きますけれどもきますけれどもきますけれどもきますけれども、、、、現現現現在在在在、、、、小小小小学学学学校校校校 4 年生以年生以年生以年生以上上上上、、、、4、、、、5、、、、6 年年年年をををを対対対対象象象象にににに、、、、環境環境環境環境教育副教育副教育副教育副読読読読本本本本ををををつくつくつくつくっているとこっているとこっているとこっているところろろろですですですです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、平平平平成成成成 12 年年年年にににに副副副副読読読読本本本本ををををつくつくつくつくってってってって、、、、今今今今ままままでででで活用活用活用活用してきてもらっているのですがしてきてもらっているのですがしてきてもらっているのですがしてきてもらっているのですが、、、、ここでここでここでここで教教教教科科科科書書書書のののの改改改改訂訂訂訂ががががああああるということでるということでるということでるということで、、、、それにそれにそれにそれに合合合合わせてこのわせてこのわせてこのわせてこの環環環環境境境境副副副副読読読読本本本本もももも全全全全面面面面的的的的にににに改改改改訂訂訂訂しようとしようとしようとしようと、、、、今今今今年年年年からからからから、、、、中中中中学学学学校校校校のののの先生先生先生先生もももも入入入入っていたっていたっていたっていただだだだいていていていて、、、、小小小小学生学生学生学生とととと中中中中学生学生学生学生のののの先生先生先生先生でででで編編編編集改集改集改集改訂訂訂訂委員委員委員委員会会会会ををををつくつくつくつくりりりり、、、、今今今今、、、、改改改改訂訂訂訂しているしているしているしている最最最最中中中中ですですですです。。。。今今今今までもまでもまでもまでも各学年各学年各学年各学年でででで使使使使うううう国国国国語語語語、、、、社会社会社会社会、、、、理理理理科科科科とかとかとかとか、、、、いいいいろんろんろんろんなななな教教教教科科科科のののの中中中中でででで環境環境環境環境教育教育教育教育をををを自然自然自然自然ににににややややっっっっているわけですがているわけですがているわけですがているわけですが、、、、そういうそういうそういうそういう環境環境環境環境教育教育教育教育をもうをもうをもうをもう少少少少しししし深深深深くくくく掘掘掘掘りりりり下下下下げげげげるためにるためにるためにるために、、、、学年学年学年学年ごごごごとのとのとのとの教教教教科科科科にににに合合合合ったったったった内内内内容容容容をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んだんだんだんだ副副副副読読読読本本本本にしていこうとにしていこうとにしていこうとにしていこうと、、、、またまたまたまた、、、、これにこれにこれにこれにああああわせてわせてわせてわせて指導指導指導指導案案案案もももも作作作作ろろろろううううということでということでということでということで、、、、これはこれはこれはこれは先生方先生方先生方先生方からからからから出出出出たたたた意見意見意見意見ですがですがですがですが、、、、今今今今改改改改訂訂訂訂作作作作業業業業がががが進進進進んんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。14校校校校でででで、、、、
4 年生以年生以年生以年生以上約上約上約上約 3,300 人人人人位位位位いますがいますがいますがいますが、、、、副副副副読読読読本本本本はははは、、、、作作作作成成成成したときにしたときにしたときにしたときに 4、、、、5、、、、6 年年年年全員全員全員全員にににに配配配配布布布布してしてしてして、、、、以以以以後後後後 1 年年年年ごごごごとにとにとにとに新新新新 4 年生年生年生年生にににに配配配配ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。それをそれをそれをそれを全全全全面面面面的的的的にににに改改改改定定定定しししし、、、、来来来来年年年年はもうはもうはもうはもう一回一回一回一回、、、、4、、、、
5、、、、6 年生年生年生年生全員全員全員全員にににに配配配配布布布布してしてしてして、、、、学学学学校校校校のののの中中中中でででで使使使使っていたっていたっていたっていただだだだこうとこうとこうとこうと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。     さらにさらにさらにさらに、、、、小小小小学学学学校校校校でででで作作作作れれれればばばば、、、、中中中中学学学学校校校校でもでもでもでも作作作作ろろろろううううじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかという意見意見意見意見がががが今上今上今上今上がっていますがっていますがっていますがっています。。。。これもこれもこれもこれも、、、、ISO14001 のおかのおかのおかのおかげげげげかなとかなとかなとかなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。学学学学校校校校のののの先生先生先生先生のののの中中中中にににに、、、、本本本本気気気気でででで環境環境環境環境教育教育教育教育をををを進進進進めていこうめていこうめていこうめていこう、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意識識識識がががが高高高高まってきたまってきたまってきたまってきたんんんんですですですですねねねね。。。。初初初初めはめはめはめは、、、、ISO14001 ってってってって、、、、面面面面倒倒倒倒なものなものなものなものとととと思思思思われわれわれわれ、、、、敬敬敬敬遠遠遠遠されがされがされがされがちだちだちだちだったったったったんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、1 年経年経年経年経過過過過するするするする中中中中でででで、、、、だんだんだんだんだんだんだんだん授授授授業業業業のののの中中中中にににに浸浸浸浸透透透透してきているしてきているしてきているしてきている、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意識識識識がががが入入入入ってきているということはってきているということはってきているということはってきているということは、、、、すすすすごくごくごくごくいいいいいいいい方方方方向向向向にににに進進進進んんんんででででいるのではないかなといるのではないかなといるのではないかなといるのではないかなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、画画画画面真面真面真面真んんんん中中中中のののの小小小小学生環境学生環境学生環境学生環境フェステフェステフェステフェスティバィバィバィバルルルル、、、、これもこれもこれもこれも小小小小学生学生学生学生をををを対対対対象象象象にににに、、、、親親親親子子子子でもでもでもでも参加参加参加参加オッオッオッオッケケケケーでーでーでーでややややっていますけれどもっていますけれどもっていますけれどもっていますけれども、、、、これはこれはこれはこれは講演講演講演講演会会会会とととと、、、、さきにさきにさきにさきに話話話話したしたしたした環境環境環境環境探偵探偵探偵探偵団団団団のののの活動活動活動活動発表発表発表発表のののの場場場場とととと、、、、2つつつつ合合合合わせてフェステわせてフェステわせてフェステわせてフェスティバィバィバィバルとルとルとルと称称称称してしてしてして行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。講演講演講演講演会会会会はははは、、、、感感感感動動動動するとするとするとするということをテーいうことをテーいうことをテーいうことをテーママママにしていますにしていますにしていますにしています。。。。子供子供子供子供たたたたちちちちがががが自然自然自然自然をををを守守守守っているっているっているっている人人人人たたたたちちちちのののの努努努努力力力力とかとかとかとか、、、、ああああるいるいるいるいはははは大自然大自然大自然大自然のののの、、、、ここここんんんんなにすなにすなにすなにすごごごごいいいい自然自然自然自然ががががああああるよというるよというるよというるよという、、、、そういうそういうそういうそういう、、、、なるべなるべなるべなるべくくくく感感感感動動動動するようなもするようなもするようなもするようなものをのをのをのを題題題題材材材材にしてにしてにしてにして、、、、ここここここここ 2 年年年年間間間間ややややっていますっていますっていますっています。。。。1 年目年目年目年目はははは、、、、ウウウウミミミミガガガガメメメメをををを保護保護保護保護しているサンクしているサンクしているサンクしているサンクチチチチュュュュアリジャパンというアリジャパンというアリジャパンというアリジャパンという団体団体団体団体、、、、これもこれもこれもこれも、、、、実実実実はははは国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミッションフォーラムでのゼロエミッションフォーラムでのゼロエミッションフォーラムでのゼロエミッションフォーラムで、、、、このこのこのこの先生先生先生先生のののの講演講演講演講演をををを聞聞聞聞いていていていて、、、、ああああああああ、、、、いいないいないいないいな、、、、これをこれをこれをこれをぜひぜひぜひぜひ三島三島三島三島のののの子供子供子供子供たたたたちちちちにににに聞聞聞聞かせてかせてかせてかせてあげあげあげあげたいなとたいなとたいなとたいなということでいうことでいうことでいうことで講演講演講演講演をおをおをおをお願願願願いしたいしたいしたいした、、、、そういうそういうそういうそういう経経経経過過過過でででで、、、、1 年目年目年目年目はははは、、、、ウウウウミミミミガガガガメメメメのののの保護保護保護保護をしているをしているをしているをしている活動活動活動活動家家家家のおのおのおのお話話話話。。。。2 年目年目年目年目、、、、昨昨昨昨年度年度年度年度はははは、、、、元南元南元南元南極極極極観観観観測測測測隊隊隊隊員員員員のののの方方方方ののののおおおお話話話話をををを聞聞聞聞くくくくなどなどなどなど、、、、自然自然自然自然のすのすのすのすばばばばらしさらしさらしさらしさ、、、、ああああるいはるいはるいはるいは命命命命のののの大大大大切切切切さというものをさというものをさというものをさというものを中心中心中心中心にににに、、、、講演講演講演講演会会会会をををを開開開開いておりますいておりますいておりますいております。。。。それがそれがそれがそれが小小小小学学学学生環境生環境生環境生環境フフフフェステェステェステェスティバィバィバィバルですルですルですルです。。。。     そのそのそのその下下下下にににに、、、、親親親親子水子水子水子水生生生生生生生生物物物物観察観察観察観察会会会会。。。。実実実実ははははああああさってさってさってさって行行行行いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、これはこれはこれはこれは夏休夏休夏休夏休みをみをみをみを利用利用利用利用してしてしてして開催開催開催開催するものでするものでするものでするもので、、、、三島三島三島三島のののの川川川川ってってってって、、、、湧湧湧湧水水水水からできているからできているからできているからできている川川川川なものですからなものですからなものですからなものですから、、、、結結結結構構構構きれいきれいきれいきれいななななんんんんですですですですねねねね。。。。市市市市街街街街地地地地がががが水水水水源源源源となっていますのでとなっていますのでとなっていますのでとなっていますので、、、、ハハハハヤヤヤヤななななんんんんかがかがかがかが結結結結構構構構泳泳泳泳いでいるいでいるいでいるいでいる。。。。そういうそういうそういうそういう川川川川にににに入入入入ってってってって、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろのののの川川川川底底底底をををを探探探探ってってってって、、、、どういうどういうどういうどういう水水水水生生生生生生生生物物物物がいるかによってこのがいるかによってこのがいるかによってこのがいるかによってこの川川川川がきれがきれがきれがきれいかいかいかいか汚汚汚汚いかをいかをいかをいかを調調調調べてみようとべてみようとべてみようとべてみようと。。。。そういうそういうそういうそういう水水水水生生生生生生生生物物物物をををを見見見見ながらながらながらながら川川川川のののの汚汚汚汚れれれれぐあぐあぐあぐあいをいをいをいを調調調調べるといべるといべるといべるということもうこともうこともうことも行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。 
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    次次次次にににに、、、、これはこれはこれはこれは中中中中学生学生学生学生ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、中中中中学生環境学生環境学生環境学生環境リーダーリーダーリーダーリーダー研研研研修修修修とととというのをいうのをいうのをいうのを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。中中中中学学学学校校校校はははは 7校校校校あああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、7校校校校からからからから 2名名名名ずずずずつつつつ募集募集募集募集してしてしてして、、、、環境先進環境先進環境先進環境先進校校校校でででであああありますりますりますります水水水水俣俣俣俣市市市市のののの中中中中学学学学校校校校にににに行行行行っていますっていますっていますっています。。。。そこはそこはそこはそこは、、、、前前前前からからからから学学学学校校校校版版版版のののの環境環境環境環境 ISO、、、、生生生生徒徒徒徒がががが主体的主体的主体的主体的にににに環境活動環境活動環境活動環境活動にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる先進先進先進先進校校校校になっていますのでになっていますのでになっていますのでになっていますので、、、、そこでそこでそこでそこで生生生生徒徒徒徒みずからがみずからがみずからがみずからが何何何何ををををややややっているかといっているかといっているかといっているかということをうことをうことをうことを学学学学んんんんででででくくくくるるるる。。。。向向向向こうはこうはこうはこうは、、、、21 種種種種類類類類のののの分分分分別別別別ををををややややっているっているっているっているんんんんですですですですねねねね。。。。地地地地区区区区のステーショのステーショのステーショのステーションでもンでもンでもンでも 21種種種種類類類類。。。。昔昔昔昔はははは 23種種種種類類類類でしたけれどもでしたけれどもでしたけれどもでしたけれども、、、、去去去去年行年行年行年行ったときはったときはったときはったときは 21種種種種類類類類になったとになったとになったとになったと言言言言ってってってっていましたいましたいましたいました。。。。それをそれをそれをそれを学学学学校校校校でもでもでもでもややややっているしっているしっているしっているし、、、、地地地地区区区区のステーションでものステーションでものステーションでものステーションでもややややっているっているっているっている。。。。でででで、、、、中中中中学学学学生生生生がががが学学学学校校校校にににに行行行行ってってってって、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを勉勉勉勉強強強強しししし、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ教教教教えてもらってえてもらってえてもらってえてもらって、、、、そのそのそのその後後後後、、、、地地地地区区区区のスのスのスのステーションにテーションにテーションにテーションに実際実際実際実際にににに生生生生徒徒徒徒たたたたちちちちがががが行行行行ってってってって、、、、地地地地区区区区のののの住住住住民民民民とととと一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって 21種種種種類類類類のののの分分分分別別別別をををを行行行行ってってってってくくくくるるるる。。。。それからそれからそれからそれから、、、、屋屋屋屋久久久久島島島島にににに渡渡渡渡ってってってって、、、、メメメメインはインはインはインは、、、、往復往復往復往復約約約約 10 時間時間時間時間かけてかけてかけてかけて、、、、縄縄縄縄文文文文杉杉杉杉をををを見見見見にににに行行行行くくくく、、、、そういうリーダーそういうリーダーそういうリーダーそういうリーダー研研研研修修修修ををををややややっていますっていますっていますっています。。。。     実実実実はははは、、、、ききききょょょょうううう、、、、このこのこのこの研研研研修修修修生生生生がががが出出出出発発発発しましたしましたしましたしました。。。。朝朝朝朝 7 時時時時にににに、、、、三島三島三島三島駅駅駅駅にににに集集集集まってまってまってまって、、、、出出出出発発発発式式式式をををを行行行行ってってってって、、、、今今今今ごろごろごろごろ、、、、ままままだだだだ新新新新幹線幹線幹線幹線のののの中中中中だだだだとととと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、水水水水俣俣俣俣のののの中中中中学学学学校校校校にににに向向向向けてけてけてけて出出出出発発発発しまししまししまししましたたたた。。。。ききききょょょょうはうはうはうは水水水水俣俣俣俣でででで研研研研修修修修してしてしてして、、、、ああああしたしたしたした屋屋屋屋久久久久島島島島にににに渡渡渡渡ってってってって、、、、屋屋屋屋久久久久島島島島のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな自自自自然然然然をををを見見見見ながながながながらららら、、、、縄縄縄縄文文文文杉杉杉杉へへへへ登登登登山山山山したりしたりしたりしたり、、、、ああああるいはるいはるいはるいは屋屋屋屋久久久久島島島島のゼロエミッションがのゼロエミッションがのゼロエミッションがのゼロエミッションが、、、、役場役場役場役場をををを中心中心中心中心ににににややややっていっていっていっているものですからるものですからるものですからるものですから、、、、そういうおそういうおそういうおそういうお話話話話をををを聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら環境環境環境環境ににににつつつついていていていて勉勉勉勉強強強強してしてしてしてくくくくるるるる予予予予定定定定ですですですです。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、次次次次にににに、、、、高高高高校校校校生以生以生以生以上上上上からからからから大人大人大人大人をををを対対対対象象象象にににに、、、、市民環境大学市民環境大学市民環境大学市民環境大学をををを平平平平成成成成 13 年度年度年度年度からからからから開開開開校校校校ししししておりますておりますておりますております。。。。これはこれはこれはこれは、、、、年年年年間間間間 8 回回回回のののの講講講講義義義義時間時間時間時間をををを設設設設けてけてけてけて、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな環境環境環境環境のののの先生先生先生先生、、、、専専専専門門門門家家家家をおをおをおをお呼呼呼呼びしてびしてびしてびして講講講講義義義義をををを行行行行うううう。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、出席状況出席状況出席状況出席状況にににに応応応応じじじじてててて、、、、7割割割割以以以以上上上上出席出席出席出席するとするとするとすると修修修修了証書了証書了証書了証書をおをおをおをお渡渡渡渡しししししてしてしてして、、、、8割割割割以以以以上上上上出席出席出席出席するとするとするとすると、、、、別別別別にエにエにエにエココココリーダーにリーダーにリーダーにリーダーに任命任命任命任命させていたさせていたさせていたさせていただだだだいていますいていますいていますいています。。。。エエエエココココリーダリーダリーダリーダーにーにーにーに任命任命任命任命されたされたされたされた方方方方はははは、、、、環境環境環境環境ボボボボランテランテランテランティィィィアですとかアですとかアですとかアですとか、、、、そういうものにそういうものにそういうものにそういうものに活活活活躍躍躍躍をしてもらおうとをしてもらおうとをしてもらおうとをしてもらおうということでいうことでいうことでいうことで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろとととと情情情情報報報報をををを提提提提供供供供したりしたりしたりしたり、、、、ああああるいはるいはるいはるいは市市市市のののの事事事事業業業業にににに応応応応援援援援をおをおをおをお願願願願いしたりしないしたりしないしたりしないしたりしながらがらがらがら、、、、みずからがみずからがみずからがみずからが環境環境環境環境をををを実実実実践践践践することとすることとすることとすることと、、、、環境活動環境活動環境活動環境活動、、、、環境環境環境環境ボボボボランテランテランテランティィィィアをアをアをアをほほほほかにかにかにかに広広広広めてもめてもめてもめてもらうらうらうらう、、、、そういうそういうそういうそういう役役役役割割割割をををを持持持持ってってってって活活活活躍躍躍躍していたしていたしていたしていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。     今今今今までまでまでまで 247 人人人人のののの方方方方がががが入入入入学学学学をしてをしてをしてをして、、、、今今今今のとこのとこのとこのところろろろ、、、、エエエエココココリーダーにリーダーにリーダーにリーダーに 90 人人人人のののの方方方方をををを認認認認定定定定していましていましていましていますすすす。。。。今今今今年年年年はははは 55 人人人人のののの方方方方がががが受受受受講講講講しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、実実実実はははは、、、、今今今今までまでまでまで範囲範囲範囲範囲をををを三島市民三島市民三島市民三島市民限限限限定定定定にしていまにしていまにしていまにしていましたけれどもしたけれどもしたけれどもしたけれども、、、、今今今今年年年年からからからから、、、、環境環境環境環境にににに行行行行政政政政境境境境もないということでもないということでもないということでもないということで、、、、市民市民市民市民でなでなでなでなくくくくてもてもてもてもいいといういいといういいといういいということにしたことにしたことにしたことにしたんんんんですですですですねねねね。。。。近隣近隣近隣近隣にににに住住住住んんんんでいてでいてでいてでいて、、、、三島市三島市三島市三島市にににに通通通通えるえるえるえる範囲範囲範囲範囲のののの方方方方ならならならならばばばばどなたでもオッどなたでもオッどなたでもオッどなたでもオッケケケケーですよとーですよとーですよとーですよと募集募集募集募集したらしたらしたらしたら、、、、55 人人人人のうのうのうのうちちちち 10 人人人人ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが市市市市外外外外のののの方方方方でしたでしたでしたでした。。。。遠遠遠遠くくくくはははは藤藤藤藤枝枝枝枝といいまといいまといいまといいましてしてしてして、、、、静岡静岡静岡静岡からからからから通通通通ってこられるってこられるってこられるってこられる方方方方もいますもいますもいますもいます。。。。電電電電車車車車でででで、、、、在来在来在来在来線線線線でででで 1 時間時間時間時間ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、そういうそういうそういうそういう方方方方もももも、、、、わわわわざざざざわわわわざざざざ三島三島三島三島にににに来来来来てててて、、、、このこのこのこの環境大学環境大学環境大学環境大学をををを受受受受けているけているけているけている、、、、そういうそういうそういうそういう状況状況状況状況ですですですです。。。。     3 つつつつ目目目目にににに、、、、環境環境環境環境ボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアの育育育育成成成成ということでということでということでということで、、、、せっかせっかせっかせっかくくくく市市市市のののの面面面面積積積積、、、、市域市域市域市域のののの 3 分分分分のののの 2がががが箱根箱根箱根箱根山山山山のののの森森森森林林林林でででであああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、これらこれらこれらこれら森森森森林林林林のののの整備整備整備整備をををを含含含含めてめてめてめて、、、、ボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアの活動活動活動活動をいをいをいをいろろろろいいいいろろろろととととババババックアップしておりまックアップしておりまックアップしておりまックアップしておりますすすす。。。。森森森森林林林林ボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアの育育育育成成成成ということでということでということでということで、、、、まずまずまずまず 2 つつつつのこのこのこのことをとをとをとを実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。1つつつつがフォがフォがフォがフォレレレレストインストラクターのストインストラクターのストインストラクターのストインストラクターの養養養養成成成成ということでということでということでということで、、、、これはこれはこれはこれは間間間間伐伐伐伐をををを指導指導指導指導するするするする人人人人たたたたちちちちをををを養養養養成成成成していしていしていしていくくくく。。。。平平平平成成成成 14 年年年年、、、、15 年年年年のののの 2カカカカ年年年年かけてかけてかけてかけて、、、、こういうこういうこういうこういう指導指導指導指導者者者者をををを育育育育成成成成しましてしましてしましてしまして、、、、そのそのそのその方方方方々々々々がががが今今今今「「「「三島三島三島三島フォフォフォフォレレレレストクラブストクラブストクラブストクラブ」」」」というというというというボボボボランテランテランテランティィィィアアアア団体団体団体団体をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげてててて、、、、現現現現在在在在 46 人人人人ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの方方方方々々々々がががが、、、、常常常常時時時時、、、、ボボボボランテランテランテランティィィィアでアでアでアで山山山山のののの整備整備整備整備をしているをしているをしているをしている、、、、そういうそういうそういうそういう状況状況状況状況ですですですです。。。。 



 22

    それとはそれとはそれとはそれとは別別別別にににに、、、、一一一一般般般般市民市民市民市民のののの方方方方をををを対対対対象象象象にににに、、、、間間間間伐伐伐伐とかとかとかとか、、、、森森森森のののの小小小小さなダムづさなダムづさなダムづさなダムづくくくくりりりり、、、、ああああるいはるいはるいはるいは森森森森林林林林教教教教室室室室をををを年年年年間間間間 5 回回回回ぐぐぐぐらいらいらいらい開催開催開催開催していますしていますしていますしています。。。。ここにここにここにここにああああるるるる森森森森のののの小小小小さなダムづさなダムづさなダムづさなダムづくくくくりというのはりというのはりというのはりというのは、、、、三島市三島市三島市三島市にはにはにはには林林林林業業業業としてとしてとしてとして運運運運営営営営しているとこしているとこしているとこしているところろろろががががあああありませりませりませりませんんんんのでのでのでので、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか材材材材としてとしてとしてとして使使使使おうとおうとおうとおうとしてもしてもしてもしても持持持持ちちちち運運運運びにびにびにびに困困困困難難難難ということでということでということでということで、、、、今今今今まではまではまではまでは、、、、間間間間伐伐伐伐するとするとするとすると、、、、切切切切りっりっりっりっ放放放放しにしていたしにしていたしにしていたしにしていたんんんんでででですすすすねねねね。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりもったいないりもったいないりもったいないりもったいない、、、、ほほほほんんんんとうはそれをとうはそれをとうはそれをとうはそれを材材材材としてとしてとしてとして、、、、ベベベベンンンンチチチチとかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなものになものになものになものに使使使使っていけっていけっていけっていけばばばばいいいいいいいいんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか持持持持ちちちち出出出出すのにすのにすのにすのに手手手手間間間間、、、、暇暇暇暇、、、、おおおお金金金金もかかるということでもかかるということでもかかるということでもかかるということで、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、森森森森のののの中中中中でででで何何何何かかかか有効利用有効利用有効利用有効利用はないかとはないかとはないかとはないかと考考考考ええええ、、、、小小小小さなダムをさなダムをさなダムをさなダムをつくつくつくつくろろろろうといううといううといううという発想発想発想発想がががが生生生生れてきたわけですれてきたわけですれてきたわけですれてきたわけです。。。。間間間間伐伐伐伐ををををややややっていないっていないっていないっていない森森森森林林林林はははは、、、、下草下草下草下草がががが育育育育ちちちちませませませませんんんん。。。。そういうそういうそういうそういう森森森森林林林林にににに降降降降ったったったった雨雨雨雨はははは浸透浸透浸透浸透しないしないしないしないんんんんですですですですねねねね。。。。大大大大雨雨雨雨がががが降降降降ったときにったときにったときにったときに山山山山にににに行行行行くくくくとわかりまとわかりまとわかりまとわかりますがすがすがすが、、、、下草下草下草下草がががが育育育育たないでたないでたないでたないで枯枯枯枯れれれれ葉葉葉葉がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいいいい積積積積もっているもっているもっているもっている上上上上をををを雨雨雨雨がががが流流流流れるれるれるれるんんんんですですですです。。。。そうなるそうなるそうなるそうなるとととと、、、、全部全部全部全部それがそれがそれがそれが川川川川にそのままにそのままにそのままにそのまま行行行行っっっっちちちちゃゃゃゃううううんんんんですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを防防防防ぐぐぐぐためにためにためにために、、、、谷谷谷谷筋筋筋筋にににに、、、、切切切切ったったったった間間間間伐材伐材伐材伐材をををを横横横横にににに並並並並べてべてべてべて、、、、簡単簡単簡単簡単なダムのようになダムのようになダムのようになダムのように積積積積んんんんでででで、、、、それをそれをそれをそれを幾幾幾幾つつつつもももも幾幾幾幾つつつつももももつつつつくくくくっていっていっていっていくくくく。。。。するとするとするとすると、、、、そこにそこにそこにそこに水水水水がたまりますよがたまりますよがたまりますよがたまりますよねねねね。。。。水水水水とととと一一一一緒緒緒緒にににに砂砂砂砂もたまりもたまりもたまりもたまり、、、、そこがそこがそこがそこが小小小小さなさなさなさなダムになるダムになるダムになるダムになる。。。。それがそれがそれがそれが幾幾幾幾つつつつもできもできもできもでき、、、、徐徐徐徐々々々々にににに地地地地下下下下にににに浸透浸透浸透浸透していしていしていしていくくくくというというというという、、、、治治治治山山山山治治治治水水水水のののの意意意意味味味味もももも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、森森森森のののの小小小小さなダムづさなダムづさなダムづさなダムづくくくくりりりりをををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。これはこれはこれはこれは結結結結構構構構小小小小学生学生学生学生ななななんんんんかもかもかもかも参加参加参加参加してしてしてして、、、、親親親親子子子子でででで楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら、、、、ももももちろんちろんちろんちろんのこのこのこのこぎぎぎぎりでりでりでりで切切切切ってってってって、、、、間間間間伐伐伐伐しししし、、、、小小小小さなダムづさなダムづさなダムづさなダムづくくくくりをするわけりをするわけりをするわけりをするわけですがですがですがですが、、、、そういうこともそういうこともそういうこともそういうこともややややっておりますっておりますっておりますっております。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、2 番番番番目目目目のののの、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと赤字赤字赤字赤字でででで書書書書いていていていてあああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、「、「、「、「箱根西箱根西箱根西箱根西坂坂坂坂いきいきいきいきいきいきいきいき森森森森づづづづくくくくりりりり」」」」ということでということでということでということで、、、、これはこれはこれはこれは今今今今年年年年からからからから初初初初めてめてめてめて行行行行うううう事事事事業業業業ですですですです。。。。ききききょょょょうううう、、、、皆皆皆皆ささささんんんんのののの資資資資料料料料のののの別別別別刷刷刷刷りにりにりにりに、、、、配配配配布布布布させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。都都都都市市市市とのとのとのとの交交交交流流流流というというというという意意意意味味味味でででで、、、、まずまずまずまず、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区のののの皆皆皆皆ささささんんんんににににぜひぜひぜひぜひ三島三島三島三島にににに来来来来ていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、2泊泊泊泊 3日日日日ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、森森森森のののの中中中中にににに入入入入ってってってって間間間間伐伐伐伐などをなどをなどをなどを体体体体験験験験してもしてもしてもしてもらおうというらおうというらおうというらおうという企画企画企画企画でででですすすす。。。。森森森森のののの中中中中にににに入入入入るとるとるとると、、、、風風風風のののの音音音音がががが聞聞聞聞こえるこえるこえるこえるんんんんですですですですねねねね。。。。ざざざざわわわわざざざざわっとしたわっとしたわっとしたわっとした、、、、独独独独特特特特のののの雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気ががががあああありますりますりますります。。。。そういうものをそういうものをそういうものをそういうものをぜひぜひぜひぜひ、、、、少少少少しししし汗汗汗汗をかきながらをかきながらをかきながらをかきながら、、、、体体体体験験験験をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきたいということできたいということできたいということできたいということで、、、、10 月月月月のののの 29日日日日、、、、30日日日日、、、、31日日日日にににに開催開催開催開催しますしますしますします。。。。29日日日日はははは金金金金曜曜曜曜日日日日になりますになりますになりますになりますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、ぜひぜひぜひぜひ来来来来ていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな情情情情報報報報交換交換交換交換、、、、ああああるいはるいはるいはるいは交交交交流流流流をををを行行行行いたいといたいといたいといたいと思思思思いまいまいまいましてしてしてして、、、、ききききょょょょうううう、、、、一一一一応応応応チチチチラシのラシのラシのラシのほほほほうをおうをおうをおうをお分分分分けしましたけしましたけしましたけしました。。。。詳詳詳詳しいおしいおしいおしいお話話話話はははは、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区のののの事務局事務局事務局事務局ののののほほほほうにおうにおうにおうにお聞聞聞聞きしてもいいしきしてもいいしきしてもいいしきしてもいいし、、、、じじじじかにこかにこかにこかにこちちちちらのらのらのらのほほほほうにおうにおうにおうにお問問問問合合合合せしていたせしていたせしていたせしていただだだだいてもいてもいてもいても結結結結構構構構ですですですです。。。。ここここのののの 3 日間日間日間日間、、、、少少少少しししし森森森森林林林林浴浴浴浴をしてみませをしてみませをしてみませをしてみませんんんんかといかといかといかというううう意意意意味味味味でででで、、、、そそそそんんんんなななな重重重重装装装装備備備備、、、、ああああるいはるいはるいはるいは森森森森林林林林にににに対対対対するするするする知知知知識識識識、、、、全全全全くくくく要要要要りませりませりませりませんんんん。。。。三島三島三島三島のののの市民市民市民市民のののの中中中中にもにもにもにも、、、、森森森森林林林林のののの中中中中にににに入入入入ってってってって何何何何かをするというこかをするというこかをするというこかをするということをとをとをとをああああまりまりまりまりややややっていないっていないっていないっていないんんんんですですですですねねねね。。。。近近近近くくくくににににあああありながらそういうりながらそういうりながらそういうりながらそういう機機機機会会会会がなかなかないというがなかなかないというがなかなかないというがなかなかないということでことでことでことで、、、、ももももちろんちろんちろんちろん三島市民三島市民三島市民三島市民もももも来来来来ますしますしますしますし、、、、できれできれできれできればばばば東京都東京都東京都東京都ののののほほほほうからもうからもうからもうからもぜひぜひぜひぜひおおおお越越越越しいしいしいしいだだだだたいたいたいたいてててて、、、、一一一一緒緒緒緒にににに交交交交流流流流をををを深深深深めたいとめたいとめたいとめたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。     次次次次にににに、、、、これもこれもこれもこれもボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアの一環一環一環一環ですがですがですがですが、、、、市民市民市民市民ががががつくつくつくつくるるるる市民環境市民環境市民環境市民環境情情情情報報報報誌誌誌誌「「「「エエエエココココライフライフライフライフ三三三三島島島島」」」」というものをというものをというものをというものを発行発行発行発行していますしていますしていますしています。。。。これはこれはこれはこれは公公公公募募募募によってによってによってによって 10 人人人人のののの市民市民市民市民のののの方方方方がががが、、、、地域地域地域地域のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな環境環境環境環境問問問問題題題題ににににつつつついていていていて調調調調べてべてべてべて、、、、私私私私たたたたちちちちがががが何何何何をすれをすれをすれをすればばばばいいかということをいいかということをいいかということをいいかということを、、、、情情情情報報報報誌誌誌誌としてとしてとしてとして 8ペペペページージージージぐぐぐぐらいにまとめてらいにまとめてらいにまとめてらいにまとめて発行発行発行発行するというものですするというものですするというものですするというものです。。。。現現現現在在在在、、、、全全全全世世世世帯帯帯帯のののの 4 万万万万世世世世帯帯帯帯にににに広広広広報紙報紙報紙報紙をををを分分分分けていますけれどもけていますけれどもけていますけれどもけていますけれども、、、、そのそのそのその広広広広報紙報紙報紙報紙のののの折折折折りりりり込込込込みにみにみにみに入入入入れてれてれてれて、、、、年年年年 2 回回回回、、、、発行発行発行発行していますしていますしていますしています。。。。平平平平成成成成 14年度年度年度年度にににに編編編編集集集集会議会議会議会議ををををつくつくつくつくりましてりましてりましてりまして、、、、15 年度年度年度年度にににに 4 月月月月 15日日日日号号号号とととと 10日日日日 15日日日日号号号号のののの 2 回発行回発行回発行回発行しししし、、、、今今今今年年年年
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はははは 5 月月月月 1日日日日号号号号でででで出出出出しておりますしておりますしておりますしております。。。。テーテーテーテーママママはははは、、、、創創創創刊号刊号刊号刊号のののの第第第第 1 回目回目回目回目がががが「「「「ごごごごみみみみ問問問問題題題題」、」、」、」、ややややはりはりはりはり一一一一番番番番身近身近身近身近なななな問問問問題題題題としてとしてとしてとしてごごごごみみみみ問問問問題題題題をををを取取取取りりりり上上上上げげげげてててて、、、、行行行行政政政政がががが書書書書けないようなけないようなけないようなけないような部部部部分分分分もももも、、、、市民市民市民市民のののの切切切切りりりり口口口口ででででつくつくつくつくってってってって発行発行発行発行しましたしましたしましたしました。。。。2 回目回目回目回目がががが「「「「水水水水」」」」ですですですです。。。。ややややはりはりはりはり三三三三島島島島はははは水水水水にににに関関関関心心心心がががが高高高高いいいい市民市民市民市民がががが多多多多いこといこといこといことからからからから、、、、水水水水をををを取取取取りりりり上上上上げげげげてててて、、、、地域地域地域地域情情情情報報報報誌誌誌誌をををを発行発行発行発行しましたしましたしましたしました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、今今今今回回回回はははは「「「「地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化」」」」といといといというううう少少少少しししし題題題題をををを広広広広げげげげてててて発行発行発行発行しましたしましたしましたしました。。。。現現現現在在在在、、、、10 月月月月のののの発行発行発行発行にににに向向向向けてけてけてけて編編編編集集集集しているのがしているのがしているのがしているのが、「、「、「、「食食食食とととと環境環境環境環境」」」」というテーというテーというテーというテーママママですですですです。。。。これもこれもこれもこれもややややはりはりはりはり市民生活市民生活市民生活市民生活にににに密着密着密着密着しているしているしているしている問問問問題題題題でででで、、、、今今今今各各各各々々々々がががが取取取取材材材材活動活動活動活動をををを通通通通してしてしてして編編編編集集集集作作作作業業業業をををを行行行行っているっているっているっている、、、、そういうそういうそういうそういう状況状況状況状況でででであああありますりますりますります。。。。     次次次次にににに、、、、今今今今度度度度はははは学学学学校校校校のののの環境環境環境環境教育教育教育教育をををを支援支援支援支援するするするする事事事事業業業業ですがですがですがですが、、、、先先先先ほほほほどどどど「「「「そよかそよかそよかそよかぜぜぜぜ学学学学習習習習」、」、」、」、センス・センス・センス・センス・オブ・ワンダー・プロジェクトということをおオブ・ワンダー・プロジェクトということをおオブ・ワンダー・プロジェクトということをおオブ・ワンダー・プロジェクトということをお話話話話ししましたししましたししましたししました。。。。このセンス・オブ・ワンダこのセンス・オブ・ワンダこのセンス・オブ・ワンダこのセンス・オブ・ワンダーはーはーはーはレレレレーーーーチチチチェル・ェル・ェル・ェル・カカカカーーーーソソソソンンンン氏氏氏氏のののの著著著著書書書書のののの中中中中ににににああああるものでるものでるものでるもので、、、、未未未未知知知知なものになものになものになものに対対対対するするするする率率率率直直直直なななな驚驚驚驚きのきのきのきの気気気気持持持持ちちちちというというというという意意意意味味味味ですですですです。。。。これもこれもこれもこれも、、、、実実実実はははは三三三三橋橋橋橋先生先生先生先生からアからアからアからアドバドバドバドバイスをいたイスをいたイスをいたイスをいただだだだいたものでいたものでいたものでいたもので、、、、学学学学校校校校教育教育教育教育のののの中中中中でででで、、、、授授授授業業業業のののの中中中中でででで、、、、自然自然自然自然のののの神秘神秘神秘神秘さにさにさにさに驚驚驚驚きをきをきをきを感感感感じじじじさせるようなさせるようなさせるようなさせるような授授授授業業業業をををを進進進進めていこうとめていこうとめていこうとめていこうと、、、、現現現現在在在在、「、「、「、「そよかそよかそよかそよかぜぜぜぜ学学学学習習習習」」」」とととと称称称称してしてしてして各各各各小中小中小中小中学学学学校校校校でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでいるものですでいるものですでいるものですでいるものです。。。。それをそれをそれをそれをババババックアッックアッックアッックアップするためにプするためにプするためにプするために、、、、環境環境環境環境教育庁教育庁教育庁教育庁内推進連内推進連内推進連内推進連絡絡絡絡会議会議会議会議というものをというものをというものをというものを去去去去年年年年からからからから設設設設けましたけましたけましたけました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、先先先先生生生生ならならならならばばばばよよよよくくくくおわかりですけれどもおわかりですけれどもおわかりですけれどもおわかりですけれども、、、、教育委員教育委員教育委員教育委員会会会会とととと市市市市長部局長部局長部局長部局とはとはとはとは連連連連携携携携ががががああああまりないまりないまりないまりないんんんんですですですですねねねね。。。。学学学学校校校校でよでよでよでよくくくく、、、、こういうこういうこういうこういう環境学環境学環境学環境学習習習習をしたいけれどもをしたいけれどもをしたいけれどもをしたいけれども、、、、講講講講師師師師がいないというがいないというがいないというがいないという場場場場合合合合がががが結結結結構構構構あああありますりますりますります。。。。そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを支援支援支援支援するためにするためにするためにするために、、、、学学学学校校校校でこういうでこういうでこういうでこういう授授授授業業業業をしたいということををしたいということををしたいということををしたいということを 1 回回回回市市市市がががが受受受受けてけてけてけて、、、、それにそれにそれにそれに見見見見合合合合うううう講講講講師師師師をををを探探探探したりしたりしたりしたり、、、、ああああるいはるいはるいはるいは職職職職員員員員がががが出出出出ていってていってていってていって出出出出前前前前学学学学習習習習をしたりをしたりをしたりをしたりしていますしていますしていますしています。。。。15 年度年度年度年度にににに、、、、21校校校校からからからから 170余余余余のののの環境環境環境環境教育教育教育教育のののの申申申申しししし込込込込みがみがみがみがあああありましたのでりましたのでりましたのでりましたので、、、、今今今今、、、、整整整整理理理理しながらしながらしながらしながら進進進進めていますけれどもめていますけれどもめていますけれどもめていますけれども、、、、例例例例ええええばあばあばあばあるるるる学学学学校校校校にににに行行行行ってってってって、、、、水水水水生生生生生生生生物物物物観察観察観察観察会会会会をををを行行行行ったりったりったりったり、、、、ああああるいはるいはるいはるいは市市市市がががが間間間間にににに入入入入ってってってって、、、、NPO のののの先生先生先生先生をををを呼呼呼呼んんんんでででで学学学学校校校校にににに紹介紹介紹介紹介したりしたりしたりしたり、、、、そういうことをしながそういうことをしながそういうことをしながそういうことをしながらららら、、、、学学学学校校校校のののの授授授授業業業業でででで行行行行うううう環境環境環境環境教育教育教育教育をををを推進推進推進推進しているしているしているしている状況状況状況状況ですですですです。。。。     それとそれとそれとそれと、、、、ああああとととと一一一一つつつつ、、、、学学学学校校校校版版版版環境環境環境環境 ISO ということでということでということでということで、、、、児童児童児童児童・・・・生生生生徒徒徒徒がががが自主的自主的自主的自主的にににに、、、、なるべなるべなるべなるべくくくく先先先先生生生生がかかわらないでがかかわらないでがかかわらないでがかかわらないで、「、「、「、「私私私私たたたたちちちちはこういうはこういうはこういうはこういう活動活動活動活動をしましをしましをしましをしましょょょょうううう」」」」としてとしてとしてとして実実実実践践践践しているしているしているしている学学学学校校校校をををを市市市市がエがエがエがエココココスクールにスクールにスクールにスクールに認認認認定定定定するするするする制制制制度度度度をををを創創創創設設設設していましてしていましてしていましてしていまして、、、、今今今今までまでまでまで中中中中学学学学校校校校 1 校校校校をををを認認認認定定定定したとこしたとこしたとこしたところろろろでででであああありますりますりますります。。。。今今今今年年年年はははは、、、、ああああとととと５５５５、、、、６６６６校認校認校認校認定定定定するするするする予予予予定定定定でででで、、、、準備準備準備準備しておりますしておりますしておりますしております。。。。     次次次次にににに、、、、ここからはここからはここからはここからは、、、、各学各学各学各学校校校校のののの中中中中でどういうことをでどういうことをでどういうことをでどういうことをややややっているかということをっているかということをっているかということをっているかということを、、、、環境環境環境環境ＩＳＩＳＩＳＩＳＯＯＯＯのののの目的目的目的目的、、、、目目目目標標標標のののの中中中中からからからからピピピピックアップしておックアップしておックアップしておックアップしてお見見見見せしますせしますせしますせします。。。。大体大体大体大体どこのどこのどこのどこの小中小中小中小中学学学学校校校校もももも行行行行っていっていっていっているのではないかなとるのではないかなとるのではないかなとるのではないかなと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、教教教教科科科科のののの中中中中のののの環境環境環境環境教育教育教育教育はははは、、、、国国国国語語語語とかとかとかとか、、、、社会社会社会社会とかとかとかとか、、、、理理理理科科科科とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう中中中中にににに自然自然自然自然とととと題題題題材材材材としてとしてとしてとして入入入入っていますっていますっていますっています。。。。たたたただだだだ、、、、それがそれがそれがそれが題題題題材材材材ででででああああるということがわかるということがわかるということがわかるということがわからないとらないとらないとらないと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか環境環境環境環境教育教育教育教育にににに結結結結びびびびつつつついていかないということでいていかないということでいていかないということでいていかないということで、、、、静岡静岡静岡静岡県県県県ではではではでは、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育推進推進推進推進要項要項要項要項というものをというものをというものをというものを出出出出してしてしてして、、、、このこのこのこの教教教教科科科科ではこのではこのではこのではこの科目科目科目科目、、、、単単単単元元元元がこういうがこういうがこういうがこういう環境環境環境環境教育教育教育教育になりまになりまになりまになりますということをすということをすということをすということを示示示示したしたしたした冊冊冊冊子子子子ををををつくつくつくつくってってってってあああありりりり、、、、それにそれにそれにそれに沿沿沿沿ってってってって授授授授業業業業をををを進進進進めていめていめていめていくくくくことがことがことがことが教教教教科科科科ににににおけるおけるおけるおける環境環境環境環境教育教育教育教育というものですというものですというものですというものです。。。。     ああああとはとはとはとは個個個個々々々々のののの小中小中小中小中学学学学校校校校のののの例例例例になりますけれどもになりますけれどもになりますけれどもになりますけれども、「、「、「、「私私私私たたたたちちちちのののの夢夢夢夢トープをトープをトープをトープをつくろつくろつくろつくろうううう」、」、」、」、これこれこれこれはははは、、、、先先先先ほほほほどどどど金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校校校でもおでもおでもおでもお話話話話ががががああああったったったったビビビビオトープのことオトープのことオトープのことオトープのことななななんんんんですですですですねねねね。。。。現現現現在在在在、、、、2つつつつのののの小小小小学学学学校校校校ででででビビビビオトープをオトープをオトープをオトープをつくつくつくつくってってってって、、、、それをそれをそれをそれを児童児童児童児童たたたたちちちちのののの環境学環境学環境学環境学習習習習のののの場場場場にしていにしていにしていにしていろろろろいいいいろろろろ総合学総合学総合学総合学習習習習のののの時間時間時間時間をををを通通通通してしてしてして授授授授業業業業をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。ああああるいはるいはるいはるいは「「「「おおおお米米米米づづづづくくくくりりりり」、」、」、」、三島市三島市三島市三島市のののの南南南南部部部部にはにはにはには水田水田水田水田地地地地帯帯帯帯がががが広広広広がががが
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っておりっておりっておりっており、、、、学学学学校校校校のののの近近近近くくくくにももにももにももにももちろんちろんちろんちろん水田水田水田水田ががががああああるわけでするわけでするわけでするわけですねねねね。。。。そこをそこをそこをそこを借借借借りてりてりてりて、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちでおでおでおでお米米米米をををを作作作作るるるる。。。。田田田田植植植植えからえからえからえから稲稲稲稲刈刈刈刈りまでりまでりまでりまで、、、、全部全部全部全部ややややってってってって、、、、それをそれをそれをそれを最後最後最後最後にににに給食給食給食給食でみでみでみでみんんんんなでなでなでなで食食食食べるべるべるべる、、、、そそそそういうことをういうことをういうことをういうことをややややっているっているっているっている小小小小学学学学校校校校ももももあああありますりますりますります。。。。またまたまたまた、「、「、「、「出出出出動動動動！！！！水水水水・・・・水水水水探偵探偵探偵探偵団団団団」」」」とととと言言言言いましていましていましていまして、、、、これはこれはこれはこれは近近近近くくくくににににああああるるるる川川川川をきれいにしようということでをきれいにしようということでをきれいにしようということでをきれいにしようということで、、、、総合学総合学総合学総合学習習習習のののの中中中中でででで校校校校外外外外にににに出出出出ていってていってていってていって、、、、川川川川のののの中中中中にににに入入入入ってってってってごごごごみをみをみをみを拾拾拾拾ったりしているったりしているったりしているったりしている学学学学校校校校ももももあああありますりますりますります。。。。ああああとととと、「、「、「、「ホホホホタルのタルのタルのタルの飼飼飼飼育育育育」」」」ですとかですとかですとかですとか、、、、「「「「我我我我らららら沢沢沢沢地環境地環境地環境地環境探偵探偵探偵探偵団団団団」」」」としてとしてとしてとして、、、、学学学学校校校校のののの周周周周りにりにりにりにああああるるるる自然自然自然自然をををを教教教教材材材材にににに、、、、授授授授業業業業のののの中中中中でででで、、、、総合学総合学総合学総合学習習習習のののの中中中中でででで様様様様々々々々なななな環境環境環境環境教育教育教育教育にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるというでいるというでいるというでいるという事例事例事例事例ですですですです。。。。     さらにさらにさらにさらに、、、、授授授授業業業業のののの中中中中でででで行行行行っているっているっているっている中中中中でおもしでおもしでおもしでおもしろろろろいのはいのはいのはいのは、「、「、「、「三島三島三島三島のののの水水水水とリサイクルとリサイクルとリサイクルとリサイクル」」」」というというというという、、、、これはこれはこれはこれは三島三島三島三島のののの湧湧湧湧水水水水はどのようにしてはどのようにしてはどのようにしてはどのようにして出出出出るのかということをるのかということをるのかということをるのかということを中心中心中心中心にににに、、、、郷郷郷郷土土土土のののの勉勉勉勉強強強強とととと一一一一緒緒緒緒にににに環環環環境境境境のののの問問問問題題題題、、、、循環循環循環循環のことにのことにのことにのことにつつつついてもいてもいてもいても勉勉勉勉強強強強するものですするものですするものですするものです。。。。結結結結構構構構、、、、三島市三島市三島市三島市のののの小中小中小中小中学学学学校校校校のののの例例例例をとるをとるをとるをとるとととと、、、、水水水水をテーをテーをテーをテーママママにしたにしたにしたにした環境学環境学環境学環境学習習習習がががが多多多多いですいですいですいですねねねね。。。。ややややはりそはりそはりそはりそれれれれだだだだけけけけ水水水水というものにというものにというものにというものに、、、、ほほほほかのかのかのかの地地地地域域域域とととと比比比比べるとべるとべるとべると、、、、意意意意識識識識的的的的にににに高高高高いといういといういといういという部部部部分分分分ががががあああありますりますりますります。。。。もともともともともともともともと三島市三島市三島市三島市はははは、、、、石石石石油油油油ココココンンンンビビビビナーナーナーナートトトト計画計画計画計画をををを市民市民市民市民のののの反反反反対対対対運運運運動動動動によってによってによってによって阻止阻止阻止阻止したというしたというしたというしたという歴史歴史歴史歴史ががががああああるるるるんんんんですですですですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、河河河河川川川川にににに対対対対してもしてもしてもしても、、、、環境環境環境環境にににに対対対対してもしてもしてもしても非非非非常常常常にににに皆皆皆皆ささささんんんん意意意意識識識識がががが高高高高いというようにいというようにいというようにいというように思思思思っていますっていますっていますっています。。。。またまたまたまた、、、、ググググララララウウウウンンンンドドドドワークというワークというワークというワークという NPO もももも、、、、もともともともともともともともと地域地域地域地域のののの環境環境環境環境改改改改善善善善というイというイというイというイギギギギリスのリスのリスのリスの運運運運動動動動がががが日日日日本本本本にににに入入入入ってきたわけですがってきたわけですがってきたわけですがってきたわけですが、、、、それもそれもそれもそれも三島市三島市三島市三島市がががが第第第第 1 号号号号ななななんんんんですですですですねねねね。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意識識識識のののの高高高高さがさがさがさが三島市三島市三島市三島市ににににははははああああるるるる。。。。それそれそれそれだだだだけけけけ行行行行政政政政にしてみれにしてみれにしてみれにしてみればばばば結結結結構構構構厳厳厳厳しいしいしいしいごごごご意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くくくくわけですがわけですがわけですがわけですが、、、、一一一一緒緒緒緒になってになってになってになってややややるとるとるとると、、、、すすすすごくごくごくごく力強力強力強力強いいいい味味味味方方方方になるものですからになるものですからになるものですからになるものですから、、、、今今今今現現現現在在在在、、、、連連連連携携携携をををを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな環環環環境境境境教育教育教育教育をををを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。     次次次次にににに、、、、園園園園やややや学学学学校校校校生活生活生活生活のののの中中中中でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでいることをいでいることをいでいることをいでいることをいろろろろいいいいろろろろとととと挙挙挙挙げげげげてみましたてみましたてみましたてみました。。。。そのそのそのその中中中中にににに、、、、エエエエココココパートナーパートナーパートナーパートナー認認認認定定定定制制制制度度度度へのへのへのへの参加参加参加参加というものがというものがというものがというものがあああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、これはこれはこれはこれは、、、、家庭版家庭版家庭版家庭版 ISO ととととしてしてしてして、、、、三島市三島市三島市三島市はははは家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの環境環境環境環境へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに対対対対してしてしてして認認認認定定定定するするするする制制制制度度度度ををををつくつくつくつくっていますっていますっていますっています。。。。それそれそれそれがががが今今今今、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園をををを中心中心中心中心にににに、、、、PTA のののの父父父父兄兄兄兄をををを巻巻巻巻きききき込込込込んんんんでででで参加参加参加参加するするするする園園園園がががが増増増増えてきましたえてきましたえてきましたえてきました。。。。認認認認定定定定証証証証をををを親親親親子子子子でででで表表表表彰彰彰彰するということがよかったのかするということがよかったのかするということがよかったのかするということがよかったのか、、、、今今今今、、、、徐徐徐徐々々々々にににに家庭家庭家庭家庭やややや小小小小規模規模規模規模事事事事業業業業者者者者、、、、商商商商店店店店とかとかとかとか、、、、そそそそういうういうういうういう世世世世帯帯帯帯のののの参加参加参加参加もももも増増増増ええええ、、、、エエエエココココパートナーというシールをおパートナーというシールをおパートナーというシールをおパートナーというシールをお渡渡渡渡していますがしていますがしていますがしていますが、、、、それをそれをそれをそれを張張張張っていたっていたっていたっていただだだだけるけるけるける家家家家がががが増増増増えてきたというえてきたというえてきたというえてきたという状況状況状況状況でででであああありますりますりますります。。。。     ああああとととと、、、、ももももろろろろももももろろろろ活動活動活動活動がががが書書書書いていていていてあああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、後後後後ほほほほどどどどごごごごららららんんんんになっていたになっていたになっていたになっていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いいいいますがますがますがますが、、、、特特特特にににに近近近近年年年年、、、、PTA とのとのとのとの連連連連携携携携がががが非非非非常常常常にににに盛盛盛盛んんんんになってきましたになってきましたになってきましたになってきました。。。。実実実実はははは、、、、私私私私もももも今今今今中中中中学学学学校校校校のののの
PTA 会会会会長長長長ををををややややっているわけですがっているわけですがっているわけですがっているわけですが、、、、私私私私どものどものどものどもの中中中中学学学学校校校校でもでもでもでも、、、、廃品廃品廃品廃品回回回回収収収収をををを年年年年 2 回回回回ややややったりったりったりったり、、、、ババババザザザザーをーをーをーをややややったりしていますったりしていますったりしていますったりしています。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、それをそれをそれをそれを減減減減らそうというのではならそうというのではならそうというのではならそうというのではなくくくくてててて、、、、もっともっともっともっと増増増増ややややししししたらどうたらどうたらどうたらどうかかかか、、、、そういうそういうそういうそういう話話話話ももももああああるるるるんんんんですですですですねねねね。。。。今今今今まではまではまではまでは、、、、徐徐徐徐々々々々にににに減減減減ららららしてきたけれどもしてきたけれどもしてきたけれどもしてきたけれども、、、、今今今今はははは逆逆逆逆にににに増増増増ややややそうそうそうそうじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかという、、、、そういうこともそういうこともそういうこともそういうことも 1 つつつつのののの環境環境環境環境のののの流流流流れではないかなとれではないかなとれではないかなとれではないかなと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。     いずれにしましてもいずれにしましてもいずれにしましてもいずれにしましても、、、、小小小小さいさいさいさい子供子供子供子供にににに環境環境環境環境教育教育教育教育をををを行行行行うということがどうということがどうということがどうということがどんんんんなになになになに大大大大事事事事なのかとなのかとなのかとなのかということをいうことをいうことをいうことを常常常常にににに痛痛痛痛感感感感しながらしながらしながらしながら進進進進めていますめていますめていますめています。。。。たたたただだだだ、、、、そのそのそのその前前前前にににに、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育をををを行行行行うううう立立立立場場場場のののの人人人人材材材材のののの育育育育成成成成ももももややややっっっっぱぱぱぱりりりり大大大大事事事事じゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと。。。。教教教教えるえるえるえる方方方方もももも、、、、ちちちちゃゃゃゃんんんんとととと知知知知識識識識をををを持持持持ってってってって教教教教えていかなえていかなえていかなえていかないといといといと、、、、なかなかいいなかなかいいなかなかいいなかなかいい環境環境環境環境教育教育教育教育にににに結結結結びびびびつつつついていかないといていかないといていかないといていかないと考考考考えておりましてえておりましてえておりましてえておりまして、、、、今後今後今後今後力力力力をををを入入入入れてれてれてれていきたいといきたいといきたいといきたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 
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    つつつつたないたないたないたない話話話話ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、以以以以上上上上でででで三島市三島市三島市三島市からのからのからのからの報告報告報告報告をををを終終終終わりにわりにわりにわりにしますしますしますします。。。。あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会         どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。 

 講演講演講演講演 司司司司会会会会         続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育にににに関関関関しししし先進的先進的先進的先進的ななななごごごご研究研究研究研究とととと実実実実践践践践をなされていますをなされていますをなされていますをなされています、、、、東京東京東京東京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学教教教教授授授授、、、、そしてそしてそしてそして環境環境環境環境省省省省のののの中央中央中央中央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会のののの委員委員委員委員でもでもでもでもあああありますりますりますります、、、、小澤紀美子小澤紀美子小澤紀美子小澤紀美子様様様様にににに、「、「、「、「これからのこれからのこれからのこれからの環環環環境境境境教育教育教育教育、、、、環境学環境学環境学環境学習習習習」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、ごごごご講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 小澤小澤小澤小澤様様様様、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。      小澤教授小澤教授小澤教授小澤教授         皆様皆様皆様皆様、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。小澤小澤小澤小澤とととと申申申申しますしますしますします。。。。よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。休休休休憩憩憩憩をとらなをとらなをとらなをとらなくくくくてててて、、、、大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫ですかですかですかですか？？？？    何何何何かかかか、、、、大学生大学生大学生大学生だだだだとととと、、、、このこのこのこの辺辺辺辺でもうでもうでもうでもう大体大体大体大体――――――――大学生大学生大学生大学生、、、、90 分分分分ななななんんんんですですですですねねねね――――――――こうこうこうこう、、、、疲疲疲疲れてれてれてれてくくくくるるるるんんんんですですですですねねねね。。。。私私私私もももも、、、、授授授授業業業業がががが終終終終わってからわってからわってからわってから、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろとととと学会等学会等学会等学会等々々々々でででで座座座座っていっていっていっていることがることがることがることが多多多多くくくくなってなってなってなって、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、人人人人間間間間がががが集集集集中中中中してしてしてして聞聞聞聞くくくく時間時間時間時間というのはというのはというのはというのはややややはりはりはりはり限限限限られてられてられてられてああああるるるるんんんんじゃじゃじゃじゃないかなというないかなというないかなというないかなというふふふふうにもうにもうにもうにも思思思思っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、皆皆皆皆ささささんんんん、、、、はいはいはいはい、、、、ここでここでここでここで体体体体操操操操をしましをしましをしましをしましょょょょうううう。。。。上上上上にうにうにうにうんんんんとととと伸伸伸伸びてびてびてびてくだくだくだくださいさいさいさい。。。。力力力力をををを抜抜抜抜いていていていて。。。。3 回回回回ややややりましりましりましりましょょょょうかうかうかうかねねねね。（。（。（。（体体体体操操操操））））     後後後後でスライでスライでスライでスライドドドドをおをおをおをお見見見見せしますがせしますがせしますがせしますが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっとほほほほかでかでかでかでつくつくつくつくったものなったものなったものなったものなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ききききょょょょうううう、、、、私私私私はははは、「、「、「、「これからのこれからのこれからのこれからの環境環境環境環境教育教育教育教育、、、、環境学環境学環境学環境学習習習習」」」」ということでということでということでということで、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育のののの質質質質をををを考考考考えようといえようといえようといえようといううううことでおことでおことでおことでお話話話話しさせていたしさせていたしさせていたしさせていただだだだきますがきますがきますがきますが、、、、ななななぜぜぜぜこういうこういうこういうこういう題題題題にしたかとにしたかとにしたかとにしたかと申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、先先先先ほほほほどどどど森森森森田部長田部長田部長田部長ささささんんんんからおからおからおからお話話話話ががががあああありましたけれどもりましたけれどもりましたけれどもりましたけれども、、、、今今今今、、、、国国国国ではではではでは環境推進環境推進環境推進環境推進法法法法とととと簡単簡単簡単簡単にににに言言言言っているっているっているっているんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、実際実際実際実際はものすはものすはものすはものすごくごくごくごく長長長長たらしいたらしいたらしいたらしい法法法法律律律律がががが昨昨昨昨年年年年 7 月月月月にににに施行施行施行施行されたされたされたされたんんんんですですですですねねねね。「。「。「。「環境環境環境環境のののの保全保全保全保全のためののためののためののための意意意意欲欲欲欲のののの増増増増進進進進およびおよびおよびおよび環境環境環境環境教育教育教育教育のののの推進推進推進推進にににに関関関関するするするする法法法法律律律律」。」。」。」。わかりますわかりますわかりますわかります、、、、皆皆皆皆ささささんんんん？？？？    ままままああああ、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、2つあつあつあつあるるるるんんんんですですですですねねねね。。。。環境環境環境環境保全保全保全保全活動活動活動活動のためののためののためののための意意意意欲欲欲欲をををを増増増増進進進進させようということさせようということさせようということさせようということ、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育をををを推進推進推進推進させようさせようさせようさせよう。。。。そのそのそのその基基基基本方本方本方本方針針針針をををを、、、、このこのこのこの 7 月月月月からからからから委員委員委員委員会会会会がががが始始始始まりましてまりましてまりましてまりまして、、、、今私今私今私今私ががががそのそのそのその座座座座長長長長をしておりましてをしておりましてをしておりましてをしておりまして、、、、7 月月月月 29日日日日にににに 4 回目回目回目回目のののの会議会議会議会議ががががあああありましたのでりましたのでりましたのでりましたので、、、、それのまとめをそれのまとめをそれのまとめをそれのまとめをききききょょょょうはうはうはうはちちちちょょょょっとっとっとっと午午午午前前前前中中中中チチチチェックしてェックしてェックしてェックして、、、、木木木木曜曜曜曜日日日日ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに、、、、パブリックパブリックパブリックパブリックココココメメメメントントントント、、、、皆皆皆皆ささささんんんんかかかからららら基基基基本方本方本方本方針針針針、、、、おおよそおおよそおおよそおおよそ書書書書いたものにいたものにいたものにいたものに対対対対してしてしてしてごごごご意見意見意見意見をををを広広広広くくくくいたいたいたいただだだだきたいということできたいということできたいということできたいということで、、、、そのそのそのその修修修修正文正文正文正文ををををつくつくつくつくっていたわけですけれどもっていたわけですけれどもっていたわけですけれどもっていたわけですけれども、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形でででで、、、、少少少少しししし国国国国ののののほほほほうもうもうもうも動動動動きききき始始始始めためためためた。。。。     このこのこのこの法法法法律律律律はははは議議議議員員員員立立立立法法法法でできたでできたでできたでできたんんんんですですですですねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、議議議議員員員員立立立立法法法法でできましたけどでできましたけどでできましたけどでできましたけど、、、、関連関連関連関連省庁省庁省庁省庁がががが 5 つあつあつあつあるるるるんんんんですですですです。。。。環境環境環境環境省省省省とととと文部文部文部文部科学科学科学科学省省省省がががが入入入入っていることはっていることはっていることはっていることは大体大体大体大体わかりますわかりますわかりますわかりますねねねね。。。。国国国国土土土土交交交交通通通通省省省省にににに、、、、それからそれからそれからそれから農農農農林林林林水水水水産産産産省省省省にににに経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省というというというという形形形形でででで、、、、5つつつつのののの省省省省庁庁庁庁がががが関連関連関連関連しているということしているということしているということしているということでででで、、、、それそれそれそれだだだだけけけけ環境環境環境環境にににに対対対対するするするする問問問問題題題題というというというというんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか、、、、環境環境環境環境にかかわることはにかかわることはにかかわることはにかかわることは非非非非常常常常にににに多多多多分野分野分野分野ででででややややらなけれらなけれらなけれらなければばばばいけないということがいけないということがいけないということがいけないということがあああありますりますりますります。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの 2 つつつつのののの事例事例事例事例からもリサイクルのからもリサイクルのからもリサイクルのからもリサイクルの話話話話などがなどがなどがなどが出出出出てきましたてきましたてきましたてきましたねねねね。。。。これはこれはこれはこれは経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省もももも関係関係関係関係するするするする。。。。ああああるいはるいはるいはるいは、、、、水水水水のののの問問問問題題題題ですとですとですとですと国国国国土土土土
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交交交交通省通省通省通省、、、、ああああるいはるいはるいはるいは食食食食のののの話話話話になりますとになりますとになりますとになりますと農農農農林林林林水水水水産産産産省省省省、、、、ああああるいはるいはるいはるいは森森森森のののの話話話話になりますとになりますとになりますとになりますと、、、、国国国国土土土土交交交交通省通省通省通省とととと農農農農林林林林水水水水産産産産省省省省でしでしでしでしょょょょうかうかうかうかねねねね。。。。そういったものがかかわってきますからそういったものがかかわってきますからそういったものがかかわってきますからそういったものがかかわってきますから、、、、もうもうもうもう縦割縦割縦割縦割りでりでりでりではできないということはできないということはできないということはできないということだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。これこれこれこれ、、、、皆皆皆皆ささささんんんんのののの日日日日常常常常生活生活生活生活をををを考考考考えいたえいたえいたえいただだだだけれけれけれければばばば、、、、どうでどうでどうでどうでししししょょょょうかうかうかうか、、、、毎日毎日毎日毎日のののの 1 こまこまこまこま 1 こまがこまがこまがこまが、、、、ここはここはここはここは文部文部文部文部科学科学科学科学省省省省ねねねね、、、、ここはここはここはここは環境環境環境環境省省省省ねねねねというというというという形形形形でででで我我我我々々々々生活生活生活生活しているわけではないですしているわけではないですしているわけではないですしているわけではないですねねねね。。。。みみみみんんんんなななな、、、、我我我我々々々々のののの生活生活生活生活のののの 1 こまこまこまこま 1 こまがこまがこまがこまがつつつつながっながっながっながっているということになるのではないかとているということになるのではないかとているということになるのではないかとているということになるのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。     そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、1 つつつつ、、、、世界世界世界世界のののの流流流流れとしてはれとしてはれとしてはれとしては、、、、私私私私たたたたちちちちのののの生活生活生活生活とととと、、、、資源資源資源資源をををを活用活用活用活用するときにするときにするときにするときに、、、、それがたそれがたそれがたそれがただだだだ単単単単にににに資源資源資源資源をををを活用活用活用活用するするするするだだだだけではなけではなけではなけではなくくくく、、、、そのそのそのその資源資源資源資源のののの循環循環循環循環というものをというものをというものをというものを考考考考えたえたえたえた上上上上でででで、、、、むむむむだだだだなものなものなものなもの、、、、ああああるいはるいはるいはるいは環境環境環境環境汚染汚染汚染汚染をするようなものををするようなものををするようなものををするようなものを出出出出さないさないさないさない、、、、次次次次のののの世世世世代代代代ににににツツツツケケケケをををを残残残残さないさないさないさないということがすということがすということがすということがすごくごくごくごく大大大大事事事事にしなけれにしなけれにしなけれにしなければばばばいけないということですいけないということですいけないということですいけないということですねねねね。。。。でもでもでもでも、、、、ここここのことをのことをのことをのことをちちちちょょょょっとっとっとっと考考考考えるとえるとえるとえると、、、、日日日日本本本本のののの生活生活生活生活というのはというのはというのはというのは、、、、昭昭昭昭和和和和 30 年年年年代代代代ぐぐぐぐらいまではそういうことをらいまではそういうことをらいまではそういうことをらいまではそういうことをややややっていっていっていっていたたたたんんんんじゃじゃじゃじゃないでしないでしないでしないでしょょょょうかうかうかうか。。。。皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ああああまりこまりこまりこまりこちちちちらかららかららかららから見見見見てててて年年年年齢齢齢齢をというのはをというのはをというのはをというのはああああれですけれれですけれれですけれれですけれどもどもどもども、、、、私私私私もももも、、、、よよよよくくくく学生学生学生学生にににに、「、「、「、「ままままああああ、、、、このことはこのことはこのことはこのことは、、、、昭昭昭昭和和和和 30 年年年年ごろごろごろごろのののの生活生活生活生活ということでということでということでということで貧乏貧乏貧乏貧乏なななな生活生活生活生活にににに戻戻戻戻るということではなるということではなるということではなるということではなくくくく、、、、そのそのそのその当時当時当時当時まではまではまではまではああああるるるる意意意意味味味味でででで豊豊豊豊かなかなかなかな生活生活生活生活をしていたというをしていたというをしていたというをしていたということことことことだだだだねねねね」」」」というというというという話話話話をするとをするとをするとをすると、、、、学生学生学生学生からからからから、「、「、「、「私私私私たたたたちちちちはははは昭昭昭昭和和和和 30 年年年年代代代代のののの生活生活生活生活をををを知知知知りませりませりませりませんんんん」」」」とととと。。。。「「「「ああああ、、、、そうそうそうそうだだだだねねねね、、、、ごごごご両両両両親親親親もももも、、、、もしかするとまもしかするとまもしかするとまもしかするとまだだだだ出出出出会会会会っていなかったかもしれないしっていなかったかもしれないしっていなかったかもしれないしっていなかったかもしれないしねねねね」」」」とととということでいうことでいうことでいうことで話話話話をしますけれどもをしますけれどもをしますけれどもをしますけれども、、、、しかししかししかししかし、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、知知知知らないからといってらないからといってらないからといってらないからといって、、、、そういうそういうそういうそういう生活生活生活生活にににに対対対対してイしてイしてイしてイメメメメージするージするージするージする力力力力がながながながなくくくくてもいいかというとてもいいかというとてもいいかというとてもいいかというと、、、、そうそうそうそうじゃじゃじゃじゃないとないとないとないと思思思思いますいますいますいます。。。。環境環境環境環境教育教育教育教育ををををするということはするということはするということはするということは、、、、イイイイママママジネーションのジネーションのジネーションのジネーションの力力力力、、、、想想想想像像像像力力力力とととと、、、、それからクリエイテそれからクリエイテそれからクリエイテそれからクリエイティビィビィビィビテテテティィィィ、、、、創創創創造造造造性性性性、、、、どういうどういうどういうどういう社会社会社会社会ををををつくつくつくつくっていっていっていっていくくくくかということがかということがかということがかということが基基基基本本本本になるかとになるかとになるかとになるかと思思思思いますいますいますいます。。。。     ですからですからですからですから、、、、環境環境環境環境にににに負荷負荷負荷負荷をををを与与与与えないというえないというえないというえないというだだだだけではなけではなけではなけではなくくくく、、、、今今今今はははは持続可能持続可能持続可能持続可能なななな未未未未来来来来、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域ということがということがということがということが前前前前提提提提としてとしてとしてとして議議議議論論論論されているとされているとされているとされていると思思思思いますいますいますいます。。。。特特特特にそのこにそのこにそのこにそのことをとをとをとを明明明明確確確確にににに打打打打ちちちち出出出出したのはしたのはしたのはしたのは、、、、2 年年年年前前前前のののの、、、、ヨハヨハヨハヨハネスブルグでネスブルグでネスブルグでネスブルグで行行行行われましたわれましたわれましたわれました世界世界世界世界首脳首脳首脳首脳環境会議環境会議環境会議環境会議ののののときにときにときにときに、、、、小小小小泉泉泉泉ささささんんんんがががが提言提言提言提言してきたわけですしてきたわけですしてきたわけですしてきたわけですねねねね。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能なななな開発開発開発開発のためののためののためののための教育教育教育教育のののの 10 年年年年というというというということをことをことをことを提言提言提言提言したわけですからしたわけですからしたわけですからしたわけですから、、、、日日日日本本本本がががが率先率先率先率先してしてしてしてややややらなけれらなけれらなけれらなければばばばいけないということになるいけないということになるいけないということになるいけないということになるんんんんですがですがですがですが、、、、実際実際実際実際はははは来来来来年年年年からからからから 10 年年年年かけてかけてかけてかけてややややるというるというるというるという形形形形でででで、、、、今今今今いいいいろろろろいいいいろろろろなななな NGO、、、、NPO がががが ESDJというグループをというグループをというグループをというグループをつくつくつくつくってってってって、、、、そしてそこでそしてそこでそしてそこでそしてそこで議議議議論論論論しししし、、、、政政政政策提言策提言策提言策提言をしていこうということでをしていこうということでをしていこうということでをしていこうということで動動動動いていますいていますいていますいています。。。。     またまたまたまた、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの法法法法律律律律もももも、、、、基基基基本的本的本的本的にはにはにはには環境環境環境環境保全保全保全保全上上上上のののの課題課題課題課題ががががああああるるるる、、、、それからそれからそれからそれから持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会ををををつくつくつくつくるるるる人人人人づづづづくくくくりというりというりというりという、、、、そのそのそのその二二二二本立本立本立本立てでいるわけですがてでいるわけですがてでいるわけですがてでいるわけですが、、、、特特特特にににに環環環環境境境境保全保全保全保全上上上上のののの課題課題課題課題としてとしてとしてとしてはははは、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化のののの防止防止防止防止ということがもうということがもうということがもうということがもう緊急緊急緊急緊急のののの課題課題課題課題としてとしてとしてとしてああああるわけですがるわけですがるわけですがるわけですが、、、、2週週週週間間間間ほほほほどどどど前前前前ににににアアアアメメメメリリリリカカカカにににに行行行行ってってってって議議議議論論論論をしていましてもをしていましてもをしていましてもをしていましても、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化のののの問問問問題題題題がががが出出出出てこないてこないてこないてこないんんんんですですですですねねねね。「。「。「。「アアアアメメメメリリリリカカカカがががが京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書にににに……………………」」」」というというというというふふふふうにうにうにうに思思思思わずわずわずわず言言言言いたいたいたいたくくくくなるようななるようななるようななるような番番番番目目目目もももも何何何何度度度度かかかかあああありましたりましたりましたりました。。。。かえってかえってかえってかえって日日日日本本本本ののののほほほほうがまうがまうがまうがまじじじじめにめにめにめに議議議議論論論論しているのではないかとしているのではないかとしているのではないかとしているのではないかと私私私私はははは思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、それからそれからそれからそれから、、、、自然環境自然環境自然環境自然環境のののの保全保全保全保全ということもすということもすということもすということもすごくごくごくごく大大大大事事事事。。。。でもでもでもでも、、、、少少少少しししし前前前前まではまではまではまでは、、、、私私私私たたたたちちちちはははは自然自然自然自然のののの恵恵恵恵みをたみをたみをたみをたくくくくささささんんんん享享享享受受受受しししし、、、、そしてそれをまたそしてそれをまたそしてそれをまたそしてそれをまた健健健健康康康康なななな私私私私たたたたちちちち人人人人間間間間ををををつくつくつくつくるとるとるとると同同同同時時時時にににに、、、、体体体体づづづづくくくくりにりにりにりにややややっていたのではないかっていたのではないかっていたのではないかっていたのではないか。。。。しかししかししかししかし、、、、ここここここここ 20 年年年年ぐぐぐぐらいでしらいでしらいでしらいでしょょょょうかうかうかうかねねねね、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと健健健健康康康康もいもいもいもいろろろろいいいいろろろろなななな問問問問題題題題になってきたのではないかとになってきたのではないかとになってきたのではないかとになってきたのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ををををつくつくつくつくるというるというるというるという、、、、
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これはこれはこれはこれは、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物だだだだけではなけではなけではなけではなくくくく、、、、どうでしどうでしどうでしどうでしょょょょうかうかうかうか、、、、資源資源資源資源もももも循環型循環型循環型循環型ででででややややっていっていっていっていくくくくというというというという、、、、そうそうそうそういういういういう形形形形でででで、、、、法法法法律律律律、、、、ままままああああ、、、、実際実際実際実際にはにはにはには、、、、書書書書いていていていてああああるるるる内内内内容容容容ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、またまたまたまた基基基基本方本方本方本方針針針針がががが出出出出ますのますのますのますのでででで皆皆皆皆ささささんんんんでででで見見見見ていたていたていたていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、一一一一番番番番法法法法律律律律でででで大大大大事事事事なのはなのはなのはなのは、、、、どういうどういうどういうどういうふふふふううううにににに私私私私たたたたちちちちがががが持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会、、、、地域地域地域地域、、、、未未未未来来来来というというというというビビビビジョンをジョンをジョンをジョンを共有共有共有共有してしてしてして、、、、そしてそれにどうかそしてそれにどうかそしてそれにどうかそしてそれにどうかかわっていかわっていかわっていかわっていくくくくかというかというかというかという、、、、そのプロセスそのプロセスそのプロセスそのプロセスがががが私私私私はははは大大大大事事事事だだだだとととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。自分自分自分自分がががが中央中央中央中央環境環境環境環境審審審審議議議議会会会会のののの環境環境環境環境教育小委員教育小委員教育小委員教育小委員会会会会のののの委員長委員長委員長委員長ををををややややりながらりながらりながらりながら、、、、ままままああああ、、、、法法法法律律律律ができてもできなができてもできなができてもできなができてもできなくくくくてもそてもそてもそてもそんんんんななななにににに変変変変わらないわらないわらないわらないんんんんじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思いながらもいながらもいながらもいながらも、、、、ややややはりはりはりはり意意意意欲欲欲欲ののののああああるるるる人人人人をををを育育育育てていてていてていてていくくくくというこというこというこということがとがとがとが大大大大事事事事だだだだというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。     たたたただだだだ、、、、ここのとこここのとこここのとこここのところろろろ、、、、教育教育教育教育界界界界におりますとにおりますとにおりますとにおりますと、、、、ややややはりはりはりはり心配事心配事心配事心配事というというというというんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか、、、、ああああるわるわるわるわけですけですけですけです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、ママママススススココココミミミミ等等等等々々々々でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろとととと子供子供子供子供をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく問問問問題題題題をををを言言言言われますけれどもわれますけれどもわれますけれどもわれますけれども、、、、私私私私はははは、、、、子供子供子供子供自自自自身身身身にににに問問問問題題題題ががががああああるとはるとはるとはるとは思思思思っていないっていないっていないっていないんんんんですですですですねねねね。。。。ああああれはれはれはれは大人社会大人社会大人社会大人社会をををを映映映映しししし出出出出していしていしていしているるるる鏡鏡鏡鏡だだだだとととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。実際実際実際実際にはにはにはには少少少少年年年年がががが起起起起こすこすこすこす犯罪犯罪犯罪犯罪はははは増増増増えているわけではないえているわけではないえているわけではないえているわけではないんんんんですですですですねねねね。。。。これはこれはこれはこれは統統統統計計計計のとりのとりのとりのとり方方方方というというというというんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか、、、、報報報報道道道道のののの仕仕仕仕方方方方というものをきというものをきというものをきというものをきちんちんちんちんとととと見見見見ていたていたていたていただだだだけけけけれれれればばばばわかるかとわかるかとわかるかとわかるかと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、私私私私たたたたちちちち、、、、外外外外なるなるなるなる自然自然自然自然のののの破破破破壊壊壊壊というのというのというのというのはよはよはよはよくくくく見見見見えるわけですえるわけですえるわけですえるわけですねねねね。。。。温暖温暖温暖温暖化化化化にしてもにしてもにしてもにしても、、、、異常異常異常異常気象気象気象気象ということもわかりますということもわかりますということもわかりますということもわかります。。。。しかししかししかししかし、、、、内内内内なるなるなるなる自然自然自然自然のののの破破破破壊壊壊壊、、、、もしかするともしかするともしかするともしかすると大人自大人自大人自大人自身身身身もももも内内内内なるなるなるなる自然自然自然自然をををを破破破破壊壊壊壊してきたのかもしれませしてきたのかもしれませしてきたのかもしれませしてきたのかもしれませんんんん。。。。そこのとこそこのとこそこのとこそこのところろろろがががが今問今問今問今問われてわれてわれてわれて、、、、外外外外なるなるなるなる自然自然自然自然とととと内内内内なるなるなるなる自然自然自然自然とはとはとはとは相相相相互互互互にににに影響影響影響影響しししし合合合合っているっているっているっている。。。。私私私私たたたたちちちちはははは、、、、ややややはりはりはりはり自然自然自然自然からからからから生生生生まれてきたのではないでしまれてきたのではないでしまれてきたのではないでしまれてきたのではないでしょょょょうかうかうかうかねねねね。。。。そういったとこそういったとこそういったとこそういったところろろろがががが、、、、1 つつつつ、、、、このこのこのこの環境環境環境環境教育教育教育教育のののの質質質質をををを考考考考えるときにえるときにえるときにえるときに問問問問われているのではないかとわれているのではないかとわれているのではないかとわれているのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、戦戦戦戦後後後後五十五十五十五十何何何何年年年年かけてかけてかけてかけて、、、、私私私私はははは日日日日本本本本文文文文化化化化をををを捨捨捨捨ててきたのではないかというててきたのではないかというててきたのではないかというててきたのではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。今今今今こそこそこそこそ日日日日本本本本のよさのよさのよさのよさ、、、、それからそれからそれからそれから自然自然自然自然のののの維維維維持持持持管理管理管理管理ををををややややってきたってきたってきたってきた日日日日本本本本のののの営営営営みをみをみをみを世界世界世界世界ににににややややはりもうはりもうはりもうはりもう一度発一度発一度発一度発信信信信してしてしてして、、、、かかかかつつつつ私私私私たたたたちちちちがががが森森森森、、、、ああああるいはるいはるいはるいは自然自然自然自然、、、、森森森森とととと海海海海ののののつつつつながりながりながりながり、、、、森森森森とととと土土土土、、、、水水水水、、、、海海海海、、、、このこのこのこのつつつつながりをながりをながりをながりを私私私私たたたたちちちちはははは再再再再生生生生しているということをもっとしているということをもっとしているということをもっとしているということをもっと世界世界世界世界にににに知知知知らしめらしめらしめらしめるべきではないかとるべきではないかとるべきではないかとるべきではないかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。それはそれはそれはそれは、、、、どうでしどうでしどうでしどうでしょょょょうかうかうかうか、、、、私私私私はははは北北北北海海海海道道道道生生生生まれでまれでまれでまれで、、、、戦戦戦戦後後後後、、、、ややややはりはりはりはり山山山山がががが荒荒荒荒れれれれましたましたましたましたねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、北北北北海海海海道道道道のののの海海海海ではではではでは魚魚魚魚がががが、、、、ああああるいはるいはるいはるいはホホホホタテタテタテタテガガガガイがとれイがとれイがとれイがとれないということでないということでないということでないということで、、、、山山山山にににに木木木木をををを植植植植えることからえることからえることからえることから漁漁漁漁師師師師のののの人人人人がががが始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。それがそれがそれがそれが今今今今、、、、三三三三陸陸陸陸だだだだったりったりったりったり、、、、いいいいろんろんろんろんなとこなとこなとこなところろろろでででで始始始始められているわけですめられているわけですめられているわけですめられているわけですねねねね。。。。 ですからですからですからですから、、、、成成成成功功功功しているいしているいしているいしているいろんろんろんろんなななな学学学学校校校校のののの事例事例事例事例をををを訪問訪問訪問訪問してしてしてして見見見見せていたせていたせていたせていただだだだきますときますときますときますと、、、、ななななぜぜぜぜかかかか子供子供子供子供たたたたちちちちのののの学学学学びがびがびがびが必必必必ずずずず森森森森にににに行行行行くんくんくんくんですですですですねねねね。。。。ももももちろんちろんちろんちろん、、、、学学学学校校校校のののの森森森森ををををつくつくつくつくるというのもるというのもるというのもるというのもあああありまりまりまりますしすしすしすし、、、、勉勉勉勉強強強強していしていしていしていくくくくとととと、、、、日日日日本本本本のののの自然自然自然自然のとこのとこのとこのところろろろにににに、、、、山山山山ののののほほほほうにうにうにうに行行行行くくくくというのもというのもというのもというのもああああるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。ややややはりはりはりはり命命命命のののの源源源源というものをというものをというものをというものを、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちはおのずとはおのずとはおのずとはおのずと勉勉勉勉強強強強しているしているしているしている。。。。先先先先ほほほほどどどど気気気気づづづづくくくくというというというという言言言言葉葉葉葉ががががあああありましたけれどもりましたけれどもりましたけれどもりましたけれども、、、、驚驚驚驚きききき、、、、気気気気づきづきづきづき、、、、そしてそしてそしてそして考考考考えるえるえるえるんんんんですですですですねねねね。。。。幾幾幾幾つつつつかかかかキキキキーワーーワーーワーーワードドドドががががあああありりりりましたましたましたましたねねねね。。。。まずはまずはまずはまずは知知知知るるるる、、、、そしてそしてそしてそして考考考考えるえるえるえる、、、、そしてそしてそしてそして行動行動行動行動というというというという、、、、ああああるいはるいはるいはるいは考考考考えるえるえるえる、、、、行動行動行動行動というというというということがことがことがことがあああありましたけれどもりましたけれどもりましたけれどもりましたけれども、、、、ななななぜぜぜぜこうなってきたのかこうなってきたのかこうなってきたのかこうなってきたのか。。。。たたたただだだだ単単単単にににに環境環境環境環境問問問問題題題題のことをのことをのことをのことを学学学学んんんんででででもももも、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、ああああるいはるいはるいはるいは子供子供子供子供たたたたちちちちはははは、、、、もうそもうそもうそもうそんんんんなななな未未未未来来来来のののの暗暗暗暗いことはいことはいことはいことは言言言言わないでわないでわないでわないでくくくくれとれとれとれと言言言言いいいいますますますます。。。。子供子供子供子供たたたたちちちちはよはよはよはよくくくくわかっていますわかっていますわかっていますわかっています。。。。だだだだからからからから、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題をををを教教教教えるのではなえるのではなえるのではなえるのではなくくくく、、、、特特特特にににに 4 年年年年生以生以生以生以下下下下にはにはにはには、、、、自然自然自然自然のすのすのすのすばばばばらしさらしさらしさらしさ、、、、自然自然自然自然のののの営営営営みみみみ――――――――先先先先ほほほほどのどのどのどの学学学学校校校校のののの中中中中でもでもでもでもあああありましたりましたりましたりましたねねねね。。。。ままままああああ、、、、そういったそういったそういったそういった、、、、自然自然自然自然ってすってすってすってすごごごごいいいいんだんだんだんだとととと。。。。多多多多分分分分、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの金沢小金沢小金沢小金沢小ののののビビビビオトープもオトープもオトープもオトープも、、、、自然自然自然自然がががが
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遷遷遷遷移移移移していしていしていしていくくくく、、、、移移移移っていっていっていっていくくくくとととと思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。ままままああああ、、、、小小小小学学学学校校校校のののの場場場場合合合合ででででああああれれれればばばば、、、、どういうどういうどういうどういうふふふふううううになっていになっていになっていになっていくくくくかをかをかをかを予予予予測測測測しながらしながらしながらしながらビビビビオトープをオトープをオトープをオトープをつくつくつくつくるというよりるというよりるというよりるというより、、、、ああああれでいいとれでいいとれでいいとれでいいと思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。高高高高校校校校ぐぐぐぐらいになるとらいになるとらいになるとらいになると、、、、ややややはりはりはりはりビビビビオトープをオトープをオトープをオトープをつくつくつくつくるときもるときもるときもるときも、、、、ああああるるるる程程程程度度度度予予予予測測測測しながらしながらしながらしながらややややっっっっていかないとていかないとていかないとていかないと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか教教教教材材材材園園園園としてとしてとしてとして使使使使えないというとこえないというとこえないというとこえないというところろろろももももあああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、そういそういそういそういったったったった自然自然自然自然のののの不思不思不思不思議議議議さにさにさにさに目目目目をををを見見見見張張張張りりりり、、、、ではなではなではなではなぜぜぜぜこうなるのかというとここうなるのかというとここうなるのかというとここうなるのかというところろろろはははは、、、、ままままああああ、、、、因因因因果果果果関関関関係係係係がわかるのががわかるのががわかるのががわかるのが 5 年生年生年生年生ぐぐぐぐらいからですかららいからですかららいからですかららいからですから、、、、そういったとこそういったとこそういったとこそういったところろろろがががが必要必要必要必要になってになってになってになってくくくくるとるとるとると思思思思いいいいますますますます。。。。 それでそれでそれでそれで、、、、私私私私はははは、、、、中教審中教審中教審中教審のののの委員委員委員委員をしているときにをしているときにをしているときにをしているときに、、、、今今今今のののの総合的総合的総合的総合的なななな学学学学習時間習時間習時間習時間のののの創創創創設設設設のときにのときにのときにのときに、、、、「「「「もうもうもうもう学学学学校教育校教育校教育校教育課課課課程程程程をををを小小小小学学学学校校校校 4 年年年年、、、、中中中中学学学学 4 年年年年、、、、高高高高校校校校 4 年年年年、、、、大学大学大学大学 4 年年年年にしたらにしたらにしたらにしたら？？？？」」」」とととと提提提提案案案案ししししたたたたんんんんですがですがですがですが、、、、ままままああああ、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを考考考考えるえるえるえる審審審審議会議会議会議会ではないとではないとではないとではないと言言言言われわれわれわれ、、、、それでもそれでもそれでもそれでも、、、、総合的総合的総合的総合的なななな学学学学習習習習のののの時間時間時間時間がががが創創創創設設設設されましたされましたされましたされました。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろとととと環境環境環境環境のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、ああああるいはるいはるいはるいは環境環境環境環境からからからから入入入入ってもってもってもっても福祉福祉福祉福祉にににに行行行行きますしきますしきますしきますし、、、、福祉福祉福祉福祉からからからから入入入入ってもってもってもっても環境環境環境環境にににに、、、、ああああるいはるいはるいはるいは国際国際国際国際理解理解理解理解ののののほほほほうにもうにもうにもうにも行行行行くくくくというというというという、、、、そしてそしてそしてそして、、、、ココココンンンンピピピピュュュュータのータのータのータのほほほほうもうもうもうも、、、、一一一一応応応応題題題題材材材材としてとしてとしてとして挙挙挙挙げげげげられているられているられているられているんんんんですがですがですがですが、、、、ココココンンンンピピピピュュュュータータータータ、、、、情情情情報処報処報処報処理理理理ののののほほほほうはうはうはうは道道道道具具具具ですですですですねねねね。。。。しかししかししかししかし、、、、メメメメデデデディィィィアリテラシーはすアリテラシーはすアリテラシーはすアリテラシーはすごくごくごくごく大大大大事事事事だだだだとととと思思思思ううううんんんんですですですです。。。。そういったそういったそういったそういった意意意意味味味味でででで、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちのののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは非非非非常常常常にすにすにすにすばばばばらしいものがらしいものがらしいものがらしいものがあああありりりりますますますます。。。。 そのときにそのときにそのときにそのときに考考考考えていかなけれえていかなけれえていかなけれえていかなければばばばいけないのはいけないのはいけないのはいけないのは、、、、学学学学校校校校だだだだけにけにけにけに責任責任責任責任をををを押押押押ししししつつつつけるのではなけるのではなけるのではなけるのではなくくくく、、、、私私私私はははは、、、、今今今今のののの学学学学校校校校をををを再再再再生生生生していしていしていしていくくくくためにはためにはためにはためには地域地域地域地域のののの再再再再生生生生がががが必要必要必要必要だだだだとととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。またまたまたまた、、、、実際実際実際実際にそういうにそういうにそういうにそういうふふふふうにうにうにうにややややっているっているっているっている学学学学校校校校がががが、、、、ああああるいはるいはるいはるいは地域地域地域地域ががががあああありますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれは、、、、1 人人人人のののの子供子供子供子供をををを育育育育ててててるのにるのにるのにるのに 20 人人人人のののの大人大人大人大人がががが必要必要必要必要だだだだというというというという、、、、これはアフリこれはアフリこれはアフリこれはアフリカカカカのことわのことわのことわのことわざざざざににににああああるわけでするわけでするわけでするわけですねねねね。。。。それをそれをそれをそれをヒヒヒヒラリーさラリーさラリーさラリーさんんんん、、、、クリントンさクリントンさクリントンさクリントンさんんんんのののの奥奥奥奥ささささんんんんがががが引引引引用用用用しておっししておっししておっししておっしゃゃゃゃっていますけれどもっていますけれどもっていますけれどもっていますけれども、、、、まさにまさにまさにまさにそうそうそうそうだだだだとととと思思思思ううううんんんんですですですです。。。。特特特特にこのにこのにこのにこの環境環境環境環境のことをのことをのことをのことを学学学学んんんんでいきますとでいきますとでいきますとでいきますと、、、、地域地域地域地域のののの文文文文化化化化、、、、風土風土風土風土、、、、歴史歴史歴史歴史というものがとてもというものがとてもというものがとてもというものがとても大大大大事事事事になりますになりますになりますになります。。。。ですからですからですからですから、、、、金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校校校ささささんんんんもももも、、、、私私私私もずっともずっともずっともずっと、、、、前前前前のののの校校校校長長長長先生先生先生先生のときからのときからのときからのときから通通通通わせていたわせていたわせていたわせていただだだだきききき、、、、それからそれからそれからそれから、、、、アジアアジアアジアアジア太太太太平洋平洋平洋平洋環境環境環境環境教育教育教育教育セミナーというもセミナーというもセミナーというもセミナーというものをうのをうのをうのをうちちちちのののの大学大学大学大学がががが事務局事務局事務局事務局ででででややややっているときにっているときにっているときにっているときに、、、、外外外外国国国国のののの方方方方もももも一一一一緒緒緒緒にににに訪問訪問訪問訪問させていたさせていたさせていたさせていただくだくだくだくとととと、、、、金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校校校ささささんんんんのおのおのおのお子子子子ささささんんんんたたたたちちちちはははは、、、、ママママインインインインドドドドがすがすがすがすごくごくごくごくオープンなオープンなオープンなオープンなんんんんですですですですねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、英語英語英語英語がしがしがしがしゃゃゃゃべれなべれなべれなべれなくくくくてもてもてもても、、、、大人大人大人大人をうまをうまをうまをうまくくくく活用活用活用活用できるというのかなできるというのかなできるというのかなできるというのかな、「、「、「、「こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに言言言言いたいいたいいたいいたいんんんんだだだだけどけどけどけど、、、、どうしたらいいのかなどうしたらいいのかなどうしたらいいのかなどうしたらいいのかな」」」」とととと聞聞聞聞くくくくからからからから、、、、教教教教えてえてえてえてあげあげあげあげるとるとるとると、、、、ちちちちゃゃゃゃんんんんとこうとこうとこうとこう言言言言っていっていっていっていくくくくわけですわけですわけですわけですねねねね。。。。それはそれはそれはそれは多多多多分分分分、、、、ああああのラップミのラップミのラップミのラップミュュュュージックをージックをージックをージックを子供子供子供子供たたたたちちちちがががが歌歌歌歌っていてっていてっていてっていて、、、、そしてリズそしてリズそしてリズそしてリズムでムでムでムでややややっていっていっていっていくくくくのではないかなとのではないかなとのではないかなとのではないかなと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、非非非非常常常常にににに大大大大事事事事なななな学学学学びをびをびをびを、、、、学学学学校校校校のののの周辺周辺周辺周辺かかかからもらもらもらも歴史歴史歴史歴史、、、、そしてそしてそしてそして自分自分自分自分たたたたちちちちのののの文文文文化化化化というものをというものをというものをというものを学学学学べるべるべるべる。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、ももももちろんちろんちろんちろん三島三島三島三島もももも、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを取取取取りりりり組組組組んんんんでいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。ややややははははりりりり一一一一番番番番すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい富士富士富士富士山山山山ががががあああありますりますりますりますねねねね。。。。実際実際実際実際、、、、今今今今年年年年のののの 1 月月月月にににに、、、、グラングラングラングランドドドドワークのワークのワークのワークの活動活動活動活動などなどなどなどををををヒヒヒヒアリングさせていたアリングさせていたアリングさせていたアリングさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。それそれそれそれはははは、、、、いきなりいきなりいきなりいきなり日日日日本本本本がががが世界世界世界世界にににに向向向向けてけてけてけて発発発発信信信信するといするといするといするということはできませうことはできませうことはできませうことはできませんんんんからからからから、、、、環境大環境大環境大環境大臣臣臣臣のスのスのスのスキキキキームームームーム、、、、日日日日・・・・中中中中・・・・韓韓韓韓のののの環境大環境大環境大環境大臣臣臣臣のののの枠枠枠枠組組組組みでみでみでみで交交交交流流流流ししししようということでようということでようということでようということで、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育のセミナーをのセミナーをのセミナーをのセミナーをややややっているっているっているっているんんんんですですですですねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、平平平平成成成成 15 年度年度年度年度ははははちちちちょょょょっとおっとおっとおっとおくくくくれたれたれたれたんんんんですがですがですがですが、、、、日日日日本本本本がががが当番当番当番当番だだだだったったったった。。。。これこれこれこれ、、、、2順順順順目目目目だだだだったったったったんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、それでそれでそれでそれで日日日日本本本本にににに。。。。でででで、、、、静岡静岡静岡静岡でででで開催開催開催開催しししし、、、、そしてそしてそしてそして三島市三島市三島市三島市までみまでみまでみまでみんんんんなでなでなでなでババババスをスをスをスを連連連連ねねねねてててて、、、、そしてそしてそしてそして、、、、こういっこういっこういっこういっ
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たたたた富士富士富士富士山山山山岳岳岳岳とかとかとかとか、、、、水水水水のののの問問問問題題題題、、、、あああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、それをそれをそれをそれを中中中中国国国国とととと韓韓韓韓国国国国のののの人人人人たたたたちちちちとととと一一一一緒緒緒緒にににに学学学学習習習習させさせさせさせていたていたていたていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。そういったそういったそういったそういった意意意意味味味味でのでのでのでのつつつつながりというながりというながりというながりというんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか、、、、そそそそういうものをきういうものをきういうものをきういうものをきちんちんちんちんとととと考考考考えていえていえていえていくくくくということがということがということがということが、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性ということをということをということをということを１１１１つつつつののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドになっていになっていになっていになっていくくくくのではないかとのではないかとのではないかとのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育、、、、環境学環境学環境学環境学習習習習というのがというのがというのがというのが突突突突然然然然出出出出てきたのかというとてきたのかというとてきたのかというとてきたのかというと、、、、そうでもないそうでもないそうでもないそうでもないんんんんですですですですねねねね。。。。もともとはもともとはもともとはもともとは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっとレレレレジジジジュメュメュメュメのとこのとこのとこのところろろろににににあああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、ベベベベオグラーオグラーオグラーオグラードドドド憲憲憲憲章章章章、、、、トトトトビビビビリシリシリシリシ環境環境環境環境教育教育教育教育政政政政府府府府間間間間会議会議会議会議とかとかとかとか、、、、テサロニテサロニテサロニテサロニキキキキとかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろとととと書書書書いていていていてあああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、
70 年年年年代代代代からずっとからずっとからずっとからずっと議議議議論論論論されてきたことのされてきたことのされてきたことのされてきたことの上上上上ににににああああるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、特特特特ににににベベベベオグラーオグラーオグラーオグラードドドドでででではははは、、、、そのそのそのその上上上上ににににあああありますりますりますります気気気気づきづきづきづき、、、、関関関関心心心心ですですですですねねねね、、、、知知知知識識識識、、、、態態態態度度度度、、、、技能技能技能技能――――――――「「「「含含含含むむむむ評評評評価価価価」」」」というというというという、、、、これもこれもこれもこれも 1つつつつ項項項項目目目目をををを入入入入れてれてれてれて。。。。そしてそしてそしてそして「「「「参加参加参加参加」。」。」。」。先先先先ほほほほどからどからどからどから出出出出ているているているている「「「「行動行動行動行動しようしようしようしよう」」」」ということということということということはははは参加参加参加参加ということですということですということですということですねねねね。。。。自分自分自分自分たたたたちちちちでででで実実実実践践践践できるできるできるできる。。。。それからそれからそれからそれから、、、、知知知知識識識識をををを与与与与えるということはえるということはえるということはえるということは、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題がながながながなぜぜぜぜ起起起起きるのかきるのかきるのかきるのか。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ききききちんちんちんちんとととと知知知知識識識識がわかったがわかったがわかったがわかった上上上上でででで、、、、どうしてこういうどうしてこういうどうしてこういうどうしてこういう問問問問題題題題がががが起起起起こるかこるかこるかこるか、、、、そのそのそのその構構構構造造造造をををを考考考考えるというのとえるというのとえるというのとえるというのと、、、、まずはまずはまずはまずは低低低低学年学年学年学年、、、、小小小小学学学学校校校校 4 年生年生年生年生ぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまで、、、、気気気気づきですづきですづきですづきですねねねね。。。。どうしてこどうしてこどうしてこどうしてこんんんんなになっているなになっているなになっているなになっているんだろんだろんだろんだろうううう。。。。すすすすごごごごいいいい。。。。えっえっえっえっ、、、、オタオタオタオタママママジャクシがジャクシがジャクシがジャクシがいないないないなくくくくなったなったなったなった。。。。自然自然自然自然とととと共共共共存存存存することのすることのすることのすることの意意意意味味味味をわかっていをわかっていをわかっていをわかっていくくくくわけですわけですわけですわけです。。。。 私私私私のののの世世世世代代代代――――――――といってもといってもといってもといっても、、、、ままままああああ、、、、何何何何となとなとなとなくくくく年年年年齢齢齢齢ををををごごごごまかしていますけれどもまかしていますけれどもまかしていますけれどもまかしていますけれども、、、、ままままだだだだ私私私私のののの小小小小学学学学校校校校時時時時代代代代まではまではまではまでは、、、、父父父父方方方方のののの実実実実家家家家からからからからメメメメンンンンヨウヨウヨウヨウのののの木木木木がががが送送送送られてきてられてきてられてきてられてきて、、、、それでそれでそれでそれで油抜油抜油抜油抜きをしきをしきをしきをし、、、、紡紡紡紡いでいでいでいで、、、、染染染染めてということをめてということをめてということをめてということを、、、、もうもうもうもう子供子供子供子供もももも一一一一緒緒緒緒ににににややややらなけれらなけれらなけれらなければばばばできなかったわけですできなかったわけですできなかったわけですできなかったわけですねねねね。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、北北北北海海海海道道道道ですからですからですからですから、、、、皆皆皆皆ささささんんんん、、、、－－－－30 度度度度ってってってって、、、、どれどれどれどれぐぐぐぐらいかわかりますからいかわかりますからいかわかりますからいかわかりますか？？？？    －－－－30 度度度度にににになるとなるとなるとなると、、、、学学学学校校校校はははは休休休休みですみですみですみです。。。。貧貧貧貧しかったしかったしかったしかったんんんんですですですですねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、－－－－20 度度度度のときはのときはのときはのときは、、、、ちちちちょょょょっとおっとおっとおっとおくくくくれてれてれてれて始始始始まるまるまるまるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そういうそういうそういうそういう中中中中でででで冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫がないときにがないときにがないときにがないときに、、、、食食食食べものはべものはべものはべものは、、、、おおおお野野野野菜菜菜菜はどはどはどはどうううう保存保存保存保存したでししたでししたでししたでしょょょょうかうかうかうか。。。。これこれこれこれ、、、、理理理理科科科科のののの先生先生先生先生にににに聞聞聞聞いてもいてもいてもいても、、、、だだだだれもわかれもわかれもわかれもわからないらないらないらないんんんんですですですですねねねね。。。。土土土土のののの中中中中にににに入入入入れるれるれるれるんんんんですですですですねねねね。。。。それがそれがそれがそれが一一一一番番番番いいわけですいいわけですいいわけですいいわけです。。。。土土土土がががが、、、、そこにそこにそこにそこに植植植植わっていたようにわっていたようにわっていたようにわっていたように入入入入れてれてれてれて、、、、そしてそしてそしてそして、、、、土土土土をををを盛盛盛盛りりりり、、、、雪雪雪雪をかけておをかけておをかけておをかけておくくくく。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると凍凍凍凍らないらないらないらないんんんんですですですですねねねね。。。。後後後後でででで考考考考えてみてえてみてえてみてえてみてくだくだくだくださいさいさいさい。。。。 そしてそしてそしてそして、、、、だんだんだんだんだんだんだんだんとととと生活生活生活生活がががが近近近近代代代代化化化化していしていしていしていくくくく中中中中でででで、、、、凍凍凍凍らせないためにらせないためにらせないためにらせないために北北北北海海海海道道道道でででで冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫がががが導導導導入入入入されましたされましたされましたされました。。。。皆皆皆皆ささささんんんんのとこのとこのとこのところろろろはははは冷冷冷冷ややややすためにすためにすためにすために冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫だだだだとととと思思思思ううううんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そうそうそうそうじゃじゃじゃじゃないわけですないわけですないわけですないわけですねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、私私私私はははは、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちにいにいにいにいくくくくらららら問問問問題題題題をををを教教教教えてもえてもえてもえても、、、、もうもうもうもう見通見通見通見通しししし、、、、暗暗暗暗いいいい、、、、もうもうもうもう嫌嫌嫌嫌だだだだとととと。。。。でででで、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちはははは知知知知っていますっていますっていますっています。。。。例例例例ええええばばばば、、、、地域地域地域地域でででで環境環境環境環境保全保全保全保全活動活動活動活動ををををややややっているっているっているっている子子子子供供供供ととととそうそうそうそうじゃじゃじゃじゃないないないない子供子供子供子供たたたたちちちちにににに調調調調査査査査をしましたをしましたをしましたをしました。。。。みみみみんんんんなななな、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化とかとかとかとか、、、、酸酸酸酸性性性性雨雨雨雨とかとかとかとか、、、、活動活動活動活動ししししていてもしていなていてもしていなていてもしていなていてもしていなくくくくてもてもてもても、、、、言言言言葉葉葉葉はははは知知知知っているっているっているっているんんんんですですですです。。。。でもでもでもでも、、、、もうもうもうもう、、、、それそれそれそれじゃじゃじゃじゃ未未未未来来来来はははは開開開開けなけなけなけないわけですいわけですいわけですいわけです。。。。ややややはりはりはりはり私私私私たたたたちちちちがこのがこのがこのがこの環境環境環境環境問問問問題題題題をををを解決解決解決解決していしていしていしていくくくくためにためにためにために、、、、どういうどういうどういうどういう原原原原理理理理とかとかとかとか、、、、そそそそういうものがういうものがういうものがういうものが科学的科学的科学的科学的にににに応応応応用用用用されているのかされているのかされているのかされているのか。。。。もしかするともしかするともしかするともしかすると「「「「small is beautiful」」」」のののの世界世界世界世界でででで、、、、ハハハハイテクをイテクをイテクをイテクを使使使使わなわなわなわなくくくくてもてもてもても解決解決解決解決できるかもしれないできるかもしれないできるかもしれないできるかもしれない。。。。先先先先ほほほほどどどど言言言言ったったったった土土土土のののの中中中中にににに入入入入れるというこれるというこれるというこれるということととと、、、、ああああるいはるいはるいはるいは土土土土にににに物物物物をををを戻戻戻戻すということもそうかもしれませすということもそうかもしれませすということもそうかもしれませすということもそうかもしれませんんんんねねねね。。。。そういったとこそういったとこそういったとこそういったところろろろをきをきをきをきちちちちんんんんとととと気気気気づいてづいてづいてづいて、、、、そしてそしてそしてそして必要必要必要必要なななな知知知知識識識識をををを、、、、ああああるいはるいはるいはるいは原原原原理理理理をををを自分自分自分自分たたたたちちちちでででで見見見見つつつつけけけけ出出出出すすすす、、、、そういうこそういうこそういうこそういうこともともともとも必要必要必要必要になってになってになってになってくくくくるのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 そしてそしてそしてそして、、、、ももももちろんちろんちろんちろん、、、、どういうどういうどういうどういう環境環境環境環境のとこのとこのとこのところろろろにににに住住住住みたいかということをみたいかということをみたいかということをみたいかということを評評評評価価価価できるというできるというできるというできるという
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こともこともこともことも大大大大事事事事ですですですですねねねね。。。。いいいいいいいいんんんんですですですですねねねね、、、、地球地球地球地球がががが汚染汚染汚染汚染してしてしてして、、、、人類人類人類人類がががが滅滅滅滅ぶぶぶぶというのもというのもというのもというのも、、、、そういうそういうそういうそういう地地地地球球球球をををを選選選選ぶぶぶぶのものものものも 1 つつつつのののの選選選選択択択択肢肢肢肢ではないでしではないでしではないでしではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。でもでもでもでも、、、、私私私私たたたたちやちやちやちやっっっっぱぱぱぱりきれいなりきれいなりきれいなりきれいな空気空気空気空気のとのとのとのとこここころろろろでででで、、、、そしておいしいものをいたそしておいしいものをいたそしておいしいものをいたそしておいしいものをいただだだだいていていていて、、、、健健健健康康康康にににに、、、、安全安全安全安全にににに、、、、安心安心安心安心にににに暮暮暮暮らしたいというのらしたいというのらしたいというのらしたいというのがががが共共共共通通通通のののの願願願願いいいいだだだだとととと思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。もうもうもうもう利利利利便性便性便性便性はこれはこれはこれはこれ以以以以上上上上ななななくくくくてもいいかもしれないというてもいいかもしれないというてもいいかもしれないというてもいいかもしれないというこここことをとをとをとを密密密密かにかにかにかに皆皆皆皆ささささんんんんもももも思思思思っているのかもしれませっているのかもしれませっているのかもしれませっているのかもしれませんんんん。。。。 しかししかししかししかし、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、それがそれがそれがそれが共有化共有化共有化共有化されているかというとされているかというとされているかというとされているかというと、、、、どうでしどうでしどうでしどうでしょょょょうかうかうかうか。。。。ままままだだだだ便便便便利利利利にといにといにといにというううう人人人人とととと、、、、いいいいやややや、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり健健健健康康康康でででで安全安全安全安全にににに暮暮暮暮らしたいということらしたいということらしたいということらしたいということ人人人人とととと。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、それでそれでそれでそれで敵敵敵敵対対対対するするするするのではなのではなのではなのではなくくくく、、、、どういったどういったどういったどういった生活生活生活生活がががが安全安全安全安全でででで安心安心安心安心なのかなのかなのかなのか、、、、もっともっともっともっと対対対対話話話話をををを繰繰繰繰りりりり返返返返すすすす必要必要必要必要ががががああああるかもるかもるかもるかもしれませしれませしれませしれませんんんんねねねね。。。。 ああああるいはるいはるいはるいは、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちはははは、、、、小小小小さなさなさなさな経経経経験験験験をををを紡紡紡紡いでいでいでいで、、、、自分自分自分自分なりのなりのなりのなりの物物物物語語語語をををを紡紡紡紡いでいいでいいでいいでいくくくく。。。。物物物物語語語語、、、、スススストーリーをトーリーをトーリーをトーリーをつくつくつくつくっていっていっていっていくくくく。。。。とことことこところろろろがががが、、、、今今今今のののの社会社会社会社会はははは、、、、そういうそういうそういうそういう未未未未来来来来をなかなかをなかなかをなかなかをなかなか見通見通見通見通すというすというすというすという力力力力がががが弱弱弱弱いのかなといのかなといのかなといのかなと。。。。ああああるいはるいはるいはるいは、、、、それがそれがそれがそれが受験受験受験受験エリートをエリートをエリートをエリートを育育育育ててててるというるというるというるというんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか、、、、偏偏偏偏差差差差値値値値教育教育教育教育でででで、、、、受験受験受験受験、、、、学力学力学力学力だだだだけがけがけがけが重重重重視視視視されるされるされるされる社会社会社会社会のののの中中中中でででで、、、、どうもおかしどうもおかしどうもおかしどうもおかしくくくくなってきているのではなってきているのではなってきているのではなってきているのではないかとないかとないかとないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、このこのこのこのベベベベオグラーオグラーオグラーオグラードドドド憲憲憲憲章章章章、、、、ああああるいはトるいはトるいはトるいはトビビビビリシでリシでリシでリシで似似似似たようなたようなたようなたような項項項項目目目目ががががああああるわけるわけるわけるわけですですですです。。。。トトトトビビビビリシのリシのリシのリシの場場場場合合合合はははは、、、、このこのこのこの 5つつつつのののの――――――――「「「「評評評評価価価価」」」」というのもというのもというのもというのも括括括括弧弧弧弧にににに入入入入っているっているっているっているんんんんですですですですねねねね。。。。いずれもいずれもいずれもいずれも参加参加参加参加型型型型、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちでででで実実実実践践践践するということですするということですするということですするということです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ギギギギリシャのテサロニリシャのテサロニリシャのテサロニリシャのテサロニキキキキでででで開開開開かれたかれたかれたかれた会議会議会議会議でででで、、、、環境環境環境環境とととと社会社会社会社会のののの開発開発開発開発をををを考考考考えたときにえたときにえたときにえたときに、、、、ままままああああ、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育をををを教育教育教育教育とととと言言言言ってもいってもいってもいってもいいといういといういといういという形形形形をここではをここではをここではをここでは提言提言提言提言しているしているしているしているんんんんですですですですねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、それがそれがそれがそれが持続可能持続可能持続可能持続可能なななな開発開発開発開発のためののためののためののための教教教教育育育育のののの 10 年年年年ににににつつつつながってきているということになりますながってきているということになりますながってきているということになりますながってきているということになります。。。。そのそのそのそのほほほほかかかか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろとととと国連国連国連国連などはなどはなどはなどはずっとずっとずっとずっとややややってきているわけですがってきているわけですがってきているわけですがってきているわけですが、、、、今今今今ここにここにここにここにああああるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。 そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、このこのこのこの流流流流れをれをれをれを考考考考えたときにえたときにえたときにえたときに、、、、私私私私はははは、、、、ななななぜぜぜぜ日日日日本本本本がこがこがこがこんんんんななななふふふふうになってきたかうになってきたかうになってきたかうになってきたかなとなとなとなと。。。。ほほほほかのかのかのかの国国国国とはとはとはとは気気気気候候候候・・・・風土風土風土風土等等等等もももも違違違違いますしいますしいますしいますし、、、、ななななぜぜぜぜ日日日日本本本本はははは緑緑緑緑豊豊豊豊かかかか――――――――ちちちちょょょょっとっとっとっと緑緑緑緑のののの質質質質はははは置置置置いておいていておいていておいていておいて。。。。今今今今、、、、山山山山もももも荒荒荒荒れてきていますけれどもれてきていますけれどもれてきていますけれどもれてきていますけれども、、、、どうしてみどうしてみどうしてみどうしてみんんんんなななな、、、、縄縄縄縄文文文文時時時時代代代代からからからから、、、、富富富富山山山山カカカカズズズズココココささささんんんんがががが「「「「森森森森はははは賑賑賑賑ややややかかかかだだだだったったったった」」」」とおっしとおっしとおっしとおっしゃゃゃゃっていますけれどもっていますけれどもっていますけれどもっていますけれども、、、、非非非非常常常常にににに、、、、例例例例ええええばばばば、、、、学学学学校校校校のののの森森森森ををををつくつくつくつくってもってもってもっても、、、、もうもうもうもう 5 年年年年、、、、10 年年年年たたたたつつつつとととと、、、、木木木木がががが密密密密集集集集しししし過過過過ぎぎぎぎちちちちゃゃゃゃってってってって、、、、逆逆逆逆にににに教教教教室室室室にににに風風風風がががが入入入入ってこないってこないってこないってこない。。。。でもでもでもでも、、、、環境環境環境環境保全保全保全保全、、、、緑緑緑緑をををを、、、、枝枝枝枝をををを切切切切るとクるとクるとクるとクレレレレームがームがームがームがつくつくつくつくというようなというようなというようなというような状況状況状況状況ももももああああるわけでするわけでするわけでするわけですねねねね。。。。 そういったそういったそういったそういった中中中中でででで、、、、1957 年年年年、、、、トオイトオイトオイトオイヨヨヨヨシオさシオさシオさシオさんんんんというというというという方方方方がががが、、、、高高高高度成度成度成度成長長長長期期期期のののの前前前前にににに、、、、地域地域地域地域をををを育育育育てるてるてるてる学力学力学力学力ををををつつつつけなけれけなけれけなけれけなければばばばいけないといけないといけないといけないと。。。。しかししかししかししかし、、、、どうもどうもどうもどうも私私私私たたたたちちちちはははは、、、、地域地域地域地域をををを捨捨捨捨てるてるてるてる学力学力学力学力ををををつつつつけけけけてきたのではないかてきたのではないかてきたのではないかてきたのではないか。。。。今今今今、、、、グローグローグローグローババババルルルル化化化化ということでということでということでということで、、、、ますますますますますますますます国際的国際的国際的国際的なななな視点視点視点視点というものというものというものというものがががが求求求求められていますけれどもめられていますけれどもめられていますけれどもめられていますけれども、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちのののの地域地域地域地域というものをというものをというものをというものを大大大大事事事事にしないにしないにしないにしない、、、、ああああるいはるいはるいはるいは自分自分自分自分たたたたちちちちのののの地域地域地域地域のののの仕仕仕仕組組組組みみみみ、、、、ああああるいはるいはるいはるいは風土風土風土風土性性性性というものをというものをというものをというものを理解理解理解理解しなかったらしなかったらしなかったらしなかったら、、、、ほほほほかのかのかのかの国国国国のののの風土風土風土風土・・・・文文文文化化化化というものをというものをというものをというものを理解理解理解理解できるでしできるでしできるでしできるでしょょょょうかうかうかうか。。。。そこのとこそこのとこそこのとこそこのところろろろをををを、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの「「「「1 人人人人のののの子子子子供供供供をををを育育育育てるのにてるのにてるのにてるのに 20 人人人人のののの大人大人大人大人がががが必要必要必要必要」、」、」、」、同同同同じじじじようなことようなことようなことようなことだだだだとととと思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。私私私私たたたたちちちちはははは、、、、地域地域地域地域をををを育育育育てるてるてるてる学力学力学力学力というものをというものをというものをというものを子供子供子供子供たたたたちちちちににににつつつつけなけれけなけれけなけれけなければばばば――――――――ももももちろんちろんちろんちろん、、、、大人大人大人大人もももも、、、、日日日日々々々々これはこれはこれはこれは学学学学習習習習していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけないのではないかといういけないのではないかといういけないのではないかといういけないのではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 それでそれでそれでそれで、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育、、、、ままままああああ、、、、どういうどういうどういうどういう要素要素要素要素ががががああああるのかるのかるのかるのか。。。。環境環境環境環境問問問問題題題題ににににつつつついていていていて、、、、ああああるいはるいはるいはるいは温暖温暖温暖温暖
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化化化化とかとかとかとか、、、、そういうことにそういうことにそういうことにそういうことにつつつついていていていて、「、「、「、「about」」」」ですですですですねねねね、、、、何何何何々々々々ににににつつつついていていていて知知知知るということはよるということはよるということはよるということはよくやくやくやくやられますられますられますられます。。。。ししししかしかしかしかし、、、、何何何何のためにのためにのためにのために地球地球地球地球がががが生生生生きききき延延延延びるびるびるびる、、、、人人人人がががが生生生生きききき延延延延びるびるびるびるんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。両両両両方生方生方生方生きききき延延延延びないといけないわけですびないといけないわけですびないといけないわけですびないといけないわけですねねねね。。。。そういったこともそういったこともそういったこともそういったことも考考考考えるえるえるえる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、体体体体験験験験型型型型でででで、、、、それかそれかそれかそれからららら何何何何々々々々をををを通通通通してしてしてして、「、「、「、「through」」」」というというというという概概概概念念念念ががががあああありますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれは、、、、欧欧欧欧米米米米にににに行行行行きますときますときますときますと、「、「、「、「hidden 

curriculum」」」」というというというという考考考考ええええ方方方方ががががああああるるるるんんんんですですですですねねねね。。。。威圧威圧威圧威圧的的的的なななな学学学学校校校校校校校校庭庭庭庭、、、、ああああるいはるいはるいはるいは学学学学校校校校空間空間空間空間のののの中中中中でででで子子子子供供供供たたたたちちちちはなかなかはなかなかはなかなかはなかなか大人大人大人大人にににに対対対対してもネしてもネしてもネしてもネガガガガテテテティィィィブになるブになるブになるブになる、、、、ああああるいはるいはるいはるいは子供子供子供子供のののの攻撃性攻撃性攻撃性攻撃性をををを増増増増すようなすようなすようなすような空間空間空間空間づづづづくくくくりですりですりですりですねねねね。。。。ますますますますますますますます日日日日本本本本はははは今今今今そういったそういったそういったそういった傾傾傾傾向向向向ににににああああるのではないでしるのではないでしるのではないでしるのではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。大人大人大人大人だだだだってってってって、、、、いいいいややややししししのののの空間空間空間空間といってといってといってといって、、、、森森森森のののの中中中中にににに、、、、ああああるいはおるいはおるいはおるいはお年年年年寄寄寄寄りのりのりのりの方方方方がががが金沢金沢金沢金沢のののの森森森森のののの学学学学校校校校にににに来来来来ていていていていややややされるとされるとされるとされると同同同同じじじじようにようにようにように、、、、私私私私たたたたちちちちもそういったことがもそういったことがもそういったことがもそういったことが求求求求められてきているのではないかめられてきているのではないかめられてきているのではないかめられてきているのではないかとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 野野野野田正田正田正田正彰彰彰彰ささささんんんんというというというという、、、、精精精精神神神神科科科科医医医医のののの方方方方がががが、、、、使使使使いいいい捨捨捨捨ててててカカカカメメメメラでラでラでラで、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちにににに好好好好きなこときなこときなこときなこと、、、、嫌嫌嫌嫌いなことということでいなことということでいなことということでいなことということで、、、、生活生活生活生活のののの 1日日日日をををを撮撮撮撮ってもらったってもらったってもらったってもらった写写写写真真真真ががががあああありましたりましたりましたりました。。。。私私私私もそのもそのもそのもその手法手法手法手法をををを、、、、野野野野田正田正田正田正彰彰彰彰ささささんんんんもももも加加加加わったわったわったわった研究会研究会研究会研究会でででで３３３３年年年年間間間間一一一一緒緒緒緒にににに勉勉勉勉強強強強しましたのでしましたのでしましたのでしましたので。。。。そのそのそのその賞賞賞賞をををを取取取取ったこともったこともったこともったこともああああるるるるんんんんですがですがですがですが、、、、野野野野田田田田ささささんんんんがががが取取取取ったったったった中中中中でででで、、、、中中中中学生学生学生学生のののの 1 日日日日のののの生活生活生活生活。。。。全部全部全部全部、、、、自分自分自分自分のののの勉勉勉勉強強強強部部部部屋屋屋屋のののの物物物物をををを撮撮撮撮っているっているっているっているんんんんですですですですねねねね。。。。電電電電気気気気、、、、ポポポポススススターターターター、、、、物物物物しかしかしかしか撮撮撮撮っていないっていないっていないっていない。。。。人人人人がががが映映映映っていないっていないっていないっていないんんんんですですですですねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、最後最後最後最後のののの 1 枚枚枚枚はははは、、、、机机机机のののの前前前前にいすににいすににいすににいすに丸丸丸丸くくくくなっているなっているなっているなっている猫猫猫猫のののの写写写写真真真真がががが 1 枚枚枚枚あああありましたりましたりましたりました。。。。私私私私はははは、、、、そのときそのときそのときそのとき、、、、ああああ、、、、このこのこのこの猫猫猫猫はこのはこのはこのはこの中中中中学生学生学生学生のののの投投投投影影影影でないかなとでないかなとでないかなとでないかなと思思思思ってってってって見見見見たたたたんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、まさにそのとおりのことがまさにそのとおりのことがまさにそのとおりのことがまさにそのとおりのことが書書書書いていていていてああああるるるるんんんんですですですですねねねね。。。。1日日日日のののの時間時間時間時間のことでのことでのことでのことで書書書書いてもらったいてもらったいてもらったいてもらったんんんんですですですですがががが、、、、そのそのそのその彼彼彼彼がががが書書書書くくくくにはにはにはには、「、「、「、「日日日日曜曜曜曜日日日日、、、、午午午午前前前前中中中中 2時間時間時間時間、、、、勉勉勉勉強強強強。。。。午午午午後後後後からからからから自自自自由由由由時間時間時間時間。。。。つつつつらいらいらいらい」」」」とととと書書書書いていていていてああああるるるるんんんんですですですですねねねね。。。。 でででで、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちはははは、、、、私私私私はははは同同同同じじじじようなようなようなような手法手法手法手法ででででややややはりはりはりはりややややってみましたってみましたってみましたってみました。。。。東京東京東京東京とととと北北北北海海海海道道道道とととと北北北北陸陸陸陸、、、、伝伝伝伝統統統統的的的的なななな生活生活生活生活がががが残残残残っているとこっているとこっているとこっているところろろろとととと、、、、そのそのそのその 3 地域地域地域地域ででででややややってもらったってもらったってもらったってもらったんんんんですですですですねねねね。。。。子供子供子供子供たたたたちちちちのののの嫌嫌嫌嫌いないないないな空間空間空間空間、、、、皆皆皆皆ささささんんんんのののの席席席席からからからから黒板黒板黒板黒板ののののほほほほうですうですうですうですねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、好好好好きなとこきなとこきなとこきなところろろろはははは、、、、同同同同じじじじ教教教教室室室室のののの友友友友だちだちだちだちのいるのいるのいるのいる空間空間空間空間ななななんんんんですですですですねねねね。。。。これはこれはこれはこれは、、、、藤沢藤沢藤沢藤沢市市市市ささささんんんんがががが、、、、5 年年年年ごごごごとにとにとにとに調調調調査査査査をしていますをしていますをしていますをしています。。。。そこでそこでそこでそこでもももも言言言言っているわけですけれどもっているわけですけれどもっているわけですけれどもっているわけですけれども、、、、勉勉勉勉強強強強はははは嫌嫌嫌嫌いないないないなんんんんですですですですねねねね。。。。だだだだけどけどけどけど、、、、学学学学校校校校はははは好好好好きですきですきですきです。。。。学学学学校校校校がががが好好好好ききききだだだだからからからから行行行行くくくく。。。。そういったことがそういったことがそういったことがそういったことが 1 番番番番目目目目にににに書書書書いていていていてああああるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。勉勉勉勉強強強強はははは嫌嫌嫌嫌いといといといと。。。。これこれこれこれはははは不思不思不思不思議議議議なななな現現現現象象象象ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、しかししかししかししかし、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、もっともっともっともっと学学学学校校校校はははは好好好好きというきというきというきという、、、、ややややはりはりはりはり子供子供子供子供たたたたちちちちはははは人人人人とのとのとのとのつつつつながりをながりをながりをながりを求求求求めているめているめているめているんんんんですですですですねねねね。。。。ももももちろんちろんちろんちろん、、、、人人人人間間間間ですからですからですからですから、、、、いいいいろんろんろんろんなななな考考考考ええええ方方方方、、、、価値価値価値価値観観観観ががががああああるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。ですからですからですからですから、、、、学学学学校校校校にににに地域地域地域地域のののの大人大人大人大人がががが入入入入ってってってってくくくくるということはるということはるということはるということは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり自分自分自分自分とととと相相相相性性性性のののの合合合合うううう人人人人をををを見見見見つつつつけるけるけるけるんんんんですですですですねねねね。。。。とてもとてもとてもとても子供子供子供子供ってってってって、、、、うまいなとうまいなとうまいなとうまいなと思思思思ううううんんんんでででですすすすねねねね。。。。それからそれからそれからそれから、、、、子供子供子供子供のののの考考考考えのえのえのえの道道道道筋筋筋筋だだだだってってってって、、、、こうこうこうこう行行行行くくくく子子子子もいれもいれもいれもいればばばば、、、、こうこうこうこう行行行行くくくく子子子子もいるしもいるしもいるしもいるし、、、、いいいいろんろんろんろんなななな生生生生きききき方方方方ががががああああるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。地域地域地域地域のののの大人大人大人大人とかかわるということはとかかわるということはとかかわるということはとかかわるということは、、、、そういうこともそういうこともそういうこともそういうことも学学学学習習習習できるということなできるということなできるということなできるということなんんんんですですですですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、私私私私はははは、、、、もっともっともっともっと地域地域地域地域にににに開開開開かれたかれたかれたかれた――――――――ですからですからですからですから、、、、環境学環境学環境学環境学習習習習ををををややややっていっていっていっていくくくくときにときにときにときに、、、、ともにともにともにともに、「、「、「、「with」」」」ですですですですねねねね、、、、そしてそしてそしてそして、、、、欧欧欧欧米米米米ではではではでは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり威圧威圧威圧威圧的的的的なななな空間空間空間空間ではではではでは子供子供子供子供たたたたちちちちにネにネにネにネガガガガテテテティィィィブなブなブなブな感感感感情情情情をををを持持持持たせるということでたせるということでたせるということでたせるということで、「、「、「、「いきなりいきなりいきなりいきなり学学学学校校校校空間空間空間空間をををを変変変変えようえようえようえよう」」」」はできませはできませはできませはできませんんんんねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、校校校校庭庭庭庭をををを身近身近身近身近なななな環境環境環境環境としてとしてとしてとして、、、、校校校校庭改庭改庭改庭改善善善善をををを通通通通してしてしてして学学学学ぶぶぶぶ。。。。デデデデザザザザインによってインによってインによってインによって学学学学ぶぶぶぶ。。。。 ううううちちちちのののの附属附属附属附属のののの学学学学校校校校でもでもでもでも、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、卒卒卒卒業業業業式式式式にににに記記記記念念念念写写写写真真真真をををを撮撮撮撮るときるときるときるとき、、、、どこがいいかなというこどこがいいかなというこどこがいいかなというこどこがいいかなというこ
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とでとでとでとで、、、、学学学学校校校校のののの中中中中ををををウウウウォッォッォッォッチチチチングしてングしてングしてングして、、、、写写写写真真真真をををを撮撮撮撮るるるる場所場所場所場所。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、門門門門はははは嫌嫌嫌嫌ななななんんんんですですですですねねねね。。。。だだだだけどけどけどけど、、、、おおおお花花花花畑畑畑畑とかとかとかとか、、、、緑緑緑緑ののののああああるとこるとこるとこるところろろろでででで写写写写真真真真をををを撮撮撮撮りたいりたいりたいりたい。。。。でもでもでもでも、、、、もうもうもうもうちちちちょょょょっとっとっとっと手手手手入入入入れするれするれするれするとよとよとよとよくくくくなるなるなるなる。。。。しかししかししかししかし、、、、大学大学大学大学からおからおからおからお金金金金がががが来来来来ないためにできなかったわけですけれどもないためにできなかったわけですけれどもないためにできなかったわけですけれどもないためにできなかったわけですけれども、、、、ままままああああ、、、、そういったデそういったデそういったデそういったデザザザザインにインにインにインによってよってよってよって。。。。それでそれでそれでそれで、、、、こういったおこういったおこういったおこういったお話話話話をををを、、、、校長校長校長校長先生先生先生先生のおのおのおのお集集集集まりのときにまりのときにまりのときにまりのときに申申申申しししし上上上上げげげげましたらましたらましたらましたら、、、、今今今今子供子供子供子供たたたたちちちちのののの数数数数がががが減減減減ってきてってきてってきてってきて、、、、空空空空きききき教教教教室室室室がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいいいいああああるるるるんんんんですですですですねねねね。。。。じじじじゃゃゃゃ、、、、学学学学校校校校にににに来来来来れないれないれないれない子供子供子供子供たたたたちちちちにににに、、、、自分自分自分自分ののののママママイクラスルームをデイクラスルームをデイクラスルームをデイクラスルームをデザザザザインしようというとこインしようというとこインしようというとこインしようというところろろろからからからから始始始始まってもいいまってもいいまってもいいまってもいいんんんんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。いきなりいきなりいきなりいきなり授授授授業業業業ををををややややるのではなるのではなるのではなるのではなくくくく、、、、ググググレレレレーのーのーのーの机机机机とかとかとかとか、、、、相相相相談談談談部部部部のためのグのためのグのためのグのためのグレレレレーのーのーのーの机机机机ではなではなではなではなくくくく。。。。そういったそういったそういったそういった、、、、一一一一緒緒緒緒にデにデにデにデザザザザインすることによってインすることによってインすることによってインすることによって、、、、自分自分自分自分のののの未未未未来来来来もももも少少少少しししし考考考考えられるようになっていえられるようになっていえられるようになっていえられるようになっていくくくくというというというという、、、、そういったことがそういったことがそういったことがそういったことが環境環境環境環境教育教育教育教育のののの要素要素要素要素になになになになっていっていっていっていくくくくわけですわけですわけですわけです。。。。 そういうそういうそういうそういう中中中中にににに、、、、どういうどういうどういうどういう能力能力能力能力ををををつつつつけけけけるかということでるかということでるかということでるかということで、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげましたイましたイましたイましたイママママジネジネジネジネーションーションーションーション、、、、ああああるいはクリエイテるいはクリエイテるいはクリエイテるいはクリエイティビィビィビィビテテテティィィィというものをというものをというものをというものをつつつつけるけるけるける。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのそのほほほほかにかにかにかに、、、、問問問問題題題題解決解決解決解決能力能力能力能力、、、、ああああるいはるいはるいはるいは推推推推理理理理的能力的能力的能力的能力、、、、情情情情報報報報をををを知知知知るるるる能力能力能力能力、、、、ココココミミミミュュュュニニニニケケケケーションーションーションーション能力能力能力能力、、、、環境環境環境環境をををを調調調調査査査査したりしたりしたりしたり評評評評価価価価するするするする能力能力能力能力。。。。非非非非常常常常にににに金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校校校のおのおのおのお子子子子ささささんんんんたたたたちちちちはははは、、、、ほほほほんんんんとうにオープンなとうにオープンなとうにオープンなとうにオープンなんんんんですですですですねねねね。。。。そしてそしてそしてそして大人大人大人大人にもにもにもにも積極的積極的積極的積極的にににに意見意見意見意見をををを言言言言うううう。。。。外外外外国国国国のののの方方方方をおをおをおをお呼呼呼呼びしてもびしてもびしてもびしても――――――――ままままああああ、、、、校長校長校長校長先生先生先生先生がががが、、、、初初初初めからめからめからめからちちちちゃゃゃゃんんんんとととと、、、、どういうどういうどういうどういう方方方方がおがおがおがお見見見見えになりますかというえになりますかというえになりますかというえになりますかという名名名名前前前前をををを知知知知らせるようになってらせるようになってらせるようになってらせるようになっているのでいるのでいるのでいるので、、、、そこでそこでそこでそこで名名名名前前前前をををを知知知知らせるとらせるとらせるとらせると、、、、みみみみんんんんなななな子供子供子供子供たたたたちちちちはこうはこうはこうはこうややややってってってって……………………。。。。それからそれからそれからそれから、、、、書道書道書道書道のクラスをのクラスをのクラスをのクラスを見見見見たときにたときにたときにたときに、、、、イイイイギギギギリスリスリスリス人人人人のののの方方方方がががが、、、、このこのこのこの書道書道書道書道をををを、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちのがのがのがのが欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと言言言言ったとったとったとったときにきにきにきに、、、、私私私私がクラスのがクラスのがクラスのがクラスの子供子供子供子供たたたたちちちちにににに聞聞聞聞いたいたいたいたんんんんですですですですねねねね。「。「。「。「だだだだれのをれのをれのをれのをあげあげあげあげたらいいかなたらいいかなたらいいかなたらいいかな」」」」ってってってって聞聞聞聞いたいたいたいたらららら、、、、みみみみんんんんなでなでなでなで相相相相談談談談してしてしてして、「、「、「、「何何何何々々々々ちちちちゃゃゃゃんんんんのがいいですのがいいですのがいいですのがいいです」」」」ってってってって、、、、ちちちちゃゃゃゃんんんんとととと言言言言ってってってってくくくくれるれるれるれる。。。。おおおお互互互互いいいいにいいとこにいいとこにいいとこにいいところろろろをををを認認認認めめめめ合合合合うといううといううといううという関係関係関係関係性性性性がががが、、、、金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校校校ささささんんんんのののの場場場場合合合合、、、、できていてできていてできていてできていて、、、、すすすすばばばばらしらしらしらしいなといなといなといなと。。。。それからそれからそれからそれから、、、、多多多多分先生分先生分先生分先生たたたたちちちちもももも、、、、ききききょょょょうはうはうはうは子供子供子供子供がががが調調調調子子子子悪悪悪悪いなといなといなといなと思思思思ったときにったときにったときにったときに、、、、多多多多分分分分ああああのののの音楽音楽音楽音楽をををを歌歌歌歌ううううんだんだんだんだとととと思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、それでそれでそれでそれで先生先生先生先生はきはきはきはきちんちんちんちんとととと頭頭頭頭のののの中中中中でででで、「、「、「、「ああああ、、、、ここここのののの子子子子はきはきはきはきょょょょうはうはうはうはちちちちょょょょっとっとっとっと動動動動きがきがきがきが鈍鈍鈍鈍いないないないな。。。。でもでもでもでも、、、、このこのこのこの子子子子ははははちちちちゃゃゃゃんんんんとととと活発活発活発活発ににににややややっているなっているなっているなっているな」」」」とととと。。。。そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを見見見見ながらながらながらながら声声声声かけをかけをかけをかけを――――――――先生先生先生先生はははは、、、、フフフファァァァシリテーターとしてのシリテーターとしてのシリテーターとしてのシリテーターとしての役役役役割割割割もももも持持持持っていっていっていっていますますますますねねねね。。。。そのそのそのその子子子子のののの持持持持っているものをっているものをっているものをっているものを引引引引きききき出出出出すわけですからすわけですからすわけですからすわけですから、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、そういうそういうそういうそういう声声声声がけをがけをがけをがけを先生先生先生先生たたたたちちちちがするというがするというがするというがするという役役役役割割割割ももももあああありますからりますからりますからりますから、、、、とてもすとてもすとてもすとてもすばばばばらしいらしいらしいらしい。。。。 そしてそしてそしてそして、、、、そこにそこにそこにそこに、、、、４４４４））））のとこのとこのとこのところろろろにににに、、、、いいいいろんろんろんろんなななな関関関関心意心意心意心意欲欲欲欲というのもというのもというのもというのもあああありますりますりますります。。。。主体的主体的主体的主体的にににに考考考考えていえていえていえていくくくく。。。。ああああるいはるいはるいはるいは、、、、他他他他人人人人のののの信念信念信念信念、、、、意見意見意見意見にににに対対対対するするするする寛寛寛寛容容容容さということもさということもさということもさということも大大大大事事事事ななななんんんんですですですですねねねね。。。。そそそそしてしてしてして、、、、総合的総合的総合的総合的なななな時間時間時間時間ができたということはができたということはができたということはができたということは、、、、そこのそこのそこのそこの５５５５））））ににににあああありますようにりますようにりますようにりますように、「、「、「、「何何何何をををを学学学学ぶぶぶぶ」」」」かかかからららら「「「「どうどうどうどう学学学学ぶぶぶぶかかかか」」」」へというとこへというとこへというとこへというところろろろにににに変変変変革革革革するということでするということでするということでするということで、、、、知知知知識識識識伝伝伝伝達達達達型型型型のののの教育教育教育教育観観観観からからからから、、、、探探探探究究究究・・・・創創創創出出出出・・・・表現型表現型表現型表現型のののの教育教育教育教育にににに変変変変えるということでえるということでえるということでえるということで、、、、今今今今始始始始まっているわけですまっているわけですまっているわけですまっているわけです。。。。 そしてそしてそしてそして、、、、そういったそういったそういったそういった学学学学びによってびによってびによってびによって、、、、生生生生涯涯涯涯にわたってにわたってにわたってにわたって学学学学びびびび続続続続けるけるけるける主体的主体的主体的主体的なななな能力能力能力能力をををを育育育育成成成成してしてしてしていいいいくくくく。。。。ですからですからですからですから、、、、ききききょょょょうはうはうはうは学学学学校校校校のののの先生先生先生先生だだだだけではなけではなけではなけではなくくくく、、、、板橋板橋板橋板橋のののの環境行動会議環境行動会議環境行動会議環境行動会議のののの方方方方たたたたちちちちもいらもいらもいらもいらっしっしっしっしゃゃゃゃるるるる。。。。単単単単にににに知知知知ることることることることだだだだけをけをけをけを学学学学ぶぶぶぶのではなのではなのではなのではなくくくく、、、、人人人人間間間間としてなすべきこともいとしてなすべきこともいとしてなすべきこともいとしてなすべきこともいろんろんろんろんなななな方方方方かかかからかかわりらかかわりらかかわりらかかわり、、、、つつつつながりをながりをながりをながりを通通通通してしてしてして学学学学ぶぶぶぶ。。。。そしてそしてそしてそして、、、、私私私私たたたたちちちちはははは 1 人人人人でででで生生生生きていかれませきていかれませきていかれませきていかれませんんんん。。。。ともともともともにににに生生生生きるきるきるきる。。。。そしてそしてそしてそして人人人人間間間間としてとしてとしてとして生生生生きていきていきていきていくくくくことをことをことをことを学学学学ぶぶぶぶのではないかとのではないかとのではないかとのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 たたたただだだだ、、、、先先先先ほほほほどどどどちちちちょょょょっとっとっとっと子供子供子供子供のののの事例事例事例事例をををを挙挙挙挙げげげげましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、私私私私はははは、、、、ややややはりはりはりはり 80 年年年年前後前後前後前後からからからから生生生生
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まれてきたまれてきたまれてきたまれてきた子供子供子供子供たたたたちちちちがががが、、、、どうもどうもどうもどうも、、、、それはそれはそれはそれはああああるるるる教育教育教育教育哲哲哲哲学学学学のののの先生先生先生先生もそうおっしもそうおっしもそうおっしもそうおっしゃゃゃゃっているっているっているっているんんんんでででですがすがすがすが、、、、浮浮浮浮遊遊遊遊するするするする子供子供子供子供たたたたちちちち。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり、、、、どこかどこかどこかどこか根根根根っこがっこがっこがっこが危危危危ういなというういなというういなというういなという、、、、大地大地大地大地にににに足足足足ををををつつつつけてけてけてけていないといういないといういないといういないというんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。とりとりとりとりああああえずもうえずもうえずもうえずもう、、、、情情情情報報報報のののの洪洪洪洪水水水水にににに溺溺溺溺れているれているれているれている。。。。しかししかししかししかし、、、、多多多多分分分分、、、、携携携携帯帯帯帯ででででメメメメールをールをールをールをややややったりなったりなったりなったりなんんんんかするのもかするのもかするのもかするのも、、、、多多多多分分分分つつつつながりをながりをながりをながりを求求求求めているとめているとめているとめていると思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、ああああのののの言言言言葉葉葉葉がががが通通通通じじじじないないないないんんんんですですですですねねねね。。。。 我我我我々々々々もももも、、、、最近最近最近最近はははは大学大学大学大学教教教教科科科科もももも、、、、メメメメールールールールだだだだけではけではけではけではもうどうももうどうももうどうももうどうも限限限限界界界界ががががああああるるるる。。。。情情情情報報報報ををををややややりとりすりとりすりとりすりとりするるるる。。。。誤誤誤誤解解解解もももも生生生生むしというむしというむしというむしという。。。。幾幾幾幾つつつつかのかのかのかのメメメメーリングリストにーリングリストにーリングリストにーリングリストに入入入入っていますけれどもっていますけれどもっていますけれどもっていますけれども、、、、それをそれをそれをそれを見見見見ておりますとておりますとておりますとておりますと、、、、ややややはりはりはりはり傷傷傷傷つつつつけけけけ合合合合うううう言言言言葉葉葉葉ののののややややりとりかなともりとりかなともりとりかなともりとりかなとも思思思思ったりったりったりったり、、、、私私私私がががが、、、、大学大学大学大学ののののああああるるるる施施施施設設設設長長長長ををををややややっておりましたときにっておりましたときにっておりましたときにっておりましたときに、、、、家家家家出出出出したしたしたした中中中中学生学生学生学生のののの女女女女のののの子子子子とととと高高高高校校校校生生生生のののの捜索捜索捜索捜索のためにのためにのためにのために、、、、どうどうどうどうもうもうもうもうちちちちののののメメメメーリングリストでーリングリストでーリングリストでーリングリストで情情情情報報報報をををを書書書書いているいているいているいているんんんんじゃじゃじゃじゃないかということでないかということでないかということでないかということで、、、、どこでどこでどこでどこで書書書書いていていていているかということをいるかということをいるかということをいるかということを調調調調べてべてべてべてくくくくれというのがれというのがれというのがれというのが来来来来てててて、、、、ままままああああ、、、、それもそれもそれもそれも、、、、ああああるるるる県県県県だだだだけはわかったわけはわかったわけはわかったわけはわかったわけですけですけですけですねねねね。。。。それそれそれそれ以以以以上上上上はわかっていてもはわかっていてもはわかっていてもはわかっていても言言言言わないというわないというわないというわないという形形形形でででで出出出出しましたけれどもしましたけれどもしましたけれどもしましたけれども、、、、ややややはりはりはりはり簡簡簡簡単単単単にににに表現表現表現表現していしていしていしていくくくくというというというという、、、、言言言言葉葉葉葉にににに重重重重みがないというみがないというみがないというみがないというんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうかねねねね。。。。そこのとこそこのとこそこのとこそこのところろろろをどうをどうをどうをどう私私私私たたたたちちちちがががが対対対対応応応応していしていしていしていくくくくかかかか。。。。特特特特にににに子供子供子供子供たたたたちちちちはははは、、、、ややややはりはりはりはり未未未未来来来来がががが見見見見えるということはえるということはえるということはえるということは、、、、小小小小さなスさなスさなスさなストーリーをトーリーをトーリーをトーリーを紡紡紡紡いでいでいでいで、、、、そしてまたいそしてまたいそしてまたいそしてまたいろんろんろんろんなななな経経経経験験験験をををを、、、、環境学環境学環境学環境学習習習習のののの中中中中でででで経経経経験験験験をををを積積積積むことがむことがむことがむことが、、、、ややややははははりそのりそのりそのりその経経経経験験験験とととと学学学学んだんだんだんだことことことこと、、、、大人大人大人大人とのかかわりでとのかかわりでとのかかわりでとのかかわりで、、、、またまたまたまた次次次次のストーリーをのストーリーをのストーリーをのストーリーを編編編編みみみみ出出出出していしていしていしていくくくく、、、、紡紡紡紡ぎぎぎぎ出出出出していしていしていしていくくくくわけですわけですわけですわけです。。。。そこがそこがそこがそこが今今今今、、、、どうもしづらいどうもしづらいどうもしづらいどうもしづらい環境環境環境環境ににににああああるのでるのでるのでるので、、、、環境学環境学環境学環境学習習習習ををををややややってってってっていいいいくくくくということはということはということはということは、、、、そういうそういうそういうそういう要素要素要素要素ががががああああるのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 じゃじゃじゃじゃ、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと事例事例事例事例をおをおをおをお話話話話ししますししますししますしします。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと待待待待ってってってってくだくだくだくださいさいさいさいねねねね。。。。実実実実はははは、、、、このこのこのこの猫猫猫猫ちちちちゃゃゃゃんんんんのののの絵絵絵絵はははは、、、、金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校校校ささささんんんんのののの絵絵絵絵ななななんんんんですですですですねねねね。。。。学学学学校校校校訪問訪問訪問訪問をしたときにをしたときにをしたときにをしたときに、、、、これこれこれこれ、、、、4 年生年生年生年生のののの絵絵絵絵ななななんんんんでででですがすがすがすが、、、、とてもとてもとてもとても夢夢夢夢ののののああああるるるる絵絵絵絵なのでなのでなのでなので、、、、こっそりこっそりこっそりこっそりちちちちょょょょっとっとっとっと写写写写真真真真にににに焼焼焼焼いていていていて使使使使わせていたわせていたわせていたわせていただだだだいているいているいているいているんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、これはこれはこれはこれは、、、、環境環境環境環境省省省省でででで、、、、これからのこれからのこれからのこれからの環境環境環境環境教育教育教育教育・・・・環境学環境学環境学環境学習習習習、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを目指目指目指目指してしてしてして、、、、私私私私がががが小委員長小委員長小委員長小委員長でまとめさせていたでまとめさせていたでまとめさせていたでまとめさせていただだだだいたものでいたものでいたものでいたもので、、、、これはこれはこれはこれは卵卵卵卵のパックにのパックにのパックにのパックに地球地球地球地球がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろとととと入入入入っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。汚汚汚汚れたれたれたれた地球地球地球地球をををを選選選選ぶぶぶぶのかのかのかのか、、、、きれいなきれいなきれいなきれいな地球地球地球地球をををを選選選選ぶぶぶぶのかというこのかというこのかというこのかということがとがとがとが、、、、まとめてまとめてまとめてまとめてああああるるるる、、、、表表表表紙紙紙紙だだだだけでけでけでけでぱぱぱぱっとわかるようにということでっとわかるようにということでっとわかるようにということでっとわかるようにということで。。。。こういったこういったこういったこういった議議議議論論論論もももも、、、、まずまずまずまず 1つつつつのののの、、、、1枚枚枚枚のののの絵絵絵絵からでもからでもからでもからでも、、、、学学学学びはびはびはびは発展発展発展発展していしていしていしていくくくくわけですわけですわけですわけですねねねね。。。。 そしてそしてそしてそして、、、、これはこれはこれはこれは、、、、環境環境環境環境省省省省がががが、、、、環境学環境学環境学環境学習習習習ということでということでということでということで、、、、1999 年年年年からずっとからずっとからずっとからずっと出出出出していたしていたしていたしていた、、、、ここここれはれはれはれは廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のことにのことにのことにのことにつつつついていていていて出出出出したものですしたものですしたものですしたものです。。。。今今今今、、、、これをこれをこれをこれを CD-ROM にまとめておりますのでにまとめておりますのでにまとめておりますのでにまとめておりますので、、、、全小全小全小全小・・・・中中中中学学学学校校校校、、、、自治体自治体自治体自治体にににに CD-ROM でおでおでおでお渡渡渡渡しできるのではないかしできるのではないかしできるのではないかしできるのではないか。。。。今今今今までまでまでまで、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物、、、、水水水水、、、、大大大大気気気気、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろととととややややってきましたってきましたってきましたってきました。。。。町町町町のののの学学学学習習習習ももももややややっていますのでっていますのでっていますのでっていますので、、、、それがもうすそれがもうすそれがもうすそれがもうすぐぐぐぐ出出出出るるるる予予予予定定定定でおりますでおりますでおりますでおります。。。。 そしてそしてそしてそして、、、、これはこれはこれはこれは、、、、杉杉杉杉並並並並区区区区のののの小小小小学学学学校校校校のののの事例事例事例事例ななななんんんんですですですですねねねね。。。。このこのこのこの事例事例事例事例はははは、、、、ここのここのここのここの学学学学校校校校はははは、、、、公公公公園園園園とととと小小小小学学学学校校校校がががが隣隣隣隣接接接接しているしているしているしているんんんんですですですです。。。。もともとはもともとはもともとはもともとは環環環環八沿八沿八沿八沿いのいのいのいの小小小小学学学学校校校校だだだだったったったったんんんんですがですがですがですが、、、、子供子供子供子供へのへのへのへの影響影響影響影響ががががああああるということでるということでるということでるということで、、、、国国国国のののの研究研究研究研究機機機機関関関関がががが筑波筑波筑波筑波にににに移移移移転転転転したしたしたした跡跡跡跡地地地地をををを公公公公園園園園とととと学学学学校校校校にしたわけでにしたわけでにしたわけでにしたわけですすすす。。。。住住住住民民民民参加参加参加参加型型型型でででで公公公公園園園園ををををつくつくつくつくりりりり、、、、塀塀塀塀がないがないがないがない学学学学校校校校ななななんんんんですですですですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、畑畑畑畑ももももああああるというこるというこるというこるということでとでとでとで、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちはははは、、、、5日制日制日制日制がががが完完完完全全全全にににに始始始始まるまるまるまる前前前前のののの隔隔隔隔週週週週のののの授授授授業業業業ののののああああるるるる土土土土曜曜曜曜日日日日にににに、、、、クリーンクリーンクリーンクリーン大大大大作作作作戦戦戦戦ををををややややっていたっていたっていたっていたんんんんですですですですねねねね。。。。とことことこところろろろがががが、、、、大人大人大人大人ががががポポポポイイイイ捨捨捨捨てするのでてするのでてするのでてするので、、、、いいいいくくくくららららややややってもってもってもっても、、、、2週週週週間間間間にににに 1回回回回ややややってもってもってもっても、、、、ごごごごみはみはみはみは集集集集まるわけですまるわけですまるわけですまるわけですねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちはははは、、、、ああああまりにもまりにもまりにもまりにもごごごごみのみのみのみの量量量量がががが多多多多いいいい
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のでのでのでので、「、「、「、「昔昔昔昔はどうしていたはどうしていたはどうしていたはどうしていたんだんだんだんだ？？？？」」」」というというというという質質質質問問問問がががが、、、、素素素素朴朴朴朴なななな疑疑疑疑問問問問がががが子供子供子供子供たたたたちちちちからわきからわきからわきからわき起起起起こったこったこったこったんんんんですですですですねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちはははは、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、地域地域地域地域のおのおのおのお年年年年寄寄寄寄りにりにりにりに昔昔昔昔はどうしていたのかはどうしていたのかはどうしていたのかはどうしていたのか聞聞聞聞いたらいたらいたらいたらどうどうどうどうだろだろだろだろうということからうということからうということからうということから、、、、昔昔昔昔はははは土土土土にににに戻戻戻戻していたというしていたというしていたというしていたという話話話話をををを聞聞聞聞いていていていて、、、、それでそれでそれでそれで、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル協会協会協会協会のののの方方方方のアのアのアのアドバドバドバドバイスでイスでイスでイスで、、、、排排排排水水水水孔孔孔孔にそれにそれにそれにそれぞぞぞぞれのれのれのれの思思思思ったものったものったものったもの、、、、ババババナナをナナをナナをナナを食食食食べてべてべてべて皮皮皮皮をををを入入入入れてみれてみれてみれてみるとかるとかるとかるとか、、、、プリンをプリンをプリンをプリンを半半半半分分分分食食食食べてべてべてべて容器容器容器容器ごごごごとととと入入入入れてみるとかれてみるとかれてみるとかれてみるとか、、、、タタタタママママネネネネギギギギ、、、、ナナナナガガガガネネネネギギギギをををを入入入入れてみるれてみるれてみるれてみるとかとかとかとか、、、、それでそれでそれでそれで、、、、1カカカカ月月月月後後後後にににに、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちはそれをはそれをはそれをはそれを掘掘掘掘りりりり出出出出しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。今今今今はははは、、、、不不不不燃燃燃燃ごごごごみとみとみとみと可可可可燃燃燃燃ごごごごみというみというみというみという形形形形でででで分分分分けてけてけてけて、、、、ネットにネットにネットにネットに入入入入れてれてれてれてややややっているようですっているようですっているようですっているようです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、子供子供子供子供たたたたちちちち、、、、埋埋埋埋めめめめ方方方方がががが浅浅浅浅いといといといと、、、、カカカカラスがラスがラスがラスが持持持持っていってしまったりするっていってしまったりするっていってしまったりするっていってしまったりするんんんんですがですがですがですが、、、、それでそれでそれでそれで、、、、実際実際実際実際にこういっにこういっにこういっにこういったタたタたタたタママママネネネネギギギギとかとかとかとか卵卵卵卵のののの殻殻殻殻がどうなるかをがどうなるかをがどうなるかをがどうなるかを、、、、１１１１カカカカ月月月月後後後後……………………。。。。 そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、今今今今年年年年見見見見にいきましたときにはにいきましたときにはにいきましたときにはにいきましたときには、、、、1 年年年年前前前前にににに掘掘掘掘りりりり起起起起こすのをこすのをこすのをこすのを忘忘忘忘れていたものがれていたものがれていたものがれていたものがああああってってってって、、、、でもでもでもでも、、、、紙紙紙紙はははは、、、、べったりべったりべったりべったりくくくくっっっっつつつついているものはいているものはいているものはいているものは、、、、ややややはりはりはりはり 1 年年年年でもでもでもでも土土土土にならないにならないにならないにならないんんんんですですですですねねねね。。。。ままままああああ、、、、回回回回りはずっとりはずっとりはずっとりはずっと消消消消えていきますけれどもえていきますけれどもえていきますけれどもえていきますけれども。。。。そしてそしてそしてそして、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちはははは、、、、このこのこのこの土土土土がさらさがさらさがさらさがさらさらしていることにらしていることにらしていることにらしていることに気気気気ががががつくんつくんつくんつくんですですですですねねねね。。。。でででで、、、、そこからそこからそこからそこから今今今今度度度度はははは土土土土のののの学学学学習習習習にもにもにもにも発展発展発展発展していしていしていしていくくくくといといといというううう形形形形でででで、、、、これはこれはこれはこれは、、、、観察観察観察観察したことをワークシートにまとめているわしたことをワークシートにまとめているわしたことをワークシートにまとめているわしたことをワークシートにまとめているわけですがけですがけですがけですが、、、、学学学学校校校校ではではではでは、、、、授授授授業業業業づづづづくくくくりはりはりはりは、、、、まずまずまずまず 2 クラスでクラスでクラスでクラスで、、、、先生先生先生先生とリサイクルとリサイクルとリサイクルとリサイクル協会協会協会協会のののの方方方方にアにアにアにアドバドバドバドバイスしていたイスしていたイスしていたイスしていただだだだきながきながきながきながららららややややっていっていっていっていくくくくというというというという形形形形でででで、、、、このこのこのこの方方方方がリサイクルがリサイクルがリサイクルがリサイクル協会協会協会協会のののの方方方方ですですですです。。。。こういったこういったこういったこういった形形形形でででで発展発展発展発展しししし、、、、そそそそしてしてしてして今今今今でもでもでもでも継継継継続続続続してしてしてして行行行行われているわけですわれているわけですわれているわけですわれているわけです。。。。 

JICA のののの研研研研修修修修のののの方方方方がががが必必必必ずここのずここのずここのずここの学学学学校校校校にににに見見見見にいきますのでにいきますのでにいきますのでにいきますので、、、、JICA のののの研研研研修修修修、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの研研研研修修修修がががが
2カカカカ月月月月半半半半ああああるるるるんんんんですですですですねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、必必必必ずずずず学学学学校校校校をををを視視視視察察察察させていたさせていたさせていたさせていただくだくだくだくとととと、、、、今今今今度度度度はここではここではここではここで国際国際国際国際交交交交流流流流がががが始始始始まるわけですまるわけですまるわけですまるわけです。。。。そういったそういったそういったそういった形形形形でででで、、、、うまうまうまうまくくくくそういうものもそういうものもそういうものもそういうものも活用活用活用活用しているしているしているしている。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校校校ささささんんんんのののの例例例例でしたのででしたのででしたのででしたので……………………。。。。 これはこれはこれはこれは仙台市仙台市仙台市仙台市のののの例例例例でででで、、、、ややややはりここのはりここのはりここのはりここの学学学学校校校校のすのすのすのすぐぐぐぐ近近近近くくくくにににに川川川川がががが流流流流れているれているれているれている。。。。そこのそこのそこのそこの川川川川のののの水水水水をををを引引引引きききき込込込込みながらみながらみながらみながら校校校校庭改庭改庭改庭改善善善善ををををややややっていこうということでっていこうということでっていこうということでっていこうということで、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちはははは、、、、これはこれはこれはこれはちちちちりりりり紙紙紙紙にににに色色色色ををををつつつつけているけているけているけているんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、それでそれでそれでそれで木木木木ををををつくつくつくつくりりりり、、、、デデデデザザザザインをしていインをしていインをしていインをしていくくくくわけですわけですわけですわけですねねねね。。。。ままままああああ、、、、そういったそういったそういったそういった発展発展発展発展でででで、、、、これはこれはこれはこれは科学科学科学科学博博博博物館物館物館物館でででで、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちのののの町町町町ををををつくつくつくつくるというるというるというるという。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、町町町町のののの憲憲憲憲章章章章ももももつくつくつくつくりながらりながらりながらりながら、、、、どういうどういうどういうどういう町町町町がががが未未未未来来来来はいいのかということをみはいいのかということをみはいいのかということをみはいいのかということをみんんんんなでなでなでなで分分分分担担担担しながらしながらしながらしながらつくつくつくつくってってってって、、、、そしてそしてそしてそしてややややるるるる。。。。このときにこのときにこのときにこのときに、、、、科学科学科学科学博博博博物館物館物館物館のののの方方方方がががが依頼依頼依頼依頼するわけですするわけですするわけですするわけですねねねね。。。。でででで、、、、大人大人大人大人かかかからららら依頼依頼依頼依頼されるされるされるされる形形形形ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、それをそれをそれをそれを皆皆皆皆ささささんんんん、、、、博博博博物館物館物館物館にににに来来来来たたたた方方方方にわかるようににわかるようににわかるようににわかるように、、、、そしてそしてそしてそして自自自自分分分分たたたたちちちちのののの未未未未来来来来をををを語語語語ってもらうというってもらうというってもらうというってもらうという形形形形ででででややややっていっていっていっていくくくくとかとかとかとか、、、、これはこれはこれはこれは牛乳牛乳牛乳牛乳パックでパックでパックでパックでつくつくつくつくっていっていっていっているわけですけれどもるわけですけれどもるわけですけれどもるわけですけれども、、、、こういったこういったこういったこういった簡単簡単簡単簡単なななな模型模型模型模型のののの中中中中でもでもでもでも、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちのののの思思思思いというものがわかいというものがわかいというものがわかいというものがわかっていっていっていっていくくくくわけですわけですわけですわけですねねねね。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、これはこれはこれはこれは中中中中学学学学校校校校ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは愛愛愛愛知知知知県県県県のののの中中中中学学学学校校校校ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、総合学総合学総合学総合学習習習習はははは 1年年年年間間間間通通通通してしてしてしてややややるわけですけれどもるわけですけれどもるわけですけれどもるわけですけれども、、、、初初初初めはめはめはめは、、、、各学年各学年各学年各学年ごごごごとにとにとにとに大大大大きなテーきなテーきなテーきなテーママママででででややややるわけでするわけでするわけでするわけですねねねね。。。。テーテーテーテーママママユユユユニットがニットがニットがニットがああああってってってって、、、、だんだんだんだんだんだんだんだんとととと個個個個人人人人別別別別のテーのテーのテーのテーママママになっていになっていになっていになっていくくくく。。。。それでそれでそれでそれで、、、、最後最後最後最後、、、、子供子供子供子供のののの数数数数だだだだけけけけああああるわけですがるわけですがるわけですがるわけですが、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにきれいうにきれいうにきれいうにきれいにににに分分分分かれておりますけれどもかれておりますけれどもかれておりますけれどもかれておりますけれども、、、、もともともともともともともともとはははは、、、、ここのここのここのここの学学学学校校校校ではではではでは、、、、子供子供子供子供ののののつつつつぶぶぶぶややややきからきからきからきから始始始始まったまったまったまったんんんんですですですですねねねね。。。。7 月月月月のののの七七七七夕夕夕夕祭祭祭祭りのときにりのときにりのときにりのときに、、、、七七七七夕夕夕夕祭祭祭祭りがりがりがりが終終終終わっわっわっわっちちちちゃゃゃゃうとうとうとうと、、、、立立立立派派派派なななな竹竹竹竹をををを燃燃燃燃ややややしてしまうしてしまうしてしまうしてしまう。。。。もったいないもったいないもったいないもったいない。。。。炭炭炭炭にできないかとにできないかとにできないかとにできないかと子供子供子供子供ががががつつつつぶぶぶぶややややいたいたいたいた。。。。そしてそしてそしてそして、、、、地域地域地域地域のののの方方方方がががが、、、、校校校校庭庭庭庭にににに炭炭炭炭焼焼焼焼きききき窯窯窯窯ををををつくつくつくつくってってってってくだくだくだくださったわけですさったわけですさったわけですさったわけです
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ねねねね。。。。炭炭炭炭をををを焼焼焼焼いてみるといてみるといてみるといてみると、、、、竹竹竹竹炭炭炭炭ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、水水水水をををを浄浄浄浄化化化化しようというしようというしようというしようという実実実実験験験験的的的的なななな要素要素要素要素にににに入入入入っていってっていってっていってっていって、、、、そしてそしてそしてそして実際実際実際実際にににに農農農農業用業用業用業用水水水水、、、、矢矢矢矢作作作作川川川川といったかなといったかなといったかなといったかな、、、、二二二二次用次用次用次用水水水水からからからから取取取取っていたわけですけれどもっていたわけですけれどもっていたわけですけれどもっていたわけですけれども、、、、それをそれをそれをそれを今今今今度度度度はははは、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省とととと文部文部文部文部科学科学科学科学省省省省のののの補補補補助金助金助金助金でででで、、、、エエエエココココスクールでスクールでスクールでスクールで、、、、太太太太陽陽陽陽光光光光発発発発電電電電等等等等々々々々、、、、ああああるいはるいはるいはるいはビビビビオトーフをオトーフをオトーフをオトーフをつくつくつくつくるおるおるおるお金金金金がががが出出出出ていますのでていますのでていますのでていますので、、、、このこのこのこの子供子供子供子供たたたたちちちちはそういったものをはそういったものをはそういったものをはそういったものを……………………。。。。そしてそしてそしてそして、、、、2 年生年生年生年生になるとになるとになるとになると、、、、身近身近身近身近ななななごごごごみみみみ問問問問題題題題をををを通通通通してしてしてして地域地域地域地域のののの……………………。。。。このこのこのこの学学学学校校校校はははは、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに水水水水のののの学学学学習習習習にににに行行行行くくくくとととと、、、、森森森森のののの学学学学習習習習までまでまでまで行行行行くくくくというというというという形形形形になってになってになってになっておりますおりますおりますおります。。。。 そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、ここのここのここのここの先生先生先生先生たたたたちちちちはははは、、、、初初初初めにめにめにめに構想構想構想構想図図図図ををををつくつくつくつくるるるるんんんんですですですですねねねね。。。。地域地域地域地域をををを見詰見詰見詰見詰めためためためた循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会づづづづくくくくりというりというりというりという構想構想構想構想図図図図ををををつくつくつくつくっておいてっておいてっておいてっておいて、、、、実際実際実際実際のときはのときはのときはのときは、、、、これをこれをこれをこれを全部全部全部全部表表表表にににに出出出出しませしませしませしませんんんん。。。。隠隠隠隠しておしておしておしておくくくく、、、、捨捨捨捨てておてておてておてておくんくんくんくんですですですですねねねね。。。。先生先生先生先生たたたたちちちちはははは、、、、ああああるるるる程程程程度想定度想定度想定度想定しておしておしておしておくんくんくんくんですがですがですがですが、、、、そそそそれをれをれをれを全部全部全部全部隠隠隠隠してしてしてして、、、、ままままああああ、、、、リデリデリデリデュュュュースですースですースですースですねねねね。。。。まずまずまずまず、、、、ごごごごみはみはみはみは減減減減らすことらすことらすことらすこと。。。。それからリそれからリそれからリそれからリユユユユースースースースももももあああありますりますりますりますねねねね。。。。そしてリサイクルというそしてリサイクルというそしてリサイクルというそしてリサイクルという形形形形でででで、、、、最初最初最初最初にリサイクルがないとこにリサイクルがないとこにリサイクルがないとこにリサイクルがないところろろろがいいのでがいいのでがいいのでがいいのではないかとはないかとはないかとはないかと思思思思いますいますいますいます。。。。子供子供子供子供たたたたちちちちはははは、、、、このこのこのこの補補補補助金助金助金助金をもらったをもらったをもらったをもらった中中中中でででで、、、、炭炭炭炭焼焼焼焼きききき小小小小屋屋屋屋ももももももももちろんあちろんあちろんあちろんありますりますりますります、、、、それからそれからそれからそれからビビビビオトープオトープオトープオトープ。。。。今今今今そのそのそのその炭炭炭炭はははは、、、、農農農農協協協協でででで、、、、アンアンアンアンチチチチュウュウュウュウブランブランブランブランドドドドとしてとしてとしてとして売売売売っていっていっていっているわけでするわけでするわけでするわけですねねねね。。。。子供子供子供子供たたたたちちちちはははは、、、、このこのこのこの太太太太陽陽陽陽光光光光発発発発電電電電でできたエネルでできたエネルでできたエネルでできたエネルギギギギーをーをーをーを、、、、こういったこういったこういったこういった電電電電気気気気にににに使使使使わないでわないでわないでわないで、、、、動力動力動力動力にににに使使使使いましたいましたいましたいました。。。。それでそれでそれでそれで井井井井戸戸戸戸水水水水をををを揚揚揚揚げげげげてててて、、、、それをそれをそれをそれを冷媒冷媒冷媒冷媒にににに使使使使っているっているっているっているんんんんですですですですねねねね。。。。ななななぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、常常常常温温温温とととと 5 度度度度ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの差差差差ががががああああるでるでるでるで、、、、冷房冷房冷房冷房のためののためののためののための冷媒冷媒冷媒冷媒にににに使使使使ってみるというってみるというってみるというってみるという形形形形でででで、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちのののの学学学学びはびはびはびは非非非非常常常常にににに進進進進んんんんでおりましてでおりましてでおりましてでおりまして、、、、ここのここのここのここの学学学学校校校校はははは、、、、今今今今度度度度はははは歌歌歌歌でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろとととと表現表現表現表現していしていしていしていくんくんくんくんですですですですねねねね。。。。成成成成功功功功しているしているしているしている学学学学校校校校というのはというのはというのはというのは、、、、非非非非常常常常にそういったにそういったにそういったにそういった――――――――先先先先ほほほほどのどのどのどの金金金金沢小沢小沢小沢小学学学学校校校校ささささんんんんももももあああありましたけれどもりましたけれどもりましたけれどもりましたけれども、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちがががが、、、、こういったこういったこういったこういった地域地域地域地域のののの大人大人大人大人のののの方方方方たたたたちちちちにもにもにもにも手手手手伝伝伝伝ってもらいながらってもらいながらってもらいながらってもらいながら、、、、ややややっておりますっておりますっておりますっております。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、ごごごごみのことをみのことをみのことをみのことを考考考考ええええ、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ゼロエミッションですからゼロエミッションですからゼロエミッションですからゼロエミッションですから、、、、まずまずまずまずごごごごみはみはみはみは減減減減らすとらすとらすとらすということですいうことですいうことですいうことですねねねね。。。。リリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル。。。。これはこれはこれはこれはカカカカナダのグナダのグナダのグナダのグレレレレートートートートババババンクーンクーンクーンクーババババーのーのーのーの地域地域地域地域ののののプログラムのプログラムのプログラムのプログラムの中中中中からいたからいたからいたからいただだだだいてきましたいてきましたいてきましたいてきました。。。。No time to waste。。。。もうもうもうもう埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて地地地地はないよとはないよとはないよとはないよと。。。。だだだだからからからから、、、、50％％％％にににに減減減減らすというらすというらすというらすという。。。。日日日日本本本本ののののああああれはれはれはれは、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても逆逆逆逆三三三三角角角角になるわけですになるわけですになるわけですになるわけですねねねね。。。。リサリサリサリサイクルのイクルのイクルのイクルのほほほほうがうがうがうが大大大大ききききくくくくなっているかとなっているかとなっているかとなっているかと思思思思いますいますいますいます。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう地域地域地域地域全全全全体体体体がががが学学学学びのびのびのびの場場場場だだだだよというのがよというのがよというのがよというのが、、、、これはこれはこれはこれは三重県三重県三重県三重県ににににあああありますりますりますります、、、、去去去去年年年年 11月月月月にににに合合合合併併併併されたとこされたとこされたとこされたところろろろですがですがですがですが、、、、地域地域地域地域全全全全体体体体がががが屋屋屋屋根根根根のないのないのないのない学学学学校校校校だだだだよとよとよとよと。。。。ですからですからですからですから、、、、もうもうもうもう必必必必然的然的然的然的にににに地域地域地域地域のののの大人大人大人大人もかかわっているもかかわっているもかかわっているもかかわっている。。。。ここのここのここのここの子供子供子供子供たたたたちちちちはははは、、、、このこのこのこの地域地域地域地域をををを流流流流れているれているれているれている川川川川がとてもきがとてもきがとてもきがとてもきれいなれいなれいなれいな川川川川でででで、、、、取取取取水水水水をしているわけですをしているわけですをしているわけですをしているわけですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちがががが川川川川をををを汚汚汚汚ししししちちちちゃゃゃゃいけないといけないといけないといけないと。。。。でもでもでもでも、、、、学学学学校校校校のののの中中中中からもからもからもからも排排排排水水水水がががが出出出出るわけでするわけでするわけでするわけですねねねね。。。。それをそれをそれをそれを浄浄浄浄化化化化するためにはするためにはするためにはするためには何何何何がががが一一一一番番番番有効有効有効有効かとかとかとかということでいうことでいうことでいうことで、、、、いいいいろんろんろんろんなななな実実実実験験験験ををををややややっていってっていってっていってっていって、、、、パパパパピピピピルスにルスにルスにルスに行行行行きききき着着着着いたいたいたいたんんんんですですですですねねねね。。。。とことことこところろろろがががが、、、、パパパパピピピピルスはルスはルスはルスは、、、、冬冬冬冬大大大大変変変変なのでなのでなのでなので、、、、それをそれをそれをそれを今今今今度度度度はははは各各各各家庭家庭家庭家庭がががが委委委委託託託託をををを受受受受けてけてけてけて育育育育てるというてるというてるというてるという、、、、ともにともにともにともに一一一一緒緒緒緒ににににややややっていっていっていっていくくくくというというというという。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、おいしいものはおいしいものはおいしいものはおいしいものは猿猿猿猿でもでもでもでも同同同同じじじじななななんんんんですですですです。。。。山山山山合合合合いのいのいのいの町町町町ですからですからですからですから、、、、このパこのパこのパこのパピピピピルスのルスのルスのルスの木木木木をおをおをおをお猿猿猿猿ささささんんんんがががが食食食食べてしまうわけですべてしまうわけですべてしまうわけですべてしまうわけですねねねね。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中からからからから、、、、自然自然自然自然とのとのとのとの共共共共存存存存ということがどということがどということがどということがどういうことなのかをういうことなのかをういうことなのかをういうことなのかを子供子供子供子供たたたたちちちちはははは考考考考えていきますえていきますえていきますえていきます。。。。 ああああるいはるいはるいはるいは、、、、これはこれはこれはこれは西西西西宮市宮市宮市宮市がががが、、、、昨昨昨昨年年年年 12 月月月月にににに、、、、環境学環境学環境学環境学習習習習都都都都市宣言市宣言市宣言市宣言をしましたけれどもをしましたけれどもをしましたけれどもをしましたけれども、、、、企業企業企業企業
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をををを巻巻巻巻きききき込込込込んんんんでででで、、、、生産生産生産生産・・・・流流流流通通通通・・・・消費消費消費消費というというというという、、、、そのそのそのその各各各各段階段階段階段階がががが連連連連携携携携をとっていかなをとっていかなをとっていかなをとっていかなくちくちくちくちゃゃゃゃいけないけないけないけないということでいということでいということでいということで、、、、ままままああああ、、、、プログラムをプログラムをプログラムをプログラムを小小小小学学学学校校校校でまずでまずでまずでまず実実実実験験験験的的的的ににににややややりりりり、、、、そしてそしてそしてそして中中中中学学学学というというというという形形形形ででででももももややややりりりり、、、、そしてそしてそしてそして、、、、商商商商店街店街店街店街にエにエにエにエコチコチコチコチャャャャレレレレンジのこういったものをンジのこういったものをンジのこういったものをンジのこういったものを活動活動活動活動ををををややややったりったりったりったり、、、、商商商商店店店店にににに買買買買いいいい物物物物、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい商品商品商品商品をををを買買買買うということがどういうことなのかをうということがどういうことなのかをうということがどういうことなのかをうということがどういうことなのかを学学学学習習習習するとかするとかするとかするとか、、、、こういこういこういこういったこともったこともったこともったことも学学学学習習習習できているわけですできているわけですできているわけですできているわけです。。。。ままままああああ、、、、これはこれはこれはこれは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと私私私私がかかわっていたがかかわっていたがかかわっていたがかかわっていた、、、、地域地域地域地域でででで大人大人大人大人とととと子供子供子供子供がともにがともにがともにがともにややややっているというっているというっているというっているという、、、、ややややはりはりはりはり子供子供子供子供たたたたちちちちをををを野野野野外外外外活動活動活動活動、、、、体体体体験験験験活動活動活動活動をををを通通通通してしてしてして畑畑畑畑つくつくつくつくりからりからりからりからややややるというるというるというるという。。。。 じゃじゃじゃじゃ、、、、どういうとこどういうとこどういうとこどういうところろろろがががが成成成成功功功功要因要因要因要因かということをかということをかということをかということを考考考考えてみますとえてみますとえてみますとえてみますと、、、、ややややはりはりはりはり学学学学校校校校だだだだけでのけでのけでのけでの環境環境環境環境教育教育教育教育にはにはにはには限限限限界界界界ががががああああってってってって、、、、地域地域地域地域とのとのとのとの連連連連携携携携、、、、専専専専門門門門家家家家からのからのからのからの支援支援支援支援がががが得得得得られているられているられているられている学学学学習習習習ですですですですねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、子供子供子供子供がががが主体主体主体主体のののの参加参加参加参加型学型学型学型学習習習習。。。。それからそれからそれからそれから、、、、気気気気づきづきづきづき、、、、調調調調べるべるべるべる、、、、考考考考えるえるえるえる、、、、実実実実践践践践といったといったといったといった、、、、らせらせらせらせんんんん状状状状のプロセスになっているわけですのプロセスになっているわけですのプロセスになっているわけですのプロセスになっているわけですねねねね。。。。それがそれがそれがそれが、、、、学学学学べべべべばばばば学学学学ぶほぶほぶほぶほどどどど広広広広がっていがっていがっていがっていくくくくといといといといううううああああれがれがれがれがあああありますりますりますります。。。。それからそれからそれからそれから、、、、子供子供子供子供とととと先生先生先生先生、、、、大人大人大人大人がともにがともにがともにがともに探探探探究究究究者者者者となってとなってとなってとなって、、、、感感感感動動動動、、、、共共共共感感感感をををを伴伴伴伴うううう学学学学びになっているびになっているびになっているびになっている。。。。そこでそこでそこでそこで社会的社会的社会的社会的創造創造創造創造力力力力がががが育育育育まれまれまれまれ、、、、先生先生先生先生もももも、、、、地域地域地域地域のののの大人大人大人大人もももも、、、、子供子供子供子供にににに知知知知識識識識をををを与与与与えるのではなえるのではなえるのではなえるのではなくくくく、、、、ともにともにともにともに反反反反省省省省しながらしながらしながらしながら、、、、これでよかったかなこれでよかったかなこれでよかったかなこれでよかったかな、、、、いいいいやややや、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふううううににににややややったったったったほほほほうがよかったかもしれないといううがよかったかもしれないといううがよかったかもしれないといううがよかったかもしれないという、、、、ややややはりはりはりはり反反反反省省省省的実的実的実的実践践践践者者者者としてとしてとしてとしてややややっているっているっているっている。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、学学学学習習習習内内内内容容容容としてはとしてはとしてはとしては、、、、生生生生態態態態系系系系のののの仕仕仕仕組組組組みみみみ、、、、どどどどちちちちらかというとらかというとらかというとらかというと理理理理科科科科ででででややややるかもしれるかもしれるかもしれるかもしれませませませませんんんん。。。。それからそれからそれからそれから、、、、人人人人間間間間のののの活動活動活動活動がががが環境環境環境環境にににに及及及及ぼぼぼぼすすすす影響影響影響影響、、、、ああああるいはるいはるいはるいは人人人人間間間間とととと環境環境環境環境のかかわりのかかわりのかかわりのかかわり方方方方、、、、それからそれからそれからそれから人人人人間間間間とととと環境環境環境環境のかかわりのかかわりのかかわりのかかわり方方方方のののの歴史歴史歴史歴史・・・・文文文文化化化化ですですですですねねねね。。。。これはこれはこれはこれは、、、、東北東北東北東北地方地方地方地方などへなどへなどへなどへ行行行行きますきますきますきますとととと、、、、ややややはりはりはりはり先先先先ほほほほどどどど梅干梅干梅干梅干しをしをしをしを育育育育てるのがてるのがてるのがてるのがあああありましたけれどもりましたけれどもりましたけれどもりましたけれども、、、、もともともともともともともともと地域地域地域地域でどういったでどういったでどういったでどういった食食食食文文文文化化化化ががががああああったのかというったのかというったのかというったのかという勉勉勉勉強強強強からからからから、、、、地域地域地域地域のののの大大大大人人人人とととと一一一一緒緒緒緒ににににややややっていっていっていっていくくくくというのもというのもというのもというのもあああありますりますりますります。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの愛愛愛愛知知知知県県県県のののの中中中中学学学学校校校校ではではではでは、、、、ややややはりはりはりはり資資資資金金金金をををを得得得得ているているているているんんんんですですですですねねねね。。。。そういったそういったそういったそういったこともすこともすこともすこともすごくごくごくごく大大大大事事事事ですしですしですしですし、、、、こういったことがこういったことがこういったことがこういったことが、、、、地域地域地域地域にににに開開開開かれたかれたかれたかれた学学学学びにびにびにびに、、、、市民市民市民市民性性性性をををを育育育育んんんんでででで、、、、これがこれがこれがこれが持続可能持続可能持続可能持続可能ななななココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィ再再再再生生生生になるのではないかというになるのではないかというになるのではないかというになるのではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。ここここれがれがれがれが今今今今、、、、ややややはりはりはりはり環境環境環境環境教育教育教育教育のののの質質質質にににに結結結結びびびびつつつついていいていいていいていくくくくのではないかというのではないかというのではないかというのではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 ちちちちょょょょっとっとっとっと後後後後半半半半、、、、非非非非常常常常にはしにはしにはしにはしょょょょりましたけれどもりましたけれどもりましたけれどもりましたけれども、、、、そこのとこそこのとこそこのとこそこのところろろろをををを私私私私、、、、書書書書いていていていてあああありますのりますのりますのりますのでででで、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ともにともにともにともに一一一一緒緒緒緒ににににややややっていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうもどうもどうもどうもごごごご清清清清聴聴聴聴あああありがとうりがとうりがとうりがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会         貴貴貴貴重重重重なおなおなおなお話話話話、、、、大大大大変変変変あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。 

 パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションッションッションッション 司司司司会会会会     これからパネルデこれからパネルデこれからパネルデこれからパネルディィィィススススカカカカッションにッションにッションにッションに入入入入らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますがきますがきますがきますが、、、、パネリストのパネリストのパネリストのパネリストの先生先生先生先生ををををごごごご紹紹紹紹介介介介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラムムムム自治体自治体自治体自治体ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの代代代代表表表表でででであああありますりますりますります、、、、千葉商千葉商千葉商千葉商科科科科大学大学大学大学教授教授教授教授のののの三三三三橋橋橋橋規規規規宏宏宏宏様様様様ででででござござござございますいますいますいます。。。。     東京東京東京東京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの発表発表発表発表ににににあああありましたりましたりましたりました、、、、環境環境環境環境省省省省のののの中央中央中央中央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会委員委員委員委員でででであああありますりますりますります、、、、
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小澤紀美子小澤紀美子小澤紀美子小澤紀美子様様様様、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     三島市三島市三島市三島市ののののほほほほうからうからうからうから参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、環境市民環境市民環境市民環境市民部部部部環境企環境企環境企環境企画課画課画課画課長長長長、、、、小池小池小池小池満満満満様様様様、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     板橋区板橋区板橋区板橋区立立立立金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校長校長校長校長、、、、臼木信子臼木信子臼木信子臼木信子様様様様、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     板橋区板橋区板橋区板橋区立立立立エエエエコポコポコポコポリスセンターのリスセンターのリスセンターのリスセンターの所長所長所長所長でででであああありますりますりますります、、、、山崎智通山崎智通山崎智通山崎智通様様様様、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしまいいたしまいいたしまいいたしますすすす。。。。     最後最後最後最後にににに、、、、区区区区民環境団体民環境団体民環境団体民環境団体をををを代代代代表表表表いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、さきさきさきさき織織織織りりりり鶴鶴鶴鶴のののの会会会会のののの渡瀬渡瀬渡瀬渡瀬妙子妙子妙子妙子様様様様、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     これよりこれよりこれよりこれより、、、、司司司司会会会会、、、、ココココーデーデーデーディィィィネーターをネーターをネーターをネーターを三三三三橋橋橋橋先生先生先生先生におにおにおにお願願願願いいたしますのでいいたしますのでいいたしますのでいいたしますので、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

     三三三三橋教授橋教授橋教授橋教授     それではそれではそれではそれでは、、、、早早早早速速速速パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションにッションにッションにッションに入入入入りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。「。「。「。「次次次次のののの世世世世代代代代によりよいによりよいによりよいによりよい環環環環境境境境とととと環境環境環境環境をををを大大大大切切切切にするにするにするにする心心心心をををを引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐためにためにためにために」」」」というというというという、、、、非非非非常常常常にににに議議議議論論論論しがいのしがいのしがいのしがいのああああるテーるテーるテーるテーママママがががが設設設設定定定定されているわけですされているわけですされているわけですされているわけです。。。。たたたただだだだ、、、、ちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお断断断断りしておかなりしておかなりしておかなりしておかなくくくくてはいけないのはてはいけないのはてはいけないのはてはいけないのは、、、、このパネこのパネこのパネこのパネルデルデルデルディィィィススススカカカカッションのッションのッションのッションの終終終終わりのわりのわりのわりの時間時間時間時間はははは 5時時時時 15 分分分分をををを厳厳厳厳守守守守してしてしてしてほほほほしいということになっているしいということになっているしいということになっているしいということになっているわけですわけですわけですわけです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、時間時間時間時間的的的的にはにはにはにはああああまりまりまりまりあああありませりませりませりませんんんん。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、議議議議論論論論をどこまでをどこまでをどこまでをどこまで深深深深めることができるかということがめることができるかということがめることができるかということがめることができるかということがちちちちょょょょっとっとっとっと自自自自信信信信ががががあああありませりませりませりませんんんん。。。。     それとそれとそれとそれと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、先先先先ほほほほどどどど小澤小澤小澤小澤先生先生先生先生とととと臼木臼木臼木臼木ささささんんんんとととと小池小池小池小池ささささんんんんにはおにはおにはおにはお話話話話、、、、報告報告報告報告をしていたをしていたをしていたをしていただだだだいたわけですいたわけですいたわけですいたわけです。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、このパネルデこのパネルデこのパネルデこのパネルディィィィススススカカカカッションにはッションにはッションにはッションには、、、、報告報告報告報告をされなかっをされなかっをされなかっをされなかったたたた山崎山崎山崎山崎ささささんんんんとととと渡瀬渡瀬渡瀬渡瀬ささささんんんんがおるわけですがおるわけですがおるわけですがおるわけですねねねね。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、まずまずまずまず、、、、やややややややや時間時間時間時間をとってをとってをとってをとって、、、、山崎山崎山崎山崎ささささんんんんとととと渡瀬渡瀬渡瀬渡瀬ささささんんんんにこのテーにこのテーにこのテーにこのテーママママにににに沿沿沿沿ってってってって、、、、ききききょょょょううううぜひぜひぜひぜひここでここでここでここで話話話話をしておきたいというようなをしておきたいというようなをしておきたいというようなをしておきたいというような内内内内容容容容ににににつつつついていていていて、、、、
10 分以内分以内分以内分以内でまとめていたでまとめていたでまとめていたでまとめていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその後後後後でででで、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの報告報告報告報告、、、、ああああるいはるいはるいはるいは小澤小澤小澤小澤先生先生先生先生のののの講演講演講演講演などでなどでなどでなどで感感感感じじじじたことがたことがたことがたことがああああれれれればばばば、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれプログラムれプログラムれプログラムれプログラム１１１１でででで、、、、講演講演講演講演ないしないしないしないし事例報告事例報告事例報告事例報告ををををなさったなさったなさったなさった方方方方にににに短短短短いいいいココココメメメメントをいたントをいたントをいたントをいただだだだいたいたいたいた上上上上でででで、、、、幾幾幾幾つつつつかこのかこのかこのかこの主題主題主題主題にににに沿沿沿沿うううう問問問問題題題題ににににつつつついていていていて話話話話をををを進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、このプログラムのこのプログラムのこのプログラムのこのプログラムの順順順順序序序序にににに沿沿沿沿ってってってって、、、、山崎山崎山崎山崎ささささんんんんののののほほほほうからおうからおうからおうからお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 山崎所長山崎所長山崎所長山崎所長         はいはいはいはい。。。。たたたただだだだいまいまいまいま紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、エエエエコポコポコポコポリスセンターリスセンターリスセンターリスセンター所長所長所長所長のののの山崎山崎山崎山崎ですですですです。。。。よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     エエエエコポコポコポコポリスセンターのリスセンターのリスセンターのリスセンターの取取取取りりりり組組組組みとかみとかみとかみとか、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものをごごごご存存存存じじじじのののの方方方方もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃるかとるかとるかとるかと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、一一一一応応応応このこのこのこの場場場場をかりてをかりてをかりてをかりて、、、、今今今今回回回回のテーのテーのテーのテーママママでもでもでもでもああああるものをるものをるものをるものを含含含含めてめてめてめて、、、、簡単簡単簡単簡単におにおにおにお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     まずまずまずまず、、、、今今今今回回回回のののの学学学学校教育校教育校教育校教育におけるにおけるにおけるにおける環境環境環境環境教育教育教育教育ののののあああありりりり方方方方ということでということでということでということで、、、、板橋区役所板橋区役所板橋区役所板橋区役所ではではではでは、、、、エエエエココココポポポポリスセンターがそれをリスセンターがそれをリスセンターがそれをリスセンターがそれを担担担担っているというっているというっているというっているという位位位位置置置置づけになっていますづけになっていますづけになっていますづけになっています。。。。ちちちちなみになみになみになみに、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区のののの学学学学校校校校のののの関係関係関係関係ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、区区区区立立立立小小小小学学学学校校校校がががが 55 校校校校あああありますりますりますります。。。。中中中中学学学学校校校校はははは 24 校校校校。。。。天天天天津津津津養養養養護護護護学学学学校校校校がががが 1 校校校校。。。。それとそれとそれとそれとああああとととと、、、、私私私私立立立立のののの小小小小学学学学校校校校がががが 1 校校校校、、、、私私私私立立立立中中中中学学学学校校校校がががが 6 校校校校でででで、、、、合合合合わせたわせたわせたわせた小小小小学生学生学生学生のののの数数数数
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はははは 2万万万万 2,400名名名名ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、中中中中学生学生学生学生がががが 1万万万万 2,000名名名名。。。。天天天天津津津津養養養養護護護護学学学学校校校校がががが 31名名名名でででで、、、、合合合合わせてわせてわせてわせて 3万万万万 4,500名名名名のののの生生生生徒徒徒徒がががが在在在在籍籍籍籍してしてしてしておりますおりますおりますおります。。。。     エエエエコポコポコポコポリスセンターなリスセンターなリスセンターなリスセンターなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、エエエエコポコポコポコポリスセンターはリスセンターはリスセンターはリスセンターは、、、、環境環境環境環境保護保護保護保護とととと省省省省資源資源資源資源・・・・省省省省エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの社会社会社会社会をををを目指目指目指目指してしてしてして、、、、環境学環境学環境学環境学習習習習とリサイクルをとリサイクルをとリサイクルをとリサイクルを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための総合的総合的総合的総合的なななな環境学環境学環境学環境学習習習習啓啓啓啓発施設発施設発施設発施設ということでということでということでということで、、、、平平平平成成成成 7 年年年年からからからから運運運運営営営営していましてしていましてしていましてしていまして、、、、10 年目年目年目年目にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、年年年年間間間間大大大大体体体体 22万万万万のののの方方方方がががが来館来館来館来館されされされされてててておりますおりますおりますおります。。。。通通通通算算算算でででで 190万万万万人人人人ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが今今今今いらしていらしていらしていらしておりおりおりおり、、、、今今今今年年年年中中中中にににに 200万万万万にいにいにいにいくくくくのではないかということでのではないかということでのではないかということでのではないかということで、、、、大大大大いにいにいにいに使使使使っていたっていたっていたっていただだだだいているいているいているいている施設施設施設施設となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。     それとそれとそれとそれと、、、、先先先先ほほほほどどどど来来来来からいからいからいからいろろろろいいいいろろろろキキキキーワーーワーーワーーワードドドド的的的的にににに出出出出ていますけれどもていますけれどもていますけれどもていますけれども、、、、エエエエコポコポコポコポリスセンタリスセンタリスセンタリスセンターはーはーはーは、、、、知知知知るるるる、、、、考考考考えるえるえるえる、、、、行動行動行動行動するというようなするというようなするというようなするというような理理理理念念念念でででで事事事事業業業業のののの組組組組みみみみ立立立立てをてをてをてを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。例例例例ええええばばばば、、、、知知知知るということはるということはるということはるということは、、、、広広広広くくくく多多多多くくくくのののの方方方方にににに、、、、セミナーとかセミナーとかセミナーとかセミナーとか、、、、3R 月月月月間間間間とかとかとかとか、、、、環境月環境月環境月環境月間間間間とかとかとかとか、、、、パパパパネルネルネルネル展展展展とかとかとかとか、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを開催開催開催開催してしてしてして、、、、広広広広くくくく知知知知っていたっていたっていたっていただくだくだくだく。。。。それでそれでそれでそれで、、、、次次次次にににに、、、、考考考考えるといえるといえるといえるということでうことでうことでうことで、、、、エエエエココココロジーロジーロジーロジー講講講講座座座座とかとかとかとか、、、、リーダーリーダーリーダーリーダー養養養養成成成成講講講講座座座座とかとかとかとか、、、、そのそのそのその他講他講他講他講座座座座、、、、ワークショップをワークショップをワークショップをワークショップを取取取取りりりり入入入入れてれてれてれて、、、、たたたただだだだ知知知知識識識識をををを得得得得るるるるだだだだけけけけじゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、考考考考えていえていえていえていくくくくというようなというようなというようなというような組組組組みみみみ立立立立てのてのてのての講講講講座座座座をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。最終最終最終最終的的的的にににに、、、、さらにさらにさらにさらに行動行動行動行動していたしていたしていたしていただくだくだくだくというようなというようなというようなというような形形形形までまでまでまで持持持持っていっていっていっていくくくくというというというということでことでことでことで、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちのことでのことでのことでのことで言言言言いますといますといますといますと、、、、子供子供子供子供エエエエココココクラブのクラブのクラブのクラブの活動活動活動活動ですですですです。。。。またまたまたまた、、、、大人大人大人大人のののの組織組織組織組織ととととしてしてしてしてグローブプログラムグローブプログラムグローブプログラムグローブプログラム、、、、これはこれはこれはこれは NASA ににににデータをデータをデータをデータを送送送送信信信信してしてしてして、、、、水水水水のののの温温温温度度度度とかとかとかとか、、、、そういうもそういうもそういうもそういうものをのをのをのを毎毎毎毎週週週週調調調調べてべてべてべて、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちがががが調調調調べたデータをアべたデータをアべたデータをアべたデータをアメメメメリリリリカカカカののののほほほほうにうにうにうに送送送送るというようなるというようなるというようなるというような活動活動活動活動とかとかとかとか、、、、ああああとととと、、、、板橋板橋板橋板橋環境会議環境会議環境会議環境会議、、、、自主的自主的自主的自主的運運運運営営営営のののの NPO のののの方方方方々々々々がががが集集集集まったまったまったまった会議会議会議会議をををを、、、、毎毎毎毎年年年年、、、、催催催催しをしをしをしを含含含含めてめてめてめて行行行行っていますっていますっていますっています。。。。ここここういうういうういうういう参加参加参加参加型型型型でででで、、、、自主的自主的自主的自主的なななな事事事事業業業業をををを展開展開展開展開していしていしていしていくくくくというというというという形形形形でででで進進進進めていますめていますめていますめています。。。。     板橋区板橋区板橋区板橋区ではではではでは、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育、、、、環境活動環境活動環境活動環境活動のののの、、、、特特特特にパートナーシップのにパートナーシップのにパートナーシップのにパートナーシップの形成形成形成形成というものをというものをというものをというものを非非非非常常常常にににに重重重重要視要視要視要視していましてしていましてしていましてしていまして、、、、そのそのそのその取取取取りりりり組組組組みとしてみとしてみとしてみとして 2 つつつつのののの大大大大きなきなきなきな柱柱柱柱がががが従従従従前前前前からからからからあああありますりますりますります。。。。そのそのそのその 1 つつつつがががが、、、、地域地域地域地域によるによるによるによる環境環境環境環境ココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィ活動活動活動活動のののの推進推進推進推進というものがというものがというものがというものが 1 つあつあつあつありますりますりますります。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつがががが、、、、学学学学校校校校をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした環境環境環境環境ココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィ活動活動活動活動のののの推進推進推進推進というというというという、、、、2つつつつのののの柱柱柱柱でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。まずまずまずまず、、、、学学学学校校校校をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとしたココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィ活動活動活動活動のののの推進推進推進推進というというというというもももものはのはのはのは、、、、板橋板橋板橋板橋のののの環境環境環境環境基基基基本計画本計画本計画本計画にににに既既既既にににに載載載載っっっっていましてていましてていましてていまして、、、、今今今今年年年年見見見見直直直直しもしもしもしも進進進進めていますけれどもめていますけれどもめていますけれどもめていますけれども、、、、良好良好良好良好なパートナーシップをなパートナーシップをなパートナーシップをなパートナーシップを形成形成形成形成していしていしていしていくくくくためのためのためのための戦戦戦戦略略略略的的的的なななな事事事事業業業業としてとしてとしてとして、、、、学学学学校校校校をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした環境環境環境環境ココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィ活動活動活動活動のののの展開展開展開展開をををを進進進進めるめるめるめる。。。。学学学学校校校校というというというという施設施設施設施設をををを核核核核としてとしてとしてとして、、、、子供子供子供子供たたたたちやちやちやちや家庭家庭家庭家庭、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会、、、、地域地域地域地域住住住住民民民民、、、、事事事事業業業業者者者者、、、、関係関係関係関係 NGO ななななどのどのどのどの方方方方々々々々がががが、、、、地域地域地域地域でのでのでのでの環境環境環境環境教育教育教育教育をををを展開展開展開展開していしていしていしていくくくくことをことをことをことを目的目的目的目的としていとしていとしていとしていくくくくということでということでということでということですすすす。。。。具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、エエエエコポコポコポコポリスセンターはリスセンターはリスセンターはリスセンターは、、、、平平平平成成成成 11 年年年年にににに、、、、親親親親子子子子環境環境環境環境探探探探検検検検隊隊隊隊とかとかとかとか、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを組組組組織化織化織化織化してしてしてして、、、、発発発発見見見見地地地地図図図図とかとかとかとか、、、、地地地地図図図図ををををつくつくつくつくったりったりったりったり、、、、ここここれをれをれをれを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、次次次次のののの年年年年にににに、、、、先生先生先生先生のためののためののためののための地域地域地域地域探探探探検検検検というようなというようなというようなというような形形形形でででで、、、、先生方先生方先生方先生方ににににおおおお願願願願いいいいしてしてしてして、、、、調調調調査査査査をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、発表会発表会発表会発表会をををを開開開開いたりといいたりといいたりといいたりというようなことをうようなことをうようなことをうようなことをややややっていますっていますっていますっています。。。。     そのそのそのその後後後後、、、、平平平平成成成成 13年年年年ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから、、、、総合的総合的総合的総合的なななな学学学学習習習習というものがというものがというものがというものが文文文文科科科科省省省省ののののほほほほうからうからうからうから進進進進めらめらめらめられてれてれてれて、、、、それにそれにそれにそれに伴伴伴伴ってエってエってエってエコポコポコポコポリスセンターもリスセンターもリスセンターもリスセンターも、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして支援支援支援支援をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。具具具具体的体的体的体的にににに申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、例例例例ええええばばばば、、、、プールのプールのプールのプールの清掃清掃清掃清掃前前前前ののののヤゴヤゴヤゴヤゴ救救救救出出出出作作作作戦戦戦戦ががががあああありますりますりますります。。。。プールはプールはプールはプールは水水水水をををを張張張張ってってってって冬冬冬冬をををを越越越越しますのでしますのでしますのでしますので、、、、そのそのそのその中中中中ににににヤゴヤゴヤゴヤゴがががが自然自然自然自然にににに発生発生発生発生するするするするんんんんですですですですねねねね。。。。それをそれをそれをそれを、、、、低低低低学年学年学年学年のののの子供子供子供子供たたたたちちちちがとがとがとがとってってってって、、、、さらにさらにさらにさらに成成成成虫虫虫虫までまでまでまで観察観察観察観察してしてしてして、、、、最終最終最終最終的的的的にはにはにはには自然自然自然自然にににに放放放放してしてしてしてあげあげあげあげるというようなるというようなるというようなるというような取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。 
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    それとそれとそれとそれと、、、、ああああとととと、、、、エエエエコチコチコチコチャャャャレレレレンジンジンジンジノノノノートートートートががががあああありますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれは、、、、学学学学校校校校をををを通通通通じじじじてててて、、、、ライフスタライフスタライフスタライフスタイルのイルのイルのイルのチチチチェックというェックというェックというェックという形形形形でででで、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちにににに出出出出してしてしてして、、、、夏休夏休夏休夏休みみみみ前前前前にににに行行行行っていたっていたっていたっていただくだくだくだくようなこともようなこともようなこともようなことも行行行行っていますっていますっていますっています。。。。またまたまたまた、、、、特特特特にににに夏休夏休夏休夏休みのみのみのみの教員教員教員教員研研研研修修修修というというというという形形形形でででで、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育のののの研研研研修修修修、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園、、、、児童児童児童児童館館館館、、、、保育保育保育保育士士士士のののの方方方方々々々々にもにもにもにも環境研環境研環境研環境研修修修修をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。     それとそれとそれとそれと、、、、今今今今回回回回のののの環境環境環境環境教育教育教育教育とはとはとはとはちちちちょょょょっとっとっとっと違違違違いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつのののの環境環境環境環境ココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィ活動活動活動活動のののの推進推進推進推進というものをというものをというものをというものを紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。エエエエコポコポコポコポリスセンターではリスセンターではリスセンターではリスセンターでは、、、、平平平平成成成成 7 年年年年からからからから開設以開設以開設以開設以来来来来、、、、講講講講座座座座とかそういうものをとかそういうものをとかそういうものをとかそういうものを行行行行いましていましていましていまして、、、、共共共共通通通通したしたしたした興興興興味味味味やややや関関関関心心心心、、、、問問問問題題題題意意意意識識識識をををを持持持持っていたっていたっていたっていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、このこのこのこの取取取取りりりり組組組組みからみからみからみから自主活動的自主活動的自主活動的自主活動的なななな NPO がががが育育育育てていてていてていてていくくくくというこというこというこということをとをとをとを区区区区民民民民のののの皆様皆様皆様皆様におにおにおにお願願願願いしながらいしながらいしながらいしながら活動活動活動活動をををを期期期期待待待待してしてしてして進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。そのそのそのその 1 つつつつがががが、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげましたエましたエましたエましたエココココロジーロジーロジーロジー講講講講座座座座とかとかとかとか、、、、ママママスタースタースタースター講講講講座座座座、、、、リーダーリーダーリーダーリーダー養養養養成成成成講講講講座座座座とかとかとかとか、、、、そういうものそういうものそういうものそういうものをすることによってをすることによってをすることによってをすることによって、、、、リーダーとかリーダーとかリーダーとかリーダーとか、、、、グループグループグループグループ化化化化をををを図図図図りりりり、、、、活動活動活動活動していたしていたしていたしていただくだくだくだくというようなというようなというようなというようなことをことをことをことを実施実施実施実施しておりますしておりますしておりますしております。。。。     それともうそれともうそれともうそれともう一一一一つつつつがががが、、、、環境環境環境環境観察観察観察観察会会会会というものをというものをというものをというものを行行行行いましていましていましていまして、、、、毎毎毎毎年年年年募集募集募集募集してしてしてして板橋区板橋区板橋区板橋区のののの環境環境環境環境のののの観察観察観察観察ををををややややっていたっていたっていたっていただくんだくんだくんだくんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そのそのそのその野野野野外観察外観察外観察外観察をををを通通通通してしてしてして、、、、だんだんだんだんだんだんだんだん専専専専門門門門家家家家になってになってになってになっていたいたいたいただだだだいていていていて、、、、最終最終最終最終的的的的にはにはにはには観察観察観察観察会会会会をみずからをみずからをみずからをみずから企画企画企画企画してしてしてして、、、、グループでグループでグループでグループで活動活動活動活動していたしていたしていたしていただくだくだくだく。。。。そそそそここここでででで培培培培われたわれたわれたわれた知知知知識識識識がががが、、、、例例例例ええええばばばば学学学学校校校校のののの場場場場でででで、、、、講講講講師師師師役役役役になっていたになっていたになっていたになっていただくだくだくだくようなようなようなような、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうようなグループグループグループグループ活動活動活動活動等等等等もおもおもおもお願願願願いしていますいしていますいしていますいしています。。。。 そのグループづそのグループづそのグループづそのグループづくくくくりでりでりでりで、、、、私私私私はははは、、、、一一一一番思番思番思番思ううううんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ややややはりグループというのははりグループというのははりグループというのははりグループというのは長長長長くくくく続続続続かないといけないですかないといけないですかないといけないですかないといけないですねねねね。。。。後後後後ろろろろにににに資資資資料料料料をををを置置置置いていていていてあああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、グループのグループのグループのグループの名称名称名称名称ととととかかかか活動内活動内活動内活動内容容容容をををを表表表表にしたものがにしたものがにしたものがにしたものがああああるるるるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ややややはりはりはりはり続続続続けていたけていたけていたけていただくだくだくだくためにためにためにために大大大大事事事事なもなもなもなものはのはのはのは、、、、まずはきっまずはきっまずはきっまずはきっかかかかけづけづけづけづくくくくりですよりですよりですよりですよねねねね。。。。こういうこういうこういうこういう催催催催しがしがしがしがああああってってってって、、、、ややややるというきっかけづるというきっかけづるというきっかけづるというきっかけづくくくくりがりがりがりが必要必要必要必要ででででああああるるるる。。。。それとそれとそれとそれと、、、、参加者同参加者同参加者同参加者同士士士士ががががココココミミミミュュュュニニニニケケケケーションをとれるようなーションをとれるようなーションをとれるようなーションをとれるような、、、、気気気気心心心心がががが知知知知れれれれたたたた、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような関係関係関係関係にまずならなけれにまずならなけれにまずならなけれにまずならなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。ああああとととと、、、、目的目的目的目的意意意意識識識識ですですですですねねねね。。。。数数数数人人人人がががが集集集集まらないとまらないとまらないとまらないとだだだだめなめなめなめなんんんんですですですですねねねね。。。。1 人人人人だだだだとなかなかとなかなかとなかなかとなかなかややややはりはりはりはり続続続続かないかないかないかない。。。。ややややはりグループがはりグループがはりグループがはりグループが必要必要必要必要ででででああああるるるる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、一一一一番番番番大大大大事事事事なのはなのはなのはなのは、、、、ややややはりはりはりはり楽楽楽楽ししししくくくくなけれなけれなけれなければだばだばだばだめなめなめなめなんんんんですですですですねねねね。。。。長長長長くくくく続続続続けていけていけていけていくくくくににににはははは、、、、目的目的目的目的をををを持持持持ってってってって、、、、ややややはりはりはりはりああああるるるる程程程程度度度度楽楽楽楽ししししくくくくないといけないというないといけないというないといけないというないといけないということですことですことですことです。。。。 それでそれでそれでそれで、、、、そういうそういうそういうそういう活動活動活動活動をををを続続続続けていたけていたけていたけていただだだだいていていていて、、、、学学学学校校校校のののの講講講講師師師師というというというという形形形形でででで、、、、NPO のののの方方方方がががが活活活活躍躍躍躍ししししていたていたていたていただくだくだくだくということをということをということをということを非非非非常常常常にににに期期期期待待待待するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、現現現現在在在在はははは、、、、実際実際実際実際にににに行行行行っていたっていたっていたっていただだだだいていていていて、、、、非非非非常常常常にににに感謝感謝感謝感謝しているとこしているとこしているとこしているところろろろでででであああありますりますりますります。。。。 それとそれとそれとそれと、、、、今今今今回回回回のののの環境環境環境環境教育教育教育教育ののののあああありりりり方方方方ということでということでということでということで、、、、従従従従来来来来のののの環境環境環境環境教育教育教育教育というのはというのはというのはというのは、、、、先先先先ほほほほどもどもどもどもいいいいろろろろいいいいろろろろ話話話話ががががあああありましたけれどもりましたけれどもりましたけれどもりましたけれども、、、、何何何何をををを学学学学ぶぶぶぶかよりもかよりもかよりもかよりも、、、、いかにいかにいかにいかに学学学学ぶぶぶぶかとかかとかかとかかとか、、、、知知知知識識識識よりもよりもよりもよりも態態態態度度度度、、、、技能技能技能技能、、、、問問問問題題題題解決解決解決解決するするするする力力力力をををを養養養養うとかうとかうとかうとか、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような方方方方向向向向性性性性でででで進進進進めてめてめてめて、、、、エエエエコポコポコポコポリスセンリスセンリスセンリスセンターもターもターもターも 10 年年年年ややややってきましたってきましたってきましたってきました。。。。これもこれもこれもこれも非非非非常常常常にににに大大大大事事事事だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのそのややややりりりり方方方方はははは、、、、ブブブブレレレレーンスーンスーンスーンストーミングとかトーミングとかトーミングとかトーミングとか、、、、ＫＫＫＫＪＪＪＪ法法法法とかとかとかとか、、、、ワークショップをワークショップをワークショップをワークショップを取取取取りりりり入入入入れてれてれてれて、、、、プログラムづプログラムづプログラムづプログラムづくくくくりりりり、、、、発表発表発表発表、、、、評評評評価価価価とかとかとかとかをををを行行行行うものですうものですうものですうものです。。。。一一一一般般般般社会人社会人社会人社会人にはにはにはには非非非非常常常常にににに有有有有効効効効だだだだとととと思思思思いますいますいますいますねねねね。。。。10 年年年年間間間間ややややってみてってみてってみてってみて、、、、そういうグループそういうグループそういうグループそういうグループ化化化化もももも進進進進みましたみましたみましたみました。。。。たたたただだだだ、、、、今今今今までのまでのまでのまでの中中中中でででで、、、、ほほほほかのかのかのかの自治体自治体自治体自治体もそうもそうもそうもそうだだだだとととと思思思思ううううんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ややややはりはりはりはり板橋区板橋区板橋区板橋区にににに、、、、抜抜抜抜けているのがけているのがけているのがけているのが、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり学学学学校教育校教育校教育校教育にいかににいかににいかににいかに取取取取りりりり組組組組んんんんででででいいいいくくくくというというというということもこともこともこともああああったなったなったなったな。。。。先生方先生方先生方先生方ははははややややられているとられているとられているとられていると思思思思ううううんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ややややはりはりはりはり環境行環境行環境行環境行
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政政政政とかとかとかとか、、、、専専専専門門門門家家家家のののの方方方方がががが、、、、学学学学校校校校のののの教育教育教育教育にににに中中中中にいかににいかににいかににいかに講講講講師師師師としてとしてとしてとして入入入入っていけるかっていけるかっていけるかっていけるか、、、、そういうこそういうこそういうこそういうことがまとがまとがまとがまだだだだままままだだだだおおおおくくくくれているのかなというれているのかなというれているのかなというれているのかなということをことをことをことを感感感感じじじじていますていますていますています。。。。 エエエエコポコポコポコポリスセンターもリスセンターもリスセンターもリスセンターも、、、、総合学総合学総合学総合学習習習習がががが始始始始まってからまってからまってからまってから、、、、支援等支援等支援等支援等をををを行行行行っていましてっていましてっていましてっていまして、、、、学学学学校校校校のののの先先先先生生生生もももも、、、、知知知知識識識識よりもよりもよりもよりもややややっっっっぱぱぱぱりりりり経経経経験験験験とかとかとかとか、、、、体体体体験験験験学学学学習習習習をををを望望望望んんんんでいるでいるでいるでいるんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。特特特特にににに重重重重要要要要なのはなのはなのはなのは、、、、ややややはりはりはりはり学学学学校校校校のののの先生先生先生先生のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞かなきかなきかなきかなきゃゃゃゃいけないといけないといけないといけないと思思思思いますよいますよいますよいますよねねねね。。。。どうしてもどうしてもどうしてもどうしても行行行行政政政政はははは、、、、思思思思惑惑惑惑でででで、、、、ここここんんんんなものをなものをなものをなものをややややれれれればばばばいいいいいいいいんんんんじゃじゃじゃじゃないかということでないかということでないかということでないかということで、、、、組組組組みみみみ立立立立てててててててて、、、、持持持持っていってっていってっていってっていって、、、、先先先先生生生生がががが、「、「、「、「それどこそれどこそれどこそれどころろろろじゃじゃじゃじゃあああありませりませりませりませんんんん」」」」というようなことでというようなことでというようなことでというようなことで断断断断られたりとかというのがられたりとかというのがられたりとかというのがられたりとかというのがあああありまりまりまりましてしてしてして、、、、ややややはりはりはりはり学学学学校校校校サイサイサイサイドドドドのののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いていていていて、、、、先先先先ほほほほどどどど三島市三島市三島市三島市ささささんんんんでででで、、、、協議会協議会協議会協議会でしたかでしたかでしたかでしたか、、、、連連連連絡絡絡絡会会会会でしたかでしたかでしたかでしたか、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものをややややってってってっておりおりおりおり、、、、すすすすばばばばらしいことらしいことらしいことらしいことだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そういうことをそういうことをそういうことをそういうことをややややっっっっぱぱぱぱりりりりややややっていかないとっていかないとっていかないとっていかないと、、、、押押押押ししししつつつつけではけではけではけではややややはりはりはりはり無無無無理理理理だだだだなというのをなというのをなというのをなというのを非非非非常常常常にににに感感感感じじじじていますていますていますています。。。。 それとそれとそれとそれと、、、、今後今後今後今後、、、、先先先先ほほほほどもどもどもどもあああありましたけれどもりましたけれどもりましたけれどもりましたけれども、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育推進推進推進推進法法法法というものがというものがというものがというものが施行施行施行施行されまされまされまされましてしてしてして、、、、ややややはりはりはりはり自治体自治体自治体自治体でででで、、、、学学学学校教育校教育校教育校教育とととと社会社会社会社会教育教育教育教育におけるにおけるにおけるにおける環境環境環境環境教育教育教育教育のののの推進推進推進推進のののの必要必要必要必要性性性性をををを、、、、施策施策施策施策にににに講講講講じじじじていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばならないとならないとならないとならないと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今までまでまでまで環境環境環境環境教育教育教育教育というとというとというとというと事事事事業業業業系系系系がががが多多多多かったかったかったかったんんんんでででですすすすねねねね。。。。エエエエコポコポコポコポリスセンターリスセンターリスセンターリスセンターもももも、、、、環境環境環境環境教育事教育事教育事教育事業業業業というというというという形形形形でででで事事事事業業業業をををを進進進進めていますけれどもめていますけれどもめていますけれどもめていますけれども、、、、ややややはりはりはりはり環境環境環境環境教育教育教育教育推進推進推進推進法法法法ににににああああるるるる基基基基本方本方本方本方針針針針をををを定定定定めてめてめてめて、、、、そのそのそのその環境環境環境環境教育教育教育教育のののの計画計画計画計画をををを策定策定策定策定してしてしてして進進進進めていめていめていめていくくくくんだんだんだんだということをということをということをということを今後今後今後今後はははは取取取取りりりり組組組組むむむむ必要必要必要必要ががががあああありますりますりますります。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、学学学学校校校校、、、、文文文文科科科科省省省省のののの縦割縦割縦割縦割りとりとりとりと環環環環境境境境省省省省のののの縦割縦割縦割縦割りりりり、、、、ままままああああ、、、、通通通通産産産産省省省省のののの縦割縦割縦割縦割りもりもりもりもああああるとるとるとると思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、そのそのそのその縦割縦割縦割縦割りをりをりをりを、、、、そのそのそのその計計計計画画画画でででで、、、、垣根垣根垣根垣根をををを崩崩崩崩していしていしていしていくくくくというようなというようなというようなというようなことをことをことをことを、、、、我我我我々々々々ははははややややらならならならなくくくくてはいけないてはいけないてはいけないてはいけないとととと感感感感じじじじているているているているとことことこところろろろですですですです。。。。 少少少少しししし長長長長くくくくなりましたけれどもなりましたけれどもなりましたけれどもなりましたけれども、、、、以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 三三三三橋教授橋教授橋教授橋教授 それそれそれそれじゃじゃじゃじゃ、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、渡瀬渡瀬渡瀬渡瀬ささささんんんん、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 渡瀬代渡瀬代渡瀬代渡瀬代表表表表     さきさきさきさき織織織織りりりりつつつつるのるのるのるの会会会会のののの代代代代表表表表をしておりますをしておりますをしておりますをしております渡瀬渡瀬渡瀬渡瀬とととと申申申申しますしますしますします。。。。さきさきさきさき織織織織りりりりつつつつるのるのるのるの会会会会がスタートがスタートがスタートがスタートをしましたのはをしましたのはをしましたのはをしましたのは、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区立立立立エエエエコポコポコポコポリスセンターリスセンターリスセンターリスセンター主催主催主催主催のエのエのエのエココココロジーロジーロジーロジー講講講講座座座座でででで 1 年年年年間間間間のののの受受受受講講講講をををを通通通通してしてしてして仲間仲間仲間仲間づづづづくくくくりができたことですりができたことですりができたことですりができたことです。。。。     何何何何かかかか、「、「、「、「私私私私たたたたちちちちでできないでできないでできないでできないだろだろだろだろうかうかうかうか」」」」ということからがということからがということからがということからが始始始始まりでしたまりでしたまりでしたまりでした。。。。私私私私がががが、、、、たまたまたまたまたまたまたまたま手手手手織織織織りのりのりのりの経経経経験験験験ががががあああありましたのでりましたのでりましたのでりましたので、、、、皆皆皆皆でででで「「「「ややややってってってって見見見見ようようようよう」」」」ということになりましたということになりましたということになりましたということになりました。。。。勉勉勉勉強会強会強会強会ををををしてましたしてましたしてましたしてました折折折折にににに、、、、たまたまたまたまたまたまたまたま社会科社会科社会科社会科見見見見学学学学でででで来館来館来館来館してましたしてましたしてましたしてました 4 年生年生年生年生がががが「「「「わーわーわーわー、、、、つつつつるのるのるのるの恩恩恩恩返返返返しのしのしのしの機機機機織織織織機機機機がここにがここにがここにがここにああああるよるよるよるよ」」」」といいながらワーといいながらワーといいながらワーといいながらワーツツツツとととと寄寄寄寄ってきましたってきましたってきましたってきました。「。「。「。「ああああっっっっ、、、、そのそのそのその名名名名良良良良いわいわいわいわねねねね」」」」ということでということでということでということで、、、、会会会会のののの名名名名前前前前はははは「「「「さきさきさきさき織織織織りりりりつつつつるのるのるのるの会会会会」」」」ということにしましたということにしましたということにしましたということにしました。。。。     平平平平成成成成 9 年年年年 4 月月月月からのからのからのからの開始開始開始開始となりとなりとなりとなり今日今日今日今日にににに至至至至っておりますっておりますっておりますっております。。。。始始始始めのこめのこめのこめのころろろろはははは、、、、週週週週 3 日日日日のののの活動活動活動活動ででででしたがしたがしたがしたが、、、、平平平平成成成成 12 年年年年よりよりよりより週週週週 2日日日日、、、、木木木木曜曜曜曜日日日日とととと土土土土曜曜曜曜日日日日にににに変変変変更更更更しましたしましたしましたしました。。。。これはこれはこれはこれは平常平常平常平常のののの活動活動活動活動ですがですがですがですが、、、、他他他他にににに区区区区内内内内のののの大学大学大学大学のののの文文文文化化化化祭祭祭祭にもにもにもにも参加参加参加参加しておりますしておりますしておりますしております。。。。それからそれからそれからそれから一一一一番番番番大大大大きなきなきなきな舞舞舞舞台台台台ははははビビビビックサイトックサイトックサイトックサイトにににに板橋区板橋区板橋区板橋区のののの環境環境環境環境保全保全保全保全課課課課とエとエとエとエコポコポコポコポリスセンターとともにリスセンターとともにリスセンターとともにリスセンターとともに 2 回回回回、、、、1999 エエエエココココプロダクプロダクプロダクプロダクツツツツ・・・・国際環国際環国際環国際環境展境展境展境展にににに参加参加参加参加したことですしたことですしたことですしたことです。。。。これはこれはこれはこれは私私私私たたたたちちちちにとりましてにとりましてにとりましてにとりまして、、、、本本本本当当当当にににに良良良良いいいい勉勉勉勉強強強強になりましたになりましたになりましたになりました。。。。まままま



 41

たたたた、、、、少少少少しずしずしずしずつつつつ自自自自信信信信ももももつつつついてきましたいてきましたいてきましたいてきました。。。。最近最近最近最近ではではではでは、、、、小小小小学学学学校校校校のののの総合学総合学総合学総合学習習習習からもおからもおからもおからもお声声声声をかけていをかけていをかけていをかけていたたたただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。     エエエエコポコポコポコポリスセンターにはリスセンターにはリスセンターにはリスセンターには、、、、高高高高機機機機（（（（たかはたたかはたたかはたたかはた））））風風風風のものがのものがのものがのものが 3 台台台台、、、、卓卓卓卓上上上上のののの手手手手織織織織りりりり機機機機はははは 10 台台台台あああありますりますりますります。。。。卓卓卓卓上上上上のののの手手手手織織織織りりりり機機機機はははは、、、、主主主主にににに夏休夏休夏休夏休みにみにみにみに子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちにににに使使使使用用用用しておりますしておりますしておりますしております。。。。     総合学総合学総合学総合学習習習習になりますとになりますとになりますとになりますと、、、、1 クラスクラスクラスクラス 30名名名名前後前後前後前後となりますとなりますとなりますとなります。。。。織織織織りりりり機機機機にはにはにはには台台台台数数数数にににに限限限限りがりがりがりがあああありまりまりまりますのですのですのですので、、、、考考考考えましたのがえましたのがえましたのがえましたのが、、、、箱箱箱箱をををを利用利用利用利用してしてしてして織織織織るというるというるというるという方方方方法法法法ですですですです。。。。一言一言一言一言でででで箱箱箱箱といいましてもといいましてもといいましてもといいましても大大大大小小小小いいいいろろろろいいいいろろろろですのでテですのでテですのでテですのでティィィィッシッシッシッシュュュュボボボボックスをックスをックスをックスを利用利用利用利用することにしましたすることにしましたすることにしましたすることにしました。。。。空空空空箱箱箱箱でもでもでもでも未未未未使使使使用用用用のものものものものでもかまいませのでもかまいませのでもかまいませのでもかまいませんんんん。。。。これにこれにこれにこれにホホホホウウウウのののの木木木木のののの工工工工作作作作材材材材でででで箱箱箱箱のののの前後前後前後前後にににに少少少少しししし工夫工夫工夫工夫をしますをしますをしますをします。。。。これにたこれにたこれにたこれにたてててて糸糸糸糸をををを張張張張りりりり簡簡簡簡易易易易手手手手織織織織りりりり機機機機のできのできのできのできああああがりですがりですがりですがりです。。。。ホホホホウウウウのののの木木木木のののの工工工工作作作作材材材材はははは箱箱箱箱のののの前後前後前後前後にににに両両両両面面面面テープでテープでテープでテープで止止止止めてめてめてめて使使使使用用用用しますのでしますのでしますのでしますので、、、、終了後終了後終了後終了後はははは持持持持ちちちち帰帰帰帰りますりますりますります。。。。一一一一応応応応ひひひひとクラスとクラスとクラスとクラス分分分分はははは準備準備準備準備をしてをしてをしてをしてあああありますりますりますります。。。。またまたまたまた、、、、ホホホホウウウウのののの木木木木のののの工工工工作作作作材材材材のののの加工加工加工加工がががが困困困困難難難難なときはなときはなときはなときは、、、、植植植植木木木木鉢鉢鉢鉢のののの底底底底にににに敷敷敷敷くくくく黒黒黒黒いいいい網網網網をををを利用利用利用利用することすることすることすることもできますもできますもできますもできます。。。。織織織織るときよこるときよこるときよこるときよこ糸糸糸糸をををを入入入入れるのにれるのにれるのにれるのに使使使使用用用用するものはするものはするものはするものは、、、、竹竹竹竹のののの箸箸箸箸、、、、外食外食外食外食などでなどでなどでなどで使使使使用用用用してしてしてしているものをいるものをいるものをいるものを少少少少しししし手手手手をををを加加加加ええええ、、、、工夫工夫工夫工夫したものをしたものをしたものをしたものを利用利用利用利用していますしていますしていますしています。。。。すべてすべてすべてすべて工夫工夫工夫工夫したしたしたした手手手手づづづづくくくくりのもりのもりのもりのものでのでのでので作作作作品品品品をををを織織織織ることにしていますることにしていますることにしていますることにしています。。。。作作作作品品品品ははははココココースターかースターかースターかースターか、、、、はがきサイズのものがはがきサイズのものがはがきサイズのものがはがきサイズのものが織織織織れますれますれますれます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ紙紙紙紙パックをパックをパックをパックを利用利用利用利用してしてしてして織織織織るるるる袋袋袋袋ががががあああありますりますりますります。。。。紙紙紙紙パックをパックをパックをパックを作作作作るもののるもののるもののるものの大大大大きさにきさにきさにきさに切切切切りりりり、、、、前後前後前後前後にににに切切切切りりりり込込込込みをみをみをみを入入入入れてれてれてれて糸糸糸糸をををを張張張張ってってってって、、、、紙紙紙紙パックをパックをパックをパックを二二二二つつつつ折折折折にしますにしますにしますにします。。。。ああああとはとはとはとは、、、、よこよこよこよこ糸糸糸糸でグルグルとたてでグルグルとたてでグルグルとたてでグルグルとたて糸糸糸糸をををを交互交互交互交互にににに織織織織りりりり込込込込んんんんでいきますでいきますでいきますでいきます。。。。紙紙紙紙パックのパックのパックのパックの上上上上部部部部いっいっいっいっぱぱぱぱいまでいまでいまでいまで織織織織りりりり紙紙紙紙パパパパックをックをックをックを抜抜抜抜きますときますときますときますと縫縫縫縫うことなうことなうことなうことなくくくく袋袋袋袋一一一一ができができができができああああがりますがりますがりますがります。。。。     作作作作品品品品ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、後後後後ろろろろにににに展示展示展示展示してしてしてしてあああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、ごごごご覧覧覧覧いたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。以以以以上上上上はははは小小小小学生学生学生学生がががが、、、、2 時間時間時間時間弱弱弱弱、、、、45 分分分分をををを 2 時間時間時間時間とうしてできるものですとうしてできるものですとうしてできるものですとうしてできるものです。。。。紙紙紙紙パックをパックをパックをパックを利用利用利用利用したしたしたした小小小小物物物物つくつくつくつくりはりはりはりは明明明明日日日日、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区立立立立エエエエコポコポコポコポリスセンターでリスセンターでリスセンターでリスセンターで行行行行われるわれるわれるわれる夏夏夏夏季季季季教教教教諭諭諭諭研研研研修修修修のののの場場場場でででで実実実実践践践践するこするこするこすることになっておりますとになっておりますとになっておりますとになっております。。。。手手手手織織織織りというのはりというのはりというのはりというのは、、、、織織織織りりりり機機機機がなけれがなけれがなけれがなければだばだばだばだめめめめ、、、、ということではということではということではということではあああありまりまりまりませせせせんんんん。。。。知知知知恵恵恵恵をはたらかしてをはたらかしてをはたらかしてをはたらかして、、、、工夫工夫工夫工夫することでもののすることでもののすることでもののすることでものの見見見見方方方方、、、、考考考考ええええ方方方方がががが変変変変わりますわりますわりますわります。。。。是是是是非非非非このこのこのこのようなこともようなこともようなこともようなことも授授授授業業業業にににに生生生生かせていたかせていたかせていたかせていただだだだけれけれけれければばばばいいなといいなといいなといいなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  以以以以上上上上ででででござござござございますいますいますいます。。。。 

 三三三三橋教授橋教授橋教授橋教授 どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの臼木臼木臼木臼木先生先生先生先生、、、、小池小池小池小池ささささんんんん、、、、それからそれからそれからそれから小小小小澤澤澤澤先生先生先生先生におにおにおにお話話話話ししていたししていたししていたししていただだだだいたことにいたことにいたことにいたことに対対対対してしてしてして、、、、1つつつつずずずずつつつつ、、、、私私私私がががが伺伺伺伺ってみたいなというってみたいなというってみたいなというってみたいなという点点点点ががががあああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、それにおそれにおそれにおそれにお答答答答えいたえいたえいたえいただくだくだくだくということでということでということでということで始始始始めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 私私私私はははは、、、、金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校校校のおのおのおのお話話話話をををを聞聞聞聞いていていていて、、、、ほほほほんんんんとうにすとうにすとうにすとうにすばばばばらしいなということでらしいなということでらしいなということでらしいなということで感感感感銘銘銘銘をををを受受受受けまけまけまけましたしたしたした。。。。これはこれはこれはこれは、、、、たまたまたまたまたまたまたまたま学学学学校校校校にににに広広広広いいいい土土土土地地地地ががががああああってってってって、、、、そこでそこでそこでそこで学学学学校校校校のののの森森森森ができるができるができるができる。。。。このこのこのこの森森森森といといといというものがうものがうものがうものが、、、、仮仮仮仮になけれになけれになけれになければばばば、、、、金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校校校のののの現現現現在在在在のようなのようなのようなのような環境環境環境環境教育教育教育教育ががががあああありりりり得得得得なかったのかどうなかったのかどうなかったのかどうなかったのかどうかなということをかなということをかなということをかなということを伺伺伺伺ってみたいなとってみたいなとってみたいなとってみたいなと思思思思ったわけですったわけですったわけですったわけですねねねね。。。。もしもしもしもし学学学学校校校校にににに森森森森がなけれがなけれがなけれがなければばばばできないできないできないできないということになれということになれということになれということになればばばば、、、、これからのこれからのこれからのこれからの小小小小学学学学校校校校はははは、、、、ココココンクリートンクリートンクリートンクリートだだだだけのけのけのけの小小小小学学学学校校校校というのはいっというのはいっというのはいっというのはいっぱぱぱぱいいいいあああありますよりますよりますよりますよねねねね。。。。そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろををををややややめてめてめてめて、、、、1つつつつ、、、、大大大大きなきなきなきな、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育のためにスのためにスのためにスのためにスペペペペースとれースとれースとれースとれるるるる小小小小学学学学校校校校ををををつくつくつくつくりりりり直直直直していしていしていしていくくくく必要必要必要必要ががががああああるるるるんんんんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというふふふふうなうなうなうな感感感感じじじじもしますもしますもしますもします。、。、。、。、このこのこのこの学学学学校校校校のののの森森森森とととと金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校校校のののの教育教育教育教育とのとのとのとの必必必必然然然然性性性性みたいなものにみたいなものにみたいなものにみたいなものにつつつついていていていて、、、、もしもしもしもしココココメメメメントがいたントがいたントがいたントがいただだだだけれけれけれけれ
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ばばばば非非非非常常常常ににににあああありがたいとりがたいとりがたいとりがたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     私私私私、、、、先先先先ほほほほどどどど伺伺伺伺っていてっていてっていてっていて、、、、学学学学校校校校のののの森森森森というものがというものがというものがというものがややややっっっっぱぱぱぱりスタートりスタートりスタートりスタート台台台台になっているになっているになっているになっているんんんんじゃじゃじゃじゃないかなというようなないかなというようなないかなというようなないかなというような印印印印象象象象をををを強強強強くくくく持持持持ちちちちましたのでましたのでましたのでましたので、、、、ぜひぜひぜひぜひおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 臼木校長臼木校長臼木校長臼木校長 環境環境環境環境教育教育教育教育というというというという形形形形でででで、、、、今今今今のようなのようなのようなのような計画的計画的計画的計画的なというかなというかなというかなというか、、、、実実実実践践践践をををを積積積積みみみみ上上上上げげげげてきたものをてきたものをてきたものをてきたものを計画計画計画計画としてとしてとしてとして、、、、総合的総合的総合的総合的なななな学学学学習習習習やややや生活科生活科生活科生活科のののの中中中中にににに特特特特色色色色ああああるるるる教育教育教育教育活動活動活動活動とととと一一一一緒緒緒緒にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるわけですでいるわけですでいるわけですでいるわけですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうにできたのはうにできたのはうにできたのはうにできたのは、、、、ややややはりはりはりはり森森森森ができてからができてからができてからができてからだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今森森森森がなかがなかがなかがなかったらったらったらったら、、、、もうもうもうもう少少少少しししし活動活動活動活動はははは変変変変わってきているかなとわってきているかなとわってきているかなとわってきているかなと。。。。ももももちろんちろんちろんちろん時時時時代代代代のののの背背背背景景景景のののの中中中中でででで環境環境環境環境にににに目目目目をををを向向向向けるということはけるということはけるということはけるということは、、、、学学学学習習習習のののの中中中中でしてきたとでしてきたとでしてきたとでしてきたと思思思思ううううんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、金沢小金沢小金沢小金沢小のののの場場場場合合合合にはにはにはには、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育というというというという形形形形でででで始始始始まるにしてもまるにしてもまるにしてもまるにしても、、、、森森森森からからからから出出出出発発発発しているというしているというしているというしているというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 板橋区板橋区板橋区板橋区のののの施策施策施策施策のののの中中中中でででで、、、、多多多多分分分分最後最後最後最後はははは全校全校全校全校にとにとにとにと考考考考えたえたえたえたんだんだんだんだとととと思思思思ううううんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ、、、、ババババブルもはブルもはブルもはブルもはじじじじけましてけましてけましてけまして、、、、三三三三十五十五十五十五、、、、六六六六校校校校でででで終終終終わっているわっているわっているわっているんんんんじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。そそそそのときによのときによのときによのときによくくくく言言言言われるのはわれるのはわれるのはわれるのは、、、、学学学学校校校校のののの森森森森をををを――――――――敷敷敷敷地地地地ののののああああるるるる学学学学校校校校はははは校校校校内内内内にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろ樹樹樹樹木木木木をををを植植植植ええええていていていていくくくくというというというという活動活動活動活動ももももあああありましたしりましたしりましたしりましたし、、、、学学学学校校校校のののの回回回回りをりをりをりを緑緑緑緑にしてにしてにしてにして、、、、ママママララララソソソソンンンンココココースをースをースをースをつくつくつくつくったりったりったりったりとかとしたとことかとしたとことかとしたとことかとしたところろろろももももあああありますしりますしりますしりますし、、、、そのそのそのその学学学学校校校校のののの様様様様子子子子、、、、様様様様子子子子によってによってによってによってつくつくつくつくりりりり方方方方はははは違違違違うとうとうとうと思思思思ううううんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、なかったなかったなかったなかった学学学学校校校校はどうはどうはどうはどうなのかというとこなのかというとこなのかというとこなのかというところろろろでででで、、、、よよよよくくくく、、、、ほほほほかのかのかのかの学学学学校校校校からからからから言言言言われますわれますわれますわれます。。。。ああああるるるる学学学学校校校校とないとないとないとない学学学学校校校校のののの違違違違いみたいなものいみたいなものいみたいなものいみたいなもの。。。。それはそれはそれはそれは、、、、ないとこないとこないとこないところろろろのののの学学学学校校校校ではではではでは、、、、近近近近くくくくのののの公公公公園園園園だだだだとかとかとかとか、、、、公公公公共共共共のののの施設施設施設施設のののの中中中中でででで、、、、それにそれにそれにそれに見見見見合合合合うううう活動活動活動活動ができるようにができるようにができるようにができるように、、、、工夫工夫工夫工夫はしているはしているはしているはしているとととと思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。たたたただだだだ、、、、本本本本校校校校のののの場場場場合合合合にはにはにはには、、、、大大大大変変変変それはそれはそれはそれは恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた条件条件条件条件ででででああああるなとるなとるなとるなと思思思思っていまっていまっていまっていますすすす。。。。 

 三三三三橋教授橋教授橋教授橋教授 どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。かかかかつつつつてててて、、、、全全全全国一国一国一国一律律律律にににに、、、、三三三三面面面面ココココンクリートンクリートンクリートンクリート張張張張りのりのりのりの川川川川ををををつつつつくくくくってしまってってしまってってしまってってしまって、、、、どどどどぶぶぶぶ川川川川にしてしまったようなにしてしまったようなにしてしまったようなにしてしまったような流流流流れのれのれのれの中中中中でででで、、、、小小小小学学学学校校校校でもでもでもでも都心部都心部都心部都心部のののの小小小小学学学学校校校校とととというのはいうのはいうのはいうのは、、、、全部全部全部全部土土土土のののの上上上上ににににココココンクリートをンクリートをンクリートをンクリートを張張張張ってしまったとってしまったとってしまったとってしまったとかかかか、、、、今今今今考考考考えてみるとえてみるとえてみるとえてみると間間間間違違違違いではいではいではいではなかったかなというようななかったかなというようななかったかなというようななかったかなというような感感感感じじじじもしますのでもしますのでもしますのでもしますので、、、、今今今今のおのおのおのお答答答答えにえにえにえに、、、、非非非非常常常常にににに私私私私はははは考考考考えさせられるえさせられるえさせられるえさせられるとことことこところろろろががががあああありますりますりますります。。。。このこのこのこの点点点点ににににつつつついてまたいてまたいてまたいてまた、、、、もしもしもしもし後後後後でででで小澤小澤小澤小澤先生先生先生先生、、、、ココココメメメメントがントがントがントがああああれれれればばばば伺伺伺伺いたいいたいいたいいたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。次次次次はははは小池小池小池小池ささささんんんんにおにおにおにお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。先先先先ほほほほどどどど環境大学環境大学環境大学環境大学をををを、、、、もうもうもうもう 2 年年年年ですかですかですかですか、、、、3 年年年年、、、、おおおおややややりりりりになっているということでになっているということでになっているということでになっているということで、、、、今今今今年度年度年度年度からからからから、、、、三島市以三島市以三島市以三島市以外外外外のののの周辺周辺周辺周辺のののの市市市市町町町町村村村村からのからのからのからの希希希希望者望者望者望者もももも受受受受けけけけ入入入入れるというようなことをれるというようなことをれるというようなことをれるというようなことを伺伺伺伺ってってってって、、、、それはそれはそれはそれは非非非非常常常常にににに結結結結構構構構なことなことなことなことだだだだなとなとなとなと思思思思ったわけですけったわけですけったわけですけったわけですけれどもれどもれどもれども、、、、今今今今回回回回はははは 10 人人人人ぐぐぐぐらいですからいですからいですからいですか、、、、そういうそういうそういうそういう人人人人たたたたちちちちもももも、、、、8割割割割以以以以上上上上出席出席出席出席したしたしたした場場場場合合合合にはエにはエにはエにはエココココリリリリーダーというーダーというーダーというーダーという資資資資格格格格ををををあげあげあげあげてててて、、、、三島市以三島市以三島市以三島市以外外外外のとこのとこのとこのところろろろでもでもでもでも活活活活躍躍躍躍してもらいたいというようなしてもらいたいというようなしてもらいたいというようなしてもらいたいというような意意意意図図図図ががががああああるるるるんんんんですかですかですかですか。。。。ああああるいはるいはるいはるいは、、、、ままままああああ、、、、希希希希望望望望ががががああああったからったからったからったから受受受受けけけけ入入入入れたということなれたということなれたということなれたということなんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 小池小池小池小池課課課課長長長長 今今今今回回回回、、、、近隣近隣近隣近隣のののの市市市市町町町町、、、、ままままああああ、、、、村村村村ははははちちちちょょょょっとないっとないっとないっとないんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、受受受受けけけけ入入入入れたということはれたということはれたということはれたということは、、、、
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ややややはりはりはりはり三島市三島市三島市三島市だだだだけがけがけがけが環境環境環境環境をををを知知知知るるるる機機機機会会会会をををを設設設設けけけけ、、、、実実実実践践践践ににににつつつつななななげげげげるるるる意意意意欲欲欲欲をををを培培培培うううう、、、、そのためにそのためにそのためにそのために環境環境環境環境大学大学大学大学をををを開開開開いているわけですがいているわけですがいているわけですがいているわけですが、、、、三島市三島市三島市三島市だだだだけでけでけでけでややややってもってもってもっても、、、、ららららちちちちがががが明明明明かないかないかないかないんんんんですですですですねねねね。。。。ほほほほんんんんととととうはもううはもううはもううはもう、、、、環境環境環境環境にににに市境市境市境市境もないしもないしもないしもないし、、、、国境国境国境国境もないのですからもないのですからもないのですからもないのですから、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろでででで、、、、環境活動環境活動環境活動環境活動をををを実実実実践践践践していしていしていしていたたたただくだくだくだくことがことがことがことが大大大大きなきなきなきな目的目的目的目的になるとになるとになるとになると思思思思いますいますいますいます。。。。たたたただだだだ、、、、市市市市がががが行行行行うとうとうとうと、、、、ももももちろんちろんちろんちろん市市市市民民民民のののの税税税税金金金金をををを費費費費ややややしているものですからしているものですからしているものですからしているものですから、、、、ななななぜほぜほぜほぜほかのかのかのかの市市市市、、、、ああああるいはるいはるいはるいは町町町町にいるにいるにいるにいる人人人人のためにのためにのためにのために、、、、市市市市民民民民のののの税税税税金金金金をををを使使使使うのかというのはうのかというのはうのかというのはうのかというのは、、、、必必必必ずどこかでずどこかでずどこかでずどこかで問問問問題題題題になるとになるとになるとになると思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。たたたただだだだ、、、、今今今今のののの環環環環境境境境はははは、、、、そうはそうはそうはそうは言言言言っていられないっていられないっていられないっていられない。。。。できれできれできれできればばばば、、、、せっかせっかせっかせっかくくくく三島市三島市三島市三島市のののの環境大学環境大学環境大学環境大学にににに遠遠遠遠くくくくからからからから来来来来てててて、、、、勉勉勉勉強強強強してしてしてしてくくくくれたれたれたれた方方方方はははは、、、、三島市三島市三島市三島市のののの中中中中でででで、、、、指導指導指導指導者者者者としてとしてとしてとして活活活活躍躍躍躍してもらいたいというしてもらいたいというしてもらいたいというしてもらいたいという気気気気持持持持ちちちちははははあああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、たたたただだだだ、、、、それはそれはそれはそれは市内市内市内市内だだだだけけけけじゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、ほほほほかでもいいかでもいいかでもいいかでもいいんんんんですですですですねねねね。。。。ほほほほかでかでかでかで、、、、三三三三島市島市島市島市でででで教教教教わったことをわったことをわったことをわったことを、、、、今私今私今私今私はこのはこのはこのはこの町町町町でででで実実実実践践践践してしてしてしていますよといういますよといういますよといういますよという言言言言葉葉葉葉がががが、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり一一一一番番番番ううううれしいれしいれしいれしいんんんんですですですです。。。。そういうことをしてどそういうことをしてどそういうことをしてどそういうことをしてどんんんんどどどどんんんん広広広広めていかないとめていかないとめていかないとめていかないと、、、、もうもうもうもう今今今今のののの環境環境環境環境はははは、、、、なかななかななかななかなかかかか根根根根本本本本からからからから解決解決解決解決していかないかなとしていかないかなとしていかないかなとしていかないかなと思思思思いますいますいますいます。。。。     今私今私今私今私たたたたちちちちがががが一一一一番苦番苦番苦番苦慮慮慮慮しているのはしているのはしているのはしているのは、、、、先先先先ほほほほどどどど小澤小澤小澤小澤先生先生先生先生からおからおからおからお話話話話ががががあああありましけれどもりましけれどもりましけれどもりましけれども、、、、最終最終最終最終的的的的にはにはにはには実実実実践践践践ななななんんんんですですですですねねねね。。。。実実実実践践践践をしてもらうということをしてもらうということをしてもらうということをしてもらうということ、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる環境活動環境活動環境活動環境活動をををを行行行行ってもらうってもらうってもらうってもらうことがことがことがことが一一一一番番番番大大大大きなきなきなきな目的目的目的目的ですよですよですよですよねねねね。。。。たたたただだだだ、、、、そのためにはそのためにはそのためにはそのためには知知知知るとかるとかるとかるとか考考考考えるえるえるえる、、、、そういうそういうそういうそういう過程過程過程過程をををを踏踏踏踏まないとまないとまないとまないと、、、、なかなかそこまでなかなかそこまでなかなかそこまでなかなかそこまで到到到到達達達達しないしないしないしない。。。。でもでもでもでも、、、、今今今今のののの子供子供子供子供たたたたちちちちはははは、、、、逆逆逆逆にににに、、、、分分分分別別別別はははは知知知知っていっていっていっているるるる、、、、節節節節電電電電はははは知知知知っているっているっているっている、、、、いいいいろんろんろんろんなこなこなこなことをとをとをとを知知知知っているっているっているっているんんんんですですですですねねねね。。。。ああああるいはるいはるいはるいは空空空空きききき缶缶缶缶拾拾拾拾いはいはいはいは知知知知っっっっているているているている。。。。それがそれがそれがそれが環境活動環境活動環境活動環境活動だだだだということもということもということもということも知知知知っているっているっているっている。。。。でもでもでもでも、、、、苦苦苦苦痛痛痛痛にににに思思思思っているっているっているっているんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。「「「「何何何何でこでこでこでこんんんんなななな面面面面倒倒倒倒くくくくさいことをしなきさいことをしなきさいことをしなきさいことをしなきゃゃゃゃならないのならないのならないのならないの？？？？」」」」とととと。。。。それはそれはそれはそれは、「、「、「、「何何何何のためにのためにのためにのために」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉がががが抜抜抜抜けているからとけているからとけているからとけているからと思思思思いますいますいますいます。。。。だだだだからからからから、、、、これからこれからこれからこれから、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちとかとかとかとか、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育のののの対対対対象象象象ととととなるなるなるなる人人人人たたたたちちちちのののの考考考考えをえをえをえを、、、、行行行行政政政政ののののほほほほうでもうでもうでもうでも的的的的確確確確ににににつつつつかかかかんんんんでいでいでいでいくくくく必要必要必要必要ががががああああるかなとるかなとるかなとるかなと。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、環境大学環境大学環境大学環境大学のののの受受受受講講講講生生生生のののの範囲範囲範囲範囲をもっともっとをもっともっとをもっともっとをもっともっと広広広広げげげげていきたいということがていきたいということがていきたいということがていきたいということが私私私私たたたたちちちちのののの希希希希望望望望でででであああありますりますりますります。。。。 

 三三三三橋教授橋教授橋教授橋教授 あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。それそれそれそれじゃじゃじゃじゃ、、、、小澤小澤小澤小澤先生先生先生先生にににに伺伺伺伺いたいことはいたいことはいたいことはいたいことは、、、、先先先先ほほほほどスライどスライどスライどスライドドドドでででで、、、、非非非非常常常常にすにすにすにすばばばばらしいらしいらしいらしい活動活動活動活動ををををややややっているっているっているっている小小小小学学学学校校校校、、、、中中中中学学学学校校校校ののののケケケケースをースをースをースを伺伺伺伺いましたいましたいましたいました。。。。それにはもそれにはもそれにはもそれにはもちちちちろんろんろんろん金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校校校もももも入入入入っていたわけですけれどもっていたわけですけれどもっていたわけですけれどもっていたわけですけれども、、、、ごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだいたようないたようないたようないたような学学学学校校校校がががが、、、、非非非非常常常常にににに数数数数がががが多多多多けれけれけれければばばば、、、、これはこれはこれはこれは問問問問題題題題ないないないないんだろんだろんだろんだろうなといううなといううなといううなというふふふふうにうにうにうに思思思思ったわけですけれどもったわけですけれどもったわけですけれどもったわけですけれども、、、、それはそれはそれはそれはあくあくあくあくまでまでまでまで例例例例外外外外的的的的なななな感感感感じじじじででででああああってってってって、、、、多多多多くくくくのののの小小小小学学学学校校校校、、、、中中中中学学学学校校校校ではそういうではそういうではそういうではそういう取取取取りりりり組組組組みがまみがまみがまみがまだあだあだあだあままままりりりり進進進進んんんんでいないようなでいないようなでいないようなでいないような感感感感じじじじもももも受受受受けますけますけますけます。。。。このこのこのこの辺辺辺辺はいかがでしはいかがでしはいかがでしはいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、先先先先ほほほほどどどど臼木臼木臼木臼木先生先生先生先生がおがおがおがお話話話話しになったしになったしになったしになった、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり森森森森ががががああああったためにったためにったためにったために金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校校校のののの特特特特色色色色ああああるるるる環境環境環境環境教育教育教育教育がががが前前前前にににに進進進進んだんだんだんだというようなというようなというようなというような趣旨趣旨趣旨趣旨のののの説説説説明明明明ががががああああったとったとったとったと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、そそそそれにれにれにれに対対対対するするするするココココメメメメントがもしントがもしントがもしントがもしああああれれれればばばば、、、、伺伺伺伺わせてわせてわせてわせてくだくだくだくださいさいさいさい。。。。 

 小澤教授小澤教授小澤教授小澤教授 多多多多分分分分、、、、そのそのそのその 2 つつつつののののごごごご質質質質問問問問、、、、共共共共通通通通することとしてすることとしてすることとしてすることとして、、、、私私私私もももも身身身身 1 つつつつですからですからですからですから、、、、全全全全日日日日本本本本をををを調調調調べるべるべるべるわけにいかないのでわけにいかないのでわけにいかないのでわけにいかないので、、、、いいいいろんろんろんろんなななな実実実実践践践践をををを集集集集めたものめたものめたものめたもの、、、、ああああるいはるいはるいはるいは自分自自分自自分自自分自身身身身のののの研究研究研究研究費費費費でアンでアンでアンでアンケケケケーーーー
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トをトをトをトをややややるるるる、、、、そういうそういうそういうそういう中中中中からからからから見見見見たときにたときにたときにたときに、、、、どうでしどうでしどうでしどうでしょょょょうかうかうかうか、、、、皆様皆様皆様皆様、、、、組織組織組織組織のののの全員全員全員全員がががが変変変変わるわるわるわる必要必要必要必要ががががああああるでしるでしるでしるでしょょょょうかうかうかうかねねねね、、、、新新新新しいことにしいことにしいことにしいことにチチチチャャャャレレレレンジするときンジするときンジするときンジするとき。。。。私私私私はははは、、、、10 人人人人いたういたういたういたうちちちち 2 人人人人かかかか 3 人人人人ややややりりりり出出出出せせせせばばばば、、、、物物物物事事事事ってってってって変変変変わるというわるというわるというわるという立立立立場場場場ななななんんんんですですですですねねねね。。。。そしそしそしそしてまたてまたてまたてまた、、、、それをオープンにしてそれをオープンにしてそれをオープンにしてそれをオープンにしていっていっていっていって、、、、知知知知ってもらうということがってもらうということがってもらうということがってもらうということが大大大大事事事事でででで、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、私私私私ははははつつつつななななぎぎぎぎ役役役役的的的的任任任任ををををややややってってってっているかなといういるかなといういるかなといういるかなという思思思思いがいがいがいがああああるるるるんんんんですですですですねねねね。。。。 確確確確かにかにかにかに今今今今、、、、世世世世論論論論というのかというのかというのかというのか、、、、ママママススススココココミはミはミはミは、、、、確確確確かなかなかなかな学力学力学力学力、、、、ああああるいはそのるいはそのるいはそのるいはその前前前前にはにはにはには学力学力学力学力低低低低下下下下論論論論ということでということでということでということで、、、、またまたまたまた受験受験受験受験学力学力学力学力ををををつつつつけるけるけるける方方方方向向向向にもにもにもにも動動動動いておりますがいておりますがいておりますがいておりますが、、、、一方一方一方一方でででで、、、、このこのこのこの総合的総合的総合的総合的なななな学学学学習習習習のののの時間時間時間時間をををを生生生生かしてかしてかしてかしてややややっているっているっているっている学学学学校校校校というのはというのはというのはというのは、、、、ややややはりはりはりはり町町町町じじじじゅゅゅゅうというのかうというのかうというのかうというのか、、、、地域地域地域地域じじじじゅゅゅゅうというのかうというのかうというのかうというのか、、、、それでこうそれでこうそれでこうそれでこうややややっているっているっているっている傾傾傾傾向向向向ににににああああるるるるんんんんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにうにうにうに思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。そうしなけれそうしなけれそうしなけれそうしなければばばば、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり未未未未来来来来はははは暗暗暗暗いですしいですしいですしいですし、、、、絶絶絶絶望望望望的的的的になっていになっていになっていになっていくんくんくんくんですですですですねねねね。。。。 とことことこところろろろがががが、、、、ややややはりはりはりはり子供子供子供子供たたたたちちちちがががが未未未未来来来来がががが見見見見えるというのはえるというのはえるというのはえるというのは、、、、地域地域地域地域のののの大人大人大人大人もももも、、、、専専専専門門門門家家家家もももも、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれかかわっているということれかかわっているということれかかわっているということれかかわっているということだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、金沢金沢金沢金沢もももも、、、、確確確確かにかにかにかに学学学学校校校校のののの森森森森がきっかがきっかがきっかがきっかけになったとけになったとけになったとけになったと思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、実際実際実際実際にはにはにはには、、、、学学学学校校校校のののの先生先生先生先生たたたたちちちちがががが気気気気づいているづいているづいているづいているんんんんですですですですねねねね。。。。このこのこのこの木木木木をををを活用活用活用活用するするするする方方方方法法法法がないがないがないがないだろだろだろだろうかというとこうかというとこうかというとこうかというところろろろからからからから、、、、みみみみんんんんなでなでなでなで、、、、それもそれもそれもそれも先生先生先生先生だだだだけがけがけがけが数数数数えるのえるのえるのえるのではなではなではなではなくくくく、、、、児童児童児童児童もももも一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって、、、、どれどれどれどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの木木木木かかかかああああるるるるんだろんだろんだろんだろうううう、、、、どどどどんんんんなななな木木木木ががががああああるるるるんだろんだろんだろんだろうというとこうというとこうというとこうというところろろろ、、、、調調調調べるとこべるとこべるとこべるところろろろからからからから始始始始まっていってまっていってまっていってまっていって、、、、そしてそしてそしてそして、、、、学学学学校校校校ののののカカカカリリリリキキキキュュュュラムはラムはラムはラムは、、、、校校校校長長長長先生先生先生先生だだだだけけけけではではではではつくつくつくつくれないれないれないれないんんんんですですですですねねねね。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり学学学学校校校校のののの先生先生先生先生もももも一体一体一体一体となってとなってとなってとなって、、、、各学年各学年各学年各学年でででで学学学学習習習習指導指導指導指導要要要要領領領領とととと対対対対応応応応させながらさせながらさせながらさせながら、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、金沢小金沢小金沢小金沢小学学学学校校校校ささささんんんんのののの、、、、そのそのそのその当時当時当時当時はははは、、、、私私私私がががが訪問訪問訪問訪問させていたさせていたさせていたさせていただだだだいたときはいたときはいたときはいたときは、、、、ややややはりはりはりはり集集集集合合合合住住住住宅宅宅宅にににに居居居居住住住住しているしているしているしている子供子供子供子供ささささんんんんがががが多多多多いのでいのでいのでいので、、、、もっともっともっともっと子供子供子供子供たたたたちちちちのののの感感感感性性性性をををを高高高高めたいというめたいというめたいというめたいという教育教育教育教育目目目目標標標標にににに照照照照らしてらしてらしてらして展開展開展開展開しているわけですしているわけですしているわけですしているわけですねねねね。。。。そういったそういったそういったそういったカカカカリリリリキキキキュュュュララララムづムづムづムづくくくくりをりをりをりをややややるというるというるというるという、、、、そこがなけれそこがなけれそこがなけれそこがなければばばば、、、、多多多多分分分分、、、、またまたまたまた学学学学校校校校のののの森森森森がどがどがどがどんんんんなになになになにああああってもってもってもっても、、、、気気気気づづづづかないでかないでかないでかないで、、、、そのままそのままそのままそのまま終終終終わっていたとわっていたとわっていたとわっていたと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、ああああのののの当時当時当時当時、、、、私私私私がよがよがよがよくくくく訪問訪問訪問訪問したこしたこしたこしたころろろろではではではでは、、、、畑畑畑畑もももも結結結結構構構構ああああるのでるのでるのでるので、、、、PTA 会会会会長長長長ささささんんんんもももも一一一一緒緒緒緒になになになになってってってってややややるるるる、、、、ああああるいはるいはるいはるいは生生生生ごごごごみをみをみをみを土土土土にににに戻戻戻戻すなどすなどすなどすなど、、、、そういったそういったそういったそういったココココララララボボボボレレレレーションのーションのーションのーションの中中中中でででで行行行行われているわれているわれているわれているんだろんだろんだろんだろうとうとうとうと思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。 私私私私、、、、世世世世のののの中中中中のののの変変変変革革革革というのはというのはというのはというのは、、、、だだだだれかがれかがれかがれかが叫叫叫叫ぶぶぶぶからからからから起起起起こるのではなこるのではなこるのではなこるのではなくくくく、、、、ややややはりはりはりはり皆皆皆皆ががががじじじじわわわわじじじじわとわとわとわと結結結結集集集集したしたしたした中中中中でででで起起起起こるこるこるこるんんんんじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ああああるるるる東北東北東北東北ののののほほほほうのうのうのうの高高高高校校校校生生生生がががが、、、、これはこれはこれはこれは地地地地元元元元のことをのことをのことをのことを学学学学ぶぶぶぶんんんんですですですですねねねね。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、生生生生徒徒徒徒ささささんんんんたたたたちちちちがががが、、、、学力学力学力学力のののの「「「「学学学学」」」」はははは、、、、学学学学ぶぶぶぶ「「「「学学学学」」」」ではなではなではなではなくくくく、、、、楽楽楽楽しむしむしむしむ「「「「楽楽楽楽力力力力」」」」だだだだ。「。「。「。「楽楽楽楽しいしいしいしい」」」」というというというという字字字字をををを書書書書くくくく、、、、それがそれがそれがそれが本本本本来来来来のののの学学学学びびびびじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかということにいうことにいうことにいうことに気気気気づづづづくんくんくんくんですですですですねねねね。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりそういうりそういうりそういうりそういう学学学学びびびび方方方方をしなけれをしなけれをしなけれをしなければばばば、、、、与与与与えられたえられたえられたえられた――――――――フフフフレレレレーーーーネルというネルというネルというネルという人人人人がががが、、、、識識識識字字字字教育教育教育教育でででで言言言言っているっているっているっているんんんんですですですですねねねね。。。。貯貯貯貯金金金金型型型型、、、、預預預預金金金金型型型型というというというというんんんんですかですかですかですか、、、、知知知知識識識識をたをたをたをただだだだ蓄蓄蓄蓄えるえるえるえる学力学力学力学力ではではではでは何何何何もももも世世世世のののの中中中中がががが変変変変わらないということわらないということわらないということわらないということ、、、、まさにそうまさにそうまさにそうまさにそうじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと私私私私はははは思思思思っているっているっているっている立立立立場場場場なのでなのでなのでなので、、、、全員全員全員全員 100％％％％はははは変変変変わるわるわるわる必要必要必要必要はないはないはないはない。。。。でもでもでもでも、、、、子供子供子供子供がががが変変変変わりわりわりわり、、、、大人大人大人大人がががが変変変変わりわりわりわり、、、、教教教教師師師師がががが変変変変わりわりわりわり、、、、それがまたそれがまたそれがまたそれがまた子供子供子供子供にもにもにもにも影響影響影響影響してしてしてして、、、、おおおお互互互互いにいにいにいに、、、、相相相相互互互互にににに変変変変わっていわっていわっていわっていくくくくとととというとこいうとこいうとこいうところろろろがががが、、、、私私私私のののの調調調調査査査査しているしているしているしている限限限限りではりではりではりではああああるかなとるかなとるかなとるかなと。。。。 これはこれはこれはこれは大学大学大学大学でもでもでもでもああああってってってって、、、、総合的総合的総合的総合的なななな学学学学習習習習にににに対対対対応応応応してしてしてして、、、、総合総合総合総合演演演演習習習習というというというという科目科目科目科目がががが文文文文科科科科省省省省でででで決決決決めめめめられたられたられたられたんんんんですですですですねねねね。。。。でもでもでもでも、、、、たったそのたったそのたったそのたったその 2 単単単単位位位位だだだだけではけではけではけでは、、、、多多多多分学生分学生分学生分学生ささささんんんんにににに力力力力ががががつつつつかないかないかないかないんんんんじゃじゃじゃじゃないかということでないかということでないかということでないかということで、、、、我我我我々々々々、、、、大学大学大学大学教員教員教員教員 5 人人人人でででで授授授授業業業業づづづづくくくくりをりをりをりをややややるるるるんんんんですですですですねねねね。。。。基基基基礎礎礎礎科目科目科目科目 2 人人人人、、、、応応応応用科目用科目用科目用科目 2 人人人人、、、、そしてそしてそしてそして総合総合総合総合演演演演習習習習というというというという。。。。ややややはりはりはりはり、、、、そこでよそこでよそこでよそこでよくくくく先生先生先生先生たたたたちちちち、、、、話話話話しししし合合合合いいいい、、、、そしてそしてそしてそして
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学生学生学生学生ささささんんんんたたたたちちちちもももも、、、、単単単単なるなるなるなる先生先生先生先生がががが与与与与えるえるえるえる授授授授業業業業だだだだとととと、、、、もうもうもうもうつつつついてこないいてこないいてこないいてこないんんんんですですですですねねねね。。。。いいいいやややや、、、、中中中中ににににはいますよはいますよはいますよはいますよ、、、、初初初初めからめからめからめから最後最後最後最後までまでまでまで口口口口ををををああああけてけてけてけて待待待待っているっているっているっている。。。。でもでもでもでも、、、、最後最後最後最後ににににポポポポートフォリオのートフォリオのートフォリオのートフォリオの評評評評価価価価のとこのとこのとこのところろろろをををを見見見見ますとますとますとますと、、、、すすすすごくごくごくごく個個個個人人人人差差差差がががが大大大大きいきいきいきいんんんんですですですですねねねね、、、、学学学学んんんんでいでいでいでいくくくく力力力力。。。。だだだだからからからから、、、、そこのそこのそこのそこのとことことこところろろろをどうをどうをどうをどう我我我我々々々々日日日日本人本人本人本人がががが評評評評価価価価していしていしていしていくくくくかかかか、、、、じゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと長長長長くくくくななななりましたりましたりましたりました。。。。 

 三三三三橋教授橋教授橋教授橋教授 どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。それではデスそれではデスそれではデスそれではデスカカカカッションにッションにッションにッションに入入入入りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどもどもどもども小澤小澤小澤小澤先生先生先生先生がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったったったった、、、、アフリアフリアフリアフリカカカカ人人人人のののの言言言言いいいい伝伝伝伝えにえにえにえに 1 人人人人のののの子供子供子供子供をををを育育育育てるのにてるのにてるのにてるのに 20 人人人人のののの大大大大人人人人がががが必要必要必要必要だだだだというというというという話話話話とかとかとかとか、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカインデインデインデインディィィィアンのアンのアンのアンの間間間間ではではではでは、、、、7代代代代先先先先のののの子子子子孫孫孫孫のことをのことをのことをのことを考考考考えてえてえてえて行行行行動動動動せよというようなせよというようなせよというようなせよというような言言言言いいいい伝伝伝伝えがえがえがえがあああありますりますりますります。。。。それはそれはそれはそれは、、、、ややややはりはりはりはり 1 つつつつののののココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィーがーがーがーが持続可持続可持続可持続可能能能能なななな社会社会社会社会をををを営営営営んんんんでいでいでいでいくくくくためにいためにいためにいためにいろろろろいいいいろろろろなななな経経経経験験験験からからからから学学学学んんんんでことのでことのでことのでことの教教教教訓訓訓訓ですですですですねねねね。。。。それとのそれとのそれとのそれとの関連関連関連関連でででで、、、、1つつつつ皆皆皆皆ささささんんんんにおにおにおにお伺伺伺伺いしたいなといしたいなといしたいなといしたいなと思思思思うことはうことはうことはうことは、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育のののの場場場場合合合合にはにはにはには、、、、特特特特にににに学学学学校校校校のののの教育教育教育教育だだだだけけけけじゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、家庭家庭家庭家庭、、、、ああああるいはるいはるいはるいは社会社会社会社会のののの教育教育教育教育がががが必要必要必要必要ななななんんんんじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思いますいますいますいます。。。。     私私私私はははは、、、、今今今今のののの大学大学大学大学にににに移移移移るるるる前前前前はははは、、、、長長長長いいいい間間間間新新新新聞聞聞聞社社社社にいたわけですにいたわけですにいたわけですにいたわけです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、イイイイギギギギリスとかリスとかリスとかリスとかヨヨヨヨーーーーロッパにロッパにロッパにロッパに大体大体大体大体 8 年年年年近近近近くくくく駐駐駐駐在在在在していたましたしていたましたしていたましたしていたました。。。。イイイイギギギギリスにリスにリスにリスに駐駐駐駐在在在在していたときにしていたときにしていたときにしていたときに、、、、興興興興味味味味深深深深いいいい経経経経験験験験をしましたをしましたをしましたをしました。、。、。、。、1 つつつつのののの問問問問題題題題にににに対対対対してしてしてして、、、、学学学学校校校校のののの先生先生先生先生がががが教教教教えてえてえてえてくくくくれたこととれたこととれたこととれたことと親親親親がががが教教教教えてえてえてえてくくくくれたれたれたれたことでことでことでことで違違違違いがいがいがいが生生生生じじじじたたたた場場場場合合合合にににに、、、、子供子供子供子供はどはどはどはどちちちちらをらをらをらを選選選選択択択択したらいいしたらいいしたらいいしたらいいんんんんですかですかですかですか質質質質問問問問しましたしましたしましたしました。。。。するするするするとそのとそのとそのとその先生先生先生先生はははは、、、、それはもうそれはもうそれはもうそれはもう当当当当然然然然ですですですです、、、、親親親親のののの言言言言うことにうことにうことにうことに従従従従ってってってってくだくだくだくださいとはっきりさいとはっきりさいとはっきりさいとはっきり断断断断言言言言しましましましましたしたしたした。。。。ああああ、、、、そうかそうかそうかそうか、、、、イイイイギギギギリスではリスではリスではリスでは、、、、教育教育教育教育というというというというのはのはのはのは、、、、学学学学校校校校もももも重重重重要要要要だだだだけどけどけどけど、、、、家庭家庭家庭家庭のののの教育教育教育教育こそこそこそこそ子供教育子供教育子供教育子供教育のののの原原原原点点点点になのかとになのかとになのかとになのかと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。日日日日本本本本ではどうかというとではどうかというとではどうかというとではどうかというと、、、、親親親親はすべてはすべてはすべてはすべて学学学学校校校校にににに任任任任せせせせてしまうてしまうてしまうてしまう。。。。親親親親はははは教育教育教育教育にににに比比比比較較較較的的的的無無無無関関関関心心心心でででで、、、、何何何何かかかか問問問問題題題題がががが起起起起きるときるときるときると学学学学校校校校のののの教育教育教育教育画画画画がががが悪悪悪悪いといといといと非非非非難難難難すすすするるるる発言発言発言発言がががが目立目立目立目立ちちちちますますますます。。。。日日日日本本本本とイとイとイとイギギギギリスではリスではリスではリスでは子供教育子供教育子供教育子供教育のののの責任責任責任責任ににににつつつついてのいてのいてのいての考考考考ええええ方方方方がががが非非非非常常常常にににに違違違違ううううとそのときにとそのときにとそのときにとそのときに思思思思いましたいましたいましたいました。。。。そこでそこでそこでそこで特特特特にににに家庭家庭家庭家庭のののの教育教育教育教育ののののあああありりりり方方方方などになどになどになどにつつつついていていていて、、、、どういうどういうどういうどういうぐあぐあぐあぐあいいいいにおにおにおにお考考考考えになっているかをえになっているかをえになっているかをえになっているかを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたいんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、これはこれはこれはこれは、、、、挙挙挙挙手手手手でもでもでもでも結結結結構構構構ですしですしですしですし、、、、小澤小澤小澤小澤先生先生先生先生にはにはにはには、、、、最後最後最後最後にまたまとめるというにまたまとめるというにまたまとめるというにまたまとめるという形形形形でおでおでおでお話話話話ししていたししていたししていたししていただくだくだくだくとしてとしてとしてとして。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、臼木臼木臼木臼木先生先生先生先生、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 臼木校長臼木校長臼木校長臼木校長 今今今今、、、、学学学学校校校校だだだだけでということはけでということはけでということはけでということは、、、、もうもうもうもう環境環境環境環境教育教育教育教育だだだだけではないとけではないとけではないとけではないと思思思思ううううんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、教育教育教育教育そそそそのものにのものにのものにのものにつつつついていていていて、、、、学学学学校校校校のののの中中中中だだだだけでけでけでけでややややったことではったことではったことではったことでは、、、、ほほほほんんんんとうのとうのとうのとうの教育教育教育教育とはとはとはとは言言言言えないなとえないなとえないなとえないなと思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。ややややはりはりはりはり生活生活生活生活のののの中中中中にににに、、、、生生生生きていきていきていきていくくくくということがすということがすということがすということがすごくごくごくごく大大大大事事事事なことでなことでなことでなことで、、、、特特特特にににに環境環境環境環境教教教教育育育育というかというかというかというか、、、、環境学環境学環境学環境学習習習習というかというかというかというか、、、、それはそれはそれはそれは、、、、日日日日常常常常化化化化というというというというんんんんですかですかですかですか、、、、それがそれがそれがそれが生活生活生活生活そのものにそのものにそのものにそのものにつつつつながっていながっていながっていながっていくくくくことがことがことがことが、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに実実実実践践践践社社社社としてのとしてのとしてのとしての力力力力になっていになっていになっていになっていくくくくとととと思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。でででで、、、、学学学学校校校校のののの中中中中ではではではでは、、、、ややややはりきっかけはりきっかけはりきっかけはりきっかけやややや、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちのののの生活生活生活生活がすべてがすべてがすべてがすべて、、、、みみみみんんんんないないないないろんろんろんろんなななな体体体体験験験験をしてをしてをしてをしているわけいるわけいるわけいるわけじゃじゃじゃじゃないのでないのでないのでないので、、、、今今今今、、、、総合的総合的総合的総合的なななな学学学学習習習習のののの時間時間時間時間もももも含含含含めてですけれどめてですけれどめてですけれどめてですけれど、、、、学学学学校校校校のののの役役役役割割割割のののの中中中中ににににはははは、、、、そのきっかけをそのきっかけをそのきっかけをそのきっかけをつくつくつくつくりりりり、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちがががが興興興興味味味味、、、、関関関関心心心心をををを持持持持ってってってって、、、、それをそれをそれをそれを生活生活生活生活のののの中中中中にににに生生生生かしてかしてかしてかしていったりすることがすいったりすることがすいったりすることがすいったりすることがすごくごくごくごく大大大大事事事事ななななんんんんじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。そのことをそのことをそのことをそのことを、、、、ややややはりはりはりはり保保保保
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護者護者護者護者のののの方方方方にににに理解理解理解理解していたしていたしていたしていただだだだかないとかないとかないとかないと、、、、子供子供子供子供はははは学学学学校校校校でででで体体体体験験験験してもしてもしてもしても、、、、話話話話をしてもをしてもをしてもをしても、、、、保護者保護者保護者保護者のののの方方方方がががが体体体体験験験験ななななくくくく、、、、わからなけれわからなけれわからなけれわからなければばばば、、、、それはそれはそれはそれは共共共共感感感感することもできませすることもできませすることもできませすることもできませんんんんのでのでのでので、、、、ややややはりはりはりはり学学学学校校校校がしてがしてがしてがしているいるいるいる活動活動活動活動をををを保護者保護者保護者保護者のののの方方方方にもにもにもにも一一一一緒緒緒緒にににに見見見見ていたていたていたていただだだだいたりいたりいたりいたり、、、、参加参加参加参加していたしていたしていたしていただだだだいたりしながらいたりしながらいたりしながらいたりしながら、、、、一一一一緒緒緒緒にににに学学学学んんんんでいでいでいでいくくくくということがすということがすということがすということがすごくごくごくごく大大大大事事事事ななななんんんんじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思ううううんんんんですですですです。。。。     そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、地域地域地域地域のののの方方方方――――――――子供子供子供子供ってってってって、、、、地域地域地域地域のののの財財財財産産産産だだだだとととと思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。今今今今、、、、少少少少子子子子高齢高齢高齢高齢化化化化、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに進進進進んんんんでいましてでいましてでいましてでいまして、、、、貴貴貴貴重重重重なななな子供子供子供子供たたたたちちちちですですですです。。。。そのそのそのその貴貴貴貴重重重重なななな子供子供子供子供たたたたちちちちをををを、、、、ややややはりはりはりはり町町町町でででで育育育育てていてていてていてていくくくく。。。。生活生活生活生活しているしているしているしている町町町町でででで育育育育てていてていてていてていくくくくことがことがことがことが大大大大事事事事なのでなのでなのでなので、、、、町町町町のののの方方方方たたたたちちちちはははは、、、、若若若若いおいおいおいお父父父父ささささんやんやんやんやおおおお母母母母ささささんんんんたたたたちちちちをををを育育育育ててててててててほほほほしいししいししいししいし、、、、学学学学校校校校でででで教教教教師師師師ののののほほほほうからうからうからうから保護者保護者保護者保護者にににに話話話話をしてもをしてもをしてもをしても、、、、なかなかなかなかなかうまなかうまなかうまなかうまくくくく通通通通じじじじないとこないとこないとこないところろろろももももああああるるるるんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、そこはそこはそこはそこは生活生活生活生活ののののベベベベテランでテランでテランでテランでああああるるるる、、、、地域地域地域地域のののの経経経経験験験験者者者者のののの方方方方たたたたちちちちからアからアからアからアドバドバドバドバイスをしていたイスをしていたイスをしていたイスをしていただだだだけるけるけるける機機機機会会会会ががががああああるとるとるとると、、、、育育育育ちちちち合合合合いというとこいというとこいというとこいというところろろろでででで、、、、地域地域地域地域のののの、、、、環境環境環境環境もももも含含含含めてめてめてめて、、、、教育教育教育教育力力力力になっていになっていになっていになっていくくくくのかなとのかなとのかなとのかなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

 三三三三橋教授橋教授橋教授橋教授 今今今今ごごごご指指指指摘摘摘摘していたしていたしていたしていただだだだいたいたいたいた、、、、今今今今のののの若若若若いおいおいおいお父父父父ささささんんんん、、、、おおおお母母母母ささささんんんんたたたたちちちちのののの世世世世代代代代というのはというのはというのはというのは、、、、一一一一番高番高番高番高度成度成度成度成長長長長期期期期にににに育育育育ってってってって、、、、使使使使いいいい捨捨捨捨てなてなてなてなんんんんかかかか、、、、むしむしむしむしろろろろ自分自分自分自分のののの生活生活生活生活のののの信信信信条条条条になっているようなになっているようなになっているようなになっているような親親親親たたたたちちちちがががが多多多多いわけですよいわけですよいわけですよいわけですよねねねね。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、そのそのそのその影響影響影響影響をををを非非非非常常常常にににに子供子供子供子供がががが受受受受けているけているけているけている。。。。今今今今のののの若若若若いいいい親親親親たたたたちちちちにににに対対対対するアプローするアプローするアプローするアプローチチチチでででで何何何何かいいアイデアはかいいアイデアはかいいアイデアはかいいアイデアはあああありませりませりませりませんんんんかかかか。、。、。、。、パネリストのパネリストのパネリストのパネリストの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、いかがでいかがでいかがでいかがですかすかすかすか。。。。 

 小池小池小池小池課課課課長長長長 ヒヒヒヒントではないですけれどもントではないですけれどもントではないですけれどもントではないですけれども、、、、先先先先ほほほほどのおどのおどのおどのお話話話話のののの中中中中でででで、、、、家庭版家庭版家庭版家庭版のののの ISO、、、、家庭家庭家庭家庭のののの中中中中でででで環境活環境活環境活環境活動動動動としてとしてとしてとして「「「「ここここういうことをういうことをういうことをういうことをややややりますりますりますります」」」」とととと宣言宣言宣言宣言してもらってしてもらってしてもらってしてもらって、、、、3カカカカ間間間間実実実実践践践践していたしていたしていたしていただくだくだくだくとととと市市市市ののののエエエエココココパートナーにパートナーにパートナーにパートナーに認認認認定定定定しますというしますというしますというしますという制制制制度度度度ををををややややっているわけですけれどもっているわけですけれどもっているわけですけれどもっているわけですけれども、、、、そのそのそのその制制制制度度度度がががが、、、、一一一一般般般般のののの人人人人にににに呼呼呼呼びかけてもなかなかびかけてもなかなかびかけてもなかなかびかけてもなかなか参加者参加者参加者参加者がががが増増増増えなかったえなかったえなかったえなかったんんんんですですですですねねねね。。。。とことことこところろろろがががが、、、、今今今今、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの父父父父兄兄兄兄をををを中心中心中心中心にににに、、、、急速急速急速急速にににに参加参加参加参加するするするする人人人人がががが集集集集まっていますまっていますまっていますまっています。。。。それでそれでそれでそれで、、、、ななななぜぜぜぜかかかか話話話話をををを伺伺伺伺いましたらいましたらいましたらいましたら、、、、子供子供子供子供がががが、「、「、「、「何何何何ででででだだだだれもいないのにれもいないのにれもいないのにれもいないのに電電電電気気気気つつつつけてるのけてるのけてるのけてるの？？？？    何何何何でででで水水水水道道道道出出出出しっしっしっしっ放放放放しなのしなのしなのしなの？？？？」」」」とととと、、、、家家家家にににに帰帰帰帰ってってってって親親親親にににに訪訪訪訪ねねねねるそうでするそうでするそうでするそうですねねねね。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、親親親親もももも自分自分自分自分のののの娘娘娘娘とかとかとかとか息息息息子子子子からからからから言言言言われるとわれるとわれるとわれると直直直直すすすす、、、、そういうわけでそういうわけでそういうわけでそういうわけで、、、、特特特特にににに園園園園児児児児だだだだからかもからかもからかもからかも知知知知れまれまれまれませせせせんんんんがががが、、、、言言言言うことはうことはうことはうことは親親親親がががが聞聞聞聞くくくくようですのでようですのでようですのでようですので、、、、そういうそういうそういうそういう切切切切りりりり口口口口でででで今今今今、、、、家庭版家庭版家庭版家庭版ののののほほほほうをうをうをうを進進進進めているとこめているとこめているとこめているところろろろですですですです。。。。それがそれがそれがそれが 1 つつつつのののの何何何何かかかかヒヒヒヒントかントかントかントかなとなとなとなと、、、、今今今今ふふふふとととと思思思思いましたものですからいましたものですからいましたものですからいましたものですから。。。。 

 三三三三橋教授橋教授橋教授橋教授 ドドドドイイイイツツツツのののの環境環境環境環境首首首首都都都都とととと言言言言われるわれるわれるわれるハハハハイデルブルグではイデルブルグではイデルブルグではイデルブルグでは、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題にににに最初最初最初最初にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ出出出出したのしたのしたのしたのはははは子供子供子供子供でででで、、、、子供子供子供子供がががが親親親親にににに対対対対しししし働働働働きかけをすることによってきかけをすることによってきかけをすることによってきかけをすることによって変変変変わったというわったというわったというわったというふふふふうなことがうなことがうなことがうなことが言言言言わわわわれていますけどれていますけどれていますけどれていますけどねねねね、、、、親親親親がががが子供子供子供子供のののの言言言言うことをうことをうことをうことを聞聞聞聞くくくく耳耳耳耳をををを持持持持ってってってってくくくくれているといいれているといいれているといいれているといいんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、そこがそこがそこがそこが非非非非常常常常にににに難難難難しいというしいというしいというしいという感感感感じじじじがしていますがしていますがしていますがしています。。。。     山崎山崎山崎山崎ささささんんんん、、、、渡瀬渡瀬渡瀬渡瀬ささささんんんん、、、、何何何何かこのかこのかこのかこの点点点点ににににつつつついていていていてござござござございますかいますかいますかいますか。。。。 
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山山山山崎所長崎所長崎所長崎所長 目的目的目的目的とかとかとかとか、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育とかいうことでとかいうことでとかいうことでとかいうことで家庭家庭家庭家庭というのはというのはというのはというのは重重重重要要要要ででででああああるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私はははは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり考考考考えてみてえてみてえてみてえてみて一一一一番番番番共共共共通通通通しているのはしているのはしているのはしているのは、、、、物物物物にににに対対対対するするするする思思思思いいいいややややりりりり、、、、人人人人にににに対対対対するするするする思思思思いいいいややややりとかりとかりとかりとか、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような、、、、根根根根本的本的本的本的ななななものがものがものがものがああああるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。社会生活社会生活社会生活社会生活でででで人人人人にににに対対対対するというようなするというようなするというようなするというような、、、、そういうものがすべてそういうものがすべてそういうものがすべてそういうものがすべて人人人人、、、、物物物物、、、、地球地球地球地球――――――――ままままああああ、、、、地球地球地球地球までまでまでまで言言言言うとうとうとうと、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと「「「「ええっええっええっええっ？？？？」」」」とととと言言言言うううう人人人人もいますけれどももいますけれどももいますけれどももいますけれども、、、、ややややはりはりはりはり基基基基本本本本はははは、、、、思思思思いいいいややややりりりりがががが必要必要必要必要ででででああああるるるる。。。。何何何何にににに対対対対してもしてもしてもしても、、、、子供子供子供子供にににに対対対対してもしてもしてもしても、、、、こういうことをこういうことをこういうことをこういうことをややややるとこうるとこうるとこうるとこうなるよとかなるよとかなるよとかなるよとか、、、、だだだだからいけないからいけないからいけないからいけないんだんだんだんだよというよというよというよという、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーとかーとかーとかーとか、、、、大人大人大人大人にににに対対対対してもしてもしてもしても、、、、むむむむだだだだ遣遣遣遣いとかいとかいとかいとか、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーをいっーをいっーをいっーをいっぱぱぱぱいいいい使使使使いたいいたいいたいいたい放放放放題題題題のののの若若若若者者者者にににに対対対対してもしてもしてもしても、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと待待待待ってってってってくだくだくだくださいよとさいよとさいよとさいよと。。。。ああああなたのなたのなたのなたのややややっていることはっていることはっていることはっていることは、、、、もうもうもうもう少少少少しししし思思思思いいいいややややりりりりをををを持持持持ってってってって、、、、行動行動行動行動してしてしてして下下下下さいということですさいということですさいということですさいということです。。。。環境環境環境環境だだだだけけけけじゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、ああああるのかなとるのかなとるのかなとるのかなと。。。。環境環境環境環境はははは広広広広いいいい学学学学問問問問とととと言言言言われていますけれどもわれていますけれどもわれていますけれどもわれていますけれども、、、、それがそれがそれがそれがややややっっっっぱぱぱぱりりりり、、、、根根根根本本本本はそういうことからはそういうことからはそういうことからはそういうことから始始始始まってまってまってまっているのかなというのがいるのかなというのがいるのかなというのがいるのかなというのが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと最近最近最近最近、、、、感感感感じじじじますますますます。。。。     それとそれとそれとそれと、、、、三三三三橋橋橋橋先生先生先生先生がががが、、、、ううううちちちちのののの環境環境環境環境白白白白書書書書にににに執筆執筆執筆執筆していたしていたしていたしていただだだだいているいているいているいている、、、、地域地域地域地域をををを好好好好きになるときになるときになるときになるというようないうようないうようないうような、、、、ややややはりはりはりはり、、、、まずまずまずまず子供子供子供子供たたたたちちちちにににに活動活動活動活動してもらうにしてもらうにしてもらうにしてもらうに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、ややややはりはりはりはり自分自分自分自分がががが生生生生まれまれまれまれたとこたとこたとこたところろろろををををほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに好好好好きになるきになるきになるきになるんだんだんだんだとととと。。。。それでそれでそれでそれで、、、、大人大人大人大人になってになってになってになって育育育育っていってっていってっていってっていって、、、、思思思思いいいい出出出出にににになってなってなってなって、、、、またまたまたまた戻戻戻戻ってってってってくくくくるなりるなりるなりるなり、、、、そういうことがそういうことがそういうことがそういうことが必要必要必要必要なのかなとなのかなとなのかなとなのかなと。。。。家庭家庭家庭家庭のことからのことからのことからのことから、、、、ちちちちょょょょっっっっとととと漠漠漠漠然然然然としたとしたとしたとした話話話話になりましたけれどもになりましたけれどもになりましたけれどもになりましたけれども、、、、私私私私がががが感感感感じじじじていることをていることをていることをていることをちちちちょょょょっとっとっとっと今今今今述述述述べさせていたべさせていたべさせていたべさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。 

 三三三三橋教授橋教授橋教授橋教授 渡瀬渡瀬渡瀬渡瀬ささささんんんん、、、、何何何何かかかかござござござございますいますいますいます？？？？ 

 渡瀬代渡瀬代渡瀬代渡瀬代表表表表 はいはいはいはい、、、、活動活動活動活動しているしているしているしている中中中中でででで、、、、幼幼幼幼児児児児からからからから小小小小・・・・中中中中学生学生学生学生、、、、大学生大学生大学生大学生、、、、若若若若いおいおいおいお母母母母ささささんんんん、、、、高齢高齢高齢高齢者者者者等等等等いいいいろろろろいいいいろろろろなななな世世世世代代代代のののの方方方方々々々々にににに接接接接することがすることがすることがすることがあああありますがりますがりますがりますが、、、、そこでそこでそこでそこで感感感感じじじじることはることはることはることは感謝感謝感謝感謝のののの気気気気持持持持ちちちちがががが少少少少しししし欠欠欠欠如如如如しているようにしているようにしているようにしているように見見見見受受受受けられますけられますけられますけられます。。。。ものにものにものにものに対対対対するするするする感謝感謝感謝感謝・・・・人人人人にににに対対対対ししししてのてのてのての感謝感謝感謝感謝・・・・地球地球地球地球にににに対対対対してしてしてしてのののの感謝感謝感謝感謝などですなどですなどですなどです。。。。 これはこれはこれはこれは各各各各家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの教育教育教育教育ということになるのではないかとということになるのではないかとということになるのではないかとということになるのではないかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、現実現実現実現実にはにはにはには両両両両親親親親はははは非非非非常常常常にににに忙忙忙忙しいものですからしいものですからしいものですからしいものですから、、、、すべてすべてすべてすべて学学学学校校校校にににに、、、、というようにもというようにもというようにもというようにも見見見見受受受受けられますけられますけられますけられます。。。。先生先生先生先生はははは学学学学習習習習のののの面面面面でででで手手手手いっいっいっいっぱぱぱぱいいいいだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、我我我我われわれわれわれ世世世世代代代代「「「「おおおおじじじじいいいいちやんちやんちやんちやん・お・お・お・おばあちやんばあちやんばあちやんばあちやん」」」」のののの出出出出番番番番ではないでしではないでしではないでしではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。 ものをものをものをものを作作作作りながらりながらりながらりながら、、、、またまたまたまた、、、、本本本本のののの読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ、、、、いいいいろろろろいいいいろあろあろあろありますりますりますります。。。。ゆったりとしたなかでゆったりとしたなかでゆったりとしたなかでゆったりとしたなかで、、、、物物物物のののの大大大大切切切切ささささ、、、、周囲周囲周囲周囲へのへのへのへの思思思思いいいいややややりりりり、、、、昔昔昔昔ののののひひひひとびとのとびとのとびとのとびとの知知知知恵恵恵恵などをなどをなどをなどを語語語語れるそれるそれるそれるそんんんんなななな環境環境環境環境もももも大大大大切切切切だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 エエエエコポコポコポコポリスセンターでリスセンターでリスセンターでリスセンターで活動活動活動活動することですることですることですることで、、、、少少少少しでもそのようなしでもそのようなしでもそのようなしでもそのような場場場場がががが広広広広げげげげられたらとられたらとられたらとられたらと考考考考えてえてえてえておりますおりますおりますおります。。。。 

 以以以以上上上上ですですですです。。。。 
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三三三三橋教授橋教授橋教授橋教授 どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。それそれそれそれじゃじゃじゃじゃ、、、、小澤小澤小澤小澤先生先生先生先生、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 小澤教授小澤教授小澤教授小澤教授 難難難難しいしいしいしいああああれなれなれなれなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ままままああああ、、、、こういうこういうこういうこういう言言言言葉葉葉葉ががががああああるるるるんんんんですですですですねねねね。「。「。「。「電電電電卓卓卓卓をををを持持持持ったったったった猿猿猿猿かかかからららら、、、、今今今今はははは携携携携帯帯帯帯をををを持持持持ったったったった猿猿猿猿」」」」とととと。。。。でもでもでもでも、、、、人人人人間間間間とのとのとのとの違違違違いというのはいというのはいというのはいというのは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり人人人人間間間間はははは考考考考えるこえるこえるこえることができるということとができるということとができるということとができるということだろだろだろだろうとうとうとうと。。。。しかししかししかししかし、、、、チチチチンパンジーのンパンジーのンパンジーのンパンジーの研究研究研究研究ををををややややっていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるるるる松松松松沢沢沢沢先生先生先生先生のののの映映映映像像像像などをなどをなどをなどを見見見見せていたせていたせていたせていただだだだいてもいてもいてもいても、、、、私私私私はははは幼幼幼幼児児児児期期期期のののの、、、、3歳歳歳歳までのまでのまでのまでの――――――――これはこれはこれはこれは、、、、3歳歳歳歳児神児神児神児神話話話話とはとはとはとは違違違違いますいますいますいますねねねね――――――――人人人人とととと、、、、ほほほほんんんんととととうにうにうにうに肌肌肌肌をををを通通通通してしてしてして信信信信頼頼頼頼関係関係関係関係ををををつくつくつくつくるというるというるというるという、、、、安心安心安心安心というとというとというとというとこここころろろろがががが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと今今今今欠欠欠欠けているのではないかというけているのではないかというけているのではないかというけているのではないかという、、、、それがなそれがなそれがなそれがなくくくくてててて、、、、発発発発達達達達にににに伴伴伴伴ってってってって、、、、自分自分自分自分のののの成成成成長長長長ののののモモモモデルとしてのデルとしてのデルとしてのデルとしての大人大人大人大人をををを見見見見てもてもてもても、、、、ああああまりまりまりまり地域地域地域地域にないにないにないにないんんんんですですですですねねねね。。。。 先先先先ほほほほどどどど地域地域地域地域をををを好好好好きになきになきになきになろろろろうとかうとかうとかうとか、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうにしてもうにしてもうにしてもうにしても、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか地域地域地域地域でででで人人人人にににに接接接接するするするする機機機機会会会会もないわけですもないわけですもないわけですもないわけですねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、イイイイギギギギリスリスリスリス、、、、ドドドドイイイイツツツツ、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカなどでなどでなどでなどで見見見見ておりますとておりますとておりますとておりますと、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと宗宗宗宗教教教教のののの違違違違いというのがいというのがいというのがいというのがああああったりったりったりったり、、、、いいいいろんろんろんろんなななな活動活動活動活動にににに子供子供子供子供をわりとをわりとをわりとをわりと生生生生かせるというのがかせるというのがかせるというのがかせるというのがああああるるるるんんんんですですですですねねねね。。。。それはそれはそれはそれは、、、、家庭家庭家庭家庭のののの中中中中だだだだけにけにけにけに子供子供子供子供のののの成成成成長長長長、、、、発発発発達達達達をををを閉閉閉閉じじじじ込込込込めないめないめないめない。。。。人人人人間間間間、、、、子供子供子供子供といといといというのもうのもうのもうのも、、、、すすすすごくやごくやごくやごくやはりはりはりはり動動動動物物物物的的的的なななな嗅嗅嗅嗅覚覚覚覚をををを持持持持っていますからっていますからっていますからっていますから、、、、自分自分自分自分のののの成成成成長長長長ののののモモモモデルとしてのデルとしてのデルとしてのデルとしての、、、、そういうそういうそういうそういう大人大人大人大人をををを見出見出見出見出していしていしていしていくくくくとととと思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。とことことこところろろろがががが、、、、そこがそこがそこがそこが今今今今、、、、非非非非常常常常にににに関係関係関係関係性性性性がながながながなくくくくなってきているのでなってきているのでなってきているのでなってきているので、、、、何何何何ををををモモモモデルにしていいのかわからないデルにしていいのかわからないデルにしていいのかわからないデルにしていいのかわからない。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、テテテテレビレビレビレビのののの画画画画面面面面でででで出出出出ててててくくくくるものになるというるものになるというるものになるというるものになるという形形形形でででで、、、、案案案案外外外外とととと地方地方地方地方にににに行行行行くくくくとととと、、、、無無無無人人人人駅駅駅駅がががが多多多多いいいいんんんんですですですですねねねね、、、、地方地方地方地方ののののローローローローカカカカルルルル線線線線のののの。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、そのそのそのそのホホホホームでームでームでームで、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちがががが、、、、ままままああああ、、、、渋渋渋渋谷谷谷谷をををを歩歩歩歩いているいているいているいている格格格格好好好好かかかかなとなとなとなと思思思思うううう子供子供子供子供たたたたちちちちがががが、、、、たむたむたむたむろろろろしているしているしているしているんんんんですですですですねねねね。。。。そこがそこがそこがそこが一一一一番番番番、、、、だだだだれにもれにもれにもれにも迷迷迷迷惑惑惑惑をかけないとをかけないとをかけないとをかけないといういういういう。。。。そのときそのときそのときそのとき私私私私はははは、、、、ああああ、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは表表表表現現現現したいしたいしたいしたいんだんだんだんだなとなとなとなと。。。。でもでもでもでも、、、、それをそれをそれをそれを受受受受けとめてけとめてけとめてけとめてくくくくれるれるれるれる大大大大人人人人がいないがいないがいないがいないんんんんじゃじゃじゃじゃないかなというないかなというないかなというないかなという思思思思いをしながらいをしながらいをしながらいをしながら、、、、だだだだからからからから、、、、大学大学大学大学のののの先生先生先生先生同同同同士士士士にはにはにはには、、、、茶茶茶茶髪髪髪髪ととととかかかか、、、、イイイイヤヤヤヤリングしているからというのではなリングしているからというのではなリングしているからというのではなリングしているからというのではなくくくく、、、、何何何何をををを表現表現表現表現したいのかをしたいのかをしたいのかをしたいのかを私私私私たたたたちちちちがががが引引引引っっっっ張張張張りりりり出出出出してしてしてしてあげあげあげあげるるるる、、、、フフフファァァァシリテートしてシリテートしてシリテートしてシリテートしてあげあげあげあげるというるというるというるという、、、、そのそのそのその役役役役割割割割をををを私私私私たたたたちちちちがががが忘忘忘忘れていてれていてれていてれていて、、、、昔昔昔昔とととと今今今今のののの子供子供子供子供たたたたちちちちのののの表現表現表現表現のののの仕仕仕仕方方方方がががが違違違違っているっているっているっているだだだだけなけなけなけなんだんだんだんだからからからから、、、、少少少少しししし心心心心をををを開開開開いていていていて聞聞聞聞いてみるといいてみるといいてみるといいてみるといいいいいんんんんじゃじゃじゃじゃないかなということでないかなということでないかなということでないかなということで、、、、私私私私もももも、、、、授授授授業業業業ななななんんんんかでそういうかでそういうかでそういうかでそういう手法手法手法手法をををを取取取取りりりり入入入入れてれてれてれてややややるるるるんんんんでででですすすすねねねね。。。。ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに、、、、グループグループグループグループ活動活動活動活動をさせようとするとをさせようとするとをさせようとするとをさせようとすると、、、、学生学生学生学生ささささんんんん、、、、すすすすごごごごくくくく嫌嫌嫌嫌がりますがりますがりますがります。。。。ひひひひとりでとりでとりでとりで何何何何でもでもでもでも受受受受けとめてけとめてけとめてけとめて、、、、ひひひひとりでとりでとりでとりでレポレポレポレポートをートをートをートを書書書書くくくく。。。。でもでもでもでも、、、、ああああえてグループえてグループえてグループえてグループ。。。。でもでもでもでも、、、、同同同同じじじじ学科学科学科学科のののの学生学生学生学生ささささんんんん同同同同士士士士はグループははグループははグループははグループはつくつくつくつくらないというらないというらないというらないという形形形形にしてにしてにしてにして、、、、ああああえてえてえてえて目目目目のののの前前前前でグループでグループでグループでグループつつつつくくくくるのもるのもるのもるのも、、、、全部全部全部全部私私私私がががが、、、、一人一人一人一人一人一人一人一人、、、、学生学生学生学生ささささんんんんのののの番番番番号号号号をををを書書書書いていていていて、、、、グループをグループをグループをグループをつくつくつくつくるるるるんんんんですですですですねねねね。。。。でもでもでもでも、、、、嫌嫌嫌嫌がるがるがるがるんんんんですですですですねねねね。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、ああああるるるる先進的先進的先進的先進的なななな、、、、住住住住民民民民参加参加参加参加ででででつくつくつくつくったったったった中中中中学学学学校校校校にににに行行行行ってもってもってもっても、、、、子供子供子供子供にににに聞聞聞聞くくくくとととと、、、、いいいいやややや、、、、疲疲疲疲れるとれるとれるとれると言言言言ううううんんんんですですですですねねねね。。。。でもでもでもでも、、、、それをそれをそれをそれを越越越越えてえてえてえて学学学学ぶぶぶぶ楽楽楽楽しさがしさがしさがしさが得得得得られれられれられれられればばばば、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちはははは、、、、そそそそんんんんなことはどうでもよなことはどうでもよなことはどうでもよなことはどうでもよくくくくなっていなっていなっていなっていくんくんくんくんですですですですねねねね。。。。そのそのそのその辺辺辺辺がすがすがすがすごくごくごくごく今今今今ないのはなないのはなないのはなないのはなぜぜぜぜかなとかなとかなとかなと思思思思うとうとうとうと、、、、ああああるるるる程程程程度共度共度共度共同同同同作作作作業業業業ををををややややってみるとってみるとってみるとってみると、、、、ままままああああ、、、、大学大学大学大学ではではではでは、、、、新新新新聞聞聞聞紙紙紙紙 1 枚枚枚枚でででで、、、、まずまずまずまずひひひひもをもをもをもをつくつくつくつくってってってってくだくだくだくださいというとこさいというとこさいというとこさいというところろろろからからからから始始始始まってまってまってまって、、、、それをそれをそれをそれを輪輪輪輪にしてにしてにしてにしてくだくだくだくださいというアクテさいというアクテさいというアクテさいというアクティビィビィビィビテテテティィィィをさをさをさをさせるとせるとせるとせると、、、、こここころろろろっとっとっとっと変変変変わったりするわったりするわったりするわったりするんんんんですですですですねねねね。。。。ああああ、、、、協力協力協力協力しししし合合合合うってこういうことなのかとうってこういうことなのかとうってこういうことなのかとうってこういうことなのかと。。。。
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ですからですからですからですから、、、、地域地域地域地域のののの中中中中でででで、、、、子供子供子供子供のののの発発発発達達達達過程過程過程過程のののの中中中中においてにおいてにおいてにおいて、、、、そういうそういうそういうそういう人人人人たたたたちちちちをををを見見見見つつつつけるけるけるける場場場場面面面面ををををもっともっともっともっとつくつくつくつくったらどうかったらどうかったらどうかったらどうか。。。。 アアアアメメメメリリリリカカカカのののの科学科学科学科学博博博博物館物館物館物館ななななんんんんかではかではかではかでは、、、、高高高高校校校校生生生生にににに、、、、特特特特にににに貧貧貧貧しいしいしいしい子供子供子供子供たたたたちちちちですですですですねねねね、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか学学学学校校校校にもにもにもにも行行行行けないけないけないけない、、、、そういうそういうそういうそういう科学科学科学科学博博博博物館物館物館物館でででで受受受受けけけけ入入入入れてれてれてれて、、、、単単単単位位位位もももも与与与与えるえるえるえる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そこでそこでそこでそこで夏休夏休夏休夏休みにみにみにみに働働働働くくくくというというというという。。。。ですからですからですからですから、、、、ポポポポンンンンチチチチョをョをョをョを着着着着てててて、「、「、「、「Ask me」」」」ってってってって。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、高高高高校校校校生生生生にににに、、、、幼幼幼幼児児児児、、、、小小小小学生学生学生学生がががが、「、「、「、「おおおお兄兄兄兄ちちちちゃゃゃゃんんんん、、、、これどうなってるのこれどうなってるのこれどうなってるのこれどうなってるの？？？？」」」」とかってとかってとかってとかって聞聞聞聞くくくくとかとかとかとか。。。。人人人人にににに教教教教えることえることえることえることはははは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりそれがまたりそれがまたりそれがまたりそれがまた学学学学習習習習にもにもにもにも、、、、学学学学びにもなっていびにもなっていびにもなっていびにもなっていくくくくわけですわけですわけですわけですねねねね。。。。そういうかかわりのそういうかかわりのそういうかかわりのそういうかかわりのああああれがれがれがれが、、、、今日今日今日今日本本本本のののの地域社会地域社会地域社会地域社会のののの中中中中ににににああああまりにもまりにもまりにもまりにも途途途途絶絶絶絶えてしまったのではないでしえてしまったのではないでしえてしまったのではないでしえてしまったのではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。 労働作労働作労働作労働作業業業業をををを一一一一緒緒緒緒ににににややややるときにはそれがるときにはそれがるときにはそれがるときにはそれがああああったとったとったとったと思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、おおおおややややじじじじのののの会会会会ととととかかかか、、、、そういうそういうそういうそういう人人人人たたたたちちちちがががが学学学学校校校校のののの中中中中にににに入入入入っていっていっていっていくくくくということはということはということはということは、、、、ああああるるるる意意意意味味味味でででで、、、、自分自分自分自分のののの成成成成長長長長ののののモモモモデルデルデルデル、、、、それがそれがそれがそれが身近身近身近身近ににににああああるとるとるとるといういういういう。。。。ですからですからですからですから、、、、私私私私はははは家庭家庭家庭家庭にすべてにすべてにすべてにすべて返返返返すことはできないなとすことはできないなとすことはできないなとすことはできないなと思思思思うううう立立立立場場場場ななななんんんんですですですです。。。。たたたただだだだしししし、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに 3 歳歳歳歳まではまではまではまでは、、、、ぎゅぎゅぎゅぎゅっとっとっとっと抱抱抱抱きしめたりきしめたりきしめたりきしめたり、、、、皮皮皮皮ふふふふ接接接接触触触触はうはうはうはうんんんんとととと多多多多くくくく持持持持ったりしながらったりしながらったりしながらったりしながら、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちにににに安心感安心感安心感安心感、、、、信信信信頼頼頼頼感感感感をををを築築築築くくくく基基基基礎礎礎礎ををををつくつくつくつくることがまずることがまずることがまずることがまず一一一一番番番番大大大大事事事事なことになことになことになことにああああるのではないかというるのではないかというるのではないかというるのではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、内内内内なるなるなるなる自然自然自然自然をををを豊豊豊豊かにすかにすかにすかにするるるる基基基基本本本本でもないかなとでもないかなとでもないかなとでもないかなと。。。。環境環境環境環境教育教育教育教育のののの、、、、ああああるいはるいはるいはるいは持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会、、、、地域地域地域地域づづづづくくくくりのりのりのりの基基基基本的本的本的本的なななな学学学学びになるのではないかとびになるのではないかとびになるのではないかとびになるのではないかと。。。。そしてそしてそしてそして、、、、大人大人大人大人もももも変変変変わりますよということをわりますよということをわりますよということをわりますよということを子供子供子供子供にににに示示示示すというすというすというすというんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか、、、、素直素直素直素直にににに表現表現表現表現するするするする。。。。子育子育子育子育てててて、、、、子育子育子育子育ちちちち。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり大人大人大人大人もももも育育育育つんつんつんつんですよですよですよですよねねねね。。。。そこをそこをそこをそこを示示示示すすすす関係関係関係関係性性性性をををを取取取取りりりり戻戻戻戻すすすす、、、、それがそれがそれがそれが地域地域地域地域づづづづくくくくりにもなるというりにもなるというりにもなるというりにもなるというふふふふうにうにうにうに私私私私はははは思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

 三三三三橋教授橋教授橋教授橋教授 親親親親とととと子供子供子供子供がががが一一一一緒緒緒緒にににに共共共共同同同同作作作作業業業業をするをするをするをする。。。。大学大学大学大学でもでもでもでも問問問問題題題題によってはによってはによってはによっては学生学生学生学生からからからから教教教教師師師師がががが学学学学ぶぶぶぶというというというというようなことのようなことのようなことのようなことの必要必要必要必要性性性性もももも指指指指摘摘摘摘されていますされていますされていますされています。、。、。、。、家庭家庭家庭家庭においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、例例例例ええええばばばば子供子供子供子供のののの声声声声をををを親親親親がががが素直素直素直素直にににに聞聞聞聞くだくだくだくだけのけのけのけの余余余余裕裕裕裕がががが欲欲欲欲しいですしいですしいですしいですねねねね。。。。このこのこのこのココココミミミミュュュュニニニニケケケケーションがーションがーションがーションがああああるとるとるとると、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり相相相相当当当当違違違違ってってってってくくくくるようなるようなるようなるような感感感感じじじじがしますがしますがしますがします。。。。すすすす先先先先ほほほほどのどのどのどの小澤小澤小澤小澤先生先生先生先生のののの報告報告報告報告とかとかとかとか、、、、臼木臼木臼木臼木先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話ななななんんんんかをかをかをかを聞聞聞聞いいいいていてていてていてていて、、、、ああああああああ、、、、いいいいいいいい子供子供子供子供たたたたちちちちがががが育育育育っているなというっているなというっているなというっているなという感感感感じじじじをををを持持持持つつつつ反反反反面面面面、、、、夜夜夜夜、、、、自自自自宅宅宅宅にににに帰帰帰帰るるるる電電電電車車車車ななななんんんんかにかにかにかに乗乗乗乗っていますとっていますとっていますとっていますと、、、、老老老老人人人人とかとかとかとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは身身身身体体体体障障障障害害害害者者者者優優優優先先先先席席席席にににに平平平平気気気気でででで座座座座りりりり込込込込んんんんでででで、、、、受受受受験験験験用用用用のののの参考参考参考参考書書書書ななななんんんんかをかをかをかを読読読読んんんんでいるおそらでいるおそらでいるおそらでいるおそらくくくく小小小小学学学学校五校五校五校五、、、、六六六六年年年年のののの子供子供子供子供たたたたちちちちななななんんんんかがかがかがかが結結結結構目構目構目構目ににににつつつつくくくくわけですわけですわけですわけですねねねね。。。。そういうそういうそういうそういう子供子供子供子供たたたたちちちちとのとのとのとの乖離乖離乖離乖離をををを感感感感じじじじざざざざるをるをるをるを得得得得ませませませませんんんんねねねね。。。。このこのこのこの辺辺辺辺はもうはもうはもうはもう二二二二極分極分極分極分化化化化ししししちちちちゃゃゃゃってってってって、、、、どうしようもないどうしようもないどうしようもないどうしようもないんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうかねねねね。。。。有有有有名名名名なななな中中中中学学学学なりなりなりなり高高高高校校校校ななななんんんんかにかにかにかに入入入入るためるためるためるためにににに、、、、環境環境環境環境ななななんんんんかもうかもうかもうかもうくくくくそそそそ食食食食らえとらえとらえとらえと。。。。自分自分自分自分がとにかがとにかがとにかがとにかくくくくテストのテストのテストのテストの点点点点をををを稼稼稼稼げげげげれれれればばばばいいいいいいいいんだんだんだんだというというというというようなようなようなような子供子供子供子供たたたたちちちちののののほほほほうがうがうがうがややややっっっっぱぱぱぱりりりり目目目目ににににつつつつきますきますきますきます。。。。こういうようなことはこういうようなことはこういうようなことはこういうようなことは、、、、臼木臼木臼木臼木先生先生先生先生、、、、いかいかいかいかがなものでしがなものでしがなものでしがなものでしょょょょうかうかうかうかねねねね。。。。そっそっそっそっちちちちののののほほほほうがうがうがうが非非非非常常常常にににに気気気気になっになっになっになっちちちちゃゃゃゃううううんんんんですけどですけどですけどですけどねねねね。。。。 

 臼木校長臼木校長臼木校長臼木校長 そうですそうですそうですそうですねねねね、、、、例例例例ええええばばばば電電電電車車車車にににに乗乗乗乗るということでもるということでもるということでもるということでも、、、、金沢小金沢小金沢小金沢小でもでもでもでも、、、、ままままああああ、、、、生活科生活科生活科生活科のののの学学学学習習習習のののの中中中中でででで、、、、低低低低学年学年学年学年、、、、2 年生年生年生年生、、、、地地地地下下下下鉄鉄鉄鉄にににに乗乗乗乗ってってってって出出出出かけることがかけることがかけることがかけることがああああるるるるんんんんですですですですねねねね。。。。そのときにでもそのときにでもそのときにでもそのときにでも、「、「、「、「電電電電車車車車のののの中中中中にににに入入入入ったらこういうったらこういうったらこういうったらこういうふふふふうにしましうにしましうにしましうにしましょょょょううううねねねね」」」」とととと言言言言わないでわないでわないでわないで乗乗乗乗せたとしたらせたとしたらせたとしたらせたとしたら、、、、多多多多分分分分、、、、ばばばばああああっとっとっとっと行行行行ってってってって、、、、ばばばばっとっとっとっと席席席席をとってというをとってというをとってというをとってという、、、、中中中中でででで大大大大きなきなきなきな声声声声でしでしでしでしゃゃゃゃべってというべってというべってというべってという状況状況状況状況ががががああああるのるのるのるの
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がががが実実実実態態態態かなとかなとかなとかなと思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。でもでもでもでも、、、、ややややはりこれははりこれははりこれははりこれは、、、、電電電電車車車車にににに乗乗乗乗るときにはるときにはるときにはるときには事事事事前前前前のののの指導指導指導指導というというというというかかかか、、、、していかないとしていかないとしていかないとしていかないと、、、、なかなかできないしなかなかできないしなかなかできないしなかなかできないし、、、、学学学学校校校校でででで行行行行くくくくときにときにときにときにはそうはそうはそうはそうだだだだとととと思思思思ってもってもってもっても、、、、かなかなかなかなりのりのりのりの子供子供子供子供たたたたちちちち、、、、高高高高学年学年学年学年になるとになるとになるとになると、、、、同同同同じじじじようにようにようにように塾塾塾塾通通通通いしているいしているいしているいしているんんんんですがですがですがですが、、、、夜夜夜夜遅遅遅遅くくくく帰帰帰帰ってきまってきまってきまってきますがすがすがすが、、、、そのそのそのその子供子供子供子供たたたたちちちちがががが、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに席席席席にににに座座座座らずにらずにらずにらずに、、、、ちちちちゃゃゃゃんんんんとととと立立立立っているかというとっているかというとっているかというとっているかというと、、、、今今今今おおおおっしっしっしっしゃゃゃゃられたことのられたことのられたことのられたことの中中中中でででで、、、、疲疲疲疲れてれてれてれて帰帰帰帰ってってってってくくくくれれれればばばば、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうにしてうにしてうにしてうにして席席席席にににに座座座座ることもることもることもることもああああるるるるだろだろだろだろうしうしうしうし、、、、またまたまたまた、、、、育育育育っていっていっていっていくくくく中中中中でででで、、、、家庭家庭家庭家庭のののの中中中中でででで、、、、どういうどういうどういうどういうふふふふうなうなうなうな電電電電車車車車のののの中中中中でのでのでのでの、、、、公公公公共施設共施設共施設共施設とととと言言言言ったったったったほほほほうがいいのかなうがいいのかなうがいいのかなうがいいのかな、、、、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろでのでのでのでのママママナーみたいなものがナーみたいなものがナーみたいなものがナーみたいなものが育育育育ってきているのってきているのってきているのってきているのかなというのはかなというのはかなというのはかなというのは感感感感じじじじますますますます。。。。     だだだだたたたた、、、、学学学学校校校校はははは、、、、集集集集団団団団としてとしてとしてとしてややややはりはりはりはり教教教教えるべきことはきえるべきことはきえるべきことはきえるべきことはきちちちちっとっとっとっと教教教教えてえてえてえていかないかないかないかなくちくちくちくちゃゃゃゃいけないけないけないけないのでいのでいのでいので、、、、していかなしていかなしていかなしていかなくちくちくちくちゃゃゃゃいけないといけないといけないといけないと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。たたたただだだだ、、、、実実実実践践践践者者者者はははは子供子供子供子供たたたたちちちちですからですからですからですから、、、、言言言言われれわれれわれれわれればばばばわかっているけれどわかっているけれどわかっているけれどわかっているけれど、、、、言言言言われなけれわれなけれわれなけれわれなければばばば、、、、ままままああああ、、、、そのそのそのその状況状況状況状況にににに応応応応じじじじてててて、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに自分自分自分自分をををを律律律律することができるかどうかというとこすることができるかどうかというとこすることができるかどうかというとこすることができるかどうかというところろろろはははは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと疑疑疑疑問問問問かなとかなとかなとかなと思思思思うとこうとこうとこうところろろろももももあああありますりますりますります。。。。 

 三三三三橋教授橋教授橋教授橋教授 これもイこれもイこれもイこれもイギギギギリスでリスでリスでリスで経経経経験験験験したしたしたした話話話話ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、イイイイギギギギリスはリスはリスはリスは、、、、二二二二階階階階建建建建てのてのてのてのババババスがスがスがスが走走走走っていまっていまっていまっていますよすよすよすよねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、空空空空いているいているいているいている席席席席にににに、、、、子供子供子供子供がががが立立立立っていたのでっていたのでっていたのでっていたので、、、、イイイイギギギギリスリスリスリス人人人人にににに聞聞聞聞いてみたいてみたいてみたいてみたんんんんでででですすすす。「。「。「。「何何何何でででで座座座座らせないのらせないのらせないのらせないの？？？？」」」」とととと言言言言ったらったらったらったら、、、、子供子供子供子供はははは、、、、ババババスススス料金料金料金料金がががが大人大人大人大人のののの半半半半分分分分ななななんだんだんだんだとととと。。。。だだだだからからからから、、、、基基基基本的本的本的本的にはにはにはには立立立立つつつつようにようにようにように教育教育教育教育しているしているしているしているんだんだんだんだというようなことをというようなことをというようなことをというようなことを言言言言っていましたっていましたっていましたっていました。。。。子供子供子供子供はまはまはまはまだだだだ半半半半人人人人前前前前ななななんだんだんだんだということをということをということをということを非非非非常常常常にわかりにわかりにわかりにわかりややややすいすいすいすいくくくく説説説説明明明明してしてしてしてくくくくれましたれましたれましたれました。。。。席席席席ががががちちちちょょょょっとっとっとっとぐぐぐぐららららいいいい空空空空いていてもいていてもいていてもいていても、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちがががが座座座座るとるとるとると、、、、親親親親がががが「「「「だだだだめめめめ」」」」というというというというふふふふうにうにうにうに怒怒怒怒るわけですよるわけですよるわけですよるわけですよねねねね。。。。そうそうそうそういうようなことはいうようなことはいうようなことはいうようなことは、、、、家庭家庭家庭家庭教育教育教育教育でするのですでするのですでするのですでするのですねねねね。、。、。、。、何何何何かそういうかそういうかそういうかそういう基基基基本本本本原原原原則則則則みたいなことがみたいなことがみたいなことがみたいなことがああああれれれればばばばわかりわかりわかりわかりややややすいすいすいすい、、、、、、、、おまえはおまえはおまえはおまえは子供子供子供子供でででで料金料金料金料金がががが大人大人大人大人のののの半半半半分分分分のののの半半半半人人人人前前前前ななななんだんだんだんだからからからから、、、、席席席席にににに座座座座るるるる権権権権利利利利ははははないないないないんだんだんだんだとととと。。。。日日日日本本本本でこでこでこでこんんんんなななな言言言言いいいい方方方方をするとをするとをするとをすると袋袋袋袋叩叩叩叩きにきにきにきにああああいそうですいそうですいそうですいそうですねねねね。。。。子供子供子供子供のののの人人人人権権権権をををを無無無無視視視視ししししているといってているといってているといってているといってねねねね。。。。だだだだがそういうがそういうがそういうがそういう 1 つつつつのルールがのルールがのルールがのルールがああああってってってって、、、、イイイイギギギギリスのリスのリスのリスの電電電電車車車車とかとかとかとかババババスのスのスのスの中中中中でででではよはよはよはよほほほほどどどど空空空空いていないいていないいていないいていない限限限限りりりり、、、、子供子供子供子供はまずはまずはまずはまず座座座座らないですよらないですよらないですよらないですよねねねね。。。。それがいいとかそれがいいとかそれがいいとかそれがいいとか悪悪悪悪いとかのいとかのいとかのいとかの議議議議論論論論はははは別別別別としてとしてとしてとして、、、、何何何何かわかりかわかりかわかりかわかりややややすいすいすいすい基基基基準準準準がががが、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育をををを進進進進めていめていめていめていくくくく場場場場合合合合、、、、必要必要必要必要なななな気気気気がしますがしますがしますがしますがいかがでしがいかがでしがいかがでしがいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 臼木校長臼木校長臼木校長臼木校長 今今今今おおおお話話話話をををを伺伺伺伺いながらいながらいながらいながら、、、、2つつつつ、、、、思思思思いいいい浮浮浮浮かべていたかべていたかべていたかべていたんんんんですですですですねねねね。。。。1つつつつはははは、、、、先先先先ほほほほどスラどスラどスラどスラポポポポトにトにトにトにああああっっっったたたた、、、、屋屋屋屋根根根根のないのないのないのない学学学学校校校校のののの小小小小学学学学校校校校をををを訪問訪問訪問訪問しましたときにしましたときにしましたときにしましたときに、、、、生活科生活科生活科生活科のののの授授授授業業業業ででででつくつくつくつくったったったった、、、、自然自然自然自然のものものものものをのをのをのを使使使使ってのってのってのっての展示展示展示展示ががががああああったったったったんんんんですですですですねねねね。。。。でででで、、、、ああああるおるおるおるお父父父父ささささんんんんがががが、、、、自分自分自分自分のののの息息息息子子子子とととと、、、、隣隣隣隣でいてでいてでいてでいて、「、「、「、「ここここれはれはれはれは何何何何々々々々ちちちちゃゃゃゃんんんんががががつくつくつくつくったものったものったものったものだだだだ」」」」ってってってって子供子供子供子供がががが言言言言ったときにったときにったときにったときに、、、、おおおお父父父父ささささんんんんがががが、「、「、「、「すすすすごくごくごくごく上上上上手手手手だだだだねねねね」」」」ってってってって、、、、そのおそのおそのおそのお友友友友だちだちだちだちのことをのことをのことをのことを褒褒褒褒めためためためたんんんんですですですです。「。「。「。「でもでもでもでも、、、、おまえのはもっとすおまえのはもっとすおまえのはもっとすおまえのはもっとすばばばばらしいらしいらしいらしい」」」」っっっってててて、、、、おおおお父父父父ささささんんんんがががが褒褒褒褒めためためためたんんんんですですですですねねねね。。。。私私私私、、、、すすすすごくごくごくごくそこがそこがそこがそこが大大大大事事事事でででで、、、、それはそれはそれはそれは、、、、生活科生活科生活科生活科ででででつくつくつくつくったもったもったもったものですからのですからのですからのですから、、、、1 年生年生年生年生、、、、2 年生年生年生年生のものですからのものですからのものですからのものですから芸芸芸芸術術術術作作作作品品品品ではないではないではないではないんんんんですですですですねねねね。。。。でもでもでもでも、、、、そういうそういうそういうそういう褒褒褒褒めめめめ方方方方ってすってすってすってすごくごくごくごく大大大大事事事事でででで、、、、そのそのそのその屋屋屋屋根根根根のないのないのないのない学学学学校校校校のののの全全全全体体体体がそういうがそういうがそういうがそういう取取取取りりりり組組組組みみみみ方方方方をするをするをするをするんんんんですですですですねねねね。。。。 
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そしてそしてそしてそして、、、、ああああるときるときるときるとき、、、、ヒヒヒヒアリングにアリングにアリングにアリングに行行行行きましたときにきましたときにきましたときにきましたときに、、、、校長校長校長校長先生先生先生先生 5 人人人人とととと――――――――そこはそこはそこはそこは集落集落集落集落がががが 5つあつあつあつあってってってって、、、、小小小小学学学学校校校校をををを統統統統合合合合しなかったしなかったしなかったしなかったんんんんでででですすすすねねねね。。。。でででで、、、、中中中中学学学学校校校校がががが 1 つだつだつだつだったったったったんんんんですですですです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、中中中中学学学学校校校校のののの校長校長校長校長先生先生先生先生おおおお一人一人一人一人とととと行行行行ってってってって、、、、教育委員教育委員教育委員教育委員会会会会でおでおでおでお話話話話をををを伺伺伺伺っていたっていたっていたっていたんんんんですですですですねねねね。。。。そうしましそうしましそうしましそうしましたらたらたらたら、、、、ああああるるるる先生先生先生先生がががが、「、「、「、「ききききょょょょうううう、、、、学学学学校校校校にににに来来来来ててててくだくだくだくださいませさいませさいませさいませんんんんかかかか」」」」とととと言言言言ううううんんんんですですですですねねねね。。。。土土土土曜曜曜曜日日日日のおのおのおのお休休休休みのみのみのみの日日日日ですですですです。。。。何何何何かなとかなとかなとかなと。。。。雪雪雪雪がががが降降降降っていたっていたっていたっていたんんんんですですですです。。。。そうしましたらそうしましたらそうしましたらそうしましたら、、、、校校校校庭庭庭庭でででで、、、、みみみみんんんんなななな子供子供子供子供たたたたちちちちがががが遊遊遊遊んんんんでいるでいるでいるでいるんんんんですですですです。。。。でででで、、、、女性女性女性女性のののの方方方方たたたたちちちちがががが、、、、おしるこをおしるこをおしるこをおしるこをつくつくつくつくったりったりったりったり、、、、ややややってってってって。。。。でででで、、、、地地地地域域域域のののの方方方方におにおにおにお話話話話をををを伺伺伺伺いましたらいましたらいましたらいましたら、、、、もうもうもうもう何日何日何日何日もももも前前前前からからからから天天天天気気気気予予予予報報報報をををを見見見見ながらながらながらながら、、、、このこのこのこのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの雪雪雪雪がががが降降降降るとるとるとると予予予予測測測測をををを立立立立てててててててて、、、、今今今今度度度度のののの土土土土曜曜曜曜日日日日ぐぐぐぐらいにはらいにはらいにはらいには雪雪雪雪がががが降降降降るからるからるからるから、、、、そこでそこでそこでそこで子供子供子供子供たたたたちちちちとととと地域地域地域地域でででで遊遊遊遊ぶぶぶぶというというというという、、、、そこでそこでそこでそこで大人大人大人大人たたたたちちちちがおがおがおがお膳膳膳膳立立立立てをするてをするてをするてをするんんんんですですですですねねねね。。。。学学学学校校校校はははは、、、、給食給食給食給食室室室室とととと校校校校庭庭庭庭をををを貸貸貸貸すすすすだだだだけけけけななななんんんんですですですですねねねね。。。。すすすすばばばばらしいとらしいとらしいとらしいと思思思思いますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、最後最後最後最後、、、、夕暮夕暮夕暮夕暮れになってきたときにれになってきたときにれになってきたときにれになってきたときに、、、、小小小小さなさなさなさなバケバケバケバケツツツツとととと大大大大きなきなきなきなバケバケバケバケツツツツでででで雪雪雪雪だだだだるまをるまをるまをるまをつくつくつくつくってってってって、、、、それをそれをそれをそれを学学学学校校校校のののの隣隣隣隣ににににああああるるるる神神神神社社社社のののの境内境内境内境内のののの階段階段階段階段のののの脇脇脇脇にににに、、、、2列列列列ずずずずつつくつつくつつくつつくっていっていっていっていくんくんくんくんですですですです。。。。でででで、、、、そこにそこにそこにそこにろろろろうそうそうそうそくくくくのののの火火火火をともすをともすをともすをともすんんんんですですですですねねねね。。。。そういうそういうそういうそういう場場場場面面面面をををを地域地域地域地域のののの大人大人大人大人ががががつくつくつくつくってってってって、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり地域地域地域地域でででで育育育育てていてていてていてていくくくくというというというという発想発想発想発想がががが 1 つあつあつあつあるというこるというこるというこるということですとですとですとですねねねね。。。。ももももちろんちろんちろんちろん、、、、学学学学校校校校はははは社会社会社会社会性性性性をををを身身身身ににににつつつつけていけていけていけていくくくくということでということでということでということで、、、、集集集集団団団団でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみとかかかか、、、、そういうものそういうものそういうものそういうものははははややややっていっていっていっていくくくくわけですわけですわけですわけですねねねね。。。。 もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、新新新新潟潟潟潟県県県県のののの中中中中学学学学校校校校ななななんんんんですがですがですがですが、、、、子供参加子供参加子供参加子供参加型型型型ででででややややっているっているっているっているんんんんですがですがですがですが、、、、そこはそこはそこはそこは校校校校則則則則がないがないがないがない学学学学校校校校ななななんんんんですですですですねねねね。。。。でででで、、、、学学学学校校校校ではではではでは、、、、20 人人人人のののの学学学学校校校校ををををつくつくつくつくるときのるときのるときのるときの委員委員委員委員のののの方方方方、、、、3 人人人人だだだだけけけけ専専専専門門門門家家家家としてとしてとしてとして、、、、ああああとととと 17 人人人人がががが地域地域地域地域のののの方方方方たたたたちだちだちだちだったったったったんんんんですですですです。。。。一一一一番番番番年年年年配者配者配者配者はははは、、、、78歳歳歳歳のののの農農農農業業業業従従従従事者事者事者事者、、、、「「「「自分自分自分自分がそがそがそがそんんんんなななな委員委員委員委員になってになってになってになって……………………」」」」というよりというよりというよりというより、、、、もうもうもうもう皆皆皆皆ささささんんんん、、、、あちあちあちあちここここちちちち行行行行ってってってって、、、、勉勉勉勉強強強強しなしなしなしながらがらがらがら、、、、そしてそしてそしてそしてつくつくつくつくっていったときにっていったときにっていったときにっていったときに、、、、もしもしもしもし必要必要必要必要ならならならなら、、、、校校校校則則則則はははは子供子供子供子供たたたたちちちちががががつくつくつくつくれれれればばばばいいといいといいといいと。。。。それをそれをそれをそれを学学学学校校校校はははは待待待待っているわけですっているわけですっているわけですっているわけですねねねね。。。。そういったそういったそういったそういった、、、、教育教育教育教育ってってってって、、、、すすすすごくごくごくごく待待待待ちちちちのののの姿勢姿勢姿勢姿勢がががが必要必要必要必要ななななんんんんですですですですねねねね、、、、これはこれはこれはこれは大学生大学生大学生大学生もももも同同同同じじじじですけれどもですけれどもですけれどもですけれども。。。。そこがそこがそこがそこが何何何何かかかか、、、、私私私私たたたたちちちち、、、、つつつついせっかいせっかいせっかいせっかちちちちにににに、、、、ここここうもするうもするうもするうもする、、、、ああああああああもするともするともするともすると言言言言いがいがいがいがちちちちですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ややややはりはりはりはり子供子供子供子供たたたたちちちちががががほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに必要必要必要必要になっになっになっになったらたらたらたらややややっていっていっていっていくくくくとととと思思思思ううううんんんんですですですです。。。。 私私私私はははは、、、、学学学学校校校校空間空間空間空間というのはというのはというのはというのは大大大大きなきなきなきな家家家家でででであああありりりり、、、、小小小小さなさなさなさな町町町町だだだだとととと思思思思ううううんんんんですですですです。。。。それがそれがそれがそれが、、、、新新新新潟潟潟潟県県県県ののののああああるるるる町町町町のののの、、、、2つつつつ中中中中学学学学校校校校ががががああああってってってって、、、、平平平平成成成成のののの合合合合併併併併のときにのときにのときにのときに統統統統合合合合。。。。昭昭昭昭和和和和 30 年年年年代代代代のののの市市市市町町町町村村村村のののの合合合合併併併併のときにはのときにはのときにはのときには、、、、そこはそこはそこはそこは中中中中学学学学校校校校をををを統統統統合合合合しなかったしなかったしなかったしなかった。。。。それでそれでそれでそれで、、、、統統統統合合合合中中中中学学学学校校校校をををを考考考考えるえるえるえる会会会会というとこというとこというとこというところろろろででででややややっていってっていってっていってっていって、、、、そしてそしてそしてそして、、、、そこではそこではそこではそこでは、、、、ややややはりはりはりはり学学学学校校校校のののの森森森森ををををつくろつくろつくろつくろうといううといううといううという、、、、そのそのそのその話話話話がががが起起起起ここここっっっったときからたときからたときからたときから、、、、ドドドドングリのングリのングリのングリの種種種種からからからから苗苗苗苗木木木木をををを植植植植えてえてえてえて。。。。そしてそしてそしてそして、、、、今今今今、、、、未未未未来来来来のののの種種種種というというというという NPO がががが、、、、そそそそこのこのこのこの学学学学校校校校のののの中中中中にもにもにもにも空間空間空間空間をををを持持持持ってってってって、、、、そしてそしてそしてそして地域地域地域地域のおのおのおのおじじじじいいいいちちちちゃゃゃゃんんんん、、、、おおおおばあちばあちばあちばあちゃゃゃゃんんんんもももも来来来来るしるしるしるし、、、、全全全全部部部部オープンなオープンなオープンなオープンなんんんんですですですですねねねね、、、、ガガガガラスラスラスラス張張張張りでりでりでりで。。。。校長校長校長校長室室室室もオープンもオープンもオープンもオープン。。。。中中中中学生学生学生学生がががが、、、、校長校長校長校長室室室室のののの前前前前ののののベベベベンンンンチチチチにににに座座座座ってってってって、「、「、「、「校長校長校長校長先生先生先生先生！！！！」」」」とかってとかってとかってとかってややややるるるる。。。。でもでもでもでも、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちはははは、、、、そこにそこにそこにそこに地域地域地域地域のののの人人人人がががが来来来来るとるとるとると、、、、「「「「ここここんんんんににににちちちちはははは」」」」とととと、、、、ああああいさいさいさいさつつつつはきはきはきはきちんちんちんちんとできますとできますとできますとできます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、校校校校則則則則がががが必要必要必要必要かどうかというこかどうかというこかどうかというこかどうかということをとをとをとを中中中中学生学生学生学生がががが議議議議論論論論するするするするんんんんですですですですねねねね。。。。でででで、、、、そこのそこのそこのそこの中中中中学学学学校校校校をををを卒卒卒卒業業業業したしたしたした高高高高校校校校生生生生もももも来来来来てててて、、、、困困困困ったのはったのはったのはったのは、、、、高高高高校校校校へへへへ行行行行ったときったときったときったとき校校校校則則則則ががががああああったったったったけれどけれどけれどけれど、、、、でもでもでもでも、、、、ななななくくくくてもてもてもても、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちでででで集集集集団生活団生活団生活団生活のルールづのルールづのルールづのルールづくくくくりはできるということをきりはできるということをきりはできるということをきりはできるということをきちんちんちんちんとととと自自自自覚覚覚覚しているししているししているししているし、、、、またまたまたまたややややっていっていっていっていくくくくわけですわけですわけですわけですねねねね。。。。それはそれはそれはそれはまたまたまたまた、、、、地域地域地域地域のののの人人人人がおりますからがおりますからがおりますからがおりますから、、、、そういったそういったそういったそういった形形形形でででで、、、、やろやろやろやろうとうとうとうと思思思思ええええばばばばできるできるできるできるんんんんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。 とことことこところろろろがががが、、、、今日今日今日今日本本本本のののの社会社会社会社会というのはというのはというのはというのは、、、、全部全部全部全部、、、、何何何何かかかか機機機機能分化能分化能分化能分化させてさせてさせてさせて、、、、どこどこがどこどこがどこどこがどこどこがややややらならならならなくくくく
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ちちちちゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと声声声声をををを出出出出すとすとすとすと、、、、ううううざざざざったいったいったいったい目目目目でででで見見見見られられられられちちちちゃゃゃゃうとかうとかうとかうとか。。。。ですからですからですからですから、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうにああああいさいさいさいさつつつつしてしてしてしてほほほほしかったらしかったらしかったらしかったら、、、、私私私私もももも、、、、学内学内学内学内ではではではでは、、、、まずまずまずまず私私私私ののののほほほほうからうからうからうから「「「「おはようおはようおはようおはよう」」」」とかとかとかとか、、、、「「「「ここここんんんんににににちちちちはははは」」」」とかとかとかとか声声声声をかけるをかけるをかけるをかける。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、おのずとおのずとおのずとおのずと向向向向こうかこうかこうかこうからもらもらもらも、、、、学生学生学生学生ののののほほほほうからもうからもうからもうからも声声声声をかけてをかけてをかけてをかけてくくくくるようになるわけでするようになるわけでするようになるわけでするようになるわけですねねねね。。。。そういったそういったそういったそういった関係関係関係関係づづづづくくくくりをどうりをどうりをどうりをどうつくつくつくつくれるかというのれるかというのれるかというのれるかというのがががが、、、、今今今今一一一一番番番番家庭家庭家庭家庭、、、、学学学学校校校校、、、、地域地域地域地域にににに、、、、ああああるいはるいはるいはるいは企業企業企業企業でもそうかもしれないでもそうかもしれないでもそうかもしれないでもそうかもしれない、、、、欠欠欠欠けているけているけているけている点点点点かなかなかなかなというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思いいいい浮浮浮浮かべながらかべながらかべながらかべながら伺伺伺伺っておりましたっておりましたっておりましたっておりました。。。。 ちちちちょょょょっとストっとストっとストっとストレレレレートなートなートなートな答答答答えになかなかなりづらいえになかなかなりづらいえになかなかなりづらいえになかなかなりづらいんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、私私私私、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり家庭家庭家庭家庭にににに返返返返してしまうとしてしまうとしてしまうとしてしまうと、、、、私私私私はははは、、、、若若若若いおいおいおいお母母母母ささささんんんんたたたたちちちちもすもすもすもすごくごくごくごく苦苦苦苦ししししんんんんでいるとでいるとでいるとでいると思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。私私私私はもはもはもはもっといっといっといっといろんろんろんろんなことをなことをなことをなことを考考考考えてはいるえてはいるえてはいるえてはいるんんんんですがですがですがですが、、、、それをそれをそれをそれを言言言言うとうとうとうと、、、、日日日日本社会本社会本社会本社会ってってってって、、、、どうしてどうしてどうしてどうして男男男男性性性性とととと女性女性女性女性のののの関係関係関係関係づづづづくくくくりがりがりがりが一一一一番番番番下下下下手手手手くくくくそなそなそなそな社会社会社会社会かなとかなとかなとかなといういういういうふふふふうにうにうにうに思思思思ってしまっているってしまっているってしまっているってしまっている立立立立場場場場なもなもなもなものですからのですからのですからのですから、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりおりおりおりお父父父父ささささんんんんとおとおとおとお母母母母ささささんんんんがががが仲仲仲仲よけれよけれよけれよければばばば、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちもももも安心安心安心安心していかれるしていかれるしていかれるしていかれるんんんんじゃじゃじゃじゃないかなというないかなというないかなというないかなというふふふふうにうにうにうに思思思思うううう立立立立場場場場なのでなのでなのでなので、、、、そこはそこはそこはそこはちちちちょょょょっとっとっとっと置置置置いておきたいというのがいておきたいというのがいておきたいというのがいておきたいというのがああああるのでるのでるのでるので、、、、ちちちちょょょょっとすっきりしないっとすっきりしないっとすっきりしないっとすっきりしない言言言言葉葉葉葉になっていになっていになっていになっていくんくんくんくんですがですがですがですが。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つちつちつちつちょょょょっとっとっとっと言言言言わせていたわせていたわせていたわせていただくだくだくだくとととと、、、、私私私私もももも 1 年年年年前前前前、、、、イイイイギギギギリスにリスにリスにリスに 4 カカカカ月月月月、、、、ホホホホームステイさせてもらいましたームステイさせてもらいましたームステイさせてもらいましたームステイさせてもらいました。。。。そこにはそこにはそこにはそこには 11歳歳歳歳、、、、12歳歳歳歳、、、、14歳歳歳歳、、、、19歳歳歳歳のののの 4 人人人人のののの子供子供子供子供がいてがいてがいてがいて、、、、大学大学大学大学にににに行行行行くくくくよりそこによりそこによりそこによりそこに行行行行ったったったったほほほほうがうがうがうが一一一一番勉番勉番勉番勉強強強強になったなとになったなとになったなとになったなと思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、ややややはりはりはりはり教育教育教育教育観観観観がががが違違違違うというのうというのうというのうというのかかかか、、、、すすすすごくごくごくごくこうこうこうこう、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちにいにいにいにいろんろんろんろんなななな体体体体験験験験をさせていをさせていをさせていをさせていくんくんくんくんですですですですねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、社会社会社会社会性性性性をををを身身身身ににににつつつつけるためにけるためにけるためにけるために、、、、クリスクリスクリスクリスママママスパーテスパーテスパーテスパーティィィィーのときにフットーのときにフットーのときにフットーのときにフットボボボボールするとかールするとかールするとかールするとか言言言言ってってってって、、、、ちちちちゃゃゃゃんんんんとととと、、、、中中中中学生学生学生学生、、、、12 歳歳歳歳のののの子子子子ににににレレレレターをターをターをターを書書書書かせるかせるかせるかせるんんんんですですですですねねねね。。。。彼彼彼彼のパのパのパのパソソソソココココンがプリントできンがプリントできンがプリントできンがプリントできなかったのでなかったのでなかったのでなかったので、、、、私私私私ののののほほほほうでプリントしてうでプリントしてうでプリントしてうでプリントして、、、、おおおお母母母母ささささんんんんもももも、、、、便便便便箋箋箋箋ををををちちちちゃゃゃゃんんんんとととと、、、、いいいいろんろんろんろんななななボボボボールールールールをををを使使使使ううううゲゲゲゲームのームのームのームの便便便便箋箋箋箋をををを。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ちちちちゃゃゃゃんんんんとととと、、、、日日日日本本本本のののの 12歳歳歳歳がそういうがそういうがそういうがそういう招待招待招待招待状状状状をををを出出出出すかなってすかなってすかなってすかなって。。。。簡単簡単簡単簡単なパーテなパーテなパーテなパーティィィィーなーなーなーなんんんんですよですよですよですよ。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、サッサッサッサッカカカカーをーをーをーをややややってってってって、、、、庭庭庭庭でででで、、、、ジジジジュュュュースとースとースとースとポポポポテトテトテトテトチチチチップップップップだだだだけなけなけなけなんんんんですけどですけどですけどですけどねねねね、、、、それそれそれそれぐぐぐぐらいでらいでらいでらいでもももも、、、、ききききちんちんちんちんとそういったものをとそういったものをとそういったものをとそういったものを出出出出させてさせてさせてさせて、、、、社会社会社会社会でででで生生生生きていきていきていきていくくくく上上上上でのことをきでのことをきでのことをきでのことをきちんちんちんちんとさせるとさせるとさせるとさせるんんんんですですですですねねねね。。。。 たたたただだだだ、、、、そのときそのときそのときそのとき気気気気ををををつつつつけなけれけなけれけなけれけなければばばばいけないのはいけないのはいけないのはいけないのは、、、、イイイイギギギギリスにリスにリスにリスに行行行行っていてっていてっていてっていて考考考考えたのはえたのはえたのはえたのは、、、、すすすすごくごくごくごく薬薬薬薬のののの被被被被害害害害がががが多多多多いいいいんんんんですですですですねねねね。。。。日日日日本本本本でもでもでもでも、、、、最近最近最近最近ははははホホホホームームームームレレレレスがいらっしスがいらっしスがいらっしスがいらっしゃゃゃゃるけれどもるけれどもるけれどもるけれども、、、、イイイイギギギギリスのリスのリスのリスの場場場場合合合合はははは、、、、街街街街角角角角でおでおでおでお金金金金をををを求求求求めているのはめているのはめているのはめているのは若若若若いいいい人人人人ななななんんんんですですですです。「。「。「。「どうしてどうしてどうしてどうして？？？？どうしてどうしてどうしてどうして？？？？」」」」とととと聞聞聞聞くくくくとととと、、、、みみみみんんんんなななな薬薬薬薬ででででややややられているられているられているられているんんんんですですですですねねねね。。。。それとそれとそれとそれと、、、、環境環境環境環境のことをのことをのことをのことをややややっていかれるっていかれるっていかれるっていかれる人人人人はははは、、、、ピピピピンからンからンからンからキキキキリまでリまでリまでリまで、、、、所得所得所得所得階階階階層層層層ののののああああるるるる社会社会社会社会ではではではでは、、、、ああああるインテリジェンスのるインテリジェンスのるインテリジェンスのるインテリジェンスの人人人人たたたたちちちちががががややややらなけらなけらなけらなけれれれればばばば成成成成りりりり立立立立っていかっていかっていかっていかないないないない社会社会社会社会とととと、、、、日日日日本本本本のようにのようにのようにのように、、、、9割割割割中中中中流流流流でででで、、、、そういうそういうそういうそういう社会社会社会社会でのでのでのでの文文文文化化化化というというというというんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか、、、、そういうもののそういうもののそういうもののそういうものの背背背背景景景景をををを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、私私私私はははは、、、、日日日日本本本本というのはすというのはすというのはすというのはすごくごくごくごく優優優優秀秀秀秀なななな国国国国ななななのではないかとのではないかとのではないかとのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、こういうこういうこういうこういう勉勉勉勉強会強会強会強会にににに、、、、皆皆皆皆ささささんんんん、、、、学学学学校校校校のののの先生先生先生先生もももも、、、、地域地域地域地域でででで活活活活動動動動しているしているしているしている人人人人もかかわってきているというもかかわってきているというもかかわってきているというもかかわってきているという中中中中でででで、、、、そしてそしてそしてそして、、、、先先先先ほほほほどどどど幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの子供子供子供子供たたたたちちちちというというというというのがのがのがのがあああありましたりましたりましたりましたねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、ままままだだだだままままだだだだできるできるできるできる可能可能可能可能性性性性はいっはいっはいっはいっぱぱぱぱいいいいああああるのでるのでるのでるので、、、、そこでそこでそこでそこでほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに幼幼幼幼いおいおいおいお子子子子ささささんんんんをををを抱抱抱抱えているおえているおえているおえているお母母母母ささささんんんんもももも気気気気づづづづくくくくとととと思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。何何何何かかかかややややっっっっぱぱぱぱりおかしいりおかしいりおかしいりおかしい、、、、おかしいとおかしいとおかしいとおかしいと思思思思っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるるるる。。。。そそそそのきっかけづのきっかけづのきっかけづのきっかけづくくくくりをりをりをりを、、、、そういったそういったそういったそういった地域地域地域地域のののの中中中中のののの活動活動活動活動のののの中中中中でででで気気気気づいていづいていづいていづいていくんくんくんくんじゃじゃじゃじゃないかというとこないかというとこないかというとこないかというところろろろにににに私私私私はははは期期期期待待待待したいというしたいというしたいというしたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 
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 三三三三橋教授橋教授橋教授橋教授 どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。時間時間時間時間がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん過過過過ぎぎぎぎてきましててきましててきましててきまして、、、、15 分分分分までにまでにまでにまでに終終終終えるとえるとえるとえるということなのでいうことなのでいうことなのでいうことなので、、、、小池小池小池小池ささささんんんんからからからから、、、、ああああとはこのとはこのとはこのとはこの席席席席のののの順順順順でででで、、、、ききききょょょょうのパネルデうのパネルデうのパネルデうのパネルディィィィススススカカカカッションッションッションッションのテーのテーのテーのテーママママ「「「「次次次次のののの世世世世代代代代によりよいによりよいによりよいによりよい環境環境環境環境とととと環境環境環境環境をををを大大大大切切切切にするにするにするにする心心心心をををを引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐためにためにためにために」」」」ということということということということでででで、、、、1 分以内分以内分以内分以内ののののメメメメッセージをッセージをッセージをッセージを出出出出してしてしてしてくだくだくだくださいさいさいさい。。。。1 分以内分以内分以内分以内ですよですよですよですよ。。。。 

 小池小池小池小池課課課課長長長長 親親親親子子子子でででで一一一一緒緒緒緒にににに行動行動行動行動するということがするということがするということがするということが大大大大事事事事ででででああああるしるしるしるし、、、、これからこれからこれからこれから行行行行政政政政としてもとしてもとしてもとしても進進進進めていかめていかめていかめていかななななけれけれけれければばばばならないというならないというならないというならないというようようようようにににに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

 三三三三橋橋橋橋課課課課長長長長 ごごごご協力協力協力協力あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 臼木校長臼木校長臼木校長臼木校長 学学学学校教育校教育校教育校教育のののの中中中中でででで、、、、ややややはりはりはりはり地域地域地域地域ををををくくくくるめてというのかるめてというのかるめてというのかるめてというのか、、、、一一一一緒緒緒緒にににに子供子供子供子供たたたたちちちちをををを育育育育てていこうとてていこうとてていこうとてていこうといういういういう視点視点視点視点をををを持持持持ってってってって教育教育教育教育活動活動活動活動のののの計画計画計画計画をををを立立立立てていてていてていてていくくくくということがすということがすということがすということがすごくごくごくごく重重重重要要要要なことかなとなことかなとなことかなとなことかなと思思思思いいいいますますますます。。。。子供子供子供子供はははは、、、、生生生生まれてきてからまれてきてからまれてきてからまれてきてから連続連続連続連続してしてしてして、、、、小小小小学学学学校校校校をををを通通通通りりりり抜抜抜抜けてけてけてけて、、、、またまたまたまた今今今今度度度度、、、、中中中中学学学学、、、、高高高高校校校校へとへとへとへと進進進進んんんんでいでいでいでいくくくくわけですからわけですからわけですからわけですから、、、、そのそのそのその連続連続連続連続性性性性のののの中中中中でででで教育教育教育教育をしていかなをしていかなをしていかなをしていかなくちくちくちくちゃゃゃゃいけないなといけないなといけないなといけないなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

 三三三三橋教授橋教授橋教授橋教授 じゃじゃじゃじゃ、、、、山崎山崎山崎山崎ささささんんんん。。。。 

 山崎所山崎所山崎所山崎所長長長長 はいはいはいはい。。。。1 分以内分以内分以内分以内ということでということでということでということで、、、、私私私私がががが思思思思うのはうのはうのはうのは、「、「、「、「わかっわかっわかっわかっちちちちゃゃゃゃいるけどいるけどいるけどいるけど」」」」ということからということからということからということから、、、、ややややはりはりはりはり「「「「ややややるからにはるからにはるからにはるからにはややややるるるるぞぞぞぞ」」」」とととと。。。。腹腹腹腹をををを決決決決めるというようなめるというようなめるというようなめるというような、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意気気気気込込込込みがないとみがないとみがないとみがないと、、、、行動行動行動行動にはにはにはには出出出出ないのかなとないのかなとないのかなとないのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。そういうそういうそういうそういう決決決決意意意意がががが必要必要必要必要だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 三三三三橋教授橋教授橋教授橋教授 じゃじゃじゃじゃ、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 渡瀬代渡瀬代渡瀬代渡瀬代表表表表 私私私私がががが考考考考えますのにえますのにえますのにえますのに、、、、子育子育子育子育てててて中中中中のおのおのおのお母母母母ささささんんんんのののの日日日日常常常常生活生活生活生活はははは本本本本当当当当にににに忙忙忙忙しいですしいですしいですしいです。。。。ややややはりはりはりはり私私私私たたたたちちちち世世世世代代代代 60代代代代以以以以後皆後皆後皆後皆ささささんんんん元元元元気気気気ですですですです。。。。子育子育子育子育て・て・て・て・人生経人生経人生経人生経験験験験ももももあああありますからりますからりますからりますから、、、、地域地域地域地域のののの方方方方・・・・学学学学校校校校のののの先生先生先生先生方方方方ともともともとも一一一一緒緒緒緒なってなってなってなって子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちをををを自然体自然体自然体自然体でででで災災災災害害害害ややややいいいいろろろろいいいいろろろろなななな面面面面でででで守守守守るるるる。。。。そそそそんんんんなななな事助事助事助事助けできたけできたけできたけできたらとらとらとらと思思思思いますいますいますいます。。。。皆皆皆皆でもうでもうでもうでもう少少少少ししししカカカカをををを合合合合わせてわせてわせてわせて頑張頑張頑張頑張っていっていっていっていくくくくのがいいのではといのがいいのではといのがいいのではといのがいいのではといつつつつもももも考考考考えておえておえておえておりますりますりますります。。。。 
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 三三三三橋教授橋教授橋教授橋教授 あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。小澤小澤小澤小澤先生先生先生先生、、、、いかがですかいかがですかいかがですかいかがですか。。。。 

 小澤教授小澤教授小澤教授小澤教授 言言言言いいいい忘忘忘忘れたれたれたれたキキキキーワーーワーーワーーワードドドドはははは、、、、つつつつななななぐぐぐぐというというというという言言言言葉葉葉葉だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ややややはりはりはりはり次世次世次世次世代代代代にもにもにもにもつつつつななななぐぐぐぐ。。。。そのそのそのその役役役役割割割割をををを、、、、気気気気ががががつつつついたいたいたいた人人人人ががががややややはりはりはりはりややややっていっていっていっていくくくく。。。。学学学学校校校校とととと生活生活生活生活ををををつつつつななななぐぐぐぐ学学学学びびびび、、、、ああああるいはるいはるいはるいは学学学学校校校校とととと地域地域地域地域ををををつつつつななななぐぐぐぐ人人人人。。。。そういったそういったそういったそういった意意意意味味味味でででで、、、、おおおおややややじじじじのののの会会会会とかとかとかとか、、、、そういうのもそういうのもそういうのもそういうのもあああありますりますりますります。。。。ここをここをここをここを、、、、私私私私たたたたちちちち、、、、大大大大事事事事にしていけにしていけにしていけにしていけばばばば、、、、子供子供子供子供のののの輝輝輝輝くくくく目目目目をををを、、、、孫孫孫孫のののの輝輝輝輝くくくく目目目目をををを見見見見ることができるることができるることができるることができるんんんんじゃじゃじゃじゃないないないないかなとかなとかなとかなと思思思思っていっていっていっていますますますます。。。。 

 まとめとまとめとまとめとまとめとああああいさいさいさいさつつつつ 三三三三橋教授橋教授橋教授橋教授 どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、まとめとまとめとまとめとまとめと閉閉閉閉会会会会ののののああああいさいさいさいさつつつつをををを私私私私がすることになっているがすることになっているがすることになっているがすることになっているんんんんですですですですねねねね。。。。これをこれをこれをこれを 5 分分分分ほほほほどでどでどでどでややややらせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますきますきますきます。。。。     先先先先ほほほほどもどもどもども、、、、冒冒冒冒頭頭頭頭でででで話話話話題題題題になったになったになったになった、「、「、「、「デイ・アフター・トデイ・アフター・トデイ・アフター・トデイ・アフター・トゥゥゥゥモモモモローローローロー」」」」のののの話話話話とととと関連関連関連関連ががががあああありますりますりますりますがががが、、、、最近話最近話最近話最近話題題題題になっているになっているになっているになっているペペペペンタンタンタンタゴゴゴゴンのンのンのンの気気気気候候候候変変変変動動動動報告報告報告報告ををををごごごご存知存知存知存知でしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。非非非非常常常常にににに恐恐恐恐ろろろろししししいいいい、、、、怖怖怖怖いいいい話話話話ななななんんんんですですですですねねねね。。。。ペペペペンタンタンタンタゴゴゴゴンというのはアンというのはアンというのはアンというのはアメメメメリリリリカカカカのののの国国国国防防防防総総総総省省省省。。。。このこのこのこの国国国国防防防防総総総総省省省省がががが、、、、温温温温暖暖暖暖化化化化によるによるによるによる気気気気候候候候変変変変動動動動がががが世界世界世界世界にどのようなにどのようなにどのようなにどのような影響影響影響影響をををを与与与与えるかというのをえるかというのをえるかというのをえるかというのを、、、、2000 年年年年からからからから 2010 年年年年、、、、
2010 年年年年からからからから 2020 年年年年、、、、2020 年年年年からからからから 2030 年年年年というというというというふふふふうにうにうにうに、、、、１０１０１０１０年年年年単単単単位位位位でででで予予予予測測測測をしていますをしていますをしていますをしています。。。。それによりますとそれによりますとそれによりますとそれによりますと、、、、2010 年年年年にはにはにはには、、、、夏夏夏夏場場場場にはにはにはには北北北北極極極極海海海海のののの流流流流氷氷氷氷がすべてがすべてがすべてがすべて溶溶溶溶けてしまうけてしまうけてしまうけてしまう。。。。それがそれがそれがそれが契契契契機機機機となってとなってとなってとなって、、、、ヨヨヨヨーロッパがーロッパがーロッパがーロッパが急速急速急速急速にににに寒寒寒寒冷冷冷冷化化化化してしまうというシミしてしまうというシミしてしまうというシミしてしまうというシミュュュュレレレレーションがーションがーションがーションが具具具具体的体的体的体的にににに描描描描かれていますかれていますかれていますかれています。。。。     それによるとそれによるとそれによるとそれによると、、、、例例例例ええええばばばば、、、、2015 年年年年――――――――2015 年年年年というとというとというとというと、、、、もうもうもうもう 10 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい先先先先ですよですよですよですよねねねね――――――――2015年年年年にはにはにはには、、、、ヨヨヨヨーロッパがシーロッパがシーロッパがシーロッパがシベベベベリアのようにリアのようにリアのようにリアのように寒寒寒寒冷冷冷冷化化化化してしてしてして、、、、金金金金持持持持ちちちちののののヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパ人人人人はははは、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカにににに移移移移住住住住したりしたりしたりしたり、、、、ヨヨヨヨーロッパのーロッパのーロッパのーロッパの南南南南へへへへ向向向向かってどかってどかってどかってどんんんんどどどどんんんん移移移移住住住住をををを始始始始めるめるめるめる。。。。2020 年年年年になるとになるとになるとになると、、、、イイイイギギギギリスリスリスリス人人人人やドやドやドやドイイイイツツツツ人人人人がイタリアがイタリアがイタリアがイタリアややややススススペペペペインにインにインにインに向向向向けてけてけてけて民民民民族族族族大大大大移移移移動動動動をををを起起起起こしてこしてこしてこして、、、、EU はははは今今今今 25 カカカカ国国国国がががが加加加加盟盟盟盟してしてしてして、、、、隆隆隆隆盛盛盛盛そのものですけれどもそのものですけれどもそのものですけれどもそのものですけれども、、、、寒寒寒寒冷冷冷冷化化化化によってによってによってによって、、、、2025 年年年年にはにはにはには、、、、事事事事実実実実上上上上崩崩崩崩壊壊壊壊してしてしてしてしまうしまうしまうしまうだろだろだろだろうといううといううといううという怖怖怖怖いいいい話話話話になっていますになっていますになっていますになっています。。。。どうしてどうしてどうしてどうしてヨヨヨヨーロッパがーロッパがーロッパがーロッパが急速急速急速急速にににに寒寒寒寒冷冷冷冷化化化化してしましてしましてしましてしまうかということにうかということにうかということにうかということにつつつついていていていて、、、、海海海海流流流流のののの流流流流れのれのれのれの変変変変化化化化をををを指指指指摘摘摘摘しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。 メメメメキキキキシシシシココココ湾湾湾湾流流流流はははは、、、、非非非非常常常常にににに温温温温かいかいかいかい、、、、塩塩塩塩分分分分濃濃濃濃度度度度がががが濃濃濃濃いいいい海海海海流流流流ですですですです。。。。それがそれがそれがそれが大大大大西西西西洋洋洋洋をアをアをアをアメメメメリリリリカカカカのののの東東東東海海海海岸岸岸岸にににに沿沿沿沿ってってってって北北北北上上上上しししし、、、、それからそれからそれからそれから大大大大西西西西洋洋洋洋をををを横横横横断断断断してしてしてして、、、、ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパ大大大大陸陸陸陸、、、、イイイイギギギギリスとかリスとかリスとかリスとか、、、、デデデデンンンンママママークとかークとかークとかークとか、、、、ススススカカカカンジンジンジンジナナナナビビビビアアアア半半半半島島島島のののの海海海海岸岸岸岸沿沿沿沿いにいにいにいに北北北北上上上上しししし北北北北極極極極海海海海にににに達達達達しますしますしますします。、。、。、。、シシシシベベベベリアとリアとリアとリアと同同同同じじじじ緯緯緯緯度度度度ににににあああありながらりながらりながらりながら、、、、イイイイギギギギリスリスリスリスやドやドやドやドイイイイツツツツ、、、、デンデンデンデンママママークなどのークなどのークなどのークなどの西西西西欧欧欧欧がががが比比比比較較較較的的的的暖暖暖暖かいのはかいのはかいのはかいのは、、、、メメメメキキキキシシシシココココ湾湾湾湾流流流流からからからから来来来来るるるる暖暖暖暖流流流流がががが海海海海岸岸岸岸沿沿沿沿いをいをいをいを流流流流れているからですれているからですれているからですれているからです。。。。北北北北極極極極海海海海までまでまでまで流流流流れれれれつつつついたいたいたいた、、、、塩塩塩塩分分分分濃濃濃濃度度度度のののの濃濃濃濃いいいい暖暖暖暖流流流流はははは、、、、そこでそこでそこでそこで急速急速急速急速にににに冷冷冷冷ややややされてされてされてされて、、、、一一一一気気気気にににに比比比比重重重重がががが増増増増しししし、、、、北北北北極極極極海海海海のとこのとこのとこのところろろろでででで、、、、大大大大体体体体 2,000 メメメメートルからートルからートルからートルから３０００３０００３０００３０００メメメメートルートルートルートルぐぐぐぐららららああああるるるる海海海海底底底底にににに向向向向けてけてけてけて滝滝滝滝のようにのようにのようにのように落落落落ちちちち込込込込んんんんでいでいでいでいくくくく
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わけですわけですわけですわけですねねねね。。。。そのそのそのその冷冷冷冷ややややされたされたされたされた海海海海流流流流がががが今今今今度度度度はははは、、、、海海海海のののの底底底底をををを伝伝伝伝わってわってわってわって、、、、またまたまたまた赤赤赤赤道道道道ののののほほほほうにうにうにうに流流流流れてれてれてれていいいいくくくく。。。。そういうそういうそういうそういう海海海海流流流流のののの流流流流れがれがれがれが正常正常正常正常のののの姿姿姿姿ですですですです。。。。しかしなしかしなしかしなしかしながらがらがらがら、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化によってによってによってによって、、、、北北北北極極極極海海海海のののの海海海海流流流流がががが溶溶溶溶けてしまうけてしまうけてしまうけてしまう。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、塩塩塩塩分分分分濃濃濃濃度度度度がががが薄薄薄薄められますめられますめられますめられます。。。。またまたまたまた、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化によってによってによってによって、、、、北北北北極極極極海海海海周辺周辺周辺周辺ではではではでは、、、、雨雨雨雨のののの降降降降るるるる量量量量がががが多多多多くくくくなりますなりますなりますなります。。。。雨雨雨雨とそれからとそれからとそれからとそれから氷氷氷氷がががが溶溶溶溶けることによってけることによってけることによってけることによって、、、、北北北北極極極極海海海海のののの、、、、海海海海のののの塩塩塩塩分分分分濃濃濃濃度度度度がががが非非非非常常常常にににに薄薄薄薄められてしまうめられてしまうめられてしまうめられてしまう。。。。そのそのそのその結結結結果果果果、、、、海海海海のののの底底底底にもにもにもにもぐぐぐぐりりりり込込込込むエネルむエネルむエネルむエネルギギギギーーーーがながながながなくくくくなってしまうなってしまうなってしまうなってしまう。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、メメメメキキキキシシシシココココ湾湾湾湾流流流流からからからから流流流流れてきたれてきたれてきたれてきた暖暖暖暖流流流流ががががヨヨヨヨーロッパのーロッパのーロッパのーロッパの脇脇脇脇をををを通通通通らならならならなくくくくなってしまうなってしまうなってしまうなってしまう。。。。そのそのそのその結結結結果果果果うシうシうシうシベベベベリアリアリアリア並並並並みののみののみののみのの緯緯緯緯度度度度ににににああああるるるるヨヨヨヨーロッパはシーロッパはシーロッパはシーロッパはシベベベベリアリアリアリア並並並並みにみにみにみに寒寒寒寒冷冷冷冷化化化化するというシナリオですするというシナリオですするというシナリオですするというシナリオです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、決決決決してしてしてしてあああありりりり得得得得ないないないない話話話話ではなではなではなではなくくくく、、、、ああああってもおってもおってもおってもおかしかしかしかしくくくくないないないない話話話話ををををだだだだととととペペペペンタンタンタンタゴゴゴゴンンンン報告報告報告報告書書書書のののの筆筆筆筆者者者者はははは言言言言っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。 そういうようなこととそういうようなこととそういうようなこととそういうようなことと合合合合わせわせわせわせ、、、、をををを最近最近最近最近のののの猛猛猛猛暑暑暑暑などをなどをなどをなどを総合総合総合総合してみますとしてみますとしてみますとしてみますと、、、、実実実実はははは、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化とととというのはいうのはいうのはいうのは、、、、50 年先年先年先年先、、、、100 年先年先年先年先のののの問問問問題題題題じゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、もうもうもうもう足足足足元元元元のののの緊急緊急緊急緊急なななな対策対策対策対策をををを必要必要必要必要とするとするとするとする問問問問題題題題になっているわけですになっているわけですになっているわけですになっているわけです。。。。温暖温暖温暖温暖化化化化のようなのようなのようなのような環境環境環境環境破破破破壊壊壊壊というのはというのはというのはというのは、、、、初初初初めめめめじじじじわわわわじじじじわとゆっわとゆっわとゆっわとゆっくくくくりりりり進進進進みみみみ、、、、ああああるるるる段階段階段階段階をををを過過過過ぎぎぎぎるとるとるとると、、、、突突突突然然然然牙牙牙牙をむきをむきをむきをむき出出出出してしてしてして人人人人間間間間にににに襲襲襲襲いかかっていかかっていかかっていかかってくくくくるタイプのるタイプのるタイプのるタイプの脅脅脅脅威威威威ですですですです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、初初初初めのうめのうめのうめのうちちちちはははは私私私私たたたたちちちちはそのはそのはそのはその脅脅脅脅威威威威をををを肌肌肌肌でででで感感感感じじじじられないられないられないられない。。。。だだだだがががが、、、、肌肌肌肌でででで感感感感じじじじられるられるられるられるようになったときにはもうようになったときにはもうようになったときにはもうようになったときにはもう手手手手おおおおくくくくれですれですれですれです。。。。。。。。そうそうそうそういうタイプのいうタイプのいうタイプのいうタイプの環境環境環境環境破破破破壊壊壊壊はははは、、、、人類人類人類人類 500万万万万年年年年のののの歴史歴史歴史歴史のののの中中中中でもでもでもでも遭遇遭遇遭遇遭遇したことのないしたことのないしたことのないしたことのない、、、、新新新新しいしいしいしい脅脅脅脅威威威威なわけですなわけですなわけですなわけです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化のののの問問問問題題題題ととととはははは緊急緊急緊急緊急のののの問問問問題題題題ななななんだんだんだんだ、、、、一一一一刻刻刻刻もももも早早早早くくくく対策対策対策対策をををを実施実施実施実施しないとしないとしないとしないと大大大大変変変変名名名名ことになることをことになることをことになることをことになることを認認認認識識識識しなしなしなしなくくくくてはならないわけですてはならないわけですてはならないわけですてはならないわけです。。。。しかししかししかししかし肌肌肌肌でででで脅脅脅脅威威威威がががが感感感感じじじじられないとられないとられないとられないと、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても危危危危機感機感機感機感がががが薄薄薄薄くくくくなりなりなりなり、、、、対策対策対策対策がががが遅遅遅遅れてしまうれてしまうれてしまうれてしまう。。。。 だだだだがががが肌肌肌肌でででで脅脅脅脅威威威威をををを感感感感じじじじるるるる段階段階段階段階までまでまでまで何何何何もしないでいれもしないでいれもしないでいれもしないでいればばばば、、、、手手手手遅遅遅遅れになってしまうれになってしまうれになってしまうれになってしまう脅脅脅脅威威威威にににに対対対対ししししてどのようなてどのようなてどのようなてどのような対対対対応応応応ががががああああるかといえるかといえるかといえるかといえばばばば、、、、、、、、知知知知的的的的理論理論理論理論武武武武装装装装をををを徹底徹底徹底徹底してしてしてして事事事事前前前前にににに対策対策対策対策をををを講講講講ずるずるずるずる以以以以外外外外にににに方方方方法法法法はないはないはないはない。。。。子供子供子供子供たたたたちちちちにはにはにはには、、、、科学的科学的科学的科学的知見知見知見知見にににに基基基基づづづづくくくく温暖温暖温暖温暖化化化化にににに関関関関するするするする情情情情報報報報をできるをできるをできるをできるだだだだけけけけ多多多多くくくくししししってもらいってもらいってもらいってもらい、、、、予予予予防防防防的的的的なななな対策対策対策対策がいかにがいかにがいかにがいかに大大大大切切切切かをかをかをかを理解理解理解理解してもらいしてもらいしてもらいしてもらい、、、、自分自分自分自分でででで判断判断判断判断してしてしてして行動行動行動行動してもしてもしてもしてもらうようにしならうようにしならうようにしならうようにしなくくくくてはいけないてはいけないてはいけないてはいけない。。。。そういうそういうそういうそういう点点点点でででで、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育がこれからがこれからがこれからがこれから非非非非常常常常にににに重重重重要要要要なことはなことはなことはなことは、、、、いうまでもないいうまでもないいうまでもないいうまでもない。。。。このようなこのようなこのようなこのような環境環境環境環境教育教育教育教育にににに多多多多くくくくのののの時間時間時間時間をかけてをかけてをかけてをかけて、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題にににに関関関関するするするする知知知知的的的的理論理論理論理論武武武武装装装装をををを強化強化強化強化しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないとならないとならないとならないと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、ききききょょょょうううう、、、、ここでここでここでここで、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育ににににつつつついていていていて専専専専門門門門家家家家のののの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、実実実実践践践践されているされているされているされている皆皆皆皆ささささんんんんからいからいからいからいろろろろいいいいろろろろなおなおなおなお話話話話をををを聞聞聞聞いていていていて、、、、勇勇勇勇気気気気づけられたづけられたづけられたづけられた面面面面がががが多多多多々々々々あああありますりますりますります。。。。今私今私今私今私がががが所所所所属属属属してしてしてしているいるいるいる国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーラムというのはラムというのはラムというのはラムというのは、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを出出出出さないさないさないさない経済社会経済社会経済社会経済社会、、、、地域地域地域地域社会社会社会社会、、、、企業活動企業活動企業活動企業活動をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための運運運運動動動動ですですですです。。。。ききききょょょょうううう、、、、板橋区板橋区板橋区板橋区とととと一一一一緒緒緒緒にににに、、、、ここでここでここでここで「「「「ゼロエミゼロエミゼロエミゼロエミッション・イン・いたッション・イン・いたッション・イン・いたッション・イン・いたばばばばしししし」」」」というというというという形形形形でこのフォーラムをでこのフォーラムをでこのフォーラムをでこのフォーラムを開催開催開催開催させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたこときましたこときましたこときましたことをををを、、、、主催主催主催主催者者者者のののの 1 人人人人としてもとしてもとしてもとしても心心心心からおからおからおからお礼礼礼礼申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。どうもどうもどうもどうも長長長長時間時間時間時間、、、、あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございまいまいまいましたしたしたした。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 パネリストのパネリストのパネリストのパネリストの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうにあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。もうもうもうもう一度一度一度一度、、、、おおおお礼礼礼礼のののの盛盛盛盛大大大大なななな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））     以以以以上上上上をもをもをもをもちちちちましてましてましてまして、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学「「「「ゼロエミッションフォーラム・イン・いたゼロエミッションフォーラム・イン・いたゼロエミッションフォーラム・イン・いたゼロエミッションフォーラム・イン・いたばばばばしししし」」」」をををを終了終了終了終了
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させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。本本本本日日日日はははは、、、、大大大大変変変変長長長長時間時間時間時間にわたりにわたりにわたりにわたり参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、まことにまことにまことにまことにあああありがりがりがりがとうとうとうとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。心心心心よりよりよりより御礼御礼御礼御礼申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 ――――――――    了了了了    ―――――――― 
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ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム    インインインイン    いわていわていわていわて 

――――    地域地域地域地域からからからから進進進進めるめるめるめる、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好循環好循環好循環好循環    ―――― 

 日時日時日時日時    ：：：：    ２００４２００４２００４２００４年年年年１０１０１０１０月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（木木木木））））１３１３１３１３：：：：００００００００－－－－１１１１７７７７：：：：００００００００ 場所場所場所場所    ：：：：    盛岡盛岡盛岡盛岡市市市市プラプラプラプラザザザザおでっておでっておでっておでって プログラムプログラムプログラムプログラム 開会開会開会開会ああああいさいさいさいさつつつつ    増田寛増田寛増田寛増田寛也也也也    氏氏氏氏 岩手岩手岩手岩手県県県県知事知事知事知事                             藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸    氏氏氏氏            国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長 講演講演講演講演１１１１                「「「「環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好好好好循環循環循環循環」」」」                             安井安井安井安井    至至至至    氏氏氏氏            国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学副副副副学学学学長長長長 講演講演講演講演１１１１                「「「「公正公正公正公正なななな競争競争競争競争でででで進進進進めるリサイクルめるリサイクルめるリサイクルめるリサイクル」」」」                             五十嵐秀雄五十嵐秀雄五十嵐秀雄五十嵐秀雄    氏氏氏氏        公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会事務事務事務事務総総総総局東北事務所長局東北事務所長局東北事務所長局東北事務所長 パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションッションッションッション    「「「「地域地域地域地域からからからから進進進進めるめるめるめる、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好好好好循環循環循環循環」」」」                         ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター                             安井安井安井安井    至至至至    氏氏氏氏            国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学副副副副学学学学長長長長                         パネリストパネリストパネリストパネリスト                             笹尾俊笹尾俊笹尾俊笹尾俊明明明明    氏氏氏氏            岩手岩手岩手岩手大学人大学人大学人大学人文文文文社会科学社会科学社会科学社会科学部助教授部助教授部助教授部助教授                             花田裕志花田裕志花田裕志花田裕志    氏氏氏氏            岩手岩手岩手岩手県環境県環境県環境県環境保全保全保全保全連連連連絡絡絡絡協議会会協議会会協議会会協議会会長長長長                             簗田簗田簗田簗田    幸幸幸幸    氏氏氏氏            岩手岩手岩手岩手県環境県環境県環境県環境保健保健保健保健研究研究研究研究センターセンターセンターセンター所長所長所長所長                         アアアアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーー                             谷谷谷谷    みどりみどりみどりみどり    氏氏氏氏        環境環境環境環境省水省水省水省水環境環境環境環境部部部部企画課企画課企画課企画課長長長長                                 五十嵐秀雄五十嵐秀雄五十嵐秀雄五十嵐秀雄    氏氏氏氏        公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会事務事務事務事務総総総総局東北事務所長局東北事務所長局東北事務所長局東北事務所長                                                  質質質質疑応疑応疑応疑応答答答答 閉閉閉閉会会会会ああああいさいさいさいさつつつつ                             中村中村中村中村世世世世紀紀紀紀    氏氏氏氏            岩手岩手岩手岩手県環境生活県環境生活県環境生活県環境生活部長部長部長部長 

 議議議議事事事事 司司司司会会会会(古山古山古山古山アナアナアナアナウウウウンサーンサーンサーンサー)     皆様皆様皆様皆様、「、「、「、「ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム    インインインイン    いわていわていわていわて」」」」におにおにおにお出出出出でいたでいたでいたでいただだだだきききき、、、、まことにまことにまことにまことにあああありりりりがとうがとうがとうがとうござござござございますいますいますいます。。。。ここここここここ盛岡盛岡盛岡盛岡もももも、、、、ししししばばばばららららくくくくぱぱぱぱっとしないっとしないっとしないっとしない、、、、はっきりしないおはっきりしないおはっきりしないおはっきりしないお天天天天気気気気がががが続続続続いていていていていたいたいたいたんんんんですがですがですがですが、、、、ききききょょょょうはうはうはうは、、、、ここここんんんんなすなすなすなすばばばばらしいらしいらしいらしい青青青青空空空空のもとのもとのもとのもと、、、、秋秋秋秋晴晴晴晴れのもとれのもとれのもとれのもと、、、、皆様皆様皆様皆様をおをおをおをお迎迎迎迎えでえでえでえできましたことをきましたことをきましたことをきましたことを、、、、私私私私、、、、大大大大変変変変うれしうれしうれしうれしくくくく思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。     ごあごあごあごあいさいさいさいさつつつつがががが申申申申しおしおしおしおくくくくれましたがれましたがれましたがれましたが、、、、私私私私、、、、ききききょょょょうのうのうのうの司司司司会会会会をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます古山古山古山古山そのみそのみそのみそのみとととと申申申申しますしますしますします。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、たたたただだだだいまからいまからいまからいまから、「、「、「、「ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム インインインイン いわていわていわていわて」、」、」、」、開会開会開会開会をいたしをいたしをいたしをいたしますますますます。。。。     なおなおなおなお、、、、今今今今回回回回のフォーラムはのフォーラムはのフォーラムはのフォーラムは、、、、岩手岩手岩手岩手県環境県環境県環境県環境保全保全保全保全連連連連絡絡絡絡協議会協議会協議会協議会のののの中央中央中央中央研研研研修修修修会会会会もももも兼兼兼兼ねねねねてのてのてのての開催開催開催開催とととと
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なっておりますなっておりますなっておりますなっております。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、早早早早速速速速ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、初初初初めにめにめにめに、、、、増田寛増田寛増田寛増田寛也也也也岩手岩手岩手岩手県県県県知事知事知事知事よりよりよりより皆様皆様皆様皆様ににににごあごあごあごあいさいさいさいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 増田知事増田知事増田知事増田知事 ききききょょょょうはうはうはうは、、、、皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ようこそこのようこそこのようこそこのようこそこの会会会会場場場場におにおにおにおいでいたいでいたいでいたいでいただだだだきましたきましたきましたきました。「。「。「。「ゼロエミッションフォゼロエミッションフォゼロエミッションフォゼロエミッションフォーラムーラムーラムーラム インインインイン いわていわていわていわて」」」」ということでということでということでということで開催開催開催開催をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。大大大大変変変変おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長ささささんんんんににににもおいでいたもおいでいたもおいでいたもおいでいただだだだきましたしきましたしきましたしきましたし、、、、それからそれからそれからそれから国連大学国連大学国連大学国連大学のののの副副副副学学学学長長長長のののの安井安井安井安井先生先生先生先生にもおいでいたにもおいでいたにもおいでいたにもおいでいただだだだきまきまきまきましたしたしたした。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのそのほほほほかかかか大大大大勢勢勢勢のののの皆皆皆皆ささささんんんん方方方方にわにわにわにわざざざざわわわわざざざざおいでをいたおいでをいたおいでをいたおいでをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、皆様皆様皆様皆様ののののごごごご来来来来県県県県をををを心心心心からからからから歓迎歓迎歓迎歓迎申申申申しししし上上上上げげげげたいというたいというたいというたいというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。     このゼロエミッションというこのゼロエミッションというこのゼロエミッションというこのゼロエミッションという言言言言葉葉葉葉ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、もうもうもうもう今今今今、、、、おそらおそらおそらおそらくくくくききききょょょょうううう会会会会場場場場にににに来来来来ておておておておられるられるられるられる皆皆皆皆ささささんんんん方方方方、、、、ああああまりまりまりまり違違違違和和和和感感感感ななななくくくくこのこのこのこの言言言言葉葉葉葉をををを受受受受けとめておられるけとめておられるけとめておられるけとめておられるんんんんではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いまいまいまいますけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、そそそそんんんんなになになになに長長長長いいいい間使間使間使間使われてきたわれてきたわれてきたわれてきた言言言言葉葉葉葉ではなではなではなではなくくくくてててて、、、、むしむしむしむしろろろろこのこのこのこの 10 年年年年ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの間間間間にににに随随随随分分分分全全全全国国国国にににに普及普及普及普及したしたしたした言言言言葉葉葉葉ではないかというではないかというではないかというではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。最初最初最初最初のこのこのこのころろろろはははは、、、、ゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッションというとョンというとョンというとョンというと一体一体一体一体何何何何だろだろだろだろうということをようということをようということをようということをよくくくく言言言言われたわけでわれたわけでわれたわけでわれたわけであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、循環型循環型循環型循環型のののの社会社会社会社会というようなことがよというようなことがよというようなことがよというようなことがよくくくく言言言言われますがわれますがわれますがわれますが、、、、まさしまさしまさしまさしくくくくそういうそういうそういうそういう、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済、、、、いいいいいいいい循環循環循環循環、、、、好好好好循環循環循環循環というものをというものをというものをというものをつくつくつくつくりりりり上上上上げげげげていていていていくくくく。。。。私私私私もももも、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど機機機機会会会会ががががござござござございましていましていましていまして、、、、ああああれはれはれはれは 1992年年年年だだだだったとったとったとったと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、ブラジルのリオでブラジルのリオでブラジルのリオでブラジルのリオで行行行行われましたわれましたわれましたわれました、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる地球地球地球地球サミットとサミットとサミットとサミットというものにいうものにいうものにいうものに、、、、ああああのののの当時当時当時当時はまはまはまはまだだだだ私私私私、、、、建建建建設設設設省省省省のののの役役役役人人人人ををををややややっておりましたっておりましたっておりましたっておりましたんんんんですがですがですがですが、、、、ああああのときにのときにのときにのときに、、、、建建建建設設設設省省省省からからからから政政政政府府府府代代代代表団表団表団表団のののの一一一一員員員員としてリオのとしてリオのとしてリオのとしてリオの地球地球地球地球サミットにサミットにサミットにサミットに参加参加参加参加いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。ああああのときはのときはのときはのときは、、、、建建建建設設設設省省省省ですからですからですからですから、、、、あちあちあちあちここここちちちちでででで、、、、どうもどうもどうもどうも日日日日本本本本はははは開発開発開発開発ばばばばかりかりかりかりややややっているということでっているということでっているということでっているということで、、、、途途途途上上上上国国国国のののの方方方方にににに随随随随分分分分厳厳厳厳しいおしかりをいたしいおしかりをいたしいおしかりをいたしいおしかりをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。それからそれからそれからそれから、、、、そもそもそもそもそもそもそもそも日日日日本本本本のののの総総総総理理理理大大大大臣臣臣臣がががが、、、、国国国国会会会会のののの都都都都合合合合でということででということででということででということで、、、、ああああのののの場場場場にににに来来来来ませませませませんんんんでしたのででしたのででしたのででしたので、、、、それでもそれでもそれでもそれでも大大大大変変変変非非非非難難難難をををを受受受受けたけたけたけた。。。。翌翌翌翌年年年年、、、、今今今今度度度度はははは釧釧釧釧路路路路でラムサールでラムサールでラムサールでラムサール条条条条約約約約のののの締締締締約約約約国会議国会議国会議国会議ががががああああってってってって、、、、そそそそちちちちらのらのらのらのほほほほうにはうにはうにはうには出出出出ましたましたましたましたんんんんでででですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、非非非非常常常常ににににややややはりはりはりはり厳厳厳厳しいしいしいしい立立立立場場場場にににに置置置置かれていたのをかれていたのをかれていたのをかれていたのを身身身身をもってをもってをもってをもって経経経経験験験験したことしたことしたことしたことががががござござござございますがいますがいますがいますが、、、、そうしたそうしたそうしたそうした中中中中でででで、、、、しかししかししかししかし、、、、日日日日本本本本としてこうしたゼロエミッションとしてこうしたゼロエミッションとしてこうしたゼロエミッションとしてこうしたゼロエミッション型型型型のののの社会社会社会社会ををををつくつくつくつくっていこうというっていこうというっていこうというっていこうという、、、、そのそのそのその必要必要必要必要性性性性というかというかというかというか重重重重要要要要性性性性はははは確確確確実実実実にににに国民国民国民国民のののの中中中中にににに定着定着定着定着してきたというしてきたというしてきたというしてきたというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、それからそれからそれからそれから、、、、何何何何よりもこのゼロエミッションということがよりもこのゼロエミッションということがよりもこのゼロエミッションということがよりもこのゼロエミッションということが単単単単にににに理理理理念念念念としてとしてとしてとして掲掲掲掲げげげげられているられているられているられているだだだだけではなけではなけではなけではなくくくくてててて、、、、もうもうもうもう具具具具体的体的体的体的にににに、、、、どのようにそれをどのようにそれをどのようにそれをどのようにそれを実実実実践践践践しているのしているのしているのしているのかというのがかというのがかというのがかというのが問問問問われるわれるわれるわれる、、、、そういうそういうそういうそういう時時時時代代代代になってきたになってきたになってきたになってきたんんんんではないかというではないかというではないかというではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。     よよよよくくくく、、、、大大大大量量量量生産生産生産生産、、、、大大大大量消費量消費量消費量消費、、、、大大大大量量量量廃廃廃廃棄棄棄棄というようなというようなというようなというような、、、、そういうことがそういうことがそういうことがそういうことが言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれておりますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、それをまさしそれをまさしそれをまさしそれをまさしくくくくリオのリオのリオのリオの地球地球地球地球サミットのときにサミットのときにサミットのときにサミットのときに言言言言われておりますけれどもわれておりますけれどもわれておりますけれどもわれておりますけれども、、、、ああああるるるるいはそれいはそれいはそれいはそれ以以以以前前前前からからからから言言言言われておりますがわれておりますがわれておりますがわれておりますが、、、、サステサステサステサスティィィィナブルなナブルなナブルなナブルな、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会にとにとにとにと転換転換転換転換をさをさをさをさせていせていせていせていくくくくようなようなようなような、、、、そういうそういうそういうそういう理理理理念念念念をそれをそれをそれをそれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域がどのようにがどのようにがどのようにがどのように実実実実践践践践していっているのかしていっているのかしていっているのかしていっているのか、、、、そういうそういうそういうそういう成成成成果果果果をををを、、、、おそらおそらおそらおそらくくくくそれそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域でででで確認確認確認確認するするするする、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味合合合合いでいでいでいで今今今今回回回回のフォーのフォーのフォーのフォーラムもそのラムもそのラムもそのラムもその一環一環一環一環としてとしてとしてとして開催開催開催開催されるものでされるものでされるものでされるものであろあろあろあろうといううといううといううというふふふふうにとらえているとこうにとらえているとこうにとらえているとこうにとらえているところろろろででででござござござございいいいますますますます。。。。     本県本県本県本県ではではではでは、、、、ややややはりそうしたはりそうしたはりそうしたはりそうした地域地域地域地域でのでのでのでの実実実実践践践践ということでということでということでということでああああれれれればばばば、、、、1つつつつはははは、、、、今今今今ようようようようやくやくやくやく形形形形がががが見見見見
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えてまいりましたけれどもえてまいりましたけれどもえてまいりましたけれどもえてまいりましたけれども、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ペレペレペレペレットストットストットストットストーブにーブにーブにーブに象象象象徴徴徴徴されるがされるがされるがされるがごごごごととととくくくく、、、、そうしたそうしたそうしたそうした、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるババババイオイオイオイオママママスススス利用利用利用利用、、、、自然自然自然自然エネルエネルエネルエネルギギギギーとしてのーとしてのーとしてのーとしてのババババイオイオイオイオママママスのスのスのスの力力力力をどのようにしてをどのようにしてをどのようにしてをどのようにして利用利用利用利用していしていしていしていくくくくのかのかのかのか、、、、そしてそしてそしてそして CO2 等等等等のののの削減削減削減削減にどのようににどのようににどのようににどのように結結結結びびびびつつつつけていけていけていけていくくくくのかといったようなのかといったようなのかといったようなのかといったような試試試試みみみみがががが大大大大変変変変形形形形としてとしてとしてとして見見見見えてえてえてえてくくくくるるるる、、、、そういうそういうそういうそういう時期時期時期時期になってまいりましたになってまいりましたになってまいりましたになってまいりました。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、一方一方一方一方でまたでまたでまたでまた、、、、これはこれはこれはこれはああああるるるる種種種種、、、、負負負負のののの遺遺遺遺産産産産でででであああありますがりますがりますがりますが、、、、青青青青森森森森県境県境県境県境とのとのとのとの間間間間にににに、、、、香香香香川川川川県県県県のののの豊豊豊豊島島島島をををを上上上上回回回回るるるる日日日日本本本本最最最最大大大大級級級級のののの産業産業産業産業廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄事事事事案案案案ががががああああるわけですがるわけですがるわけですがるわけですが、、、、それをそれをそれをそれを今今今今、、、、県県県県としてはとしてはとしてはとしては全全全全量量量量撤撤撤撤去去去去をををを図図図図るべるべるべるべくくくくそのそのそのその取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに努努努努めているわけでめているわけでめているわけでめているわけであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、そのそのそのその過程過程過程過程のののの中中中中でででで、、、、北東北北東北北東北北東北 3 県県県県でででで産業産業産業産業廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物税税税税条条条条例例例例というというというという、、、、全全全全くくくく同同同同じじじじようなようなようなような条条条条例例例例をををを 3 県共県共県共県共同同同同ででででややややってってってって、、、、宮城県宮城県宮城県宮城県もそれにもそれにもそれにもそれに後後後後からからからから入入入入っていたっていたっていたっていただだだだきましたのできましたのできましたのできましたので、、、、4 県県県県でででで共共共共同同同同のののの条条条条例例例例にしたりにしたりにしたりにしたり、、、、それそれそれそれからからからから、、、、そのそのそのそのほほほほかかかか、、、、循環型地域社会循環型地域社会循環型地域社会循環型地域社会のののの形成形成形成形成にににに関関関関するするするする条条条条例例例例等等等等でででで、、、、特特特特にににに優優優優良良良良なななな廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの処処処処理理理理をををを業業業業とするとするとするとする業業業業者者者者ささささんんんんをををを格格格格付付付付していしていしていしていくくくくようなようなようなような、、、、いわいわいわいわばばばば、、、、今今今今まではまではまではまでは悪悪悪悪いことをしたとこいことをしたとこいことをしたとこいことをしたところろろろをたたをたたをたたをたたくくくくというというというという制制制制度度度度でしたけれどもでしたけれどもでしたけれどもでしたけれども、、、、そうではなそうではなそうではなそうではなくくくくてててて、、、、むしむしむしむしろろろろ優優優優良良良良なななな事事事事業業業業者者者者をををを育育育育成成成成していしていしていしていくくくくようなようなようなような、、、、そういうそういうそういうそういう目目目目でででで新新新新しいしいしいしい仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをつくつくつくつくったりったりったりったり、、、、それからリサイクルそれからリサイクルそれからリサイクルそれからリサイクル製品製品製品製品のののの認認認認定定定定制制制制度度度度などをなどをなどをなどを導導導導入入入入してしてしてして、、、、何何何何とかこうしたとかこうしたとかこうしたとかこうした問問問問題題題題にもにもにもにも対対対対応応応応していしていしていしていきたいときたいときたいときたいと、、、、今今今今取取取取りりりり組組組組んんんんでいるとこでいるとこでいるとこでいるところろろろででででござござござございまいまいまいますすすす。。。。     さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを今今今今それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域でででで、、、、県県県県だだだだけでなけでなけでなけでなくくくくてててて、、、、各市各市各市各市町町町町村村村村がががが積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいたでいたでいたでいただだだだいておりますのでいておりますのでいておりますのでいておりますので、、、、そうしたことにそうしたことにそうしたことにそうしたことにつつつついていていていて、、、、またまたまたまた後後後後ほほほほどいどいどいどいろろろろいいいいろごろごろごろご紹介紹介紹介紹介ががががああああろろろろうかとうかとうかとうかと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、ききききょょょょうはうはうはうは、、、、そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長ささささんんんんににににごごごご講演講演講演講演いたいたいたいただだだだいたりいたりいたりいたり、、、、それからそれからそれからそれから公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会ののののほほほほうからうからうからうから、、、、五十嵐所長五十嵐所長五十嵐所長五十嵐所長ささささんんんんからいからいからいからいろろろろいいいいろごろごろごろご講演講演講演講演をををを賜賜賜賜っっっったりというたりというたりというたりという、、、、盛盛盛盛りりりりだくだくだくだくささささんんんんのプログラムになっておりますのプログラムになっておりますのプログラムになっておりますのプログラムになっております。。。。ちちちちょょょょうどうどうどうど、、、、そういうそういうそういうそういう 10 年目年目年目年目をををを迎迎迎迎えたえたえたえた、、、、こうしたこうしたこうしたこうした節節節節目目目目のののの時期時期時期時期ででででござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、ききききょょょょうのこのフォーうのこのフォーうのこのフォーうのこのフォーラムがラムがラムがラムが大大大大変変変変有有有有意意意意義義義義ななななものとなりますようにものとなりますようにものとなりますようにものとなりますように期期期期待待待待をするものでをするものでをするものでをするものでござござござございますいますいますいます。。。。     最後最後最後最後になりますけれどもになりますけれどもになりますけれどもになりますけれども、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミッションフォーラムののゼロエミッションフォーラムののゼロエミッションフォーラムののゼロエミッションフォーラムの活動活動活動活動がががが一層一層一層一層盛盛盛盛んんんんにににになりますようになりますようになりますようになりますように、、、、そしてそしてそしてそして、、、、ききききょょょょうおうおうおうお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中ををををごごごご来来来来場場場場いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました皆皆皆皆ささささんんんん方方方方にににに重重重重ねねねねてててて感感感感謝謝謝謝をををを申申申申しししし上上上上げげげげましてましてましてまして、、、、ごあごあごあごあいさいさいさいさつつつつといたしたいとといたしたいとといたしたいとといたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。なおなおなおなお、、、、恐縮恐縮恐縮恐縮ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、増田知事増田知事増田知事増田知事はははは、、、、このこのこのこの後後後後、、、、所所所所用用用用のためのためのためのため、、、、退退退退席席席席をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます。。。。     ではではではでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、藤藤藤藤村宏幸村宏幸村宏幸村宏幸国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長よりよりよりより、、、、皆様皆様皆様皆様ににににごあごあごあごあいさいさいさいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長 皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。どうもどうもどうもどうも、、、、本本本本日日日日はははは、、、、大大大大変変変変おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、おいでいたおいでいたおいでいたおいでいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、まこまこまこまことにとにとにとにあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございますいますいますいます。。。。今今今今おおおお話話話話しになりましたしになりましたしになりましたしになりました増田知事増田知事増田知事増田知事、、、、私私私私、、、、環境環境環境環境だだだだけけけけじゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、行行行行政政政政ののののほほほほうでもすうでもすうでもすうでもすばばばばらしいらしいらしいらしい能力能力能力能力をおをおをおをお持持持持ちちちちででででござござござございましていましていましていまして、、、、地方自治地方自治地方自治地方自治のののの研究会研究会研究会研究会ががががござござござございますいますいますいますがががが、、、、そこでもそこでもそこでもそこでもごごごご一一一一緒緒緒緒させていたさせていたさせていたさせていただだだだいておりましていておりましていておりましていておりまして、、、、もうもうもうもう大大大大変変変変敬敬敬敬服服服服いたしておるわけですいたしておるわけですいたしておるわけですいたしておるわけです。。。。 
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    そしてそしてそしてそして、、、、ももももちろんちろんちろんちろん環境環境環境環境のののの面面面面ではではではでは、、、、これまたこれまたこれまたこれまた大大大大変変変変すすすすばばばばらしいらしいらしいらしいごごごご意見意見意見意見とととと活動力活動力活動力活動力、、、、行動力行動力行動力行動力をををを持持持持っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃいましていましていましていまして、、、、このこのこのこの国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミッションでものゼロエミッションでものゼロエミッションでものゼロエミッションでも理理理理事事事事をををを務務務務めていためていためていためていただだだだいていていていておりますおりますおりますおります。。。。いいいいろんろんろんろんなななな面面面面でででで大大大大変変変変すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい行行行行政政政政能力能力能力能力をををを持持持持ったったったった知事知事知事知事ささささんだんだんだんだとととと日日日日ごろごろごろごろからからからから敬敬敬敬服服服服いいいいたしておりますたしておりますたしておりますたしております。。。。そしてそしてそしてそして、、、、環境環境環境環境のののの面面面面ではではではでは、、、、私私私私、、、、多多多多くくくくのののの知知知知人人人人がいるわけですががいるわけですががいるわけですががいるわけですが、、、、岩手岩手岩手岩手県県県県といといといというのはうのはうのはうのは大大大大変変変変すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい活動活動活動活動をされているをされているをされているをされている代代代代表的表的表的表的なななな県県県県ででででござござござございましていましていましていまして、、、、昨日昨日昨日昨日もももも、、、、篠篠篠篠原原原原ささささんんんんとととといういういういう、、、、これはこれはこれはこれは衆衆衆衆議議議議院院院院議議議議員員員員ですがですがですがですが、、、、ああああるいはるいはるいはるいは加藤加藤加藤加藤三三三三郎郎郎郎ささささんんんんというというというという方方方方、、、、そういうそういうそういうそういう人人人人たたたたちちちちとおとおとおとお話話話話をしたわけですがをしたわけですがをしたわけですがをしたわけですが、、、、もうもうもうもう岩手岩手岩手岩手県県県県のののの話話話話がががが何何何何回回回回もももも出出出出てまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました。。。。行行行行政政政政のののの皆様皆様皆様皆様方方方方、、、、そしてそしてそしてそして企企企企業業業業のののの方方方方、、、、市民市民市民市民のののの方方方方、、、、すすすすばばばばらしらしらしらしくくくく環境環境環境環境のののの面面面面でのでのでのでの認認認認識識識識がががが高高高高くくくくてててて、、、、行動行動行動行動、、、、活動活動活動活動をされていることをされていることをされていることをされていることをををを大大大大変変変変うれしうれしうれしうれしくくくく思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。     国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミッションといいますのはのゼロエミッションといいますのはのゼロエミッションといいますのはのゼロエミッションといいますのは、、、、1994 年年年年にににに研究研究研究研究プロジェクトとしてスタープロジェクトとしてスタープロジェクトとしてスタープロジェクトとしてスタートしたわけですがトしたわけですがトしたわけですがトしたわけですが、、、、それそれそれそれ以以以以後後後後、、、、世界的世界的世界的世界的にもにもにもにも多多多多くくくくのののの活動活動活動活動をををを積積積積みみみみ重重重重ねねねねてまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました。。。。ももももちろちろちろちろんんんん、、、、資源循環資源循環資源循環資源循環をををを最最最最大大大大限限限限にににに持続可能持続可能持続可能持続可能にするにするにするにする、、、、そのようなそのようなそのようなそのような技術技術技術技術とかとかとかとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは経済経済経済経済システムシステムシステムシステム、、、、社会社会社会社会システムをシステムをシステムをシステムを推進推進推進推進するするするするココココンセプトとしてゼロエミッションというンセプトとしてゼロエミッションというンセプトとしてゼロエミッションというンセプトとしてゼロエミッションという活動活動活動活動がががが、、、、教教教教宣活動宣活動宣活動宣活動をををを含含含含めましてめましてめましてめまして始始始始まったわけでまったわけでまったわけでまったわけでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、2000 年年年年にににに、、、、ゼロエミッションフォーラムというプゼロエミッションフォーラムというプゼロエミッションフォーラムというプゼロエミッションフォーラムというプロジェクトがロジェクトがロジェクトがロジェクトが発発発発足足足足いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。それそれそれそれ以以以以後後後後、、、、そのそのそのその普及活動普及活動普及活動普及活動ををををややややってまいりましたってまいりましたってまいりましたってまいりました。。。。 こういうゼロエミッションをこういうゼロエミッションをこういうゼロエミッションをこういうゼロエミッションを推進推進推進推進するするするする上上上上でででで非非非非常常常常にににに大大大大切切切切なことはなことはなことはなことは、、、、それをそれをそれをそれを行行行行おうとしていおうとしていおうとしていおうとしているるるる、、、、ああああるいはるいはるいはるいは行行行行っていたっていたっていたっていただくだくだくだくためにためにためにために、、、、市民市民市民市民とととと企業企業企業企業とととと行行行行政政政政とととと学学学学校校校校とがとがとがとが一一一一緒緒緒緒になりましてになりましてになりましてになりまして、、、、情情情情報報報報をををを共有共有共有共有しししし、、、、そしてニーそしてニーそしてニーそしてニードドドド、、、、シーシーシーシードドドドをををを認認認認識識識識しながらしながらしながらしながら、、、、ともにともにともにともに肩肩肩肩をををを組組組組んんんんでででで研究研究研究研究しししし、、、、それをそれをそれをそれを実実実実行行行行にににに移移移移していしていしていしていくくくく。。。。そういうそういうそういうそういう推進推進推進推進のためののためののためののための母母母母体体体体のののの役役役役目目目目をををを国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミッションフォーのゼロエミッションフォーのゼロエミッションフォーのゼロエミッションフォーラムはラムはラムはラムは担担担担ってってってって参参参参ったわけでったわけでったわけでったわけでござござござございますいますいますいます。。。。そのそのそのその結結結結果果果果、、、、皆皆皆皆ささささんんんんよよよよくごくごくごくご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、岩手岩手岩手岩手県県県県はははは先進県先進県先進県先進県でもでもでもでもござござござございますがいますがいますがいますが、、、、日日日日本国本国本国本国じじじじゅゅゅゅうううう、、、、多多多多くくくくのライフスタイルものライフスタイルものライフスタイルものライフスタイルも変変変変化化化化ががががああああらわれらわれらわれらわれてまいてまいてまいてまいりましたしりましたしりましたしりましたし、、、、企業活動企業活動企業活動企業活動におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、生産生産生産生産過程過程過程過程だだだだけけけけじゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、ママママーーーーケケケケットへットへットへットへ出出出出すすすす製品製品製品製品そのものがそのものがそのものがそのものが環境環境環境環境とととと経済経済経済経済をををを共生共生共生共生するようなするようなするようなするような、、、、そういうそういうそういうそういう製品製品製品製品がたがたがたがたくくくくささささんんんん出出出出てまいっておりますてまいっておりますてまいっておりますてまいっております。。。。例例例例ええええばばばば、、、、ハハハハイブリッイブリッイブリッイブリッドカドカドカドカーもーもーもーもござござござございますしいますしいますしいますし、、、、燃燃燃燃料電池料電池料電池料電池車車車車とかとかとかとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは家庭家庭家庭家庭用用用用のののの燃燃燃燃料電池料電池料電池料電池システムもシステムもシステムもシステムも、、、、今今今今回回回回はははは首首首首相官相官相官相官邸邸邸邸にもにもにもにも納納納納入入入入されてされてされてされて運転運転運転運転されることになっておりますがされることになっておりますがされることになっておりますがされることになっておりますが、、、、全全全全国国国国ででででもうもうもうもう既既既既にににに 35カカカカ所所所所ぐぐぐぐらいらいらいらいじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、家庭家庭家庭家庭においてにおいてにおいてにおいて実実実実証証証証試試試試験験験験をををを始始始始めておりますめておりますめておりますめております。。。。非非非非常常常常にににに、、、、国国国国をををを挙挙挙挙げげげげてててて、、、、市民市民市民市民もももも、、、、企業企業企業企業もももも、、、、そしてそしてそしてそして研究研究研究研究ののののほほほほうもうもうもうも、、、、大大大大いなるいなるいなるいなる変変変変化化化化をををを遂遂遂遂げげげげてきたてきたてきたてきたんんんんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 法法法法律律律律のののの面面面面でもでもでもでも非非非非常常常常にににに画画画画期期期期的的的的なななな法法法法整備整備整備整備がなされておりますがなされておりますがなされておりますがなされております。。。。93 年年年年にににに環境環境環境環境基基基基本本本本法法法法というのがというのがというのがというのが制制制制定定定定されたわけでされたわけでされたわけでされたわけでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、2000 年年年年というというというという年年年年はははは大大大大変変変変すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい年年年年ではなかったかとではなかったかとではなかったかとではなかったかと。。。。失失失失われたわれたわれたわれた 10 年年年年というのがというのがというのがというのがあああありますがりますがりますがりますが、、、、こういうこういうこういうこういう循環社会循環社会循環社会循環社会にににに向向向向かってのかってのかってのかっての環境産業環境産業環境産業環境産業というというというというんんんんでででですかすかすかすか、、、、環境環境環境環境とととと産業産業産業産業をををを共生共生共生共生させるというさせるというさせるというさせるという意意意意味味味味でのでのでのでの法法法法整備整備整備整備というのはというのはというのはというのは、、、、大大大大変変変変すすすすばばばばらしいものがらしいものがらしいものがらしいものがああああったというったというったというったというふふふふうにうにうにうに認認認認識識識識しておりますしておりますしておりますしております。。。。2000 年年年年にはにはにはには循環社会推進循環社会推進循環社会推進循環社会推進基基基基本本本本法法法法というのがというのがというのがというのが制制制制定定定定さささされましてれましてれましてれまして、、、、多多多多くくくくのリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル法法法法がががが制制制制定定定定されましたされましたされましたされました。。。。包包包包装装装装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、食食食食品品品品リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、昨昨昨昨今今今今はははは建建建建設設設設廃廃廃廃材材材材とかとかとかとか、、、、それからそれからそれからそれから自動自動自動自動車車車車リサイクルというのもリサイクルというのもリサイクルというのもリサイクルというのも制制制制定定定定されましたされましたされましたされました。。。。2000 年年年年からからからから 2001年年年年にかけましてにかけましてにかけましてにかけまして、、、、たしかたしかたしかたしか 7 つぐつぐつぐつぐらいリサイクルらいリサイクルらいリサイクルらいリサイクル法法法法がががが制制制制定定定定されたというされたというされたというされたというふふふふうにうにうにうに記記記記憶憶憶憶しておりしておりしておりしておりますがますがますがますが、、、、法法法法のののの面面面面でもでもでもでも、、、、リサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクルに向向向向けてけてけてけて、、、、環境環境環境環境をををを留留留留意意意意したしたしたした社会社会社会社会システムシステムシステムシステム、、、、ああああるいはるいはるいはるいは企業企業企業企業活動活動活動活動というのがというのがというのがというのが進進進進められてきておりますめられてきておりますめられてきておりますめられてきております。。。。 
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そしてそしてそしてそして、、、、2002 年年年年のののの 12 月月月月にににに「「「「ババババイオイオイオイオママママス・ニッス・ニッス・ニッス・ニッポポポポンンンン」」」」というのがというのがというのがというのが制制制制定定定定されましたされましたされましたされました。。。。もとももとももとももともととととババババイオイオイオイオママママスといいますのはスといいますのはスといいますのはスといいますのは、、、、これはこれはこれはこれは再再再再生可能生可能生可能生可能なななな資源資源資源資源ででででござござござございますしいますしいますしいますし、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷がががが非非非非常常常常にににに小小小小さいというさいというさいというさいという意意意意味味味味でででで、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの面面面面からいいますとからいいますとからいいますとからいいますと究究究究極極極極のゼロエミッシのゼロエミッシのゼロエミッシのゼロエミッションをョンをョンをョンを達達達達成成成成するするするする、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる遂遂遂遂行行行行するためにするためにするためにするために欠欠欠欠かすことができないかすことができないかすことができないかすことができない資源資源資源資源ででででああああるるるる。。。。もともともともともともともともとババババイオイオイオイオママママスというのはスというのはスというのはスというのは、、、、ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、太太太太陽陽陽陽光光光光、、、、太太太太陽陽陽陽のエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーをーをーをーを変換変換変換変換しししし、、、、固定化固定化固定化固定化したしたしたしたものでものでものでものでござござござございましていましていましていまして、、、、これはエネルこれはエネルこれはエネルこれはエネルギギギギーーーー的的的的にはにはにはには非非非非常常常常にににに薄薄薄薄いいいいんんんんではではではではござござござございますけどいますけどいますけどいますけど、、、、世界世界世界世界じじじじゅゅゅゅうでどこでもとれるうでどこでもとれるうでどこでもとれるうでどこでもとれる、、、、しかもしかもしかもしかも育育育育成成成成できるできるできるできる、、、、そしてそしてそしてそして自分自分自分自分がががが分分分分解解解解したときにしたときにしたときにしたときに出出出出しますしますしますします炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスをスをスをスを固定化固定化固定化固定化してしてしてして再再再再生生生生できるできるできるできる。。。。ままままああああ、、、、すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい資資資資材材材材ででででござござござございましていましていましていまして、、、、これをもとにしたこれをもとにしたこれをもとにしたこれをもとにした産産産産業業業業でででで今後今後今後今後地地地地下下下下資源資源資源資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇、、、、環境環境環境環境のののの悪化悪化悪化悪化をををを防防防防いでいこうというのがいでいこうというのがいでいこうというのがいでいこうというのが「「「「ババババイオイオイオイオママママス・ジャパンス・ジャパンス・ジャパンス・ジャパン」」」」ででででござござござございますいますいますいます。。。。いいいいろんろんろんろんなことがなことがなことがなことが、、、、いいとこいいとこいいとこいいところろろろもももも悪悪悪悪いとこいとこいとこいところろろろももももござござござございますがいますがいますがいますが、、、、しかししかししかししかし、、、、2002年年年年にににに「「「「ババババイオイオイオイオママママス・ニッス・ニッス・ニッス・ニッポポポポンンンン」」」」がががが閣閣閣閣議議議議決決決決定定定定されされされされ、、、、実施実施実施実施にににに移移移移されたされたされたされた、、、、これはこれはこれはこれは大大大大変変変変大大大大きなきなきなきな出出出出来来来来事事事事ではないかではないかではないかではないか。。。。ああああるいはるいはるいはるいは、、、、21 世世世世紀紀紀紀をををを目指目指目指目指してのしてのしてのしての産業産業産業産業ののののあああありりりり方方方方をををを問問問問うううう 1つつつつのののの大大大大きなステップきなステップきなステップきなステップになるになるになるになるんんんんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 しかししかししかししかし、、、、そうはそうはそうはそうは申申申申しましてもしましてもしましてもしましても、、、、このゼロエミッションにしこのゼロエミッションにしこのゼロエミッションにしこのゼロエミッションにしろろろろ、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にしにしにしにしろろろろ、、、、多多多多くくくくのののの克服克服克服克服しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけないいけないいけないいけない問問問問題題題題をををを持持持持っておりますっておりますっておりますっております。。。。本本本本日日日日、、、、そういうそういうそういうそういう点点点点がががが論論論論議議議議のののの的的的的になになになになろろろろううううとととと思思思思いますいますいますいます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷というのをというのをというのをというのを与与与与えるわけですがえるわけですがえるわけですがえるわけですが、、、、そのそのそのその環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷をををを解決解決解決解決するするするする費費費費用用用用というのはというのはというのはというのはだだだだれがれがれがれが、、、、どのようにどのようにどのようにどのように、、、、どのどのどのどの時点時点時点時点でででで払払払払っていっていっていっていくくくくのかのかのかのか、、、、そのそのそのその額額額額はははは幾幾幾幾らなのからなのからなのからなのか、、、、ここここれがれがれがれが計計計計算算算算できていないというできていないというできていないというできていないという問問問問題題題題点点点点ががががあああありますりますりますります。。。。いいいいろんろんろんろんなななな、、、、例例例例ええええばばばば岩手岩手岩手岩手県県県県ではこのようなではこのようなではこのようなではこのような考考考考ええええ方方方方ででででややややっていっていっていっていくくくくというようなことをというようなことをというようなことをというようなことを考考考考えていたえていたえていたえていただだだだけれけれけれければばばば、、、、これはこれでまたすこれはこれでまたすこれはこれでまたすこれはこれでまたすばばばばらしらしらしらしいいいい運運運運用用用用のののの仕仕仕仕方方方方ができるができるができるができるんんんんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。考考考考ええええ方方方方というのはそというのはそというのはそというのはそんんんんなになになになに難難難難しいしいしいしい問問問問題題題題じゃじゃじゃじゃござござござございませいませいませいませんんんんがががが、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、実際実際実際実際にそのにそのにそのにその考考考考ええええ方方方方をををを数値数値数値数値ににににああああらわすことらわすことらわすことらわすことができないというができないというができないというができないという問問問問題題題題点点点点ででででござござござございますいますいますいます。。。。 今今今今、、、、世世世世のののの中中中中のののの品品品品物物物物、、、、大体大体大体大体イニシャルでイニシャルでイニシャルでイニシャルで購購購購買買買買されておりますされておりますされておりますされております。。。。クーラーがクーラーがクーラーがクーラーが 15 万万万万円円円円とととと 20 万万万万円円円円のののの売売売売りりりり値値値値ですとですとですとですと、、、、これはこれはこれはこれは製製製製造造造造原原原原価価価価がががが幾幾幾幾らでらでらでらで、、、、利利利利益益益益がががが幾幾幾幾らでこういうらでこういうらでこういうらでこういう値値値値段段段段ということでということでということでということでごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、そのそのそのその空空空空調調調調、、、、ああああるいはクーラーがるいはクーラーがるいはクーラーがるいはクーラーが一生一生一生一生のののの間間間間にどれにどれにどれにどれだだだだけけけけ電電電電気量気量気量気量をををを使使使使うとかうとかうとかうとか、、、、メメメメンンンンテナンスがかかるとかテナンスがかかるとかテナンスがかかるとかテナンスがかかるとか、、、、そういうことはそういうことはそういうことはそういうことは考慮考慮考慮考慮されていないわけですされていないわけですされていないわけですされていないわけです。。。。ましてましてましてまして、、、、それがそれがそれがそれが多多多多くくくくのののの炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスをスをスをスを排排排排出出出出しているわけですがしているわけですがしているわけですがしているわけですが、、、、そのそのそのその費費費費用用用用はははは負負負負担担担担されておりませされておりませされておりませされておりませんんんん。。。。ですからですからですからですから、、、、循循循循環社会環社会環社会環社会とととと言言言言うううう以以以以上上上上はははは、、、、LCC、、、、一生一生一生一生のののの間間間間にかかるにかかるにかかるにかかるココココストストストスト、、、、プラスプラスプラスプラス、、、、そのそのそのその一生一生一生一生のののの間間間間にににに環境環境環境環境をををを劣劣劣劣化化化化させたそのさせたそのさせたそのさせたその費費費費用用用用、、、、ままままああああ、、、、これはこれはこれはこれは払払払払うべきうべきうべきうべき数値数値数値数値ではではではではござござござございますいますいますいます。。。。しかししかししかししかし、、、、計計計計算算算算がなかなかがなかなかがなかなかがなかなかできないということできないということできないということできないということががががござござござございましていましていましていまして、、、、今今今今いいいいろんろんろんろんなななな手法手法手法手法がががが考考考考えられておりますえられておりますえられておりますえられております。。。。 例例例例ええええばばばば、、、、LCA でインでインでインでインベベベベントリーをントリーをントリーをントリーを計計計計算算算算いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、そのインそのインそのインそのインベベベベントリーをントリーをントリーをントリーを無無無無害害害害化化化化、、、、ああああるいはるいはるいはるいは固定化固定化固定化固定化するためのするためのするためのするための限限限限界界界界費費費費用用用用をををを積積積積算算算算、、、、データとしてデータとしてデータとしてデータとして持持持持っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、掛掛掛掛けけけけ合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、それをそれをそれをそれを加加加加算算算算していしていしていしていくくくくというようなというようなというようなというような方方方方法法法法、、、、これはこれはこれはこれは TLCC とととと我我我我々々々々はははは呼呼呼呼んんんんでいるでいるでいるでいるんんんんですがですがですがですが、、、、そのそのそのそのようなようなようなような方方方方法法法法ももももござござござございますいますいますいます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、そのようなそのようなそのようなそのような計計計計算算算算をいたしますとをいたしますとをいたしますとをいたしますと、、、、炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスはスはスはスはキキキキロロロロ当当当当たたたたりりりり 7 円円円円必要必要必要必要ですとですとですとですと。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる、、、、そのそのそのその炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスススス 1 キキキキロをロをロをロを固定化固定化固定化固定化するするするする木木木木をををを植植植植えたときにえたときにえたときにえたときに 7 円円円円かかかかかりますかりますかりますかります、、、、とととと、、、、そういうことですがそういうことですがそういうことですがそういうことですが、、、、ダイオダイオダイオダイオキキキキシンがシンがシンがシンが 1 キキキキロロロロ 190 億円億円億円億円かかりますかかりますかかりますかかります。。。。これはこれはこれはこれはダイオダイオダイオダイオキキキキシンをシンをシンをシンを分分分分解解解解するするするする費費費費用用用用がががが 190 億円億円億円億円ということでということでということでということでござござござございましていましていましていまして、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを排排排排出出出出するするするする場場場場合合合合はははは、、、、そのそのそのその負荷負荷負荷負荷をををを計計計計算算算算してしてしてして、、、、そしてそしてそしてそしてココココストストストスト、、、、このものはこのものはこのものはこのものは安安安安いとかいとかいとかいとか高高高高いとかいとかいとかいとか言言言言うべきうべきうべきうべき
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ででででああああってってってって、、、、イニシアルイニシアルイニシアルイニシアルだだだだけでけでけでけで計計計計算算算算するするするする今今今今のシステムというのはいかがなものかとのシステムというのはいかがなものかとのシステムというのはいかがなものかとのシステムというのはいかがなものかと。。。。循環社循環社循環社循環社会会会会をををを構築構築構築構築するためにはするためにはするためにはするためには、、、、ああああるいはゼロエミッションをるいはゼロエミッションをるいはゼロエミッションをるいはゼロエミッションを遂遂遂遂行行行行するためにはするためにはするためにはするためには非非非非常常常常にににに難難難難儀儀儀儀なななな問問問問題題題題ででででああああるというるというるというるというふふふふうにうにうにうに言言言言われますわれますわれますわれます。。。。 そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを前前前前提提提提にいたしましてにいたしましてにいたしましてにいたしまして、、、、今今今今のののの「「「「ババババイオイオイオイオママママス・ニッス・ニッス・ニッス・ニッポポポポンンンン」」」」というのはというのはというのはというのは、、、、ババババイイイイオオオオママママスをいかにスをいかにスをいかにスをいかに使使使使うかうかうかうか。。。。これはもうこれはもうこれはもうこれはもう岩手岩手岩手岩手県県県県がががが一一一一番番番番向向向向いていいていいていいているというかるというかるというかるというか、、、、進進進進んんんんでいるでいるでいるでいる県県県県ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、ババババイオイオイオイオママママスのスのスのスの宝宝宝宝庫庫庫庫でもでもでもでもござござござございますしいますしいますしいますし、、、、市民市民市民市民のののの意意意意識識識識もももも、、、、行行行行政政政政にににに携携携携わるわるわるわる人人人人々々々々のののの意意意意識識識識もももも非非非非常常常常にににに高高高高ううううござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、ぜひぜひぜひぜひババババイオイオイオイオママママスをスをスをスを産業産業産業産業としていかにとしていかにとしていかにとしていかに使使使使っていっていっていっていくくくくかかかか。。。。先先先先ほほほほどもストーブをどもストーブをどもストーブをどもストーブを見見見見させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたけどきましたけどきましたけどきましたけど、、、、いいいいろんろんろんろんなななな産業産業産業産業がががが生生生生まれてまいりますまれてまいりますまれてまいりますまれてまいります。。。。機機機機能能能能性性性性作物作物作物作物ももももつくつくつくつくることができますることができますることができますることができます。。。。機機機機能能能能性性性性というのはというのはというのはというのは、、、、ブランブランブランブランドドドド農農農農作物作物作物作物ををををつくつくつくつくってってってって、、、、高高高高くくくく流流流流通通通通にににに入入入入れるというようなこともできますれるというようなこともできますれるというようなこともできますれるというようなこともできます。。。。木木木木材材材材からリグニンをとりましてからリグニンをとりましてからリグニンをとりましてからリグニンをとりまして、、、、ウウウウッッッッドドドドプラスプラスプラスプラスチチチチックをックをックをックをつくつくつくつくりますりますりますります。。。。そのリグニンはリサイクルがききますのでそのリグニンはリサイクルがききますのでそのリグニンはリサイクルがききますのでそのリグニンはリサイクルがききますので、、、、非非非非常常常常にににに安安安安いいいいウウウウッッッッドドドドプラプラプラプラススススチチチチックがックがックがックが流流流流通通通通にににに入入入入れるということもれるということもれるということもれるということも考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。ですからですからですからですから、、、、今今今今のののの経済的経済的経済的経済的なななな問問問問題題題題ととととババババイイイイオオオオママママスをスをスをスを使使使使ってのってのってのっての産業産業産業産業、、、、これはこれはこれはこれは究極究極究極究極のゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションだだだだとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 ききききょょょょうううう、、、、このこのこのこの岩手岩手岩手岩手県県県県でこういうでこういうでこういうでこういう会会会会がががが開開開開かれましたことかれましたことかれましたことかれましたこと、、、、大大大大変私変私変私変私たたたたちちちちうれしうれしうれしうれしくくくく思思思思っておりっておりっておりっておりますしますしますしますし、、、、世界的世界的世界的世界的にもリーダーシップがとれるようなにもリーダーシップがとれるようなにもリーダーシップがとれるようなにもリーダーシップがとれるような、、、、そういうそういうそういうそういう実業実業実業実業、、、、実際実際実際実際のののの産業産業産業産業をををを起起起起こしこしこしこしていたていたていたていただだだだけれけれけれければばばば、、、、これはまたこれはまたこれはまたこれはまた世界世界世界世界のためにもなるとのためにもなるとのためにもなるとのためにもなると思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、今後今後今後今後ののののごごごご活活活活躍躍躍躍をををを祈祈祈祈願願願願いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、ごあごあごあごあいさいさいさいさつつつつといたしますといたしますといたしますといたします。。。。どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございますいますいますいます。。。。     さてさてさてさて、、、、このこのこのこの後後後後はははは講演講演講演講演になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、ここでここでここでここで、、、、本本本本日日日日のフォーラムのプログラムをのフォーラムのプログラムをのフォーラムのプログラムをのフォーラムのプログラムを皆皆皆皆ささささんんんんにににに改改改改めてめてめてめてごごごご紹介紹介紹介紹介をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます。。。。     このこのこのこの後後後後、、、、おおおお二二二二人人人人のののの先生先生先生先生にににに講演講演講演講演ををををちちちちょょょょううううだだだだいいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学副副副副学学学学長長長長のののの安井至安井至安井至安井至様様様様、、、、「「「「環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好好好好循環循環循環循環」」」」とととと題題題題しましてのしましてのしましてのしましての講演講演講演講演。。。。そしてそしてそしてそして、、、、続続続続きましてはきましてはきましてはきましては、、、、公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会事事事事務務務務総総総総局東北事務所長局東北事務所長局東北事務所長局東北事務所長でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃいますいますいますいます、、、、五十嵐秀雄五十嵐秀雄五十嵐秀雄五十嵐秀雄様様様様のののの「「「「公正公正公正公正なななな競争競争競争競争でででで進進進進めるリサイクめるリサイクめるリサイクめるリサイクルルルル」」」」ですですですです。。。。 そのそのそのその後後後後、、、、約約約約 10 分分分分のののの休休休休憩憩憩憩をををを挟挟挟挟みましてみましてみましてみまして、、、、3時時時時からパネルデからパネルデからパネルデからパネルディィィィススススカカカカッションのッションのッションのッションの予予予予定定定定ですですですです。。。。ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター、、、、パネリストパネリストパネリストパネリスト、、、、そしてアそしてアそしてアそしてアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーー、、、、合合合合わせてわせてわせてわせて 6 名名名名様様様様にににによりましてよりましてよりましてよりまして、、、、パネパネパネパネルデルデルデルディィィィススススカカカカッションッションッションッション「「「「地域地域地域地域からからからから進進進進めるめるめるめる、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好好好好循環循環循環循環」」」」ということでということでということでということで進進進進めてまいりめてまいりめてまいりめてまいりますますますます。。。。パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションがッションがッションがッションが終了終了終了終了しましたとこしましたとこしましたとこしましたところろろろでででで、、、、ごごごご参加参加参加参加のののの皆様皆様皆様皆様からもからもからもからも質質質質疑応疑応疑応疑応答答答答をををを受受受受けけけけつつつつけるけるけるける予予予予定定定定ででででござござござございますいますいますいます。。。。そのそのそのその際際際際にはにはにはには挙挙挙挙手手手手をしてをしてをしてをしてごごごご発言発言発言発言いたいたいたいただだだだけれけれけれければばばば幸幸幸幸いでいでいでいでござござござございまいまいまいますすすす。。。。 

 講演講演講演講演 1「「「「環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好好好好循環循環循環循環」」」」 司司司司会会会会         それではそれではそれではそれでは、、、、まずまずまずまず、、、、最初最初最初最初のののの講演講演講演講演のののの講講講講師師師師のののの先生先生先生先生ををををごごごご紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。     国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学副副副副学学学学長長長長でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃいますいますいますいます、、、、安井至安井至安井至安井至先生先生先生先生ですですですです。。。。安井安井安井安井先生先生先生先生はははは、、、、1945 年生年生年生年生まれまれまれまれ、、、、
1968 年年年年にににに東京東京東京東京大学大学大学大学工工工工学学学学部部部部ををををごごごご卒卒卒卒業業業業されましてされましてされましてされまして、、、、東京東京東京東京大学大学大学大学のののの大学大学大学大学院院院院博博博博士士士士課課課課程程程程修修修修了了了了。。。。90 年年年年からからからから
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東京東京東京東京大学生産技術研究大学生産技術研究大学生産技術研究大学生産技術研究所教授所教授所教授所教授をなさってをなさってをなさってをなさって、、、、2003 年年年年のののの 12 月月月月からからからから国連大学国連大学国連大学国連大学副副副副学学学学長長長長をなさっておをなさっておをなさっておをなさっておりますりますりますります。。。。またまたまたまた、、、、東京東京東京東京大学大学大学大学のののの客客客客員教授員教授員教授員教授でもいらっしでもいらっしでもいらっしでもいらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。ごごごご専専専専門門門門はははは、、、、環境環境環境環境材材材材料料料料科学科学科学科学、、、、そそそそしてしてしてして材材材材料料料料設計設計設計設計法法法法、、、、環境総合環境総合環境総合環境総合評評評評価価価価法法法法ですですですです。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、安井至安井至安井至安井至様様様様ににににごごごご講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだきますきますきますきます。「。「。「。「環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好好好好循環循環循環循環」」」」ですですですです。。。。ではではではでは、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 皆様皆様皆様皆様、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学のののの安井安井安井安井ででででござござござございますいますいますいます。。。。ままままだだだだ何何何何となとなとなとなくくくくなれないなれないなれないなれないんんんんですですですですねねねね。。。。国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学にににに移移移移りましたのはりましたのはりましたのはりましたのは昨昨昨昨年年年年のののの 12 月月月月ででででござござござございましていましていましていまして、、、、ままままだだだだ新新新新米米米米ででででござござござございますいますいますいます。。。。本本本本日日日日いいいいたたたただだだだきましたきましたきましたきました題目題目題目題目はははは、「、「、「、「環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好好好好循環循環循環循環」」」」ということでということでということでということでござござござございましていましていましていまして、、、、このゼロエミこのゼロエミこのゼロエミこのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションというッションフォーラムのゼロエミッションというッションフォーラムのゼロエミッションというッションフォーラムのゼロエミッションという言言言言葉葉葉葉はははは、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、ああああまりまりまりまり出出出出てまいてまいてまいてまいりませりませりませりませんんんん。。。。ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを包包包包含含含含したしたしたした、、、、含含含含んだんだんだんだようなようなようなような概概概概念念念念だだだだとととと思思思思っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、このこのこのこの環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好好好好循環循環循環循環というというというという、、、、このことにこのことにこのことにこのことに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、本本本本日日日日環境環境環境環境省省省省のののの谷谷谷谷課課課課長長長長がおがおがおがお見見見見えでえでえでえでごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、皆様皆様皆様皆様のおのおのおのお手手手手元元元元にににに、「、「、「、「環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好好好好循環循環循環循環ビビビビジョンジョンジョンジョン」」」」というというというという資資資資料料料料ががががああああるかるかるかるかとととと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、このこのこのこの環境環境環境環境省省省省のののの中央中央中央中央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会のののの委員委員委員委員会会会会のののの中中中中でこういうことがでこういうことがでこういうことがでこういうことが議議議議論論論論さささされましてれましてれましてれまして、、、、おおおお役所役所役所役所ののののつくつくつくつくったったったった文文文文書書書書としてはとしてはとしてはとしては画画画画期期期期的的的的にににに柔柔柔柔らかいらかいらかいらかい報告報告報告報告書書書書がががが出出出出ておりますておりますておりますております。。。。私私私私もももも委員委員委員委員のののの一人一人一人一人ででででござござござございましていましていましていまして……………………。。。。このこのこのこの本本本本物物物物のおのおのおのお話話話話はははは、、、、後後後後ほほほほどパネルデどパネルデどパネルデどパネルディィィィススススカカカカッションのッションのッションのッションの中中中中でででで谷谷谷谷課課課課長長長長ささささんごんごんごんご本人本人本人本人からからからからごごごご説説説説明明明明いたいたいたいただだだだきますのできますのできますのできますので、、、、私私私私はもうはもうはもうはもう少少少少しししし、、、、さらにさらにさらにさらに広広広広いといいますいといいますいといいますいといいますかかかか、、、、持持持持論論論論とととと言言言言ったったったったほほほほうがいいのかもしれませうがいいのかもしれませうがいいのかもしれませうがいいのかもしれませんんんんがががが、、、、そういうことでおそういうことでおそういうことでおそういうことでお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     まずまずまずまず、、、、先先先先ほほほほどどどど増田知事増田知事増田知事増田知事もおっしもおっしもおっしもおっしゃゃゃゃっておられましたけれどもっておられましたけれどもっておられましたけれどもっておられましたけれども、、、、現現現現在在在在世界的世界的世界的世界的にににに見見見見ましてましてましてまして環環環環境境境境ののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドというものはというものはというものはというものは持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性ということになっておりますということになっておりますということになっておりますということになっております。。。。サステイナブル・サステイナブル・サステイナブル・サステイナブル・デデデディベィベィベィベロプロプロプロプメメメメントントントント（（（（ sustainable development））））といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、サステイナサステイナサステイナサステイナビビビビリテリテリテリティィィィ（（（（sustainability））））といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、そそそそんんんんなななな言言言言葉葉葉葉ででででござござござございますいますいますいます。。。。歴史歴史歴史歴史的的的的にににに見見見見てててて、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題、、、、大大大大ききききくくくくどどどどんんんんどどどどんんんんとととと変変変変質質質質をしておりますけれどもをしておりますけれどもをしておりますけれどもをしておりますけれども、、、、このこのこのこの持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性というというというという言言言言葉葉葉葉こそこそこそこそ、、、、これからこれからこれからこれから先先先先のののの、、、、おそらおそらおそらおそらくくくく相相相相当当当当長長長長いいいい期間期間期間期間にわたるにわたるにわたるにわたる人類人類人類人類にとってのにとってのにとってのにとっての環境環境環境環境問問問問題題題題のののの最最最最大大大大のののの課題課題課題課題だろだろだろだろうといううといううといううというふふふふうにうにうにうに考考考考えられておりますえられておりますえられておりますえられております。。。。     このこのこのこの持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性というというというという言言言言葉葉葉葉ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、定定定定義義義義がそれこそがそれこそがそれこそがそれこそ山山山山ほほほほどどどどあああありましてりましてりましてりまして、、、、どれがどれがどれがどれが正正正正しいしいしいしい、、、、どれがどれがどれがどれが正正正正ししししくくくくないというものではないのでないというものではないのでないというものではないのでないというものではないのであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、我我我我々々々々、、、、今今今今国連国連国連国連にににに来来来来てしまいますとてしまいますとてしまいますとてしまいますと、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり何何何何となとなとなとなくくくく国連流国連流国連流国連流のをのをのをのを応応応応援援援援したしたしたしたくくくくなりましてなりましてなりましてなりまして、、、、
WHO のののの事務事務事務事務総総総総長長長長ででででああああったりったりったりったり、、、、ノノノノルルルルウウウウェーのェーのェーのェーの首首首首相相相相ででででああああったりったりったりったり、、、、ブルントラントさブルントラントさブルントラントさブルントラントさんんんんがががが 1984年年年年、、、、87 年年年年のののの委員委員委員委員会会会会のののの中中中中ででででつくつくつくつくられましたられましたられましたられました定定定定義義義義というものがよというものがよというものがよというものがよろろろろしいかとしいかとしいかとしいかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。    そのそのそのその定定定定義義義義、、、、一言一言一言一言でででで言言言言ってしまいますとってしまいますとってしまいますとってしまいますと、、、、我我我我々々々々世世世世代代代代でででで地球地球地球地球というものをというものをというものをというものをああああまりすりまりすりまりすりまりすり減減減減らしてらしてらしてらしてはいけないはいけないはいけないはいけない。。。。なるべなるべなるべなるべくくくくすりすりすりすり減減減減らさないでらさないでらさないでらさないで次次次次のののの世世世世代代代代、、、、未未未未来来来来世世世世代代代代にににに渡渡渡渡したいというしたいというしたいというしたいという話話話話ででででござござござございいいいますますますます。。。。地球地球地球地球とととと人人人人間間間間とのとのとのとの話話話話ででででござござござございますからいますからいますからいますから、、、、なかなかそのなかなかそのなかなかそのなかなかその間間間間にはにはにはには大大大大変変変変なななな距離距離距離距離ががががあああありましてりましてりましてりまして、、、、それでそれでそれでそれで、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか細細細細かいことをかいことをかいことをかいことを理解理解理解理解するするするするのがのがのがのが難難難難しいことになっておりますしいことになっておりますしいことになっておりますしいことになっております。。。。 一方一方一方一方、、、、日日日日本本本本ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、日日日日本本本本はははは、、、、2000 年年年年のののの 6 月月月月からからからから循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会基基基基本本本本法法法法というものがというものがというものがというものができたりいたしましてできたりいたしましてできたりいたしましてできたりいたしまして、、、、循環型循環型循環型循環型というのがというのがというのがというのが 1 つつつつののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドになっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。これはこれはこれはこれは、、、、
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そのそのそのその当時当時当時当時ここここんんんんなことがなことがなことがなことが書書書書かれておりましてかれておりましてかれておりましてかれておりまして、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、大大大大量量量量生産生産生産生産・・・・大大大大量消費量消費量消費量消費・・・・大大大大量量量量廃廃廃廃棄棄棄棄のののの経済経済経済経済システムからシステムからシステムからシステムから転換転換転換転換しなしなしなしなくちくちくちくちゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。はっきりはっきりはっきりはっきり言言言言ええええばばばば、、、、よりよりよりより持続型持続型持続型持続型にならなけれにならなけれにならなけれにならなければばばばいけないということでいけないということでいけないということでいけないということでござござござございますいますいますいます。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、環境環境環境環境制約制約制約制約、、、、資源資源資源資源制約制約制約制約、、、、特特特特にこのときにはにこのときにはにこのときにはにこのときには廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの限限限限界界界界のようなものをクリアすべのようなものをクリアすべのようなものをクリアすべのようなものをクリアすべくくくく循環型経済循環型経済循環型経済循環型経済システムというものをシステムというものをシステムというものをシステムというものをつくつくつくつくらなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいいいいけないというけないというけないというけないという基基基基本本本本法法法法ができましたができましたができましたができました。。。。そのそのそのその後後後後、、、、基基基基本計画本計画本計画本計画というのがというのがというのがというのが 2003 年年年年のののの 3 月月月月にできておにできておにできておにできておりますがりますがりますがりますが、、、、そこでそこでそこでそこで――――――――ああああ、、、、しまったしまったしまったしまった。。。。そのそのそのその前前前前にこれをにこれをにこれをにこれを言言言言わなきわなきわなきわなきゃゃゃゃいけませいけませいけませいけませんんんんですですですですねねねね。。。。 

2000 年年年年のときにはどういうことがのときにはどういうことがのときにはどういうことがのときにはどういうことが言言言言われていたかといいますとわれていたかといいますとわれていたかといいますとわれていたかといいますと、、、、それまでリサイクルとそれまでリサイクルとそれまでリサイクルとそれまでリサイクルというものはいうものはいうものはいうものは、、、、容器容器容器容器包包包包装装装装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法はもうこのはもうこのはもうこのはもうこの 5 年年年年前前前前からできてからできてからできてからできて動動動動いておりますしいておりますしいておりますしいておりますし、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろとリサイクルとリサイクルとリサイクルとリサイクル法法法法案案案案はできるはできるはできるはできるんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、究極究極究極究極はははは、、、、recycle よりもよりもよりもよりも reduce というというというという、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、これがこれがこれがこれが、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、当時当時当時当時はははは廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの reduce、、、、減減減減らすことらすことらすことらすことだだだだったったったったんんんんでででであああありまりまりまりますがすがすがすが、、、、おそらおそらおそらおそらくくくく reduce というというというという言言言言葉葉葉葉はいはいはいはいろろろろいいいいろろろろなななな種種種種類類類類ががががござござござございましていましていましていまして、、、、省省省省資源資源資源資源、、、、長長長長寿命寿命寿命寿命化化化化、、、、ああああるいはるいはるいはるいは修修修修理理理理などをしてなどをしてなどをしてなどをして、、、、ややややはりはりはりはり資源資源資源資源をををを減減減減らすといったようなことらすといったようなことらすといったようなことらすといったようなこと、、、、ああああるいはるいはるいはるいは製品製品製品製品をををを 2 度度度度、、、、
3 度度度度使使使使うううう、、、、部品部品部品部品をををを 2 度度度度、、、、3 度度度度使使使使うといったうといったうといったうといった reuse、、、、それからそれからそれからそれから recycle といったといったといったといった形形形形でででで、、、、こういっこういっこういっこういったたたた 3R というものというものというものというもの。。。。1R、、、、recycle だだだだけからけからけからけから 3つつつつののののＲＲＲＲをををを実現実現実現実現することによってよりすることによってよりすることによってよりすることによってより持続型持続型持続型持続型のののの社社社社会会会会にしたいというようなことでにしたいというようなことでにしたいというようなことでにしたいというようなことでござござござございましたいましたいましたいました。。。。 これがこれがこれがこれが 2003 年年年年のののの基基基基本計画本計画本計画本計画というとこというとこというとこというところろろろでででで示示示示されましたされましたされましたされました 3つつつつのののの指指指指標標標標というものでというものでというものでというものであああありましりましりましりましてててて、、、、そのそのそのその 1 番番番番目目目目にはにはにはには、、、、入入入入りりりり口口口口側側側側のののの資源生産資源生産資源生産資源生産性性性性をををを大大大大ききききくくくくしまししまししまししましょょょょううううねねねねということがということがということがということが言言言言われてわれてわれてわれておりますおりますおりますおります。。。。これはこれはこれはこれは何何何何かといいますとかといいますとかといいますとかといいますと、、、、GDP、、、、これがこれがこれがこれがああああるるるる種種種種のののの経済指経済指経済指経済指標標標標でででで、、、、国民総生産国民総生産国民総生産国民総生産みたみたみたみたいなものでいなものでいなものでいなものであああありますがりますがりますがりますが、、、、それをどれそれをどれそれをどれそれをどれだだだだけのけのけのけの天天天天然資源然資源然資源然資源をををを投投投投入入入入したことによってしたことによってしたことによってしたことによって得得得得たのたのたのたのだろだろだろだろううううかかかか。。。。はっきりはっきりはっきりはっきり言言言言うとうとうとうと、、、、ここのここのここのここの部部部部分分分分というのはというのはというのはというのは、、、、どれどれどれどれだだだだけけけけ地球地球地球地球をををを削削削削ったかですよったかですよったかですよったかですよねねねね。。。。どれどれどれどれだだだだけけけけ地球地球地球地球をををを削削削削ってってってって、、、、どれどれどれどれだだだだけけけけ稼稼稼稼いいいいだだだだかかかか。。。。どうせどうせどうせどうせ削削削削るならるならるならるなら、、、、同同同同じじじじ量量量量をををを削削削削るならるならるならるなら、、、、余余余余分分分分にににに稼稼稼稼いいいいだだだだほほほほうがいいでしうがいいでしうがいいでしうがいいでしょょょょうとうとうとうと、、、、こういうこういうこういうこういう、、、、非非非非常常常常にににに単単単単純純純純なななな話話話話ななななんんんんですですですですねねねね。。。。単単単単純純純純ってってってって言言言言いいいいつつつつつつつつ、、、、やろやろやろやろうとうとうとうと思思思思いますといますといますといますと結結結結構構構構難難難難しいしいしいしいんんんんですけどですけどですけどですけど。。。。そのそのそのその具具具具体的体的体的体的数値数値数値数値といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、ここここんんんんなようななようななようななようなグラフでグラフでグラフでグラフで、、、、目目目目標標標標はこはこはこはこんんんんなとこなとこなとこなところろろろででででござござござございましていましていましていまして、、、、平平平平成成成成 2 年度年度年度年度、、、、21万万万万円円円円／／／／トントントントン。。。。車車車車がトンがトンがトンがトン当当当当たりたりたりたり 100 万万万万円円円円ぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは最低最低最低最低いたしますからいたしますからいたしますからいたしますから、、、、ままままああああ、、、、車車車車のののの 5 分分分分のののの 1 ぐぐぐぐらいらいらいらいだだだだったものをったものをったものをったものを、、、、39万万万万ですからですからですからですから、、、、かなりかなりかなりかなり、、、、3 分分分分のののの 1ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、場場場場合合合合によっによっによっによっちちちちゃゃゃゃ 2.5 分分分分のののの 1ぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまで上上上上げげげげましましましましょょょょううううということでということでということでということでござござござございますいますいますいます。。。。 うわさによりますとうわさによりますとうわさによりますとうわさによりますと、、、、このとここのとここのとここのところあろあろあろあまりまりまりまり伸伸伸伸びていなかったということはびていなかったということはびていなかったということはびていなかったということはあああありますがりますがりますがりますが、、、、ここここれはれはれはれは不不不不景景景景気気気気ということもということもということもということも若干若干若干若干なかったわけではないなかったわけではないなかったわけではないなかったわけではないんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、一一一一説説説説によれによれによれによればばばば、、、、どうどうどうどうもももも中部中部中部中部空空空空港港港港というのをというのをというのをというのをつくつくつくつくっていたせいっていたせいっていたせいっていたせいだだだだというのがというのがというのがというのがござござござございましていましていましていまして、、、、それそれそれそれでででで、、、、ああああれれれれ、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てをてをてをてを入入入入れますとれますとれますとれますと、、、、土土土土をををを運運運運びますよびますよびますよびますよねねねね。。。。ああああれもれもれもれも商品商品商品商品、、、、地球地球地球地球をををを削削削削っているわけですけどっているわけですけどっているわけですけどっているわけですけど、、、、そそそそのためにのためにのためにのために、、、、ああああまりまりまりまり高高高高くくくくないないないない土土土土石石石石というものがというものがというものがというものが大大大大量量量量にににに動動動動いいいいちちちちゃゃゃゃったものですからったものですからったものですからったものですから、、、、ああああまりまりまりまり上上上上がらなかったながらなかったながらなかったながらなかったなんんんんていうていうていうていう説説説説ががががあああありますりますりますります。。。。後後後後でででで、、、、うそかもしれないといううそかもしれないといううそかもしれないといううそかもしれないという指指指指摘摘摘摘をををを受受受受けるかもけるかもけるかもけるかもしれませしれませしれませしれませんんんんがががが、、、、そそそそんんんんなことがなことがなことがなことが言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。 

2番番番番目目目目がががが、、、、これがリサイクルこれがリサイクルこれがリサイクルこれがリサイクル指指指指標標標標ででででござござござございますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどどどど 3R のののの中中中中でもでもでもでも、、、、それそれそれそれだだだだけけけけじゃじゃじゃじゃないないないないよとよとよとよと言言言言いいいいつつつつつつつつもももも、、、、このこのこのこの 2番番番番目目目目にににに書書書書かれておりましてかれておりましてかれておりましてかれておりまして、、、、これはこれはこれはこれは循環利用率循環利用率循環利用率循環利用率ですですですです。。。。循環利用循環利用循環利用循環利用量量量量、、、、プラスプラスプラスプラス、、、、天天天天然資源然資源然資源然資源投投投投入量入量入量入量をををを分分分分母母母母にいたしましてにいたしましてにいたしましてにいたしまして、、、、分分分分子子子子にににに循環利用循環利用循環利用循環利用量量量量をとるをとるをとるをとるんんんんですですですです。。。。これはこれはこれはこれは何何何何をををを意意意意味味味味するかというとするかというとするかというとするかというと、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、再再再再生生生生材材材材料料料料をををを、「、「、「、「ああああなたなたなたなた、、、、そのそのそのその製品製品製品製品がどのがどのがどのがどのぐぐぐぐらいらいらいらい使使使使ってってってって
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いますかいますかいますかいますか」」」」というというというという話話話話ですということになりますですということになりますですということになりますですということになります。。。。それをそれをそれをそれを、、、、ままままああああ、、、、8％％％％ぐぐぐぐらいのとこらいのとこらいのとこらいのところろろろをうをうをうをうろろろろちちちちょょょょろろろろしておりましたがしておりましたがしておりましたがしておりましたが、、、、それはそれはそれはそれは最終最終最終最終的的的的にににに 14％％％％ぐぐぐぐらいのとこらいのとこらいのとこらいのところろろろまでまでまでまで上上上上げげげげましましましましょょょょうといううといううといううという話話話話ででででござござござございますいますいますいます。。。。 これのこれのこれのこれの意意意意味味味味はははは、、、、実実実実をををを言言言言うとかなりうとかなりうとかなりうとかなり重大重大重大重大なななな意意意意味味味味をををを含含含含んんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。ママママーーーーチチチチというというというという車車車車、、、、日日日日産産産産ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ああああれがれがれがれが最初最初最初最初にににに導導導導入入入入されたされたされたされた 2001 年年年年のののの 2 月月月月ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、そのときにそのときにそのときにそのときに何何何何をををを言言言言っていたかといいますとっていたかといいますとっていたかといいますとっていたかといいますと、「、「、「、「このこのこのこの車車車車はははは 95％％％％リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル可能可能可能可能でででですすすす」」」」とととと言言言言ってってってって売売売売りりりり出出出出しましたしましたしましたしました。。。。「「「「リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル可能可能可能可能」」」」ななななんんんんですですですですねねねね。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル材材材材をををを含含含含んんんんでいるわけでいるわけでいるわけでいるわけじゃじゃじゃじゃないないないないんんんんですですですです。。。。これこれこれこれ、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、今今今今まではまではまではまでは、「、「、「、「私私私私はリサイクルできますはリサイクルできますはリサイクルできますはリサイクルできます。。。。ややややってってってってくだくだくだくださいさいさいさい」。」。」。」。だだだだれがれがれがれがややややるるるるんんんんですかですかですかですか。。。。今今今今度度度度はははは、「、「、「、「自分自分自分自分でどのでどのでどのでどのぐぐぐぐらいリサイクルらいリサイクルらいリサイクルらいリサイクル材材材材料料料料をををを使使使使っているかということをっているかということをっているかということをっているかということを自自自自慢慢慢慢してしてしてしてくだくだくだくださいさいさいさいというというというという、、、、そういうそういうそういうそういう社会社会社会社会になったということがここでになったということがここでになったということがここでになったということがここでござござござございますいますいますいます。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、3番番番番目目目目のののの目目目目標標標標値値値値がががが出出出出口口口口、、、、最終最終最終最終処処処処分分分分量量量量、、、、ままままああああ、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて量量量量ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、最終最終最終最終処処処処分分分分量量量量にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、1991 年年年年のののの 1 億億億億 1,000 万万万万トントントントンぐぐぐぐらいをらいをらいをらいをピピピピークにークにークにークに、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうとこれこれこれこれ、、、、下下下下がっているがっているがっているがっているんんんんですですですですねねねね。。。。ままままああああ、、、、ちちちちょょょょっとこのっとこのっとこのっとこの辺辺辺辺はははは怪怪怪怪しいしいしいしいんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、経経経経済成済成済成済成長長長長、、、、このこのこのこの辺辺辺辺からからからからちちちちょょょょっとっとっとっと怪怪怪怪ししししくくくくなっているなっているなっているなっている点点点点ももももああああってってってって、、、、不不不不景景景景気気気気のせいのせいのせいのせいだだだだというというというという、、、、そうそうそうそういういういういう説説説説明明明明もそれはできないわけもそれはできないわけもそれはできないわけもそれはできないわけじゃじゃじゃじゃないないないないんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、実際実際実際実際 GDP はこはこはこはこんんんんなになになになに下下下下がっていがっていがっていがっていませませませませんんんんからからからからああああれですがれですがれですがれですが、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てというのをてというのをてというのをてというのを環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷だだだだといたしますとといたしますとといたしますとといたしますと、、、、経済成経済成経済成経済成長長長長しながらしながらしながらしながら環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷はははは下下下下がっているがっているがっているがっている。。。。ああああるるるる意意意意味味味味でででで、、、、経済経済経済経済とととと環境環境環境環境のののの好好好好循環循環循環循環がががが既既既既にににに起起起起ききききているているているているんんんんですですですですねねねね。。。。これはこれはこれはこれは、、、、例例例例ええええばばばばゼロエミッションみたいなことがゼロエミッションみたいなことがゼロエミッションみたいなことがゼロエミッションみたいなことが普及普及普及普及したこともしたこともしたこともしたことも 1 つつつつのののの要因要因要因要因ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、こういったことがこういったことがこういったことがこういったことが実実実実際際際際にににに起起起起きておりますきておりますきておりますきております。。。。 要要要要するにするにするにするに、、、、これからおこれからおこれからおこれからお話話話話をするをするをするをする経済経済経済経済とととと環境環境環境環境のののの好好好好循環循環循環循環というのはというのはというのはというのは、、、、横横横横軸軸軸軸にににに経済経済経済経済がががが成成成成長長長長したしたしたしたときにときにときにときに、、、、縦縦縦縦軸軸軸軸のののの環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷がががが下下下下がるというがるというがるというがるという、、、、こういうことでこういうことでこういうことでこういうことであああありますりますりますります。。。。そういうこともそういうこともそういうこともそういうこともあああありりりりましてましてましてまして、、、、今今今今、、、、これもこれもこれもこれもああああまりきまりきまりきまりきょょょょうはうはうはうはごごごご説説説説明明明明いたしませいたしませいたしませいたしませんんんんがががが、、、、多多多多くくくくのののの環境環境環境環境のののの方方方方向向向向性性性性としてはとしてはとしてはとしては、、、、今今今今申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました 3 つつつつのののの指指指指標標標標、、、、それからそれからそれからそれから京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書、、、、どうどうどうどうややややらロシアがらロシアがらロシアがらロシアが今今今今年年年年中中中中にはにはにはには批准批准批准批准ををををするようでするようでするようでするようでござござござございますいますいますいます。。。。来来来来年年年年のののの 4 月月月月ぐぐぐぐらいですからいですからいですからいですか、、、、発効発効発効発効するのではないかとするのではないかとするのではないかとするのではないかと思思思思われますがわれますがわれますがわれますが、、、、そのそのそのその二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素のののの排排排排出出出出量量量量のののの削減削減削減削減をしなきをしなきをしなきをしなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。削減削減削減削減をしながらをしながらをしながらをしながら――――――――削減削減削減削減ってってってって、、、、こうこうこうこうですよですよですよですよねねねね――――――――経済成経済成経済成経済成長長長長をしなきをしなきをしなきをしなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。それからそれからそれからそれから、、、、健健健健康康康康問問問問題題題題。。。。これもこれもこれもこれも有有有有害害害害性性性性をををを削減削減削減削減ししししながらながらながらながら経済成経済成経済成経済成長長長長するするするする。。。。生生生生態態態態系系系系のののの保全保全保全保全、、、、これはこれはこれはこれはちちちちょょょょっとっとっとっと違違違違いますいますいますいますねねねね。。。。こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに、、、、幾幾幾幾つつつつかのものにかのものにかのものにかのものに関関関関してはしてはしてはしては削減削減削減削減というものをというものをというものをというものをややややっていかなきっていかなきっていかなきっていかなきゃゃゃゃいけないということでいけないということでいけないということでいけないということであああありますりますりますります。。。。 日日日日本本本本のののの環境環境環境環境問問問問題題題題というのはというのはというのはというのは、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、諸諸諸諸外外外外国国国国にににに比比比比べますとべますとべますとべますとやややややややや特特特特殊殊殊殊なななな形形形形態態態態をとをとをとをとっておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、産業産業産業産業公公公公害害害害、、、、特特特特にににに化学化学化学化学物物物物質質質質によるによるによるによる汚染汚染汚染汚染というというというという形形形形をかなりとりましたをかなりとりましたをかなりとりましたをかなりとりました。。。。それそれそれそれでででで、、、、水水水水俣俣俣俣のののの問問問問題題題題もももも、、、、これはこれはこれはこれはああああまりまりまりまり語語語語るるるるつつつつもりはないもりはないもりはないもりはないんんんんでででであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、こういうことこういうことこういうことこういうことがががが起起起起きてしまいましたきてしまいましたきてしまいましたきてしまいました。。。。年年年年代代代代をををを見見見見ていたていたていたていただだだだききききたいたいたいたいんんんんですがですがですがですが、、、、1932 年年年年からからからから 1968 年年年年までというまでというまでというまでということことことこと、、、、こうずっとこうずっとこうずっとこうずっと増増増増えたえたえたえた。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、32 年年年年からからからから 68 年年年年はははは汚染汚染汚染汚染がががが増増増増えたえたえたえたんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。それからそれからそれからそれから、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、今今今今これはこれはこれはこれは下下下下がってきているわけですがってきているわけですがってきているわけですがってきているわけです。。。。こういうことをこういうことをこういうことをこういうことを――――――――ちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、ここここここここ、、、、すみませすみませすみませすみませんんんん、、、、時間時間時間時間がないがないがないがないんんんんでででで、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと 4枚枚枚枚ほほほほどどどど飛飛飛飛ばばばばさせてさせてさせてさせてくだくだくだくださいさいさいさい。。。。 それでそれでそれでそれで、、、、同同同同じじじじようなことなようなことなようなことなようなことなんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、これはこれはこれはこれは SOx、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、イオイオイオイオウウウウのののの酸酸酸酸化化化化物物物物のののの首首首首都都都都におけるにおけるにおけるにおける濃濃濃濃度度度度とととと、、、、それからそれからそれからそれから横横横横軸軸軸軸にはにはにはには、、、、1 人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの GDP――――――――per capita ななななんんんんてててて書書書書いていていていて、、、、すみませすみませすみませすみませんんんん――――――――1 人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの GDP をとってをとってをとってをとってあああありますりますりますります。。。。ああああるるるる意意意意味味味味のののの経済活力経済活力経済活力経済活力みたいなものでみたいなものでみたいなものでみたいなもので
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あああありますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれは、、、、見見見見てみますとてみますとてみますとてみますと、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの国国国国でででで、、、、要要要要するにするにするにするに上上上上がっているがっているがっているがっている、、、、すなわすなわすなわすなわちちちち経経経経済済済済がががが伸伸伸伸びているときにびているときにびているときにびているときに環境環境環境環境がががが悪悪悪悪くくくくなっているなっているなっているなっている。。。。こっこっこっこっちちちちへいきますとへいきますとへいきますとへいきますと、、、、経済経済経済経済がががが伸伸伸伸びているのびているのびているのびているのにににに環境環境環境環境はよはよはよはよくくくくなっているなっているなっているなっているんんんんですですですですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、ここはここはここはここは既既既既にににに経済経済経済経済とととと環境環境環境環境のののの好好好好循環循環循環循環というのがというのがというのがというのが始始始始まっているわけですまっているわけですまっているわけですまっているわけです。。。。ですからですからですからですから、、、、こういうこういうこういうこういう下下下下りりりり坂坂坂坂はははは結結結結構重構重構重構重要要要要ななななんんんんですですですですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、ここここうううう上上上上がっていがっていがっていがっていくくくく、、、、下下下下がるがるがるがる。。。。上上上上にににに凸凸凸凸のこういうのこういうのこういうのこういうカカカカーブをどのようにーブをどのようにーブをどのようにーブをどのようにつくつくつくつくりりりり出出出出すかということすかということすかということすかということがかなりがかなりがかなりがかなり重大重大重大重大なななな話話話話ででででござござござございますいますいますいます。。。。 これもこれもこれもこれも、、、、実実実実はははは名名名名前前前前ががががつつつついておりましていておりましていておりましていておりまして、、、、環境環境環境環境クズネックズネックズネックズネッツツツツカカカカーブーブーブーブ（（（（Kuznets curve））））といいといいといいといいますますますます。。。。これもこれもこれもこれも日日日日本本本本語語語語にするべきにするべきにするべきにするべきだだだだったったったったんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、このクズネッこのクズネッこのクズネッこのクズネッツツツツというのはというのはというのはというのは、、、、ロシロシロシロシアのアのアのアの経済学経済学経済学経済学者者者者ででででござござござございますサイいますサイいますサイいますサイモモモモン・クズネッン・クズネッン・クズネッン・クズネッツツツツ（（（（Simon Kuznets））））というというというという、、、、このこのこのこの方方方方のののの名名名名前前前前をとっているものでをとっているものでをとっているものでをとっているものでござござござございましていましていましていまして、、、、このクズネッこのクズネッこのクズネッこのクズネッツツツツささささんんんんはははは何何何何をををを言言言言ったのかといいますとったのかといいますとったのかといいますとったのかといいますと、、、、所得所得所得所得格格格格差差差差というものはというものはというものはというものは経済経済経済経済のののの成成成成長長長長でこういうでこういうでこういうでこういうカカカカーブをーブをーブをーブを描描描描くくくくということをということをということをということを言言言言ったったったったんんんんですですですですねねねね。。。。何何何何かかかか。。。。ままままああああ、、、、このこのこのこの辺辺辺辺、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、全員全員全員全員がががが貧乏貧乏貧乏貧乏ででででああああるとるとるとると所得所得所得所得格格格格差差差差もないわけですもないわけですもないわけですもないわけです、、、、皆皆皆皆ささささんんんん貧貧貧貧乏乏乏乏ですからですからですからですから。。。。でででで、、、、経済経済経済経済がががが成成成成長長長長してしてしてして、、、、おおおお金金金金持持持持ちちちちになってきますとになってきますとになってきますとになってきますと、、、、部部部部分分分分的的的的におにおにおにお金金金金持持持持ちちちちとととと部部部部分分分分的的的的にににに貧乏貧乏貧乏貧乏ができてきてができてきてができてきてができてきて、、、、経済経済経済経済格格格格差差差差、、、、所得所得所得所得格格格格差差差差がががが上上上上がるがるがるがるんんんんですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん経済経済経済経済がががが進進進進むとむとむとむと、、、、最終最終最終最終的的的的にはにはにはには、、、、社会社会社会社会保保保保障障障障等等等等をををを含含含含めてめてめてめて、、、、皆皆皆皆ささささんんんんがまたがまたがまたがまた経済経済経済経済格格格格差差差差がががが少少少少ななななくくくくなってなってなってなってくくくくるといるといるといるということをうことをうことをうことを言言言言ったったったった人人人人ででででござござござございますいますいますいます。。。。それにそれにそれにそれに、、、、エンエンエンエンババババイロイロイロイロメメメメントントントント（（（（environment）、）、）、）、要要要要するにするにするにするに環環環環境境境境というのをというのをというのをというのをくくくくっっっっつつつつけてけてけてけて、、、、環境環境環境環境クズネックズネックズネックズネッツツツツカカカカーブといいますーブといいますーブといいますーブといいます。。。。こういうこういうこういうこういう、、、、横横横横軸軸軸軸にににに経済経済経済経済軸軸軸軸、、、、これがこれがこれがこれが上上上上にににに凸凸凸凸のののの曲曲曲曲線線線線になるものをいいますになるものをいいますになるものをいいますになるものをいいます。。。。 そういうことがそういうことがそういうことがそういうことが、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、環境環境環境環境面面面面ではいではいではいではいろんろんろんろんなとこなとこなとこなところろろろでででで起起起起きておりましてきておりましてきておりましてきておりまして――――――――ちちちちょょょょっとこれもっとこれもっとこれもっとこれも飛飛飛飛ばばばばしまししまししまししましょょょょうううう。。。。それでそれでそれでそれで、、、、環境環境環境環境のののの発展発展発展発展段階段階段階段階というのはというのはというのはというのは実実実実はいはいはいはいろろろろいいいいろあろあろあろありまりまりまりましてしてしてして、、、、最初最初最初最初にはにはにはには何何何何がががが起起起起きるのかといいますときるのかといいますときるのかといいますときるのかといいますと、、、、例例例例ええええばばばば経済経済経済経済をををを何何何何かかかかやろやろやろやろうとうとうとうと思思思思いますといますといますといますと、、、、何何何何をををを最初最初最初最初にににに使使使使いますいますいますいます？？？？    大大大大抵抵抵抵のののの場場場場合合合合にはにはにはには、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり農農農農業業業業ををををややややるとかるとかるとかるとか、、、、農農農農業以業以業以業以前前前前ですとですとですとですと、、、、採取採取採取採取型型型型といいましてといいましてといいましてといいまして、、、、森森森森林林林林にににに行行行行ってってってって、、、、まきをまきをまきをまきを拾拾拾拾ってってってってくくくくるというるというるというるという、、、、ここここんんんんなことからなことからなことからなことからややややるるるるんんんんですですですですねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、最初最初最初最初、、、、何何何何もないとこもないとこもないとこもないところろろろからからからからややややりますとりますとりますとりますと、、、、ややややはりどうしてもはりどうしてもはりどうしてもはりどうしても自然自然自然自然がががが破破破破壊壊壊壊されますされますされますされます。。。。こういうことがこういうことがこういうことがこういうことが起起起起きているのがきているのがきているのがきているのが、、、、いまいまいまいまだだだだにににに途途途途上上上上国国国国ではではではでは多多多多くくくくてててて、、、、森森森森林林林林がががが過過過過伐伐伐伐採採採採、、、、ああああるいはるいはるいはるいは過過過過放放放放牧牧牧牧というようなことでというようなことでというようなことでというようなことで失失失失われたりわれたりわれたりわれたり、、、、緑緑緑緑がががが失失失失われるというようなことがわれるというようなことがわれるというようなことがわれるというようなことがあああありますりますりますります。。。。それがそれがそれがそれが一定一定一定一定程程程程度度度度のとこのとこのとこのところろろろまでまでまでまで経済経済経済経済をををを、、、、進展進展進展進展をををを行行行行いますといますといますといますと、、、、主主主主としてエネルとしてエネルとしてエネルとしてエネルギギギギーーーー用用用用途途途途にににに使使使使われていわれていわれていわれているるるる、、、、まきとしてまきとしてまきとしてまきとして使使使使われているようなわれているようなわれているようなわれているような材材材材木木木木がががが油油油油、、、、石石石石油油油油にににに切切切切りかわりますりかわりますりかわりますりかわります。。。。そのおかそのおかそのおかそのおかげげげげでででで、、、、破破破破壊壊壊壊的的的的なななな生生生生態態態態系系系系のののの利用利用利用利用というのはというのはというのはというのは下下下下がってまいりますがってまいりますがってまいりますがってまいります。。。。ですからですからですからですから、、、、こういうこういうこういうこういう段階段階段階段階でもでもでもでも、、、、ああああるるるる種種種種のののの、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに下下下下がるというがるというがるというがるという、、、、経済経済経済経済とととと環境環境環境環境のののの好好好好循環循環循環循環というのがというのがというのがというのが始始始始まるまるまるまるんんんんですですですですねねねね。。。。 それをそれをそれをそれを、、、、実実実実はははは、、、、私私私私どもといいますかどもといいますかどもといいますかどもといいますか、、、、一一一一部部部部のののの人人人人、、、、私私私私をををを含含含含めてですがめてですがめてですがめてですが、、、、デデデデカカカカップリングとップリングとップリングとップリングと言言言言いますいますいますいます。。。。何何何何がデがデがデがデカカカカップルップルップルップル。。。。カカカカップルというのはップルというのはップルというのはップルというのは、、、、2 人人人人でででで手手手手ををををつつつつないでないでないでないで歩歩歩歩いていたいていたいていたいていたんんんんですけですけですけですけどどどど、、、、それがそれがそれがそれが手手手手をををを切切切切ってってってって、「、「、「、「私私私私はははは左左左左ねねねね。。。。私私私私はははは右右右右よよよよ」」」」ってなってなってなってな感感感感じじじじでいでいでいでいくくくく。。。。私私私私はははは上上上上よよよよ、、、、これはこれはこれはこれは下下下下よよよよというわけでというわけでというわけでというわけで、、、、上上上上とととと下下下下にににに分分分分かれるわけですかれるわけですかれるわけですかれるわけですねねねね。。。。これこれこれこれ、、、、デデデデカカカカップリングといいますップリングといいますップリングといいますップリングといいます。。。。こういこういこういこういうようにうようにうようにうように、、、、破破破破壊壊壊壊的的的的なななな生生生生態態態態系系系系のののの利用利用利用利用のようなものものようなものものようなものものようなものも最初最初最初最初にデにデにデにデカカカカップルをいたしますップルをいたしますップルをいたしますップルをいたします。。。。 これをこれをこれをこれを起起起起こすにはいこすにはいこすにはいこすにはいろんろんろんろんなことをなことをなことをなことをややややらなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいけませいけませいけませいけませんんんん。。。。例例例例ええええばばばば、、、、経済成経済成経済成経済成長長長長がががが起起起起きなききなききなききなきゃゃゃゃいけないのもそうないけないのもそうないけないのもそうないけないのもそうなんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり自然自然自然自然をををを大大大大切切切切にしようにしようにしようにしようねねねねとかとかとかとか、、、、何何何何ををををややややるとるとるとると自然自然自然自然がががが壊壊壊壊れるとかれるとかれるとかれるとか、、、、ああああるいはおるいはおるいはおるいはお金金金金をををを稼稼稼稼ぐぐぐぐ能力能力能力能力ををををつくつくつくつくるとかるとかるとかるとか、、、、まずまずまずまず社会社会社会社会がががが安安安安定定定定していなけれしていなけれしていなけれしていなけれ
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ばばばばいけませいけませいけませいけませんんんんしししし、、、、適適適適正正正正なななな技術技術技術技術がなきがなきがなきがなきゃゃゃゃいけませいけませいけませいけませんんんんしししし、、、、それをそれをそれをそれを努努努努力力力力ををををするようなインセンテするようなインセンテするようなインセンテするようなインセンティィィィブといいますかブといいますかブといいますかブといいますか、、、、そういったきっかけもなきそういったきっかけもなきそういったきっかけもなきそういったきっかけもなきゃゃゃゃいけませいけませいけませいけませんんんんしししし、、、、ああああとととと、、、、資源資源資源資源としてもいとしてもいとしてもいとしてもいろろろろいいいいろろろろなものがなものがなものがなものが使使使使われますわれますわれますわれます。。。。そういうことがそういうことがそういうことがそういうことが行行行行われてこういうわれてこういうわれてこういうわれてこういうふふふふうなデうなデうなデうなデカカカカップリングというップリングというップリングというップリングというものがものがものがものが行行行行われますわれますわれますわれます。。。。 第第第第 2 段階段階段階段階がががが、、、、先先先先ほほほほどどどどちちちちょょょょっとっとっとっと申申申申しししし上上上上げげげげましたようなましたようなましたようなましたような、、、、環境環境環境環境汚染汚染汚染汚染からのデからのデからのデからのデカカカカップリングでップリングでップリングでップリングであああありますりますりますります。。。。同同同同時時時時にににに、、、、自然自然自然自然災災災災害害害害、、、、例例例例ええええばばばば洪洪洪洪水水水水ででででああああるとかるとかるとかるとか――――――――ちちちちょょょょっとこのとこっとこのとこっとこのとこっとこのところろろろ、、、、日日日日本本本本はははは洪洪洪洪水水水水がががが起起起起こりこりこりこり過過過過ぎぎぎぎでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、昔昔昔昔にににに比比比比べたらべたらべたらべたら、、、、それでもそれでもそれでもそれでも被被被被害害害害はははは少少少少ないないないないんんんんですですですですねねねね。。。。昔昔昔昔でしたでしたでしたでしたらららら、、、、伊伊伊伊勢勢勢勢湾湾湾湾台台台台風風風風をはをはをはをはじじじじめとしてめとしてめとしてめとして、、、、神神神神奈奈奈奈川川川川台台台台風風風風もすもすもすもすごごごごかったですけどかったですけどかったですけどかったですけど、、、、被被被被害害害害ががががほほほほんんんんととととうにうにうにうに大大大大きかったきかったきかったきかったんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、それもそれもそれもそれも土土土土木木木木技術等技術等技術等技術等によってデによってデによってデによってデカカカカップルしてップルしてップルしてップルしてくくくくるるるるんんんんですですですですねねねね。。。。経済経済経済経済成成成成長長長長とともにそういうものもデとともにそういうものもデとともにそういうものもデとともにそういうものもデカカカカップリングをしてまいりますップリングをしてまいりますップリングをしてまいりますップリングをしてまいります。。。。そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろにはこうにはこうにはこうにはこういうようなものがいいうようなものがいいうようなものがいいうようなものがいろろろろいいいいろろろろとととと必要必要必要必要。。。。特特特特にににに環境環境環境環境汚染汚染汚染汚染ですとですとですとですと、、、、法法法法整備整備整備整備、、、、法法法法律律律律のののの整備整備整備整備というものというものというものというものがががが非非非非常常常常にににに重重重重要要要要。。。。自然自然自然自然災災災災害害害害ですとですとですとですと、、、、ストックストックストックストック、、、、要要要要するにするにするにするに河河河河川川川川のののの整備整備整備整備というようなものがというようなものがというようなものがというようなものが非非非非常常常常にににに重重重重要要要要ででででああああるるるる。。。。ももももちろんちろんちろんちろん技術技術技術技術もももも重重重重要要要要だだだだということになりましてということになりましてということになりましてということになりまして、、、、こういういこういういこういういこういういろろろろいいいいろろろろなことなことなことなことがががが起起起起きていますきていますきていますきています。。。。こういうとここういうとここういうとここういうところろろろでもでもでもでも環境環境環境環境とととと経済経済経済経済、、、、こっこっこっこっちちちち側側側側はははは両両両両立立立立をしていたわけでをしていたわけでをしていたわけでをしていたわけであああありりりりますますますます。。。。 今今今今現現現現在在在在我我我我々々々々がががが行行行行ってってってっているいるいるいる、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど今今今今第第第第 3 段階段階段階段階ぐぐぐぐらいにどうもらいにどうもらいにどうもらいにどうも我我我我々々々々はいるみたいなはいるみたいなはいるみたいなはいるみたいなんんんんでででですすすすねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、今今今今廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの発生発生発生発生量量量量というものをというものをというものをというものを下下下下げげげげながらながらながらながら経済経済経済経済はははは成成成成長長長長しているしているしているしている。。。。それがゼそれがゼそれがゼそれがゼロエミッションですロエミッションですロエミッションですロエミッションですねねねね。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを下下下下げげげげながらながらながらながら経済経済経済経済はははは成成成成長長長長するということをするということをするということをするということをややややっっっってきててきててきててきて、、、、なおかなおかなおかなおかつつつつ破破破破壊壊壊壊的生的生的生的生態態態態系系系系のののの利用利用利用利用、、、、例例例例ええええばばばば、、、、最終最終最終最終処処処処分地分地分地分地ををををつくつくつくつくるということはるということはるということはるということは、、、、ままままああああ、、、、そうでないというそうでないというそうでないというそうでないという意見意見意見意見ももももあああありましてりましてりましてりまして、、、、例例例例ええええばばばば東京東京東京東京湾湾湾湾ななななんんんんかのかのかのかの埋埋埋埋めめめめ立立立立てはてはてはては、、、、ああああれはれはれはれは地地地地面面面面ををををつつつつくくくくったったったったじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと言言言言うううう人人人人もおられるもおられるもおられるもおられるんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、少少少少ななななくくくくともともともとも山山山山のののの合合合合間間間間ににににああああるようなるようなるようなるようなとことことこところろろろのののの最終最終最終最終処処処処分地分地分地分地というのはというのはというのはというのは、、、、場場場場合合合合によってはによってはによってはによっては生生生生態態態態系系系系のののの破破破破壊壊壊壊的利用的利用的利用的利用かもしれませかもしれませかもしれませかもしれませんんんん。。。。でででですからすからすからすから、、、、最終最終最終最終処処処処分地分地分地分地をををを少少少少ななななくくくくすることによってすることによってすることによってすることによって、、、、デデデデカカカカップリングみたいなものがップリングみたいなものがップリングみたいなものがップリングみたいなものが行行行行われてわれてわれてわれてくくくくるるるる。。。。今今今今これがこれがこれがこれが、、、、私私私私にににに言言言言わせますとわせますとわせますとわせますと、、、、おおむおおむおおむおおむねねねね日日日日本本本本ではではではでは順順順順調調調調にににに推推推推移移移移しししし始始始始めためためためた、、、、もうもうもうもう少少少少しししし工工工工夫夫夫夫をすれをすれをすれをすればばばばもっともっともっともっと進進進進むというとこむというとこむというとこむというところろろろのののの段階段階段階段階にににに来来来来ているのではないかとているのではないかとているのではないかとているのではないかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 次次次次はははは、、、、第第第第 4 段階段階段階段階、、、、これがまこれがまこれがまこれがまだだだだ日日日日本本本本はできておりませはできておりませはできておりませはできておりませんんんん。。。。これからこれからこれからこれから先先先先はははは、、、、今今今今だんだんだんだんだんだんだんだん経済経済経済経済がががが進進進進んんんんできてできてできてできて、、、、大体大体大体大体このこのこのこの段階段階段階段階はははは過過過過ぎぎぎぎたたたたんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、次次次次のこのデのこのデのこのデのこのデカカカカップリングというものをップリングというものをップリングというものをップリングというものを実現実現実現実現しないとしないとしないとしないと、、、、日日日日本本本本のののの経済経済経済経済、、、、危危危危ないないないないんんんんですですですです。。。。特特特特にににに地球経済地球経済地球経済地球経済、、、、地球地球地球地球上上上上におけるにおけるにおけるにおける地球地球地球地球全全全全体体体体のののの中中中中でででで日日日日本本本本をどうをどうをどうをどうややややってってってってややややるかということはるかということはるかということはるかということは、、、、ここをどうここをどうここをどうここをどうややややるかということにるかということにるかということにるかということに相相相相当当当当かかっておかかっておかかっておかかっておりますりますりますります。。。。それはそれはそれはそれは何何何何かといいますとかといいますとかといいますとかといいますと、、、、例例例例ええええばばばば二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素のののの排排排排出出出出量量量量をををを減減減減らしながららしながららしながららしながら経済経済経済経済をををを伸伸伸伸びびびびることができるかることができるかることができるかることができるか。。。。例例例例ええええばばばば、、、、物物物物をををを使使使使わないわないわないわない、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーもーもーもーも使使使使わないけどわないけどわないけどわないけど経済経済経済経済がががが伸伸伸伸びることびることびることびることができるかができるかができるかができるか。。。。ままままああああ、、、、そそそそんんんんなことでなことでなことでなことであああありますりますりますります。。。。それがそれがそれがそれが、、、、ああああるるるる意意意意味味味味でででで第第第第 4 段階段階段階段階、、、、最終最終最終最終段階段階段階段階とととと私私私私はははは思思思思っておりますっておりますっておりますっております、、、、ステージステージステージステージ 4 とととと称称称称しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、今今今今我我我我々々々々はこのはこのはこのはこの第第第第 4 ステージというとステージというとステージというとステージというとこここころろろろにいるようににいるようににいるようににいるように思思思思われますわれますわれますわれます。。。。これがこれがこれがこれが、、、、今今今今これからこれからこれからこれから我我我我々々々々がががが目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき経済経済経済経済とととと環境環境環境環境のののの好好好好循環循環循環循環をををを目指目指目指目指すすすす、、、、そのそのそのその、、、、どういうどういうどういうどういう方方方方法法法法ででででややややるるるるんんんんだだだだというというというという話話話話ででででござござござございますいますいますいます。。。。 これをこれをこれをこれを整理整理整理整理いたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、ここここんんんんなななな格格格格好好好好になっておりましてになっておりましてになっておりましてになっておりまして、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますけれどしになりますけれどしになりますけれどしになりますけれどもももも、、、、このこのこのこのああああたりでたりでたりでたりで廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物からのデからのデからのデからのデカカカカップリングというようなことがップリングというようなことがップリングというようなことがップリングというようなことが行行行行われわれわれわれ、、、、ああああるいはるいはるいはるいは、、、、ここここのオリジナルののオリジナルののオリジナルののオリジナルの報告報告報告報告書書書書にはエにはエにはエにはエココココツツツツーリズムのようなこともーリズムのようなこともーリズムのようなこともーリズムのようなことも出出出出てきておりますけれどもてきておりますけれどもてきておりますけれどもてきておりますけれども、、、、そそそそ
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ういったこともういったこともういったこともういったことも、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、例例例例ええええばばばば破破破破壊壊壊壊的生的生的生的生態態態態系系系系のののの利用利用利用利用とかとかとかとか、、、、破破破破壊壊壊壊 1、、、、2 ととととあああありますりますりますりますがががが、、、、こういうようなことをこういうようなことをこういうようなことをこういうようなことを通通通通してエしてエしてエしてエココココツツツツーリズムのいいーリズムのいいーリズムのいいーリズムのいい環境環境環境環境ををををつくつくつくつくるというようなことがるというようなことがるというようなことがるというようなことが行行行行われてわれてわれてわれてくくくくるわけでるわけでるわけでるわけであああありますりますりますります。。。。 さてさてさてさて、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーですーですーですーですねねねね。。。。このこのこのこの中中中中でででで、、、、二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素、、、、物物物物質質質質／／／／エネエネエネエネルルルルギギギギーーーー、、、、とりとりとりとりああああえずエネえずエネえずエネえずエネルルルルギギギギーをーをーをーを取取取取りりりり上上上上げげげげようとようとようとようと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、そのエネルそのエネルそのエネルそのエネルギギギギーはーはーはーは、、、、これこれこれこれ、、、、多多多多分世界分世界分世界分世界のののの 130 カカカカ国国国国ぐぐぐぐらいのデータをえいらいのデータをえいらいのデータをえいらいのデータをえいややややとととと並並並並べたものでべたものでべたものでべたものであああありますりますりますります。。。。横横横横軸軸軸軸にににに 1 人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの GDP がとってがとってがとってがとってあああありましてりましてりましてりまして、、、、縦縦縦縦軸軸軸軸にはにはにはには 1 人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの、、、、どのどのどのどのぐぐぐぐらいらいらいらい油油油油をををを――――――――エネルエネルエネルエネルギギギギーってーってーってーって、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな格格格格好好好好をとっておりますのでをとっておりますのでをとっておりますのでをとっておりますので、、、、比比比比較較較較をするときにそれこそいをするときにそれこそいをするときにそれこそいをするときにそれこそいろんろんろんろんなななな方方方方法法法法ががががああああるるるるんんんんですがですがですがですが、、、、1 人人人人当当当当たたたたりどのりどのりどのりどのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの油油油油をををを使使使使っているかっているかっているかっているか、、、、油油油油にににに換算換算換算換算したらどうなしたらどうなしたらどうなしたらどうなんだんだんだんだというのがわりとわかりというのがわりとわかりというのがわりとわかりというのがわりとわかりややややすいすいすいすいんんんんでででで、、、、ここではここではここではここではキキキキログラムでログラムでログラムでログラムであああありますがりますがりますがりますが、、、、油油油油のののの量量量量にににに換算換算換算換算してしてしてしてあああありますりますりますります。。。。ぱぱぱぱっとっとっとっと見見見見てててて目目目目立立立立つつつつのがのがのがのが 2 つあつあつあつありますりますりますります。。。。アイスランアイスランアイスランアイスランドドドドとルクセンブルクですとルクセンブルクですとルクセンブルクですとルクセンブルクです。。。。このアイスランこのアイスランこのアイスランこのアイスランドドドドというというというという国国国国はははは非非非非常常常常にエネルにエネルにエネルにエネルギギギギーをーをーをーを使使使使っていますっていますっていますっています。。。。ままままああああ、、、、これはこれはこれはこれは当当当当たりたりたりたり前前前前とととと言言言言ええええばばばば当当当当たりたりたりたり前前前前ななななんんんんですけですけですけですけれどもれどもれどもれども、、、、何何何何といったってといったってといったってといったって寒寒寒寒いですからいですからいですからいですから。。。。といってもといってもといってもといっても、、、、そそそそんんんんなになになになに実実実実はははは冬冬冬冬ははははああああまりまりまりまり寒寒寒寒くくくくないらないらないらないらしいですしいですしいですしいですねねねね。。。。このこのこのこの間間間間、、、、夏夏夏夏にににに行行行行ったらったらったらったら寒寒寒寒かったですけどかったですけどかったですけどかったですけどねねねね。。。。大体大体大体大体 12 度度度度ぐぐぐぐらいらいらいらいだだだだったですけどったですけどったですけどったですけど。。。。ままままああああ、、、、暖暖暖暖房房房房はははは、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、95％％％％がががが地地地地熱熱熱熱ですですですです。。。。岩手岩手岩手岩手県県県県ってってってって、、、、地地地地熱熱熱熱、、、、ああああるるるるんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。もうもうもうもう少少少少しししし地地地地熱熱熱熱をををを使使使使ってってってってほほほほしいなとしいなとしいなとしいなと思思思思ううううんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、だだだだめなめなめなめなんんんんですかですかですかですかねねねね。。。。アイスランアイスランアイスランアイスランドドドドはははは 95％％％％がががが地地地地熱熱熱熱。。。。95％％％％のののの家家家家屋屋屋屋にににに地地地地熱熱熱熱のののの温温温温水水水水、、、、温温温温湯湯湯湯がががが供供供供給給給給されていますされていますされていますされています。。。。これこれこれこれ、、、、なかなかいいですよなかなかいいですよなかなかいいですよなかなかいいですよ。。。。これはこれはこれはこれは、、、、これからのこれからのこれからのこれからの日日日日本本本本のののの 1 つつつつのターのターのターのターゲゲゲゲットットットット。。。。岩手岩手岩手岩手県県県県、、、、もうもうもうもう少少少少しししし何何何何とかしてとかしてとかしてとかしてくだくだくだくださいさいさいさい。。。。温温温温泉泉泉泉がががが出出出出るるるるんだんだんだんだったらったらったらったら、、、、暖暖暖暖房房房房にもにもにもにも使使使使ってってってってくだくだくだくださいさいさいさい。。。。そそそそんんんんなななな格格格格好好好好ですですですです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、実際実際実際実際ここはここはここはここは電電電電気気気気もももも水水水水力発力発力発力発電電電電ででででほほほほととととんんんんどどどど、、、、ごくごくごくごくわずかわずかわずかわずか、、、、一一一一部部部部をををを地地地地熱熱熱熱発発発発電電電電ででででややややっていますっていますっていますっています。。。。そのおかそのおかそのおかそのおかげげげげでででで、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーはーはーはーは大大大大量量量量にににに使使使使っているっているっているっているんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、CO2 をををを出出出出すようなすようなすようなすような化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料ははははほほほほととととんんんんどどどど車車車車だだだだけですけですけですけです。。。。そそそそんんんんなななな国国国国ですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、これこれこれこれ、、、、もしもしもしもし二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素にしにしにしにしちちちちゃゃゃゃいますといますといますといますと、、、、ずっとずっとずっとずっと下下下下がってきがってきがってきがってきちちちちゃゃゃゃううううんんんんですですですですねねねね。。。。そそそそんんんんなななな国国国国ですですですです。。。。 それをそれをそれをそれを除除除除きまきまきまきますとすとすとすと、、、、ああああとととと、、、、いいいいろんろんろんろんなななな国国国国ががががああああってってってって、、、、どういうどういうどういうどういうふふふふうにうにうにうに線線線線をををを引引引引こうかなこうかなこうかなこうかな、、、、ななななんんんんていていていていろろろろいいいいろろろろ迷迷迷迷ううううんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、ままままああああ、、、、とりとりとりとりああああえずいえずいえずいえずいろろろろいいいいろやろやろやろやってみてってみてってみてってみて、、、、今今今今落落落落ちちちち着着着着いていいていいていいているのはこるのはこるのはこるのはこんんんんなななな線線線線のののの引引引引きききき方方方方ですですですです。。。。 これはこれはこれはこれは何何何何かといいますとかといいますとかといいますとかといいますと、、、、これこれこれこれ、、、、産産産産油油油油国国国国ですですですです。。。。トリニダートリニダートリニダートリニダードドドド・ト・ト・ト・トババババゴゴゴゴ、、、、ババババーーーーレレレレーンーンーンーン、、、、ククククウウウウェートェートェートェート、、、、UAE ですですですですねねねね。。。。ああああ、、、、ここここここここ、、、、ルクセンブルクはルクセンブルクはルクセンブルクはルクセンブルクは話話話話しませしませしませしませんんんんでしたがでしたがでしたがでしたが、、、、これはこれはこれはこれはちちちちょょょょっっっっとととと金金金金融融融融でおでおでおでお金金金金をををを儲儲儲儲けけけけ過過過過ぎぎぎぎてこてこてこてこんんんんなとこなとこなとこなところろろろにににに来来来来ちちちちゃゃゃゃっているっているっているっているんんんんですですですですねねねね。。。。ままままああああ、、、、大大大大変結変結変結変結構構構構なこなこなこなことかもしれませとかもしれませとかもしれませとかもしれませんんんんがががが。。。。それでそれでそれでそれで、、、、ここがここがここがここが産産産産油油油油国国国国。。。。でででで、、、、次次次次にににに巨巨巨巨大国大国大国大国、、、、ロシアロシアロシアロシア、、、、カカカカナダナダナダナダ、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカですですですですねねねね。。。。それかそれかそれかそれからららら、、、、ここがここがここがここが、、、、またまたまたまた産産産産油油油油国国国国でもサでもサでもサでもサウウウウジなジなジなジなんんんんかはこかはこかはこかはこんんんんなとこなとこなとこなところろろろにににに入入入入っておりっておりっておりっておりますますますます。。。。ブルネイもこブルネイもこブルネイもこブルネイもこんんんんなとこなとこなとこなところろろろにににに入入入入っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、このこのこのこの辺辺辺辺がががが北北北北欧欧欧欧ののののちちちちょょょょっとっとっとっと寒寒寒寒いいいい国国国国ですですですです。。。。このこのこのこの辺辺辺辺がががが中中中中緯緯緯緯度度度度圏圏圏圏でででで、、、、日日日日本本本本もここにおりましてもここにおりましてもここにおりましてもここにおりまして、、、、デンデンデンデンママママークなークなークなークなんんんんてててて、、、、立立立立派派派派なことになことになことになことに、、、、ここここんんんんなとこなとこなとこなところろろろにいるにいるにいるにいるんんんんですですですですねねねね。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ここがもっとここがもっとここがもっとここがもっと南南南南、、、、香港香港香港香港とかとかとかとか、、、、ポポポポルトルトルトルトガガガガルとかルとかルとかルとか、、、、もうもうもうもう少少少少しししし南南南南のののの暖暖暖暖かいかいかいかい国国国国、、、、イタリーもこイタリーもこイタリーもこイタリーもこんんんんなとこなとこなとこなところろろろにいますがにいますがにいますがにいますが。。。。このこのこのこの辺辺辺辺ににににココココスタリスタリスタリスタリカカカカががががああああるるるる。。。。ここここののののココココスタリスタリスタリスタリカカカカというのはというのはというのはというのは、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、このこのこのこの間間間間、、、、元元元元大大大大統領統領統領統領がががが国連大学国連大学国連大学国連大学にににに来来来来ててててくだくだくだくださいましさいましさいましさいましてててて、、、、講演講演講演講演をしてをしてをしてをしてくだくだくだくださいましたがさいましたがさいましたがさいましたが、、、、なかなかすなかなかすなかなかすなかなかすごごごごいいいい国国国国ななななんんんんですよですよですよですよ、、、、それなりにそれなりにそれなりにそれなりに。。。。経済的経済的経済的経済的ににににはそれはそれはそれはそれほほほほどではどではどではどではござござござございませいませいませいませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、それなりにすそれなりにすそれなりにすそれなりにすごごごごいいいいポポポポリシーをリシーをリシーをリシーを持持持持ったったったった国国国国ででででござござござございまいまいまいま
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してしてしてして、、、、非非非非武武武武装装装装ですしですしですしですし、、、、エエエエココココツツツツーリズムかなーリズムかなーリズムかなーリズムかなんんんんかでかでかでかで私私私私もももも行行行行ってみたいってみたいってみたいってみたい国国国国のののの 1つつつつでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、ままままだだだだ行行行行けておりませけておりませけておりませけておりませんんんん。。。。ここここここここぐぐぐぐらいですとらいですとらいですとらいですと、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに、、、、かなりおかなりおかなりおかなりお金金金金をををを稼稼稼稼いいいいでいるわりにはエネルでいるわりにはエネルでいるわりにはエネルでいるわりにはエネルギギギギーのーのーのーの使使使使用用用用量量量量はははは低低低低いいいい。。。。ままままああああ、、、、暖暖暖暖かいからかいからかいからかいから当当当当たりたりたりたり前前前前ともともともとも言言言言えるえるえるえるんんんんですですですですけどけどけどけど。。。。そういうようなそういうようなそういうようなそういうような状況状況状況状況ででででござござござございますいますいますいます。。。。暖暖暖暖かいからかいからかいからかいから当当当当たりたりたりたり前前前前とととと言言言言うとうとうとうと、、、、シンシンシンシンガポガポガポガポールなールなールなールなんんんんてててて、、、、どうしてこどうしてこどうしてこどうしてこんんんんなとこなとこなとこなところろろろにいるにいるにいるにいるんだんだんだんだというようなというようなというようなというような話話話話になっになっになっになっちちちちゃゃゃゃいますけどいますけどいますけどいますけどねねねね。。。。 ままままああああ、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、ここここんんんんななななカカカカーブかなとーブかなとーブかなとーブかなと思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、このこのこのこのカカカカーブのーブのーブのーブの解解解解釈釈釈釈ななななんんんんですですですですがががが、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたようにしましたようにしましたようにしましたように、、、、右下右下右下右下がりががりががりががりが経済経済経済経済とととと環境環境環境環境のののの好好好好循環循環循環循環のはずなのはずなのはずなのはずなんんんんですがですがですがですが、、、、実際実際実際実際、、、、日日日日本本本本はははは今今今今、、、、伸伸伸伸ばばばばしますとしますとしますとしますと、、、、実実実実はははは右右右右、、、、こっこっこっこっちちちちへへへへ行行行行っっっっちちちちゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。アアアアメメメメリリリリカカカカななななんんんんていうのはていうのはていうのはていうのは、、、、今今今今経済経済経済経済をををを伸伸伸伸ばばばばそうとするこっそうとするこっそうとするこっそうとするこっちちちちにににに行行行行くくくくようなようなようなような、、、、そういうそういうそういうそういう産業構産業構産業構産業構造造造造をををを持持持持っていましてっていましてっていましてっていまして、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、これはこれはこれはこれは単単単単なるなるなるなる現現現現在在在在のトのトのトのトレレレレンンンンドドドドででででああああってってってって、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの環境環境環境環境クズネックズネックズネックズネッツツツツカカカカーブのよーブのよーブのよーブのようにうにうにうに、、、、このこのこのこの線線線線にににに沿沿沿沿ってそれってそれってそれってそれぞぞぞぞれのれのれのれの国国国国がががが動動動動くくくくというものではないですというものではないですというものではないですというものではないです。。。。というというというという話話話話ででででござござござございまいまいまいますすすす。。。。ですからですからですからですから、、、、このこのこのこの一一一一番最後番最後番最後番最後のこののこののこののこの問問問問題題題題、、、、こういうものがこういうものがこういうものがこういうものがほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに放放放放っておいてここにっておいてここにっておいてここにっておいてここに乗乗乗乗ったらアったらアったらアったらアメメメメリリリリカカカカははははだんだんだんだんだんだんだんだんよよよよくくくくなっていってなっていってなっていってなっていって、、、、いいいいいいいい好好好好循環循環循環循環にににに回回回回るのかというとるのかというとるのかというとるのかというと、、、、どうもどうもどうもどうもそういうものそういうものそういうものそういうものじゃじゃじゃじゃないないないないんんんんですですですですねねねね。。。。 そうなりますとそうなりますとそうなりますとそうなりますと、、、、何何何何とかとかとかとか解決解決解決解決しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃまずいですよまずいですよまずいですよまずいですよねねねね。。。。もしもこれがすべてそういうもしもこれがすべてそういうもしもこれがすべてそういうもしもこれがすべてそういうカカカカーブでーブでーブでーブでああああるならるならるならるならばばばば、、、、すべてのすべてのすべてのすべての国国国国をこっをこっをこっをこっちちちち側側側側にににに持持持持ってきってきってきってきちちちちゃゃゃゃええええばばばばそれでそれでそれでそれで問問問問題題題題解決解決解決解決ななななんんんんですがですがですがですが、、、、どうもそうどうもそうどうもそうどうもそう単単単単純純純純ではないではないではないではないんんんんですですですですねねねね。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつのののの要因要因要因要因はははは、、、、大体大体大体大体ピピピピークのークのークのークの位位位位置置置置がががが、、、、ここここここここ、、、、2万万万万ドドドドルルルルぐぐぐぐらいですよらいですよらいですよらいですよねねねね。。。。先先先先ほほほほどおどおどおどお見見見見せしたせしたせしたせしたカカカカーブはーブはーブはーブは、、、、今今今今ちちちちょょょょっとっとっとっと戻戻戻戻れませれませれませれませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、3,000ドドドドルルルルぐぐぐぐらいのとこらいのとこらいのとこらいのところろろろににににピピピピークがークがークがークがあああありますりますりますります。。。。そのそのそのそのぐぐぐぐらいのとこらいのとこらいのとこらいのところろろろですとですとですとですと何何何何とかとかとかとか可能可能可能可能ななななんだんだんだんだとととと思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、すべてのすべてのすべてのすべての国国国国をををを 2 万万万万ドドドドルルルル超超超超えのこっえのこっえのこっえのこっちちちちにににに持持持持ってってってってくくくくるってるってるってるって、、、、これはなかなかこれはなかなかこれはなかなかこれはなかなか大大大大変変変変なことでなことでなことでなことで、、、、まずそれがまずそれがまずそれがまずそれが不不不不可能可能可能可能。。。。それからそれからそれからそれから、、、、さらにさらにさらにさらにママママスタースタースタースターカカカカーブでないとなるとーブでないとなるとーブでないとなるとーブでないとなると、、、、ささささああああ、、、、どうするどうするどうするどうするんだんだんだんだというというというという話話話話になりますになりますになりますになります。。。。 さてさてさてさて、、、、日日日日本本本本にににに戻戻戻戻ってってってって、、、、日日日日本本本本だだだだけのけのけのけの話話話話ではではではではござござござございませいませいませいませんんんんがががが、、、、こういうようなこういうようなこういうようなこういうような話話話話、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、企業企業企業企業というものがというものがというものがというものが自発的自発的自発的自発的にエネルにエネルにエネルにエネルギギギギーをーをーをーを放放放放っておいてもエネルっておいてもエネルっておいてもエネルっておいてもエネルギギギギーーーー使使使使用用用用量量量量をををを下下下下げげげげるといっるといっるといっるといったたたた行動行動行動行動にににに出出出出るるるるだろだろだろだろうかうかうかうか。。。。それはそれはそれはそれは、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーーココココストがストがストがストが五十五十五十五十数数数数ドドドドルになってルになってルになってルになって、、、、今今今今現現現現状状状状そうでそうでそうでそうでござござござございますからいますからいますからいますから、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーーココココストをストをストをストを下下下下げげげげようということはようということはようということはようということは、、、、それはそれはそれはそれは努努努努力力力力としてはするとしてはするとしてはするとしてはするんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、それそれそれそれだだだだけでけでけでけで放放放放っておいてもっておいてもっておいてもっておいてもほほほほんんんんとうにいけるかというととうにいけるかというととうにいけるかというととうにいけるかというと、、、、ままままああああ、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっといささかいささかいささかいささか難難難難しいしいしいしい部部部部分分分分ががががああああるるるるんんんんではないかではないかではないかではないか。。。。一一一一般般般般市民市民市民市民もももも、、、、ややややはりどうしてもはりどうしてもはりどうしてもはりどうしても大大大大きなきなきなきな車車車車にににに乗乗乗乗りりりりたいとかということがたいとかということがたいとかということがたいとかということがあああありますからりますからりますからりますから、、、、ままままああああ、、、、最近最近最近最近ははははああああまりクラまりクラまりクラまりクラウウウウンもンもンもンも言言言言わなわなわなわなくくくくなりましたなりましたなりましたなりましたがががが、、、、昔昔昔昔はははは、「、「、「、「いいいいつつつつかはクラかはクラかはクラかはクラウウウウンンンン」」」」ななななんんんんてててて言言言言ってってってって、、、、トトトトヨヨヨヨタのクラタのクラタのクラタのクラウウウウンにンにンにンに最後最後最後最後はははは乗乗乗乗りたいとりたいとりたいとりたいと。。。。今今今今だだだだとととと「「「「いいいいつつつつかはセルシオかはセルシオかはセルシオかはセルシオ」」」」なのかもしれませなのかもしれませなのかもしれませなのかもしれませんんんんけどけどけどけど、、、、ままままああああ、、、、そそそそんんんんなななな格格格格好好好好のことをのことをのことをのことを思思思思っていっていっていっているるるる限限限限りにおいてはりにおいてはりにおいてはりにおいては、、、、どうもどうもどうもどうも自発的自発的自発的自発的にににに解決解決解決解決にはにはにはには向向向向かわないかわないかわないかわないんんんんじゃじゃじゃじゃないかということにないかということにないかということにないかということにあああありまりまりまりますすすす。。。。 一方一方一方一方、、、、企業企業企業企業はははは、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能ということになりますとということになりますとということになりますとということになりますと、、、、最近最近最近最近、、、、トリプルトリプルトリプルトリプルボボボボトムライントムライントムライントムライン理論理論理論理論とととというのがいうのがいうのがいうのがござござござございますいますいますいます。。。。このトリプルこのトリプルこのトリプルこのトリプルボボボボトムライントムライントムライントムライン理論理論理論理論というのはというのはというのはというのは、、、、イイイイギギギギリスのリスのリスのリスのココココンサルテンサルテンサルテンサルティィィィングングングング会社会社会社会社がががが言言言言いいいい始始始始めためためためた話話話話ででででござござござございましていましていましていまして、、、、経済的経済的経済的経済的なななな側側側側面面面面、、、、社会的社会的社会的社会的側側側側面面面面、、、、環境的環境的環境的環境的側側側側面面面面、、、、ここここのののの 3 つつつつのののの両両両両立立立立するここするここするここするここ、、、、これがこれがこれがこれが企業企業企業企業にとってにとってにとってにとって 1 つつつつのターのターのターのターゲゲゲゲットでットでットでットでああああるるるる。。。。ここにここにここにここに向向向向かうべきかうべきかうべきかうべきででででああああるというるというるというるという、、、、そういうそういうそういうそういう理論理論理論理論ででででござござござございますいますいますいます。。。。 
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それはそれはそれはそれは、、、、実実実実をををを申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、我我我我々々々々、、、、先先先先ほほほほどどどどごごごご説説説説明明明明しなかったしなかったしなかったしなかったんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、我我我我々々々々はははは国連国連国連国連型型型型のののの定定定定義義義義というものとはいささかというものとはいささかというものとはいささかというものとはいささか違違違違いましていましていましていまして、、、、ここここのののの持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性というもののというもののというもののというものの定定定定義義義義はこはこはこはこんんんんななななふふふふうにうにうにうに解解解解釈釈釈釈をすべきをすべきをすべきをすべきじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。まずまずまずまず、、、、企業企業企業企業というのはもともとというのはもともとというのはもともとというのはもともと経済活経済活経済活経済活動動動動ををををややややることがることがることがることが責任責任責任責任のののの第一第一第一第一ででででござござござございましていましていましていまして、、、、企業企業企業企業のののの最最最最大大大大のののの責任責任責任責任というのはというのはというのはというのは、、、、とにかとにかとにかとにかくくくくしっしっしっしっかりおかりおかりおかりお金金金金をををを稼稼稼稼ぐぐぐぐ――――――――ままままああああ、、、、不不不不正正正正ををををややややっっっっちちちちゃゃゃゃいけませいけませいけませいけませんんんん。。。。不不不不正正正正ををををややややらないでらないでらないでらないで、、、、おおおお金金金金をしっかをしっかをしっかをしっかりりりり稼稼稼稼いでいでいでいで、、、、そしてそしてそしてそして雇雇雇雇用用用用をしっかりをしっかりをしっかりをしっかりややややってってってって、、、、最近最近最近最近、、、、とにかとにかとにかとにかくくくくリストラをリストラをリストラをリストラをややややっておっておっておってお金金金金をもうけをもうけをもうけをもうけようというようというようというようという社社社社長長長長ささささんんんんがががが結結結結構構構構多多多多くくくくてててて困困困困っっっっちちちちゃゃゃゃううううんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、企業企業企業企業のののの最最最最大大大大のののの責任責任責任責任はははは、、、、不不不不正正正正ををををややややらないでおらないでおらないでおらないでお金金金金をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり稼稼稼稼いでいでいでいで、、、、雇雇雇雇用用用用をををを確保確保確保確保してしてしてして、、、、長長長長期期期期的的的的にににに安安安安定定定定にそのにそのにそのにその企業企業企業企業をををを存存存存在在在在ささささせることせることせることせることだだだだとととと思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、おおおお金金金金をををを稼稼稼稼ぐぐぐぐというのはというのはというのはというのは当当当当たりたりたりたり前前前前ななななんんんんですがですがですがですが、、、、そそそそれれれれだだだだけではなけではなけではなけではなくくくく、、、、例例例例ええええばばばば雇雇雇雇用用用用をををを確保確保確保確保するためにするためにするためにするために、、、、それもそれもそれもそれもああああるるるる種種種種のののの社会的社会的社会的社会的責任責任責任責任だだだだとととと思思思思いますいますいますいますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、そのそのそのその社会的社会的社会的社会的責任責任責任責任というものにというものにというものにというものに向向向向かってかってかってかって進進進進んんんんでいでいでいでいくくくくことはことはことはことは、、、、おそらおそらおそらおそらくくくく持続可能持続可能持続可能持続可能ででででああああるるるる。。。。ななななぜぜぜぜならならならならばばばば、、、、そういったそういったそういったそういった企業企業企業企業はははは、、、、社会社会社会社会からからからから後後後後ろろろろ指指指指をををを指指指指されないされないされないされない、、、、すなわすなわすなわすなわちビちビちビちビジネスジネスジネスジネスリスクがリスクがリスクがリスクが少少少少ないというないというないというないという意意意意味味味味でででで持続可能持続可能持続可能持続可能でででであろあろあろあろうとうとうとうと。。。。同同同同時時時時にににに環境環境環境環境もももも配慮配慮配慮配慮するするするする――――――――ここのここのここのここの領領領領域域域域ですですですですねねねね――――――――そこにいきますとそこにいきますとそこにいきますとそこにいきますと、、、、ああああのののの企業企業企業企業はははは全全全全くくくく環境環境環境環境のことのことのことのこと考考考考えてないえてないえてないえてないねねねねとかとかとかとか、、、、そういうこそういうこそういうこそういうことをとをとをとを言言言言われませわれませわれませわれませんんんんからからからから、、、、ままままああああ、、、、ビビビビジネスリスクもジネスリスクもジネスリスクもジネスリスクも少少少少ななななくくくくなってなってなってなって、、、、それでそれでそれでそれで持続可能持続可能持続可能持続可能になってになってになってになっていいいいくだろくだろくだろくだろうううう。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、ここがここがここがここが交点交点交点交点だだだだとととと。。。。 しかししかししかししかし、、、、我我我我々々々々はははは環境環境環境環境だだだだけでけでけでけで持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性というものをというものをというものをというものを考考考考えているえているえているえているんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、そうすそうすそうすそうするとるとるとると、、、、ここはここはここはここは、、、、我我我我々々々々のののの定定定定義義義義だだだだとととと言言言言いましてもいましてもいましてもいましても、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能じゃじゃじゃじゃないないないないんんんんですですですですねねねね。。。。すなわすなわすなわすなわちちちち、、、、こここここのこのこのこの領領領領域域域域ですですですですねねねね。。。。しかししかししかししかし、、、、ままままああああ、、、、企業企業企業企業というものはというものはというものはというものは経済的活動経済的活動経済的活動経済的活動からスタートするというからスタートするというからスタートするというからスタートするという立立立立場場場場からいいますとからいいますとからいいますとからいいますと、、、、ここのここのここのここの領領領領域域域域ははははややややっっっっぱぱぱぱりりりり単単単単にににに経済経済経済経済だだだだけをけをけをけを考考考考えていることにえていることにえていることにえていることに比比比比べれべれべれべればばばば持続持続持続持続可能可能可能可能ななななんだろんだろんだろんだろうということになりますうということになりますうということになりますうということになります。。。。こういうこういうこういうこういう構構構構造造造造でででであああありますがりますがりますがりますが、、、、もしこれをうまもしこれをうまもしこれをうまもしこれをうまくくくく使使使使ってってってって、、、、それでそれでそれでそれで企業活動企業活動企業活動企業活動というものがというものがというものがというものが環境環境環境環境面面面面でもでもでもでも持続可能持続可能持続可能持続可能だだだだというというというというふふふふうにするのでうにするのでうにするのでうにするのでああああれれれればばばば、、、、社会社会社会社会のののの構構構構造造造造をこをこをこをこんんんんななななふふふふうにしなきうにしなきうにしなきうにしなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけないんんんんですですですですねねねね。。。。ままままああああ、、、、ドドドドイイイイツツツツ人人人人とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう連連連連中中中中とととと議議議議論論論論していますとしていますとしていますとしていますと、、、、ドドドドイイイイツツツツのののの目指目指目指目指すすすす方方方方向向向向はこうはこうはこうはこうだだだだとととと言言言言ううううんんんんですですですですねねねね。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、経済活経済活経済活経済活動動動動をををを進進進進めるとめるとめるとめると、、、、それがそれがそれがそれが実実実実はははは環境環境環境環境もよもよもよもよくくくくなるなるなるなる、、、、社会的社会的社会的社会的責任責任責任責任もももも果果果果たすたすたすたす方方方方向向向向になるになるになるになる。。。。それはどうそれはどうそれはどうそれはどうややややってってってって実現実現実現実現するのかといいますとするのかといいますとするのかといいますとするのかといいますと、、、、これはこれはこれはこれは法法法法律律律律、、、、ああああるいはるいはるいはるいは社会社会社会社会システムシステムシステムシステム、、、、そういったものそういったものそういったものそういったもののののの整備整備整備整備によってのみによってのみによってのみによってのみ行行行行われるわれるわれるわれるんだろんだろんだろんだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。 そういうそういうそういうそういう方方方方向向向向がががが正正正正しいのかしいのかしいのかしいのか。。。。自自自自由由由由競争競争競争競争のののの世界世界世界世界ってってってって、、、、多多多多分分分分こうなこうなこうなこうなんんんんですよですよですよですよ。。。。それをそれをそれをそれを、、、、ああああるるるる意意意意味味味味ででででちちちちょょょょっとっとっとっと競争競争競争競争社会社会社会社会でなでなでなでなくくくくすることによってすることによってすることによってすることによって、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと社会民主主社会民主主社会民主主社会民主主義義義義的的的的なななな社会社会社会社会にするにするにするにすることによっておそらことによっておそらことによっておそらことによっておそらくくくく実現実現実現実現できるようなことかなというできるようなことかなというできるようなことかなというできるようなことかなという気気気気がいたしますがいたしますがいたしますがいたします。。。。それはそれはそれはそれは、、、、これをこれをこれをこれをこうするかこうするかこうするかこうするか、、、、これこれこれこれ、、、、多多多多分分分分政政政政治治治治がががが最最最最大大大大のののの争争争争点点点点になりますのでになりますのでになりますのでになりますので、、、、これはこれはこれはこれは、、、、はっきりはっきりはっきりはっきり言言言言ええええばばばば、、、、国国国国民民民民、、、、ああああるいはるいはるいはるいは市民市民市民市民がががが何何何何をををを望望望望むかということなむかということなむかということなむかということなんんんんでででであああありましてりましてりましてりまして、、、、だだだだからからからから環境環境環境環境のののの観観観観点点点点からこれからこれからこれからこれをこういうをこういうをこういうをこういうふふふふうにするうにするうにするうにするんだんだんだんだというのはというのはというのはというのは、、、、ああああまりまりまりまり意意意意味味味味がないがないがないがないんんんんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思うううう次第次第次第次第でででであああありりりりますますますます。。。。 さてさてさてさて、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつののののほほほほうのうのうのうの市民市民市民市民ののののほほほほうですがうですがうですがうですが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと戻戻戻戻りますかりますかりますかりますか？？？？    戻戻戻戻るるるる暇暇暇暇はないですはないですはないですはないですねねねね。。。。市民市民市民市民がががが放放放放っておいてもっておいてもっておいてもっておいても自発的自発的自発的自発的にににに解決解決解決解決にににに向向向向かうかということなかうかということなかうかということなかうかということなんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、ここでここでここでここで 1 枚枚枚枚絵絵絵絵をををを入入入入れるべきれるべきれるべきれるべきだだだだったったったったんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、市民市民市民市民のののの場場場場合合合合にはにはにはには、、、、みずからみずからみずからみずからのののの健健健健康康康康――――――――健健健健康康康康問問問問題題題題というのもというのもというのもというのも、、、、先先先先ほほほほどのこういうどのこういうどのこういうどのこういう上上上上にににに凸凸凸凸ののののカカカカーブをかーブをかーブをかーブをかくんくんくんくんですですですですねねねね――――――――そそそそ
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れがれがれがれが十十十十分分分分にににに守守守守られていてられていてられていてられていて、、、、そこそこそこそこそこそこそこそこ自分自分自分自分のののの身身身身がががが安全安全安全安全になったというになったというになったというになったという理解理解理解理解をしないをしないをしないをしない限限限限りりりり、、、、すすすすなわなわなわなわちちちち、、、、ああああるるるる種種種種のののの健健健健康康康康問問問問題題題題からデからデからデからデカカカカップリングしたップリングしたップリングしたップリングしたぞぞぞぞというというというという意意意意識識識識がないがないがないがない限限限限りりりり、、、、どうもどうもどうもどうも難難難難ししししいいいいんんんんですですですですねねねね――――――――ちちちちょょょょっとすみませっとすみませっとすみませっとすみませんんんん、、、、これもこれもこれもこれも飛飛飛飛ばばばばしますしますしますしますねねねね。。。。 そういったことでそういったことでそういったことでそういったことで、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに今今今今、、、、日日日日本本本本というのはというのはというのはというのは、、、、健健健健康康康康というというというという意意意意味味味味でででで環境環境環境環境問問問問題題題題からデからデからデからデカカカカップリンップリンップリンップリングできたのかどうかということをいグできたのかどうかということをいグできたのかどうかということをいグできたのかどうかということをいろろろろいいいいろろろろとととと今今今今どういうどういうどういうどういうふふふふうにうにうにうに皆皆皆皆ささささんんんんがががが思思思思ってってってっているかないるかないるかないるかなんんんんていうのをていうのをていうのをていうのを研究研究研究研究でででで調調調調べたりしていますべたりしていますべたりしていますべたりしています。。。。それでそれでそれでそれで、、、、結結結結果果果果はははは、、、、先先先先ほほほほどどどどちちちちょょょょっとっとっとっと下下下下でででで議議議議論論論論していたしていたしていたしていたんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと環境環境環境環境教育教育教育教育、、、、すすすすごごごごいいいい重重重重要要要要ですですですです。。。。ききききょょょょうはうはうはうは多多多多分分分分おおおお見見見見えではないとえではないとえではないとえではないと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、我我我我々々々々、、、、数数数数千千千千人人人人のアンのアンのアンのアンケケケケートをとってートをとってートをとってートをとって、、、、こういうことにこういうことにこういうことにこういうことに関関関関してどういうしてどういうしてどういうしてどういうふふふふうにうにうにうに情情情情報報報報ををををちちちちゃゃゃゃんんんんとととと理解理解理解理解しているかということをしているかということをしているかということをしているかということをややややりましてりましてりましてりまして、、、、正正正正解解解解率率率率がががが一一一一番低番低番低番低かったのがかったのがかったのがかったのが、、、、何何何何とととと小小小小・・・・中校中校中校中校のののの先生先生先生先生ですですですです。。。。これこれこれこれ、、、、実実実実はははは予予予予想想想想していたしていたしていたしていたんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、そういうことがはっきりそういうことがはっきりそういうことがはっきりそういうことがはっきり出出出出ましたましたましたました。。。。したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、小小小小学学学学校校校校、、、、中中中中学学学学校校校校、、、、高高高高校校校校生生生生のののの生生生生徒徒徒徒ささささんんんんたたたたちちちちのののの理解理解理解理解がががが一一一一番番番番悪悪悪悪いですいですいですいですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、そこをそこをそこをそこを理解理解理解理解しないとしないとしないとしないと、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、健健健健康康康康問問問問題題題題でデでデでデでデカカカカップリングがップリングがップリングがップリングが終終終終わっわっわっわっちちちちゃゃゃゃっているということをっているということをっているということをっているということを理解理解理解理解しないとしないとしないとしないと、、、、次次次次のののの段階段階段階段階のデのデのデのデカカカカップリングというとこップリングというとこップリングというとこップリングというところろろろのののの問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ気気気気にならないにならないにならないにならないんんんんですですですですねねねね。。。。 ままままああああ、、、、ききききょょょょうううう、、、、どどどどんんんんなことをなことをなことをなことを情情情情報報報報としてとしてとしてとして知知知知っているかっているかっているかっているか、、、、聞聞聞聞いているかということないているかということないているかということないているかということなんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、ままままああああ、、、、ここここんんんんなことなことなことなことごごごご存存存存じじじじないかとないかとないかとないかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、これはこれはこれはこれは WHO、、、、これもこれもこれもこれも国連国連国連国連のののの機機機機関関関関でででであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、それはそれはそれはそれは日日日日常常常常的的的的、、、、身身身身のののの回回回回りのリスクによってどのりのリスクによってどのりのリスクによってどのりのリスクによってどのぐぐぐぐらいらいらいらい命命命命をををを失失失失ってってってっていますかといますかといますかといますかといういういういう年年年年限限限限でででであああありますりますりますります。。。。それをそれをそれをそれをぱぱぱぱっとっとっとっと見見見見ますとますとますとますと、、、、世界世界世界世界全全全全体体体体ではではではでは、、、、低低低低体重体重体重体重――――――――これこれこれこれ、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、栄栄栄栄養養養養失失失失調調調調ですですですですねねねね――――――――栄栄栄栄養養養養失失失失調調調調によってによってによってによって 20.7 年年年年というというというという命命命命をををを失失失失っていますっていますっていますっています。。。。そのそのそのそのほほほほかかかか、、、、ここもここもここもここも栄栄栄栄養系養系養系養系ですがですがですがですが、、、、4 年年年年、、、、4 年年年年、、、、4 年年年年、、、、ここここんんんんなようななようななようななような命命命命をををを失失失失っておりますっておりますっておりますっております。。。。日日日日本本本本はこはこはこはこんんんんなものですなものですなものですなものです。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、次次次次にににに大大大大きいのがここですきいのがここですきいのがここですきいのがここですねねねね。。。。危危危危険険険険なななな性性性性交交交交渉渉渉渉とととと書書書書いていていていてあああありますがりますがりますがりますが、、、、現実現実現実現実にはエにはエにはエにはエイズでイズでイズでイズであああありますりますりますります。。。。今今今今エイズでエイズでエイズでエイズで大体大体大体大体 13年年年年ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの命命命命がががが世界的世界的世界的世界的にににに失失失失われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、そのそのそのその次次次次にににに大大大大きいのがここですきいのがここですきいのがここですきいのがここですねねねね。。。。これはこれはこれはこれは不不不不衛衛衛衛生生生生なななな水水水水ですですですです。。。。飲飲飲飲料水料水料水料水ですですですですねねねね。。。。それからそれからそれからそれからああああとととと、、、、次次次次はここでしてはここでしてはここでしてはここでして、、、、これはこれはこれはこれは煙煙煙煙のののの室室室室内内内内汚染汚染汚染汚染でででであああありましてりましてりましてりまして、、、、これはこれはこれはこれは炊炊炊炊事事事事用用用用にまきをにまきをにまきをにまきを使使使使うことにようことにようことにようことによるるるる寿命寿命寿命寿命のののの損損損損失失失失ですですですです。。。。まきからまきからまきからまきから出出出出るるるる煙煙煙煙というのはというのはというのはというのは、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと毒毒毒毒ななななんんんんですですですです。。。。毒毒毒毒なのはなのはなのはなのは、、、、別別別別にダイオにダイオにダイオにダイオキキキキシンがシンがシンがシンが出出出出るからるからるからるから毒毒毒毒ななななんんんんじゃじゃじゃじゃあああありませりませりませりませんんんん。。。。ダイオダイオダイオダイオキキキキシンはシンはシンはシンは問問問問題題題題じゃじゃじゃじゃあああありませりませりませりませんんんん。。。。何何何何がががが問問問問題題題題かといいますとかといいますとかといいますとかといいますと、、、、ホホホホルムアルデルムアルデルムアルデルムアルデヒヒヒヒドドドドといったようなといったようなといったようなといったような化学化学化学化学物物物物質質質質でででであああありますりますりますります。。。。まきのまきのまきのまきの煙煙煙煙ってってってって、、、、煙煙煙煙いですよいですよいですよいですよねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、ウウウウッッッッドドドドストーブはストーブはストーブはストーブは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりちちちちゃゃゃゃんんんんとととと煙煙煙煙突突突突ををををつつつつけないとけないとけないとけないとまずいですよまずいですよまずいですよまずいですよねねねね。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、命命命命をををを短短短短くくくくいたしますいたしますいたしますいたします。。。。こういうのもこういうのもこういうのもこういうのも、、、、考考考考えてみるとえてみるとえてみるとえてみると当当当当たりたりたりたり前前前前のののの話話話話でででで、、、、燻燻燻燻製製製製というのがというのがというのがというのがあああありますけどりますけどりますけどりますけど、、、、ああああれれれれ、、、、煙煙煙煙でいでいでいでいぶぶぶぶしますよしますよしますよしますよねねねね。。。。そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと食食食食品品品品がもがもがもがもちちちちますますますます。。。。何何何何でもでもでもでもつんだつんだつんだつんだ？？？？    細細細細菌菌菌菌がががが生生生生存存存存しにしにしにしにくくくくいいいい環境環境環境環境ができるからができるからができるからができるから。。。。ままままああああ、、、、1つつつつはははは乾乾乾乾燥燥燥燥することなすることなすることなすることなんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつははははややややっっっっぱぱぱぱりりりり保存保存保存保存物物物物質質質質としてとしてとしてとしてホホホホルムアルデルムアルデルムアルデルムアルデヒヒヒヒドドドドみたいなみたいなみたいなみたいなものがものがものがものが効効効効いているいているいているいているんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、細細細細菌菌菌菌にににに毒毒毒毒なものはなものはなものはなものは人人人人間間間間だだだだってってってって毒毒毒毒ですからですからですからですから、、、、ままままああああ、、、、当当当当然然然然ああああるるるる程程程程度度度度のののの――――――――ですからですからですからですから、、、、細細細細菌菌菌菌にににに毒毒毒毒なものはなものはなものはなものは人人人人間間間間にににに毒毒毒毒だだだだというというというという感感感感覚覚覚覚がどうもがどうもがどうもがどうも皆皆皆皆ささささんあんあんあんあまりないみたいでまりないみたいでまりないみたいでまりないみたいで、、、、最近最近最近最近、、、、除除除除菌菌菌菌エアエアエアエアココココンなンなンなンなんんんんていうとていうとていうとていうと体体体体にいいなにいいなにいいなにいいなんんんんてててて思思思思われていますけどわれていますけどわれていますけどわれていますけど、、、、除除除除菌菌菌菌エアエアエアエアココココンですからンですからンですからンですから、、、、菌菌菌菌ににににやばやばやばやばいいいい、、、、ヒヒヒヒトにもトにもトにもトにもやばやばやばやばいといといといと思思思思わなきわなきわなきわなきゃほゃほゃほゃほんんんんとうはいとうはいとうはいとうはいけないけないけないけないんんんんですですですですねねねね。。。。もっとももっとももっとももっとも、、、、それにはさらにそれにはさらにそれにはさらにそれにはさらに裏裏裏裏話話話話ががががああああってってってって、、、、ああああのののの除除除除菌菌菌菌エアエアエアエアココココンってンってンってンって、、、、除除除除菌菌菌菌していましていましていましていま
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せせせせんんんんのでのでのでので問問問問題題題題はないはないはないはないんんんんですですですです。。。。ああああまりまりまりまり効効効効かないかないかないかないんんんんですですですです、、、、ああああれれれれ。（。（。（。（笑笑笑笑））））ということもということもということもということもあああありましてりましてりましてりまして、、、、そういうむそういうむそういうむそういうむだだだだ話話話話をしていたをしていたをしていたをしていたほほほほうがうがうがうが受受受受けるというのもけるというのもけるというのもけるというのもちちちちょょょょっとっとっとっと問問問問題題題題ででででござござござございましていましていましていまして、、、、ままままああああ、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことをややややりますとりますとりますとりますと終終終終わりませわりませわりませわりませんんんんのでのでのでので、、、、次次次次へいきますへいきますへいきますへいきます。。。。     ここここんんんんなななな状況状況状況状況ですですですです。。。。日日日日本本本本はどこかというとはどこかというとはどこかというとはどこかというと、、、、非非非非常常常常ににににババババランスのいいランスのいいランスのいいランスのいい国国国国ななななんんんんですですですです。。。。それにそれにそれにそれに比比比比べますとべますとべますとべますと、、、、北北北北米米米米、、、、わわわわああああっとっとっとっと見見見見てててて、、、、たたたたばばばばここここ、、、、相相相相変変変変わらずすわらずすわらずすわらずすごごごごいなといなといなといなと。。。。それとかそれとかそれとかそれとか、、、、体重体重体重体重オーオーオーオーババババーーーー。。。。世界世界世界世界全全全全体体体体はははは、、、、低低低低体重体重体重体重でででで 21 年年年年もももも命命命命をををを失失失失ってってってっているのにいるのにいるのにいるのに、、、、北北北北米米米米はははは体重体重体重体重オーオーオーオーババババーでーでーでーで 7 年年年年もももも命命命命をををを失失失失っているというっているというっているというっているという状況状況状況状況ななななんんんんですですですですねねねね。。。。それにそれにそれにそれに比比比比べるとべるとべるとべると、、、、日日日日本本本本ももももちちちちょょょょっとっとっとっとあああありますけどりますけどりますけどりますけど、、、、ままままだだだだましなましなましなましなんんんんですですですですねねねね。。。。1.9 年年年年というようなというようなというようなというような状況状況状況状況ででででござござござございますいますいますいます。。。。     化学化学化学化学物物物物質質質質のリスクはこのリスクはこのリスクはこのリスクはこんんんんなものですなものですなものですなものです。「。「。「。「ダイオダイオダイオダイオキキキキシンはシンはシンはシンは毒毒毒毒ですよですよですよですよねねねね」」」」ってってってって言言言言われてわれてわれてわれて、、、、皆皆皆皆ささささんんんん、、、、大大大大変変変変なななな思思思思いをされましていをされましていをされましていをされまして、、、、我我我我々々々々もももも大大大大変変変変なななな思思思思いをいをいをいを逆逆逆逆のののの意意意意味味味味でいたしましたがでいたしましたがでいたしましたがでいたしましたが、、、、これでもこれでもこれでもこれでも命命命命をををを失失失失っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、1.3 日日日日ですですですです。。。。さっきはさっきはさっきはさっきは「「「「年年年年」、」、」、」、今今今今度度度度はははは「「「「日日日日」」」」でででであああありましてりましてりましてりまして、、、、これはこれはこれはこれは蒲蒲蒲蒲生生生生ささささんんんんのデータですからのデータですからのデータですからのデータですから、、、、これこれこれこれ、、、、ほほほほんんんんとうかどうかわかりませとうかどうかわかりませとうかどうかわかりませとうかどうかわかりませんんんん。。。。ままままああああ、、、、オーダーとしオーダーとしオーダーとしオーダーとしちちちちゃゃゃゃ多多多多分分分分間間間間違違違違っていないっていないっていないっていないんだんだんだんだとととと思思思思ううううんんんんでででで、、、、ままままだだだだ 1.3日日日日でででであああありましてりましてりましてりまして、、、、ですからですからですからですから、、、、もしダイオもしダイオもしダイオもしダイオキキキキシンというものがおシンというものがおシンというものがおシンというものがお嫌嫌嫌嫌いでいでいでいでああああるるるる。。。。そうなるとそうなるとそうなるとそうなると、、、、東京東京東京東京湾湾湾湾ののののああああそこでとれるアナそこでとれるアナそこでとれるアナそこでとれるアナゴゴゴゴとかスズとかスズとかスズとかスズキキキキにににに入入入入っていてっていてっていてっていて、、、、皆皆皆皆ささささんんんんのののの体体体体、、、、我我我我々々々々のののの体体体体にににに入入入入るるるるんんんんですですですですねねねね。。。。解決解決解決解決方方方方法法法法はははは唯唯唯唯一一一一あああありましてりましてりましてりまして、、、、そそそそれはれはれはれは、、、、東京東京東京東京湾湾湾湾のののの海海海海底底底底全全全全浚渫浚渫浚渫浚渫。。。。泥泥泥泥をどこへをどこへをどこへをどこへ持持持持っていっていっていっていくくくくかはかはかはかは別別別別ですよですよですよですよ、、、、持持持持っていっていっていっていくくくく場所場所場所場所ないでないでないでないですからすからすからすから。「。「。「。「それをそれをそれをそれをややややりますとりますとりますとりますと、、、、皆皆皆皆ささささんんんん平平平平均均均均的的的的にににに 1.3日日日日余余余余分分分分にににに生生生生きられますけどきられますけどきられますけどきられますけど、、、、どうしますどうしますどうしますどうします？？？？」」」」というというというという、、、、そういうそういうそういうそういう話話話話ななななんんんんですですですですねねねね。。。。     ままままああああ、、、、そそそそんんんんなななな状況状況状況状況でででであああありましてりましてりましてりまして、、、、デデデディィィィーゼルのーゼルのーゼルのーゼルの排排排排ガガガガスとかスとかスとかスとか、、、、そそそそんんんんなものとかなものとかなものとかなものとか、、、、ままままああああ、、、、ララララドドドドンはこれンはこれンはこれンはこれ、、、、天天天天然然然然物物物物質質質質ですからですからですからですから。。。。先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたいましたいましたいましたホホホホルムアルデルムアルデルムアルデルムアルデヒヒヒヒドドドド、、、、これはシックこれはシックこれはシックこれはシックハウハウハウハウスなスなスなスなんんんんかでのかでのかでのかでの話話話話。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ああああとととと、、、、直火直火直火直火はははは必必必必ずずずず不不不不完完完完全全全全燃燃燃燃焼焼焼焼するとこれもアルデするとこれもアルデするとこれもアルデするとこれもアルデヒヒヒヒドドドドがががが出出出出ちちちちゃゃゃゃいますいますいますいますんんんんでででで、、、、そういったようなものそういったようなものそういったようなものそういったようなもの。。。。先先先先ほほほほどのまきをどのまきをどのまきをどのまきを使使使使ったったったった炊炊炊炊事事事事のののの原原原原因因因因、、、、そそそそんんんんなようななようななようななようなものとかものとかものとかものとか、、、、あああありますがりますがりますがりますが、、、、ままままああああ、、、、一一一一番番番番大大大大きいのはきいのはきいのはきいのは喫煙喫煙喫煙喫煙でででであああありましてりましてりましてりまして、、、、これこれこれこれ、、、、実実実実はははは上上上上にににに矢印矢印矢印矢印ががががああああってってってって、、、、2,700日日日日ななななんんんんですですですですねねねね。。。。受受受受動動動動喫煙喫煙喫煙喫煙、、、、隣隣隣隣のののの方方方方にたにたにたにたばばばばこをこをこをこを吸吸吸吸われたわれたわれたわれただだだだけでけでけでけで 120日日日日ななななんんんんですですですですねねねね。。。。ダイオダイオダイオダイオキキキキシンをシンをシンをシンを一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命下下下下げげげげているのにているのにているのにているのに、、、、隣隣隣隣にににに煙煙煙煙ををををふふふふっとかいってっとかいってっとかいってっとかいって吹吹吹吹きかけられるときかけられるときかけられるときかけられると、、、、これはどうしようといこれはどうしようといこれはどうしようといこれはどうしようということになっうことになっうことになっうことになっちちちちゃゃゃゃうわけですがうわけですがうわけですがうわけですが、、、、ままままああああ、、、、ああああまりまりまりまり私私私私、、、、気気気気にしませにしませにしませにしませんんんんけけけけどどどどねねねね。。。。そういうようなそういうようなそういうようなそういうような状況状況状況状況ででででござござござございますいますいますいます。。。。     ということもということもということもということもああああってってってって、、、、これまたこれまたこれまたこれまた全全全全くくくく別別別別なななな話話話話かもしれませかもしれませかもしれませかもしれませんんんんがががが、、、、乳乳乳乳児児児児のののの死亡死亡死亡死亡率率率率というのもというのもというのもというのも、、、、日日日日本本本本はものすはものすはものすはものすごごごごいことをいことをいことをいことをややややってきておりましてってきておりましてってきておりましてってきておりまして、、、、過過過過去去去去 100 年年年年――――――――といってもといってもといってもといっても、、、、1899 年年年年ですですですですがががが、、、、当時当時当時当時のののの乳乳乳乳児児児児死亡死亡死亡死亡率率率率というのはというのはというのはというのは 1,000 分分分分のののの 200、、、、10 分分分分のののの 2、、、、20％％％％ですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、20％％％％のののの赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんんんんがががが 1 歳歳歳歳になれなかったになれなかったになれなかったになれなかったんんんんですですですですねねねね。。。。そのそのそのそのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの時時時時代代代代ででででああああったったったったんんんんですですですです。。。。これこれこれこれ、、、、東京東京東京東京都都都都ですですですです。。。。全全全全国国国国平平平平均均均均がこがこがこがこんんんんなものですなものですなものですなものですねねねね。。。。岩手岩手岩手岩手もももも、、、、多多多多分分分分東京東京東京東京よりよりよりよりひょひょひょひょっとしたらっとしたらっとしたらっとしたら多多多多いかもしいかもしいかもしいかもしれませれませれませれませんんんん。。。。一一一一般般般般にはにはにはには寒寒寒寒いとこいとこいとこいところろろろほほほほどどどど高高高高いいいいんんんんですですですですねねねね。。。。こういうこういうこういうこういう状況状況状況状況でででであああありましたがりましたがりましたがりましたが、、、、今今今今やややや、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、1,000 分分分分のののの 3ぐぐぐぐらいにまでらいにまでらいにまでらいにまで落落落落ちちちちていますていますていますています。。。。1,000 分分分分のののの 3、、、、すなわすなわすなわすなわちちちち 200 からからからから
3 ですからですからですからですから、、、、六六六六十十十十何何何何分分分分のののの 1 になっているわけでになっているわけでになっているわけでになっているわけでござござござございますいますいますいます。。。。     ここここちちちちらはらはらはらは、、、、死死死死産率産率産率産率でででであああありますがりますがりますがりますが、、、、死死死死産率産率産率産率はははは、、、、何何何何かこうかこうかこうかこう、、、、妙妙妙妙ななななカカカカーブをかいておりましてーブをかいておりましてーブをかいておりましてーブをかいておりまして、、、、これはおそらこれはおそらこれはおそらこれはおそらくくくく人人人人工工工工死死死死産産産産をををを含含含含んんんんでおりましてでおりましてでおりましてでおりまして、、、、ななななぜぜぜぜそそそそんんんんなのがわかるかといいますとなのがわかるかといいますとなのがわかるかといいますとなのがわかるかといいますと、、、、こここここにこうこにこうこにこうこにこう、、、、ととととんんんんがっていますよがっていますよがっていますよがっていますよねねねね。。。。ここにもとここにもとここにもとここにもとんんんんがっているがっているがっているがっているんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、これこれこれこれ、、、、両両両両方方方方ともともともとも
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丙丙丙丙午午午午ななななんんんんですよですよですよですよ。。。。丙丙丙丙午午午午といってわといってわといってわといってわからないからないからないからない方方方方がおられましたらがおられましたらがおられましたらがおられましたら、、、、隣隣隣隣のおのおのおのお年年年年寄寄寄寄りにりにりにりに聞聞聞聞いていていていてくくくくだだだださいさいさいさい。（。（。（。（笑笑笑笑））））     そそそそんんんんなななな状況状況状況状況ででででござござござございますいますいますいます。。。。いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、このこのこのこのああああたりでたりでたりでたりで 1,000 分分分分のののの 200 というというというという中中中中にはにはにはには、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりアりアりアりアレレレレルルルルギギギギーなーなーなーなんんんんかがかがかがかが結結結結構構構構含含含含まれていたとまれていたとまれていたとまれていたと考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。強度強度強度強度のののの米米米米アアアアレレレレルルルルギギギギーのーのーのーの赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんんんんななななんんんんていうのはていうのはていうのはていうのは、、、、当時当時当時当時、、、、食食食食べべべべ物物物物あああありませりませりませりませんんんんからからからからねねねね、、、、生生生生きられないきられないきられないきられないんんんんですよですよですよですよ。。。。そそそそんんんんななななことでことでことでことで、、、、日日日日本本本本はははは大大大大変変変変なななな国国国国でででで、、、、1947 年年年年、、、、50歳歳歳歳強強強強、、、、女性女性女性女性でもでもでもでも 54歳歳歳歳ぐぐぐぐらいですからいですからいですからいですか。。。。97 年年年年にはこにはこにはこにはこれれれれだだだだけでけでけでけで女性女性女性女性でででで 31 年年年年というというというという平平平平均均均均余余余余命命命命がががが延延延延びたびたびたびた、、、、そういうそういうそういうそういう国国国国ななななんんんんですですですですねねねね。。。。そうそうそうそう言言言言ってしまうってしまうってしまうってしまうとととと非非非非常常常常にににに簡単簡単簡単簡単にににに起起起起ききききちちちちゃゃゃゃったよったよったよったようにうにうにうに思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、そうそうそうそう簡単簡単簡単簡単なななな話話話話じゃじゃじゃじゃないないないないんんんんですですですですねねねね。。。。     これこれこれこれ、、、、50 年年年年間間間間ですですですです。。。。50 年年年年間間間間でででで 31 年年年年ですよですよですよですよ。。。。もしもしもしもし 50 年年年年間間間間でででで 50 年年年年間寿命間寿命間寿命間寿命をををを延延延延ばばばばそうとしそうとしそうとしそうとしますとますとますとますと、、、、だだだだれれれれ一人一人一人一人死死死死んんんんじゃじゃじゃじゃいけないいけないいけないいけないんんんんですよですよですよですよ。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに 70歳歳歳歳だだだだったったったった人人人人がががが 120歳歳歳歳までまでまでまで生生生生ききききないとないとないとないと 50 年年年年間間間間でででで 50 年年年年間寿命間寿命間寿命間寿命延延延延びないですよびないですよびないですよびないですよ。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、31 年年年年はもうかなりそれにはもうかなりそれにはもうかなりそれにはもうかなりそれに近近近近いいいいんんんんですよですよですよですよ。。。。ということをここずっとということをここずっとということをここずっとということをここずっとややややってきているというってきているというってきているというってきているという、、、、そういうそういうそういうそういう国国国国でででであああありましてりましてりましてりまして、、、、ととととにかにかにかにかくくくく寿命寿命寿命寿命のののの面面面面からからからから見見見見るとるとるとると、、、、このこのこのこの国国国国がそがそがそがそんんんんなになになになに問問問問題題題題ががががああああるようなるようなるようなるような国国国国にはにはにはには思思思思えないえないえないえないんんんんですですですですねねねね。。。。     たたたただだだだ、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ問問問問題題題題ががががあああありますりますりますります。。。。アアアアレレレレルルルルギギギギーーーー。。。。相相相相変変変変わらずというかわらずというかわらずというかわらずというか、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん増増増増えておえておえておえておりますりますりますります。。。。実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、そのそのそのその理理理理由由由由はははは、、、、先先先先ほほほほどのこれなどのこれなどのこれなどのこれなんんんんですですですです。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、このここのここのここのころろろろ、、、、例例例例ええええばばばば米米米米アアアアレレレレルルルルギギギギーのーのーのーの赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんんんんはははは生生生生きられなかったきられなかったきられなかったきられなかった。。。。今今今今はははは生生生生きられるということがきられるということがきられるということがきられるということが起起起起きていてきていてきていてきていて、、、、アアアアレレレレルルルルギギギギーのーのーのーの感感感感受受受受性性性性のののの強強強強いいいい人人人人がずっとがずっとがずっとがずっと生生生生きてきているきてきているきてきているきてきているんんんんですですですですねねねね。。。。もうもうもうもう 3 代代代代目目目目ぐぐぐぐらいになっらいになっらいになっらいになっていますからていますからていますからていますから。。。。ですからですからですからですから、、、、ままままああああ、、、、そうとしかそうとしかそうとしかそうとしか考考考考えられないえられないえられないえられないんんんんですですですですねねねね。。。。ここのここのここのここの領領領領域域域域はははは、、、、少少少少ななななくくくくともともともとも 100 年年年年前前前前にはいなかったにはいなかったにはいなかったにはいなかった。。。。ここがここがここがここがだんだんだんだんだんだんだんだんこういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに増増増増えてきてえてきてえてきてえてきて、、、、今今今今はははは多多多多分分分分ここここういうういうういうういう正正正正規分規分規分規分布布布布にににに近近近近いいいい格格格格好好好好になってきているになってきているになってきているになってきている。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、日日日日本人本人本人本人ははははどどどどんんんんどどどどんんんんそのアそのアそのアそのアレレレレルルルルギギギギーーーー体体体体質質質質になっになっになっになっちちちちゃゃゃゃったったったった。。。。だだだだからからからから、、、、それにそれにそれにそれに応応応応じじじじてててて環境環境環境環境もよもよもよもよくくくくしていかなきしていかなきしていかなきしていかなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない、、、、環環環環境規境規境規境規制制制制もももも厳厳厳厳ししししくくくくしていかなきしていかなきしていかなきしていかなきゃゃゃゃいけないといういけないといういけないといういけないという状況状況状況状況にににに今今今今のとこのとこのとこのところろろろなっているなっているなっているなっている。。。。     食食食食べべべべ物物物物。。。。食食食食べべべべ物物物物もももも、、、、ままままああああ、、、、BSE みたいなみたいなみたいなみたいな過過過過敏敏敏敏なななな反反反反応応応応をしているのはをしているのはをしているのはをしているのは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと私私私私はははは異常異常異常異常だだだだとととと思思思思ううううんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、日日日日本本本本でででで食食食食というものはどのというものはどのというものはどのというものはどのぐぐぐぐらいらいらいらい安全安全安全安全かというとかというとかというとかというと、、、、ここここんんんんなななな安全安全安全安全なななな国国国国、、、、ないないないないんんんんですよですよですよですよ。。。。大体大体大体大体食食食食中中中中毒毒毒毒、、、、年年年年間間間間このこのこのこのぐぐぐぐらいらいらいらい出出出出ますますますます。。。。これこれこれこれ、、、、平平平平成成成成 14 年年年年でででで、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと古古古古いのいのいのいのはなはなはなはなぜぜぜぜかといいますとかといいますとかといいますとかといいますと、、、、このこのこのこの年年年年はははは、、、、たまたまたまたまたまたまたまたま O-157 でででで 9 名名名名亡亡亡亡くくくくなっているなっているなっているなっている年年年年だだだだからからからから挙挙挙挙げげげげててててああああるるるるんんんんですですですです。。。。今今今今年年年年はははは、、、、ままままだだだだ多多多多分分分分 1 人人人人じゃじゃじゃじゃないですかないですかないですかないですか、、、、そのそのそのそのぐぐぐぐらいらいらいらいだだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ままままああああ、、、、普普普普通通通通、、、、食食食食中中中中毒毒毒毒でででで一一一一般般般般にはにはにはには大体大体大体大体 10名名名名ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが亡亡亡亡くくくくなりますがなりますがなりますがなりますが、、、、そのそのそのその過過過過半半半半数数数数はははは相相相相変変変変わらずフグわらずフグわらずフグわらずフグですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、フグフグフグフグ、、、、キキキキノノノノココココ。。。。キキキキノノノノココココはなかなかはなかなかはなかなかはなかなか亡亡亡亡くくくくなるとこなるとこなるとこなるところろろろまでいかないですよまでいかないですよまでいかないですよまでいかないですよねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、ままままああああ、、、、フグですフグですフグですフグですねねねね。。。。フグのフグのフグのフグの食食食食中中中中毒毒毒毒はははは相相相相変変変変わらずでしてわらずでしてわらずでしてわらずでして、、、、大体年大体年大体年大体年間間間間このこのこのこのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの方方方方がががが亡亡亡亡くくくくなりますなりますなりますなります。。。。ままままああああ、、、、サルサルサルサルモモモモネラがネラがネラがネラがああああるるるるんんんんですがですがですがですが、、、、サルサルサルサルモモモモネラネラネラネラ菌菌菌菌というのはというのはというのはというのは、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカですとですとですとですと大体大体大体大体 500 からからからから 1,000、、、、実実実実態態態態はははは定定定定かでないかでないかでないかでないんんんんですがですがですがですが、、、、毎毎毎毎年年年年そのそのそのそのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの方方方方がががが死死死死んんんんでいでいでいでいましてましてましてまして、、、、ニワトリですニワトリですニワトリですニワトリです。。。。ニワトリがニワトリがニワトリがニワトリがサルサルサルサルモモモモネラをネラをネラをネラを持持持持っていましてっていましてっていましてっていまして、、、、ですからですからですからですから、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカへへへへ行行行行ってもってもってもっても、、、、間間間間違違違違ってもってもってもっても生生生生卵卵卵卵はははは食食食食べべべべちちちちゃゃゃゃいけませいけませいけませいけませんんんん。。。。サルサルサルサルモモモモネラにネラにネラにネラに侵侵侵侵されているというかされているというかされているというかされているというか、、、、汚染汚染汚染汚染されておりますされておりますされておりますされております。。。。そそそそんんんんなななな国国国国ででででござござござございますいますいますいます。。。。 ですからですからですからですから、、、、ままままああああ、、、、我我我我々々々々、、、、ここここんんんんななななふふふふうにうにうにうに見見見見てきますとてきますとてきますとてきますと、、、、いいいいろんろんろんろんなリスクになリスクになリスクになリスクに対対対対処処処処しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいいいいけないけないけないけないんんんんですがですがですがですが、、、、健健健健康康康康リスクよりもいリスクよりもいリスクよりもいリスクよりもいろんろんろんろんなリスクなリスクなリスクなリスク、、、、このこのこのこの辺辺辺辺のことをのことをのことをのことを考考考考えていえていえていえていくくくくとととと、、、、先先先先ほほほほ
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どどどど言言言言いましたいましたいましたいました、、、、よりよりよりより持続型持続型持続型持続型のののの、、、、例例例例ええええばばばば地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化とかとかとかとか、、、、生生生生態態態態系系系系とかとかとかとか、、、、資源枯渇資源枯渇資源枯渇資源枯渇とかとかとかとか、、、、エネエネエネエネルルルルギギギギーーーー枯渇枯渇枯渇枯渇、、、、ここここんんんんなことをなことをなことをなことを考考考考えていえていえていえていくくくくとととと、、、、よりよりよりより持続型持続型持続型持続型なななな世界世界世界世界になっていになっていになっていになっていくんくんくんくんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのそのほほほほかにもかにもかにもかにも、、、、当当当当然然然然ビビビビジネスリスクとかジネスリスクとかジネスリスクとかジネスリスクとか、、、、住住住住民民民民のののの不不不不安安安安リスクとかリスクとかリスクとかリスクとか、、、、このこのこのこの辺辺辺辺をををを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、BSE のののの話話話話ななななんんんんかをしかをしかをしかをし始始始始めるとめるとめるとめると切切切切りがないりがないりがないりがないんんんんででででややややめますがめますがめますがめますが、、、、ままままああああ、、、、今今今今そそそそんんんんなななな状況状況状況状況ににににござござござございますいますいますいます。。。。 エネルエネルエネルエネルギギギギーでーでーでーであああありますがりますがりますがりますが、、、、先先先先ほほほほどエネルどエネルどエネルどエネルギギギギーのことをーのことをーのことをーのことをややややりましたがりましたがりましたがりましたが、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの需需需需給給給給ってどうなってどうなってどうなってどうなんだろんだろんだろんだろうとうとうとうと、、、、これはこれはこれはこれはほほほほんんんんとうにわからないとうにわからないとうにわからないとうにわからないんんんんですよですよですよですよ。。。。それでそれでそれでそれで、、、、人人人人によってはによってはによってはによっては、、、、もうもうもうもう 2006 年年年年からからからから石石石石油油油油のののの生産生産生産生産ははははピピピピークでークでークでークで、、、、以以以以後後後後、、、、もうこういうもうこういうもうこういうもうこういうふふふふうにうにうにうに下下下下がるがるがるがるんだんだんだんだというというというという予予予予測測測測をしているをしているをしているをしている人人人人もいますもいますもいますもいます。。。。これをこれをこれをこれを「「「「オオオオオオオオカカカカミミミミ来来来来るるるるぞぞぞぞ」」」」というオオというオオというオオというオオカカカカミミミミ少少少少年年年年のののの話話話話だだだだとととと言言言言っていっていっていっているるるる人人人人もいますもいますもいますもいます。。。。でもでもでもでも、、、、ほほほほんんんんとうにオオとうにオオとうにオオとうにオオカカカカミかもしれませミかもしれませミかもしれませミかもしれませんんんんしししし、、、、よよよよくくくくわかりませわかりませわかりませわかりませんんんん。。。。 

1つつつつ気気気気になるのはになるのはになるのはになるのは、、、、石石石石油油油油というのはというのはというのはというのは、、、、ああああとととと残残残残りりりり大体大体大体大体 40 年年年年間間間間だだだだとととと言言言言われわれわれわれ続続続続けてけてけてけて長長長長いいいいんんんんですですですですよよよよ。。。。私私私私がががが子供子供子供子供のこのこのこのころろろろからからからから四四四四十十十十何何何何年年年年たっているにもかかわらずたっているにもかかわらずたっているにもかかわらずたっているにもかかわらず、、、、そのそのそのその当時当時当時当時はははは残残残残りりりり 40 年年年年だだだだとととと言言言言っていましたっていましたっていましたっていました。。。。それはそれはそれはそれは理理理理由由由由ががががああああってってってって、、、、石石石石油油油油というのはというのはというのはというのは 40 年以年以年以年以上上上上探探探探しにいかないしにいかないしにいかないしにいかない。。。。探探探探してしてしてして、、、、見見見見つつつつかっかっかっかっちちちちゃゃゃゃいますといますといますといますと石石石石油油油油のののの値値値値段段段段がががが下下下下がっがっがっがっちちちちゃゃゃゃうものですからうものですからうものですからうものですから、、、、探探探探しにいかないしにいかないしにいかないしにいかないんんんんですよですよですよですよ。。。。実際実際実際実際にはにはにはには、、、、だだだだからからからから、、、、探探探探しにいったときにしにいったときにしにいったときにしにいったときに見見見見つつつつかるかどうかがかるかどうかがかるかどうかがかるかどうかが問問問問題題題題ななななんんんんですですですですねねねね。。。。これがこれがこれがこれが、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと見見見見つつつつかったかったかったかった量量量量ですですですです。。。。ここここんんんんななななふふふふうになってきてうになってきてうになってきてうになってきて、、、、何何何何となとなとなとなくくくく下下下下がってがってがってがっているのがいるのがいるのがいるのが気気気気になになになになるわけでするわけでするわけでするわけですねねねね。。。。最近最近最近最近、、、、見見見見つつつつからないですからないですからないですからないです。。。。だだだだからからからから、、、、そそそそろろろろそそそそろろろろほほほほんんんんとうにそうなのかもしれとうにそうなのかもしれとうにそうなのかもしれとうにそうなのかもしれないないないない、、、、というようなというようなというようなというような気気気気がするがするがするがする。。。。 しかししかししかししかし、、、、そそそそんんんんなななな細細細細かいことをかいことをかいことをかいことを言言言言わなわなわなわなくくくくてもてもてもても、、、、未未未未来来来来 1 万万万万年年年年――――――――ととととんんんんでもないスでもないスでもないスでもないスケケケケールですールですールですールですねねねね――――――――過過過過去去去去 1万万万万年年年年というというというという格格格格好好好好でででで、、、、2万万万万年年年年にわたってグラフをかにわたってグラフをかにわたってグラフをかにわたってグラフをかくくくくとととと、、、、2万万万万年年年年というのはというのはというのはというのは人類人類人類人類にとってどのにとってどのにとってどのにとってどのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの意意意意味味味味ががががああああるかというとるかというとるかというとるかというと、、、、ホホホホモモモモササササピピピピエンスエンスエンスエンス、、、、我我我我々々々々にとってにとってにとってにとって 14万万万万年年年年ぐぐぐぐららららいのいのいのいの期期期期限限限限のうのうのうのうちちちちのののの 1万万万万ですからですからですからですから、、、、1万万万万年年年年、、、、2万万万万年年年年というのはというのはというのはというのは相相相相当当当当長長長長いですいですいですいです。。。。そのそのそのそのぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで見見見見ますとますとますとますと、、、、石石石石油油油油ががががあああありりりり、、、、石石石石炭炭炭炭ががががあああありりりり、、、、天天天天然然然然ガガガガスがスがスがスがああああったったったった化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料時時時時代代代代といといといというのはこうのはこうのはこうのはこんんんんなななな幅幅幅幅ししししかないかないかないかないんんんんですですですです。。。。だだだだからからからから、、、、このこのこのこの辺辺辺辺のののの人人人人ってってってって、、、、どうするのどうするのどうするのどうするの？？？？    何何何何もないもないもないもないねねねね。。。。ままままああああ、、、、原子原子原子原子力力力力ぐぐぐぐららららいいいいああああるかもしれませるかもしれませるかもしれませるかもしれませんんんんけどけどけどけどねねねね。。。。ままままああああ、、、、どうするのどうするのどうするのどうするの？？？？    というようなことがというようなことがというようなことがというようなことがあああありましてりましてりましてりまして、、、、ままままああああ、、、、とにかとにかとにかとにかくくくくいいいいろろろろいいいいろろろろ我我我我々々々々はおそらはおそらはおそらはおそらくくくくエネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの消費量消費量消費量消費量をををを下下下下げげげげなきなきなきなきゃゃゃゃいかいかいかいかんんんん。。。。CO2 のののの排排排排出出出出量量量量もももも多多多多分分分分下下下下げげげげなきなきなきなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけないんんんんですですですですねねねね。。。。それをとにかそれをとにかそれをとにかそれをとにかくくくく実現実現実現実現していかないとしていかないとしていかないとしていかないと経済活力経済活力経済活力経済活力もももも無無無無理理理理だだだだとととと。。。。こういうとここういうとここういうとここういうところろろろにににに下下下下げげげげていていていていくくくくときにときにときにときに、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたデいましたデいましたデいましたデカカカカップルとしてップルとしてップルとしてップルとして価値価値価値価値だだだだけはこういうけはこういうけはこういうけはこういうふふふふうにうにうにうに、、、、経済経済経済経済価値価値価値価値みたいなものはデみたいなものはデみたいなものはデみたいなものはデカカカカップルしなきップルしなきップルしなきップルしなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけないんんんんですよですよですよですよ。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、エネエネエネエネルルルルギギギギーのーのーのーの使使使使用用用用量量量量、、、、物物物物のののの使使使使用用用用量量量量とはとはとはとは違違違違ったとこったとこったとこったところろろろにににに価値価値価値価値観観観観をををを置置置置かなきかなきかなきかなきゃゃゃゃいけいけいけいけないというのがないというのがないというのがないというのが次次次次にににに来来来来るるるる世界世界世界世界ななななんんんんですですですですねねねね。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、価値価値価値価値だだだだけはけはけはけは高高高高くくくく、、、、物物物物はははは使使使使わないわないわないわない、、、、エエエエネルネルネルネルギギギギーもーもーもーも使使使使わないわないわないわない、、、、そういうそういうそういうそういう例例例例ががががああああるかるかるかるか。。。。ああああるるるるんんんんですよですよですよですよ。。。。ププププレレレレミアムというものですミアムというものですミアムというものですミアムというものです。。。。 ブランブランブランブランドドドドププププレレレレミアムというのがミアムというのがミアムというのがミアムというのが、、、、これがこれがこれがこれが一一一一番番番番わかりわかりわかりわかりややややすいすいすいすい。。。。ごごごご存存存存じじじじのルイ・のルイ・のルイ・のルイ・ヴヴヴヴィィィィトンとトンとトンとトンといういういういうババババッグがッグがッグがッグがあああありますりますりますります。。。。ルイ・ルイ・ルイ・ルイ・ヴヴヴヴィィィィトンのトンのトンのトンのババババッグッグッグッグ、、、、素素素素材材材材はははは何何何何でしでしでしでしょょょょうううう。。。。ああああれはれはれはれは塩塩塩塩化化化化ビビビビニルニルニルニル、、、、塩塩塩塩ビビビビですですですです――――――――とととと言言言言うとうとうとうと、「、「、「、「えっえっえっえっ、、、、革革革革じゃじゃじゃじゃないのないのないのないの？？？？」」」」違違違違ううううんんんんですですですです。。。。革革革革じゃじゃじゃじゃないないないないんんんんですですですです、、、、ああああれれれれ。。。。取取取取っっっっ手手手手のとこのとこのとこのところろろろはははは革革革革ですよですよですよですよ。。。。だだだだけどけどけどけど、、、、主主主主なものなものなものなものはははは塩塩塩塩ビビビビでででであああありますりますりますります。。。。だだだだってってってって、、、、塩塩塩塩ビビビビののののババババッグッグッグッグななななんんんんてててて、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうにピピピピンからンからンからンからキキキキリまでリまでリまでリまでああああってってってって、、、、安安安安いものいものいものいものだだだだとととと 1,000 円円円円以以以以下下下下でででで買買買買えますよえますよえますよえますよねねねね。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、素素素素材材材材的的的的にはにはにはには、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、地球地球地球地球をすりをすりをすりをすり減減減減らしているらしているらしているらしている量量量量からからからから見見見見れれれればばばば、、、、塩塩塩塩ビビビビののののババババッッッッ
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グもグもグもグも、、、、ルイ・ルイ・ルイ・ルイ・ヴヴヴヴィィィィトンのトンのトンのトンのババババッグもッグもッグもッグも大大大大してしてしてして違違違違わないわないわないわないんんんんですよですよですよですよ。。。。とことことこところろろろがががが、、、、片片片片やややや 1,000円円円円、、、、こっこっこっこっちちちち 10万万万万円円円円。。。。価値価値価値価値はははは 100倍倍倍倍違違違違ううううんんんんですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、ププププレレレレミアムというものがミアムというものがミアムというものがミアムというものがややややっっっっぱぱぱぱりりりり多多多多分地分地分地分地球球球球をををを救救救救ううううんんんんですですですですねねねね。。。。ププププレレレレミアムブランミアムブランミアムブランミアムブランドドドドがががが救救救救うかどうかはわからないうかどうかはわからないうかどうかはわからないうかどうかはわからないんんんんですがですがですがですが、、、、ともかともかともかともかくくくくププププレレレレミアムミアムミアムミアム。。。。すなわすなわすなわすなわちちちち同同同同じじじじ地球地球地球地球のすりのすりのすりのすり減減減減らしらしらしらし方方方方だだだだったらなるべったらなるべったらなるべったらなるべくくくく高高高高いものをいものをいものをいものをつくろつくろつくろつくろうよとうよとうよとうよといういういういう、、、、そういうそういうそういうそういう思思思思想想想想がががが多多多多分地球分地球分地球分地球をををを最終最終最終最終的的的的にはにはにはには救救救救ううううんんんんですですですですねねねね。。。。日日日日本本本本特特特特異異異異のののの超超超超小小小小型型型型ププププレレレレミアムミアムミアムミアムとかとかとかとか、、、、使使使使いいいい心心心心地地地地のよいプのよいプのよいプのよいプレレレレミアムとかミアムとかミアムとかミアムとか、、、、手手手手づづづづくくくくりのプりのプりのプりのプレレレレミアムとかミアムとかミアムとかミアムとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは長長長長寿命寿命寿命寿命のプのプのプのプレレレレミアムミアムミアムミアム、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう、、、、家家家家電電電電会社会社会社会社にいにいにいにいろろろろいいいいろつくろつくろつくろつくってってってってほほほほしいなしいなしいなしいな、、、、ななななんんんんてててて言言言言ううううんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、なかなかなかなかなかなかなかなかつくつくつくつくってってってってくくくくれないれないれないれないんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、ままままああああ、、、、このこのこのこの冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫はははは 30 年年年年はははは部品部品部品部品ををををつくつくつくつくりますりますりますります。。。。そそそそろろろろそそそそろろろろ技術的技術的技術的技術的にもそにもそにもそにもそんんんんなになになになに伸伸伸伸びないからびないからびないからびないから――――――――冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫はははは、、、、過過過過去去去去十十十十数数数数年年年年間間間間でものすでものすでものすでものすごごごごいいいい進進進進歩歩歩歩をををを遂遂遂遂げげげげたたたたんんんんでででで、、、、それでそれでそれでそれで、、、、今今今今だだだだったらったらったらったら、、、、若干若干若干若干ままままだだだだ使使使使えるかなというえるかなというえるかなというえるかなという段階段階段階段階でででで冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫はははは買買買買いかえたいかえたいかえたいかえたほほほほうがいうがいうがいうがいいといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。ですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、これからのこれからのこれからのこれからの冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫はははは、、、、多多多多分分分分そそそそんんんんなになになになに進進進進歩歩歩歩しないしないしないしないんんんんでででで、、、、もうもうもうもう今今今今やややや 30 年年年年もたせるよというのをもたせるよというのをもたせるよというのをもたせるよというのをつくつくつくつくってってってってくくくくれないかなとれないかなとれないかなとれないかなと思思思思ううううんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、信信信信頼性頼性頼性頼性ププププレレレレミアムミアムミアムミアム、、、、安全安全安全安全性性性性ププププレレレレミアムミアムミアムミアム、、、、地域地域地域地域ププププレレレレミアムミアムミアムミアム。「。「。「。「岩手岩手岩手岩手県県県県製製製製のののの電電電電気器気器気器気器具具具具」」」」――――――――はははは、、、、ないかもしれませないかもしれませないかもしれませないかもしれませんんんんけどけどけどけど、、、、ままままああああ、、、、将来将来将来将来のののの話話話話――――――――「「「「だだだだからからからから高高高高いいいい」」」」ってなものをってなものをってなものをってなものをつくつくつくつくるとるとるとると、、、、これはこれはこれはこれは岩手岩手岩手岩手県県県県にとってプラスですよにとってプラスですよにとってプラスですよにとってプラスですよねねねね。。。。ままままああああ、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような地域地域地域地域特特特特性性性性をををを、、、、観観観観光光光光ななななんんんんかもそうなかもそうなかもそうなかもそうなんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、そういったものができるそういったものができるそういったものができるそういったものができる。。。。それからそれからそれからそれから、、、、最後最後最後最後にににに、、、、私私私私はエはエはエはエココココププププレレレレミアムというものをミアムというものをミアムというものをミアムというものを今今今今主主主主張張張張しておりしておりしておりしておりましてましてましてまして、、、、製品製品製品製品のののの環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷がががが高高高高いためにいためにいためにいために価値価値価値価値がががが高高高高いいいい。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長ささささんんんんのおのおのおのお話話話話のののの中中中中にもどうもにもどうもにもどうもにもどうもつつつつながりそうなけはいのながりそうなけはいのながりそうなけはいのながりそうなけはいの話話話話ででででござござござございますいますいますいます。。。。ままままああああ、、、、エエエエココココププププレレレレミアムというのはミアムというのはミアムというのはミアムというのは、、、、資源資源資源資源・エネル・エネル・エネル・エネルギギギギーのーのーのーの生産生産生産生産性性性性、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、ああああまりまりまりまり資源資源資源資源・エ・エ・エ・エネルネルネルネルギギギギーーーー使使使使っていないけどっていないけどっていないけどっていないけど、、、、価格価格価格価格はははは高高高高いいいい。。。。環境環境環境環境汚染汚染汚染汚染はははは適当適当適当適当にしっかりにしっかりにしっかりにしっかりママママネジネジネジネジメメメメントされてントされてントされてントされていますといますといますといますと。。。。多多多多分分分分、、、、エエエエコだコだコだコだけけけけじゃじゃじゃじゃなかなかなかなかなかなかなかなか難難難難ししししくくくくてててて、、、、いいいいろんろんろんろんなものをなものをなものをなものを組組組組みみみみ合合合合わせてわせてわせてわせてややややっていっていっていっていくんだろくんだろくんだろくんだろうなとうなとうなとうなと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、ププププレレレレミアムミアムミアムミアム度度度度というのはというのはというのはというのは、、、、これはこれはこれはこれは効率指効率指効率指効率指標標標標ででででござござござございましていましていましていまして、、、、どのどのどのどのぐぐぐぐらいらいらいらい地球地球地球地球をすりをすりをすりをすり減減減減らしたかというらしたかというらしたかというらしたかという環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの総合総合総合総合指指指指標標標標とととと、、、、それかそれかそれかそれからどのらどのらどのらどのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの経済効経済効経済効経済効果果果果ががががああああるかのるかのるかのるかの比比比比みたいなものでみたいなものでみたいなものでみたいなもので決決決決まりますまりますまりますまります。。。。 ここここんんんんなものってなものってなものってなものって、、、、ほほほほんんんんとうにできるのかというのでとうにできるのかというのでとうにできるのかというのでとうにできるのかというので、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと専専専専門門門門家家家家にににに集集集集まってもらいまってもらいまってもらいまってもらいましてましてましてまして、、、、2050 年年年年のののの世界世界世界世界、、、、ここここんんんんななななふふふふうになっているうになっているうになっているうになっているだろだろだろだろうというようなことをこのうというようなことをこのうというようなことをこのうというようなことをこの間間間間検討検討検討検討いいいいたしましたたしましたたしましたたしました。。。。2050 年年年年ののののビビビビジョンジョンジョンジョン。。。。総人総人総人総人口口口口、、、、日日日日本本本本はははは落落落落ちちちちていますていますていますています、、、、世界世界世界世界はははは増増増増えていますえていますえていますえています。。。。GDP、、、、日日日日本本本本はははは倍倍倍倍――――――――ほほほほんんんんとうかなとうかなとうかなとうかな。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、ままままああああ、、、、いずれにしてもそのいずれにしてもそのいずれにしてもそのいずれにしてもそのぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。世界世界世界世界はははは 3 倍倍倍倍。。。。エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー消費量消費量消費量消費量はははは、、、、日日日日本本本本はははは 4 分分分分のののの 1 ぐぐぐぐらいですらいですらいですらいです。。。。そうそうそうそうじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。ままままああああ、、、、両両両両方方方方考考考考えてえてえてえて、、、、資源生産資源生産資源生産資源生産性性性性、、、、すなわすなわすなわすなわちちちちエネエネエネエネルルルルギギギギーーーー消費消費消費消費分分分分のののの……………………。。。。これこれこれこれ、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー消費量消費量消費量消費量をををを半半半半分分分分にしてにしてにしてにして GDPをををを倍倍倍倍にしますからにしますからにしますからにしますから、、、、3.7倍倍倍倍、、、、約約約約 4倍倍倍倍というというというという同同同同じじじじエネルエネルエネルエネルギギギギーをーをーをーを使使使使っておっておっておってお金金金金をををを稼稼稼稼がなきがなきがなきがなきゃゃゃゃいけないけないけないけないといういといういといういという話話話話になりますになりますになりますになります。。。。ここここんんんんなことができるのかということななことができるのかということななことができるのかということななことができるのかということなんんんんですがですがですがですが、、、、多多多多分分分分できるできるできるできるだろだろだろだろうううう。。。。それはそれはそれはそれは、、、、技術的技術的技術的技術的なななな効率効率効率効率でででで 2倍倍倍倍、、、、ああああとととと、、、、皆様皆様皆様皆様のののの考考考考ええええ方方方方でででで 2倍倍倍倍。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、ここここちちちちらららら側側側側、、、、材材材材料料料料側側側側はははは、、、、寿命寿命寿命寿命をををを長長長長くくくくすることですることですることですることで 2 倍倍倍倍、、、、皆皆皆皆ささささんんんんのののの考考考考ええええ方方方方でででで 2 倍倍倍倍、、、、ああああとととと、、、、リサイクルでリサイクルでリサイクルでリサイクルで 2倍倍倍倍。。。。このリサイクルでこのリサイクルでこのリサイクルでこのリサイクルで 2倍倍倍倍、、、、ここがここがここがここが結結結結構重構重構重構重要要要要なとこなとこなとこなところろろろですですですですねねねね。。。。ままままああああ、、、、こういうようなこういうようなこういうようなこういうような、、、、2 倍倍倍倍、、、、2 倍倍倍倍、、、、ここここちちちちらはらはらはらは 2 倍倍倍倍、、、、2 倍倍倍倍、、、、2 倍倍倍倍のののの 8 倍倍倍倍、、、、ここここんんんんなこなこなこなことができないととができないととができないととができないといけないいけないいけないいけない。。。。技術的技術的技術的技術的なものななものななものななものなんんんんかはどうなかはどうなかはどうなかはどうなんだろんだろんだろんだろうううう、、、、できるできるできるできるんだろんだろんだろんだろうかというとうかというとうかというとうかというと、、、、実実実実はできはできはできはできてたりするてたりするてたりするてたりするんんんんですですですですねねねね。。。。それがもうそれがもうそれがもうそれがもう恐恐恐恐るべきことなるべきことなるべきことなるべきことなんんんんですがですがですがですが、、、、トトトトヨヨヨヨタのタのタのタの、、、、これはこれはこれはこれは私私私私もももも乗乗乗乗ってってってって
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おりますがおりますがおりますがおりますが、、、、初初初初代代代代もももも 2 代代代代もももも持持持持っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、初初初初代代代代はさすがにはさすがにはさすがにはさすがに今使今使今使今使っていますっていますっていますっています。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、ここここちちちちらにおらにおらにおらにお送送送送りいたりいたりいたりいただくだくだくだく車車車車のののの中中中中でででで、、、、ここここここここ盛岡盛岡盛岡盛岡はははは、、、、ああああれですれですれですれですねねねね、、、、プリプリプリプリウウウウスのタクシースのタクシースのタクシースのタクシー、、、、走走走走っっっっているているているているんんんんですですですですねねねね。。。。ごごごご立立立立派派派派。。。。東京東京東京東京のタクシーのタクシーのタクシーのタクシー、、、、全部全部全部全部プリプリプリプリウウウウスにしましスにしましスにしましスにしましょょょょうううう。。。。そうするとそうするとそうするとそうするとヒヒヒヒーーーートアイラントアイラントアイラントアイランドドドド現現現現象象象象もももも大分大分大分大分よよよよくくくくなりますしなりますしなりますしなりますし、、、、いいいいろんろんろんろんなななな問問問問題題題題がががが解決解決解決解決しますしますしますします。。。。ままままああああ、、、、プリプリプリプリウウウウスはスはスはスは、、、、ごごごご存存存存じじじじ、、、、ハハハハンブリンブリンブリンブリッッッッドドドド車車車車ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、そのそのそのその二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素のののの放放放放出出出出量量量量はははは、、、、少少少少ななななくくくくともともともとも都都都都内内内内でででで使使使使うことをうことをうことをうことを考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、プリプリプリプリウウウウスススス、、、、18 キキキキロロロロぐぐぐぐらいらいらいらい走走走走りますりますりますります。。。。ほほほほかのかのかのかの車車車車、、、、同同同同じじじじようなようなようなような車車車車ですですですですとととと、、、、多多多多分分分分、、、、ままままああああ、、、、8キキキキロいかないロいかないロいかないロいかないんんんんじゃじゃじゃじゃないかなないかなないかなないかな。。。。そそそそんんんんなようななようななようななような感感感感じじじじでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、それをそれをそれをそれを
10 万万万万キキキキロロロロドドドドライブしたといたしますとライブしたといたしますとライブしたといたしますとライブしたといたしますと、、、、大体大体大体大体ここここんんんんなななな感感感感じじじじですですですです。。。。大体大体大体大体半半半半分分分分。。。。ですからですからですからですから、、、、技術技術技術技術的的的的にはもうこにはもうこにはもうこにはもうこんんんんなものができているなものができているなものができているなものができているんんんんですですですですねねねね。。。。 それそれそれそれじゃじゃじゃじゃ、、、、水水水水素素素素燃燃燃燃料電池料電池料電池料電池はどうするはどうするはどうするはどうするんだんだんだんだ。。。。環境環境環境環境省省省省もももも何何何何台台台台かかかか持持持持っているしっているしっているしっているし、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省もももも何何何何台台台台かかかか持持持持っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、それどうなそれどうなそれどうなそれどうなんだんだんだんだといいますとといいますとといいますとといいますと、、、、実実実実はですはですはですはですねねねね、、、、今今今今環境環境環境環境省省省省がおがおがおがお持持持持ちちちちのののの水水水水素素素素燃燃燃燃料電池料電池料電池料電池車車車車のののの総合効率総合効率総合効率総合効率をををを新新新新プリプリプリプリウウウウスはスはスはスは上上上上回回回回りましたりましたりましたりました。。。。負負負負けましたけましたけましたけました。。。。ですからですからですからですから、、、、このこのこのこの辺辺辺辺はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか微微微微妙妙妙妙。。。。将来将来将来将来もももも、、、、水水水水素素素素をををを使使使使ったったったった燃燃燃燃料電池料電池料電池料電池車車車車、、、、42、、、、33、、、、ここはなかなかここはなかなかここはなかなかここはなかなか追追追追いいいいつくつくつくつくののののはははは難難難難しいしいしいしいんんんんでででで、、、、このこのこのこのぐぐぐぐらいになっていきますとらいになっていきますとらいになっていきますとらいになっていきますと技術的技術的技術的技術的なアなアなアなアドバドバドバドバンテージもンテージもンテージもンテージも出出出出ないわけないわけないわけないわけじゃじゃじゃじゃないないないないんんんんですがですがですがですが、、、、そのかそのかそのかそのかぎぎぎぎはははは、、、、何何何何とここですとここですとここですとここです、、、、燃燃燃燃料料料料効率効率効率効率ですですですです。。。。すなわすなわすなわすなわちちちち、、、、燃燃燃燃料料料料のののの水水水水素素素素をどうをどうをどうをどうややややってってってってつくつくつくつくるかでするかでするかでするかです。。。。水水水水素素素素ががががほほほほんんんんとうにいいならとうにいいならとうにいいならとうにいいならばばばばこれをこれをこれをこれを目指目指目指目指すべきなすべきなすべきなすべきなんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、水水水水素素素素ってってってってほほほほんんんんとうにいいとうにいいとうにいいとうにいいんんんんでしでしでしでしょょょょうかというとうかというとうかというとうかというと、、、、多多多多分分分分だだだだめなめなめなめなんんんんですよですよですよですよ。。。。それてそれてそれてそれて、、、、燃燃燃燃料電池料電池料電池料電池車車車車にににになることはなることはなることはなることは私私私私もももも同意同意同意同意しますしますしますします。。。。ししししかしかしかしかし、、、、多多多多分分分分水水水水素素素素ではないではないではないではない。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、何何何何ななななんだんだんだんだ。。。。ままままああああ、、、、それはそれはそれはそれはおおおお楽楽楽楽しみでしみでしみでしみであああありますがりますがりますがりますが、、、、おそらおそらおそらおそらくくくく、、、、車車車車はははは最後最後最後最後のののの最後最後最後最後までまでまでまで液液液液体体体体燃燃燃燃料料料料でででで走走走走るとるとるとると私私私私はははは思思思思っていまっていまっていまっていますすすす。。。。そのそのそのその液液液液体体体体燃燃燃燃料料料料をををを何何何何にするかにするかにするかにするか、、、、これがこれがこれがこれが考考考考えどこえどこえどこえどころろろろでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、とにかとにかとにかとにかくくくく気気気気体体体体燃燃燃燃料料料料のののの水水水水素素素素というものがというものがというものがというものが環境環境環境環境面面面面でででで優優優優位位位位性性性性ががががああああるかのようにるかのようにるかのようにるかのように言言言言われているけれどわれているけれどわれているけれどわれているけれど、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料からからからから水水水水素素素素ををををつくつくつくつくっているっているっているっている限限限限りではりではりではりでは、、、、ないないないない。。。。水水水水素素素素はははは、、、、多多多多分分分分アイスランアイスランアイスランアイスランドだドだドだドだけけけけ。。。。ななななぜぜぜぜかかかか。。。。アイスランアイスランアイスランアイスランドドドドははははほほほほかのエネルかのエネルかのエネルかのエネルギギギギーがーがーがーがややややたらたらたらたらああああるるるるんんんんでででで、、、、このこのこのこの余余余余りりりり余余余余ったエネルったエネルったエネルったエネルギギギギーでーでーでーで水水水水素素素素ををををつくつくつくつくってってってって水水水水素素素素社会社会社会社会ができるができるができるができる。。。。そのそのそのその余余余余りりりり余余余余ったエネルったエネルったエネルったエネルギギギギーのないーのないーのないーのない日日日日本本本本のようにのようにのようにのように化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料からからからから水水水水素素素素ををををつくつくつくつくっているっているっているっている国国国国はははは、、、、多多多多分分分分ないなというないなというないなというないなという気気気気がしますがしますがしますがします。。。。ままままああああ、、、、こういうことをこういうことをこういうことをこういうことを言言言言いますいますいますいますとととと、、、、国国国国のののの方方方方針針針針にににに逆逆逆逆らうらうらうらうんんんんでででで、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっとややややめますめますめますめます。。。。 それでそれでそれでそれで、、、、ああああとととと、、、、ププププレレレレミアムのミアムのミアムのミアムの話話話話にににに戻戻戻戻りますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、エエエエココココキキキキュュュュートートートート。。。。これこれこれこれ、、、、エエエエココココキキキキュュュューーーートってトってトってトって、、、、日日日日本本本本全全全全国国国国通通通通用用用用するするするする言言言言葉葉葉葉かどうかよかどうかよかどうかよかどうかよくくくくわからないわからないわからないわからないんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、デンデンデンデンソソソソーというーというーというーという会社会社会社会社ががががつくつくつくつくったったったった電電電電動動動動ののののヒヒヒヒートートートートポポポポンプンプンプンプ型型型型のののの給給給給湯湯湯湯器器器器でででであああありますりますりますります。。。。東京電東京電東京電東京電力力力力ななななんんんんかかかか、、、、今今今今一生一生一生一生懸懸懸懸命広命広命広命広告告告告していますがしていますがしていますがしていますが、、、、ここここちちちちらでしたららでしたららでしたららでしたらペレペレペレペレットでいいットでいいットでいいットでいいんだんだんだんだとととと思思思思ううううんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、東京東京東京東京だだだだとととと、、、、ななななかなかかなかかなかかなかペレペレペレペレットというわけにいかないものですからットというわけにいかないものですからットというわけにいかないものですからットというわけにいかないものですから、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりこういうりこういうりこういうりこういう電電電電動動動動になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、このエこのエこのエこのエココココキキキキュュュュートというのはートというのはートというのはートというのはヒヒヒヒートートートートポポポポンプをンプをンプをンプを使使使使っているものですからっているものですからっているものですからっているものですから、、、、単単単単なるなるなるなるヒヒヒヒーターでーターでーターでーターでおおおお湯湯湯湯をををを沸沸沸沸かすよりもかすよりもかすよりもかすよりも大体大体大体大体 4 倍倍倍倍ぐぐぐぐらいのエネルらいのエネルらいのエネルらいのエネルギギギギーーーー効率効率効率効率ですですですです。。。。ガガガガスのスのスのスの給給給給湯湯湯湯器器器器のののの倍倍倍倍ぐぐぐぐらいのエらいのエらいのエらいのエネルネルネルネルギギギギーーーー効率効率効率効率ががががあああありますりますりますります。。。。ですからですからですからですから、、、、ままままああああ、、、、倍倍倍倍というのはそというのはそというのはそというのはそんんんんなになになになに変変変変なことなことなことなことじゃじゃじゃじゃないないないないんんんんでででですすすすねねねね。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、最近最近最近最近のののの機機機機器器器器はみはみはみはみんんんんなそうかというとなそうかというとなそうかというとなそうかというと、、、、実実実実はそうはそうはそうはそうじゃじゃじゃじゃないないないないんんんんですですですですねねねね――――――――ここここんんんんなななな話話話話をしているをしているをしているをしている暇暇暇暇ははははああああまりないまりないまりないまりないんんんんですがですがですがですが。。。。最近最近最近最近、、、、洗洗洗洗濯乾燥濯乾燥濯乾燥濯乾燥機機機機をををを一一一一家家家家でででで買買買買おうとおうとおうとおうと思思思思ってってってって、、、、どれどれどれどれをををを買買買買おうかとおうかとおうかとおうかと今今今今考考考考えているえているえているえているんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、カカカカタログをよタログをよタログをよタログをよくくくくよよよよくくくく調調調調べますとべますとべますとべますと、、、、二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素のののの放放放放出出出出量量量量かなかなかなかなんんんんかかかか調調調調べてどれをべてどれをべてどれをべてどれを買買買買うかうかうかうか決決決決めようとめようとめようとめようと思思思思うとうとうとうと、、、、変変変変なとこなとこなとこなところろろろにににに変変変変なものがなものがなものがなものがああああってってってって、、、、ここここ
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こなこなこなこなんんんんですですですですねねねね、、、、東東東東芝芝芝芝ささささんんんんのここなのここなのここなのここなんんんんかかかかだだだだとととと。「。「。「。「乾燥乾燥乾燥乾燥時時時時におけるにおけるにおけるにおける水水水水使使使使用用用用にににに基基基基づづづづくくくく CO2」。」。」。」。待待待待ててててよよよよ、、、、待待待待てよてよてよてよ。「。「。「。「乾燥乾燥乾燥乾燥時時時時におけるにおけるにおけるにおける水水水水使使使使用用用用」」」」？？？？    水水水水をどうしてをどうしてをどうしてをどうして乾燥乾燥乾燥乾燥のときにのときにのときにのときに使使使使ううううんだんだんだんだ？？？？    何何何何だだだだ、、、、そりそりそりそりゃゃゃゃ、、、、ななななんんんんてててて思思思思いますといますといますといますと、、、、結結結結構構構構それをそれをそれをそれを使使使使っているっているっているっているんんんんですよですよですよですよ。。。。でででで、、、、しかもしかもしかもしかも、、、、おかしなことおかしなことおかしなことおかしなことにににに、、、、節節節節水水水水型型型型ななななんんんんてててて言言言言っているっているっているっているんんんんですですですですねねねね。。。。ななななぜぜぜぜだだだだかわかりますかわかりますかわかりますかわかります？？？？    水水水水でもってでもってでもってでもって排気排気排気排気をををを冷冷冷冷ややややししししてるてるてるてるんんんんですですですです。。。。それでそれでそれでそれで水水水水をををを取取取取ってってってって、、、、水水水水分分分分をををを取取取取ってってってって、、、、排気排気排気排気をををを冷冷冷冷ややややしてしてしてして出出出出しているしているしているしている。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、皆皆皆皆ささささんんんんのののの環境環境環境環境快適快適快適快適さをさをさをさを失失失失わわわわせないためにせないためにせないためにせないために。。。。 ままままああああ、、、、そそそそんんんんなことでなことでなことでなことで、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりすべてのりすべてのりすべてのりすべての製品製品製品製品はははは、、、、もっともっともっともっと皆様皆様皆様皆様のためにものためにものためにものためにも情情情情報報報報をををを出出出出さなきさなきさなきさなきゃゃゃゃいかいかいかいかんんんん。。。。洗洗洗洗濯濯濯濯機機機機をををを、、、、ポポポポンとスイッンとスイッンとスイッンとスイッチチチチをををを切切切切りにいりにいりにいりにいくくくくとととと、「、「、「、「本本本本日日日日、、、、ああああなたはなたはなたはなたは 2.5 キキキキロロロロ洗洗洗洗濯濯濯濯しましましましましたしたしたした」。」。」。」。二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素のののの排排排排出出出出量量量量はははは、「、「、「、「洗洗洗洗濯濯濯濯のときにのときにのときにのときに 22 グラムグラムグラムグラム出出出出てててて、、、、水水水水 22 グラムグラムグラムグラム、、、、電電電電気気気気 10 グラグラグラグラムですがムですがムですがムですが、、、、乾燥乾燥乾燥乾燥時時時時にににに 500 グラムもグラムもグラムもグラムも出出出出ていましてていましてていましてていまして、、、、水水水水にににに 30 グラムでグラムでグラムでグラムで、、、、電電電電気気気気でででで 470 グラムでしグラムでしグラムでしグラムでしたたたた。。。。あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました」」」」とととと言言言言ってスイッってスイッってスイッってスイッチチチチがががが切切切切れるれるれるれる。。。。そういうそういうそういうそういう洗洗洗洗濯濯濯濯機機機機ををををつくろつくろつくろつくろうううう。。。。岩手岩手岩手岩手県県県県、、、、つくつくつくつくりませりませりませりませんんんん、、、、こういうのこういうのこういうのこういうの？？？？    どこもどこもどこもどこもつくつくつくつくらないらないらないらないんんんんですよですよですよですよ、、、、こういうのこういうのこういうのこういうの。。。。岩手岩手岩手岩手県県県県なななならできるらできるらできるらできる。。。。このこのこのこの間間間間、、、、沖沖沖沖縄縄縄縄でもできるとでもできるとでもできるとでもできると言言言言ってきたってきたってきたってきたんんんんでででで、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、全全全全国各地国各地国各地国各地でできでできでできでできちちちちゃゃゃゃうかもしれませうかもしれませうかもしれませうかもしれませんんんんけどけどけどけど……………………。（。（。（。（笑笑笑笑））））一一一一般般般般ののののメメメメーーーーカカカカーーーー、、、、なかなかこういうのをなかなかこういうのをなかなかこういうのをなかなかこういうのをつくつくつくつくってってってってくくくくれなれなれなれないいいいんんんんですよですよですよですよ。。。。スイッスイッスイッスイッチチチチがががが切切切切れるれるれるれる前前前前にこういうことをしにこういうことをしにこういうことをしにこういうことをしゃゃゃゃべるべるべるべる、、、、そそそそんんんんなななな、、、、要要要要するにするにするにするに新新新新しいアしいアしいアしいアイデアがイデアがイデアがイデアが必要必要必要必要ななななんんんんですですですですねねねね。。。。 いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、エエエエココココププププレレレレミアムというのはミアムというのはミアムというのはミアムというのは、、、、消費消費消費消費者者者者とととと商品商品商品商品がおがおがおがお互互互互いにいにいにいに情情情情報報報報とかとかとかとか、、、、満満満満足足足足したよとかしたよとかしたよとかしたよとか、、、、こういうのをこういうのをこういうのをこういうのをややややりとりしながらおりとりしながらおりとりしながらおりとりしながらお互互互互いにいにいにいに成成成成長長長長していしていしていしていくくくく。。。。そそそそんんんんなものをなものをなものをなものをつくつくつくつくっっっっててててほほほほしいしいしいしい。。。。ここここんんんんなもののなもののなもののなものの商品商品商品商品開発開発開発開発はははは岩手岩手岩手岩手県県県県ぐぐぐぐらいしかできないというらいしかできないというらいしかできないというらいしかできないという、、、、そういうそういうそういうそういう話話話話でででであああありりりりますますますます。。。。ままままああああ、、、、ちちちちょょょょっとこのっとこのっとこのっとこの辺辺辺辺はははは飛飛飛飛ばばばばしますしますしますします。。。。 一方一方一方一方、、、、消費消費消費消費者者者者ののののほほほほうはうはうはうは、、、、なかなかニーズがなかなかニーズがなかなかニーズがなかなかニーズが、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり情情情情報報報報がないですからがないですからがないですからがないですからねねねね。。。。でででで、、、、ユユユユニニニニクロにクロにクロにクロに赤赤赤赤ががががつつつついていますけどいていますけどいていますけどいていますけど、、、、ユユユユニクロもとうとうニクロもとうとうニクロもとうとうニクロもとうとう――――――――私私私私はもうはもうはもうはもう何何何何年年年年間間間間もももも、、、、ユユユユニクロニクロニクロニクロ最最最最盛盛盛盛期期期期のときからのときからのときからのときから、、、、ああああれはれはれはれはだだだだめめめめだだだだとととと。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、資源生産資源生産資源生産資源生産性性性性がががが低低低低いいいい商品商品商品商品はははは、、、、いいいいくくくくらいいものをらいいものをらいいものをらいいものをつくつくつくつくってもってもってもってもだだだだめめめめ。。。。ななななぜぜぜぜかかかか。。。。ユユユユニクロのシャニクロのシャニクロのシャニクロのシャツツツツ、、、、別別別別のとこのとこのとこのところろろろのシャのシャのシャのシャツツツツ。。。。こっこっこっこっちちちちがががが 1 万万万万円円円円でででで買買買買っていてっていてっていてっていて、、、、こっこっこっこっちちちちがががが 980 円円円円でででで買買買買ったらったらったらったら、、、、捨捨捨捨てるといったときてるといったときてるといったときてるといったとき、、、、どっどっどっどっちちちちをををを捨捨捨捨てるてるてるてる？？？？    絶絶絶絶対対対対、、、、ユユユユニクロをニクロをニクロをニクロを捨捨捨捨てるてるてるてる。「。「。「。「いいいいくくくくらよらよらよらよくくくくてもてもてもてもだだだだめめめめ」」」」ということをということをということをということを言言言言いいいい続続続続けてけてけてけて、、、、ややややっとっとっとっとユユユユニクロニクロニクロニクロがががが低低低低価格価格価格価格路線路線路線路線ををををややややめるとめるとめるとめると言言言言いましたいましたいましたいました。。。。そうなそうなそうなそうなんんんんですですですです。。。。低価格低価格低価格低価格路線路線路線路線、、、、だだだだめなめなめなめなんんんんですですですです。。。。ままままああああ、、、、一一一一部部部部にはにはにはには、、、、100円円円円ショップみたいにショップみたいにショップみたいにショップみたいに、、、、ニーズがニーズがニーズがニーズがああああるるるるんんんんですよですよですよですよ。。。。だだだだからからからから、、、、そういうそういうそういうそういう店店店店ははははああああってもしってもしってもしってもしようがないようがないようがないようがないんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ややややはりはりはりはり本流本流本流本流になるようなとこになるようなとこになるようなとこになるようなところろろろはははは、、、、低価格低価格低価格低価格路線路線路線路線ではではではでは本流本流本流本流になになになにならないらないらないらないんだんだんだんだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ままままああああ、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、ままままだだだだままままだだだだ無無無無関関関関心心心心――――――――これもこれもこれもこれも言言言言いいいい出出出出すとすとすとすと切切切切りはないりはないりはないりはないんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、ききききょょょょうおうおうおうお見見見見えのようなえのようなえのようなえのような方方方方々々々々はははは、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、私私私私がががが何何何何かしかしかしかしゃゃゃゃべるとかなりわかってべるとかなりわかってべるとかなりわかってべるとかなりわかってくだくだくだくださるさるさるさるんんんんですがですがですがですが、、、、無無無無関関関関心心心心層層層層というのはというのはというのはというのは話話話話聞聞聞聞いていていていてくくくくれませれませれませれませんんんんからからからからねねねね。。。。これにどうこれにどうこれにどうこれにどう働働働働きかけるときかけるときかけるときかけるといったっていったっていったっていったって、、、、働働働働きかけようがないきかけようがないきかけようがないきかけようがないんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。馬耳馬耳馬耳馬耳東東東東風風風風というというというという話話話話ががががあああありますがりますがりますがりますが。。。。 ままままああああ、、、、ということでということでということでということで、、、、ここここんんんんなことなことなことなこと、、、、これこれこれこれ、、、、すすすすぐぐぐぐれたれたれたれた企業企業企業企業、、、、すすすすぐぐぐぐれたれたれたれた県県県県もそうなもそうなもそうなもそうなんんんんですがですがですがですが、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、市民社会市民社会市民社会市民社会のののの環境環境環境環境観観観観というもののというもののというもののというものの、、、、企業企業企業企業にしてもにしてもにしてもにしても、、、、自治体自治体自治体自治体にしてもにしてもにしてもにしても、、、、ああああるるるるいはいはいはいは国国国国にしてもにしてもにしてもにしても、、、、とにかとにかとにかとにかくくくく一一一一般般般般社会社会社会社会をリーをリーをリーをリードドドド――――――――国国国国はかなりリーはかなりリーはかなりリーはかなりリードドドドしていますがしていますがしていますがしていますが、、、、すべかすべかすべかすべかららららくくくくそういうそういうそういうそういう団体団体団体団体はははは情情情情報報報報をををを余余余余分分分分にににに、、、、大大大大量量量量におにおにおにお持持持持ちちちちですからですからですからですから、、、、一一一一般般般般社会社会社会社会のののの動動動動きのきのきのきの半半半半歩前歩前歩前歩前をををを歩歩歩歩
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いていていていてほほほほしいしいしいしい。。。。半半半半歩前歩前歩前歩前ってってってって、、、、結結結結構構構構難難難難しいしいしいしいんんんんですですですです。。。。これこれこれこれだだだだってってってって未未未未来来来来ですからですからですからですからねねねね。。。。10 歩前歩前歩前歩前はははは未未未未来来来来ですからですからですからですから非非非非常常常常にににに難難難難しいのはよしいのはよしいのはよしいのはよくくくくわかるわかるわかるわかるんんんんですがですがですがですが、、、、半半半半歩前歩前歩前歩前だだだだってってってって未未未未来来来来はははは未未未未来来来来ですからですからですからですから、、、、未未未未来来来来をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり読読読読んんんんでででで、、、、それにはそれにはそれにはそれにはややややっっっっぱぱぱぱりりりり最終最終最終最終ゴゴゴゴールみたいなものがわかっていなきールみたいなものがわかっていなきールみたいなものがわかっていなきールみたいなものがわかっていなきゃゃゃゃいけないけないけないけないいいい。。。。とりとりとりとりああああえずえずえずえず私私私私はははは、、、、先先先先ほほほほどおどおどおどお見見見見せしたようなせしたようなせしたようなせしたような形形形形でででで、、、、デデデデカカカカップリングップリングップリングップリング思思思思想想想想というものというものというものというものだだだだととととちちちちょょょょっとっとっとっと未未未未来来来来がわかるかながわかるかながわかるかながわかるかな、、、、みたいなみたいなみたいなみたいな話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいてきていてきていてきていてきて、、、、ままままああああ、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことをしっかりしっかりしっかりしっかり読読読読みみみみつつつつつつつつ、、、、地域地域地域地域をををを生生生生かすエかすエかすエかすエココココププププレレレレミアムミアムミアムミアム商品商品商品商品ををををつくつくつくつくってってってって、、、、半半半半歩前歩前歩前歩前のののの歩歩歩歩みをしていみをしていみをしていみをしていたたたただだだだきたいときたいときたいときたいと切切切切にににに切切切切にににに思思思思うわけでうわけでうわけでうわけでござござござございますいますいますいます。。。。 いいいいろんろんろんろんなななな方方方方法法法法ががががああああるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。でもでもでもでも、、、、勝勝勝勝負負負負はははは多多多多分分分分アイデアアイデアアイデアアイデアだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そのアイデそのアイデそのアイデそのアイデアはアはアはアは、、、、ここここんんんんなことをいなことをいなことをいなことをいろろろろいいいいろろろろ書書書書いていていていてござござござございますがいますがいますがいますが、、、、そのアイデアをどのようにそのアイデアをどのようにそのアイデアをどのようにそのアイデアをどのように持持持持ちちちち、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは心意心意心意心意気気気気ですよですよですよですよねねねね。。。。ややややったるったるったるったるぜぜぜぜというというというという、、、、そういうそういうそういうそういう心意心意心意心意気気気気ですよですよですよですよ。。。。そのためにそのためにそのためにそのために地球地球地球地球をををを救救救救ううううんだんだんだんだ、、、、地域地域地域地域をををを救救救救ううううんだんだんだんだというというというという、、、、そういうそういうそういうそういう格格格格好好好好だだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、長長長長期期期期のののの見通見通見通見通しをしをしをしを持持持持ちちちち、、、、わずかわずかわずかわずか先先先先のののの未未未未来来来来をおをおをおをお読読読読みいたみいたみいたみいただだだだいていていていて、、、、ぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひエエエエココココププププレレレレミアムのようなもミアムのようなもミアムのようなもミアムのようなものをのをのをのを実現実現実現実現していたしていたしていたしていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思うううう次第次第次第次第ででででござござござございますいますいますいます。。。。 ごごごご清清清清聴聴聴聴あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 安井安井安井安井先生先生先生先生、、、、どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。いまいまいまいま一度一度一度一度、、、、皆様皆様皆様皆様、、、、先生先生先生先生にににに拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたいいたいいたいいたしますしますしますします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 講演講演講演講演２２２２「「「「公正公正公正公正なななな競争競争競争競争でででで進進進進めるリサイクルめるリサイクルめるリサイクルめるリサイクル」」」」 司司司司会会会会 それではそれではそれではそれでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、「、「、「、「公正公正公正公正なななな競争競争競争競争でででで進進進進めるリサイクルめるリサイクルめるリサイクルめるリサイクル」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会事務事務事務事務総総総総局東北事務所長局東北事務所長局東北事務所長局東北事務所長でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃいますいますいますいます五十嵐秀雄五十嵐秀雄五十嵐秀雄五十嵐秀雄様様様様よりよりよりより講演講演講演講演ををををちちちちょょょょううううだだだだいいたしまいいたしまいいたしまいいたしますすすす。。。。     五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐様様様様はははは、、、、1951 年生年生年生年生まれまれまれまれ、、、、72 年年年年にににに公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会事務局事務局事務局事務局にににに入入入入局局局局されましてされましてされましてされまして、、、、今今今今年年年年からからからから公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会事務事務事務事務総総総総局東北事務所長局東北事務所長局東北事務所長局東北事務所長をなさっていらっしをなさっていらっしをなさっていらっしをなさっていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、このこのこのこの後後後後、「、「、「、「公正公正公正公正なななな競争競争競争競争でででで進進進進めるリサイクルめるリサイクルめるリサイクルめるリサイクル」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐様様様様にににに講演講演講演講演ををををいたいたいたいただだだだきますきますきますきます。。。。ではではではでは、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 五十嵐東北事務所長五十嵐東北事務所長五十嵐東北事務所長五十嵐東北事務所長 たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会事務事務事務事務総総総総局東北事務所長局東北事務所長局東北事務所長局東北事務所長のののの五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐とととと申申申申ししししますますますます。。。。よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     おおおお手手手手元元元元にににに、「、「、「、「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション in いわていわていわていわて    公正公正公正公正なななな競争競争競争競争でででで進進進進めるリサイクルめるリサイクルめるリサイクルめるリサイクル」」」」というというというという冊冊冊冊子子子子をををを配配配配らせていたらせていたらせていたらせていただだだだいておりますけれどもいておりますけれどもいておりますけれどもいておりますけれども、、、、これにこれにこれにこれに基基基基づいてづいてづいてづいて説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。     公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会はははは、、、、ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、独独独独占占占占禁止禁止禁止禁止法法法法というというというという法法法法律律律律をををを運運運運用用用用しておりますけれどしておりますけれどしておりますけれどしておりますけれどもももも、、、、これとリサイクルとこれとリサイクルとこれとリサイクルとこれとリサイクルと一体一体一体一体どういうどういうどういうどういう関係関係関係関係ががががああああるのかるのかるのかるのか、、、、そういったことにそういったことにそういったことにそういったことにつつつついてこれからいてこれからいてこれからいてこれからごごごご説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。     おおおお手手手手元元元元のののの資資資資料料料料のののの 1ペペペページでージでージでージでござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、独独独独占占占占禁止禁止禁止禁止法法法法のののの概概概概要要要要がががが書書書書いていていていてござござござございますいますいますいます。。。。
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下下下下ののののほほほほうにうにうにうに図図図図がががが描描描描いていていていてござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、独独独独占占占占禁止禁止禁止禁止法法法法はははは、、、、カカカカルテルのルテルのルテルのルテルの禁止禁止禁止禁止、、、、これはこれはこれはこれは俗俗俗俗にににに言言言言うううう価格価格価格価格カカカカルテルとかルテルとかルテルとかルテルとか入入入入札札札札談談談談合合合合ででででござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、そういったそういったそういったそういった行行行行為為為為のののの禁止禁止禁止禁止。。。。真真真真んんんん中中中中でででで、、、、私私私私的的的的独独独独占占占占のののの禁止禁止禁止禁止、、、、これはこれはこれはこれは、、、、大大大大手手手手企業企業企業企業がががが新新新新規規規規参参参参入入入入企業企業企業企業をををを排排排排除除除除するするするする、、、、そういったそういったそういったそういった行行行行為為為為をををを禁止禁止禁止禁止すすすすることでることでることでることでござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、一一一一番番番番右側右側右側右側がががが、、、、不不不不公正公正公正公正なななな取取取取引引引引方方方方法法法法のののの禁止禁止禁止禁止、、、、これはこれはこれはこれは公正公正公正公正取取取取引委引委引委引委員員員員会会会会がががが指定指定指定指定するするするする公正公正公正公正なななな競争競争競争競争をををを阻阻阻阻害害害害するおそれのするおそれのするおそれのするおそれのああああるるるる行行行行為為為為ににににつつつついていていていて 16のののの行行行行為為為為類型類型類型類型をををを規規規規制制制制してしてしてしておりますけれどもおりますけれどもおりますけれどもおりますけれども、、、、俗俗俗俗にににに言言言言うううう感感感感じじじじでいいますとでいいますとでいいますとでいいますと、、、、例例例例ええええばばばばメメメメーーーーカカカカーさーさーさーさんんんんがががが小小小小売売売売店店店店ささささんんんんにににに対対対対ししししてててて販販販販売売売売価格価格価格価格をををを指示指示指示指示するするするする、、、、ヤヤヤヤミミミミ再再再再販販販販とととと言言言言われていますけれどもわれていますけれどもわれていますけれどもわれていますけれども、、、、そういったそういったそういったそういった行行行行為為為為をををを規規規規制制制制してしてしてしてござござござございますいますいますいます。。。。このこのこのこのカカカカルテルのルテルのルテルのルテルの禁止禁止禁止禁止、、、、私私私私的的的的独独独独占占占占のののの禁止禁止禁止禁止、、、、不不不不公正公正公正公正なななな取取取取引引引引方方方方法法法法のののの禁止禁止禁止禁止とととと、、、、こういこういこういこういったったったった行行行行為為為為をををを禁止禁止禁止禁止すれすれすれすればばばば、、、、公正公正公正公正でででで自自自自由由由由なななな競争競争競争競争がががが行行行行われるようになるわれるようになるわれるようになるわれるようになるだろだろだろだろうとうとうとうと。。。。公正公正公正公正なななな競争競争競争競争とととというのはいうのはいうのはいうのは、、、、価格価格価格価格とかとかとかとか品品品品質質質質をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした競争競争競争競争。。。。自自自自由由由由なななな競争競争競争競争というのはというのはというのはというのは、、、、事事事事業業業業者者者者のののの方方方方がががが自分自分自分自分のののの判断判断判断判断でででで価格価格価格価格とかとかとかとか、、、、取取取取引引引引とかとかとかとか、、、、取取取取引引引引数量数量数量数量とかとかとかとか、、、、そういったことをそういったことをそういったことをそういったことを決決決決められるとめられるとめられるとめられると同同同同時時時時にににに、、、、どうどうどうどういったいったいったいった分野分野分野分野でもでもでもでも参参参参入入入入できるできるできるできる、、、、そういったそういったそういったそういった公正公正公正公正でででで自自自自由由由由なななな競争競争競争競争ができれができれができれができればばばば、、、、一一一一番上番上番上番上にににに書書書書いていていていてごごごござざざざいますようにいますようにいますようにいますように、、、、一一一一般般般般消費消費消費消費者者者者のののの利利利利益益益益がががが確保確保確保確保されされされされ、、、、国民国民国民国民経済経済経済経済のののの民主的民主的民主的民主的でででで健全健全健全健全なななな発展発展発展発展ににににつつつつながながながながるるるる。。。。こういうことがこういうことがこういうことがこういうことが独独独独占占占占禁止禁止禁止禁止法法法法のののの第第第第 1条条条条にににに書書書書かれてかれてかれてかれてござござござございますいますいますいます。。。。     2ペペペページージージージ目目目目ででででござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、景景景景品品品品表示表示表示表示法法法法というというというという法法法法律律律律ががががござござござございますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、今今今今はははは違違違違いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、このこのこのこの法法法法律律律律ができたができたができたができた昭昭昭昭和和和和 37 年年年年ごろごろごろごろはははは、、、、ココココンンンンビビビビーフのーフのーフのーフの缶詰缶詰缶詰缶詰といってもといってもといってもといっても、、、、大大大大抵抵抵抵中中中中身身身身はクジラのはクジラのはクジラのはクジラの肉肉肉肉かかかかウウウウママママのののの肉肉肉肉がががが使使使使われていたわれていたわれていたわれていた。。。。そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、過過過過大大大大なななな景景景景品品品品とととと申申申申しますかしますかしますかしますか、、、、50円円円円ののののチチチチュュュューインーインーインーインガガガガムをムをムをムを買買買買うとうとうとうと 1,000万万万万円円円円のののの賞賞賞賞金金金金がががが懸懸懸懸賞賞賞賞でででで当当当当たるたるたるたる。。。。当時当時当時当時、、、、宝宝宝宝くくくくじじじじがががが 100万万万万円円円円のののの時時時時代代代代でしたからでしたからでしたからでしたから、、、、1,000万万万万というのがというのがというのがというのが非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな金金金金額額額額ででででああああることはわかるとることはわかるとることはわかるとることはわかると思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、言言言言ってみれってみれってみれってみればばばば、、、、こういうこういうこういうこういう虚偽虚偽虚偽虚偽、、、、誇誇誇誇大大大大なななな表示表示表示表示でででで物物物物をををを買買買買ってしまったりってしまったりってしまったりってしまったり、、、、商品商品商品商品のののの品品品品質質質質でででではなはなはなはなくくくくてててて景景景景品品品品ににににつつつつられてられてられてられて物物物物をををを買買買買ってしまったりとってしまったりとってしまったりとってしまったりと、、、、こういったこういったこういったこういった、、、、競争競争競争競争がががが公正公正公正公正なななな競争競争競争競争ではなではなではなではないといういといういといういという形形形形でででで、、、、景景景景品品品品表示表示表示表示法法法法というというというという法法法法律律律律ができたわけですができたわけですができたわけですができたわけです。。。。     3ペペペページージージージ目目目目ででででござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、具具具具体的体的体的体的にににに景景景景品品品品表示表示表示表示法法法法でででで表示表示表示表示とととと景景景景品品品品ににににつつつついていていていて概略概略概略概略でででで規規規規制制制制のののの概概概概要要要要をををを書書書書いておりますいておりますいておりますいております。。。。優優優優良良良良誤誤誤誤認認認認、、、、これはこれはこれはこれは、、、、言言言言ってみれってみれってみれってみればばばば商品商品商品商品のののの品品品品質質質質ににににつつつついていていていて欺瞞欺瞞欺瞞欺瞞的的的的ととととかかかか誇誇誇誇大大大大なななな表示表示表示表示をすることでをすることでをすることでをすることでござござござございますいますいますいます。。。。有利有利有利有利誤誤誤誤認認認認というのはというのはというのはというのは、、、、取取取取引引引引条件条件条件条件、、、、例例例例ええええばばばば、、、、当店当店当店当店通通通通常常常常価格価格価格価格1,000円円円円のとこのとこのとこのところろろろをををを500円円円円でででで売売売売るといえるといえるといえるといえばばばば、、、、皆皆皆皆ささささんんんん、、、、安安安安いなといなといなといなと思思思思うわけですけれどもうわけですけれどもうわけですけれどもうわけですけれども、、、、本本本本当当当当にににに通常通常通常通常価格価格価格価格がががが 1,000 円円円円ででででああああれれれればばばばいいいいいいいいんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そのそのそのその日日日日のセールのためにのセールのためにのセールのためにのセールのために勝勝勝勝手手手手にににに
1,000円円円円ととととつつつつけたけたけたけた価格価格価格価格でででで言言言言ってしまえってしまえってしまえってしまえばばばば、、、、消費消費消費消費者者者者ははははだだだだまされるまされるまされるまされる、、、、こういったことになるわけこういったことになるわけこういったことになるわけこういったことになるわけですですですです。。。。景景景景品品品品ののののほほほほうですけれどもうですけれどもうですけれどもうですけれども、、、、このようにこのようにこのようにこのように、、、、取取取取引引引引価格価格価格価格にににに対対対対応応応応したしたしたした価格価格価格価格でででで最高最高最高最高額額額額はははは決決決決まっまっまっまっておりますておりますておりますております。。。。言言言言ってみれってみれってみれってみればばばば、、、、過過過過大大大大なななな景景景景品品品品ににににつつつつられてられてられてられて商品商品商品商品をををを買買買買わないようにというわないようにというわないようにというわないようにという形形形形ででででござござござございますいますいますいます。。。。これがこれがこれがこれが、、、、公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会がががが扱扱扱扱っているっているっているっている法法法法律律律律のののの中中中中のののの一一一一部部部部分分分分ででででござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、独独独独占占占占禁止禁止禁止禁止法法法法とととと景景景景品品品品表示表示表示表示法法法法、、、、これとこれとこれとこれと、、、、公正公正公正公正なななな競争競争競争競争でででで進進進進めるリサイクルというのめるリサイクルというのめるリサイクルというのめるリサイクルというのがががが次次次次ののののペペペページージージージ以以以以下下下下ででででごごごご説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。     平平平平成成成成 12 年年年年 6 月月月月にににに、、、、経済調経済調経済調経済調査査査査研究会研究会研究会研究会というとこというとこというとこというところろろろでででで、、、、これはこれはこれはこれは私私私私どものどものどものどもの研究会研究会研究会研究会ででででござござござございますいますいますいますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、経済経済経済経済・・・・社会社会社会社会のののの構構構構造造造造的的的的変変変変化化化化がががが起起起起こっているこっているこっているこっている。。。。変変変変化化化化のののの内内内内容容容容とすれとすれとすれとすればばばば、、、、グローグローグローグローババババルルルル化化化化のののの進行進行進行進行だだだだとかとかとかとか、、、、技術技術技術技術革革革革新新新新のののの重重重重要要要要性性性性のののの増増増増大大大大だだだだとかとかとかとか、、、、規規規規制制制制改改改改革革革革がががが進進進進んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。そういったそういったそういったそういった中中中中でででで、、、、今後今後今後今後環境環境環境環境問問問問題題題題というのがというのがというのがというのが非非非非常常常常にににに重重重重要要要要なななな問問問問題題題題としてクローズアップされるとしてクローズアップされるとしてクローズアップされるとしてクローズアップされるだろだろだろだろうとうとうとうと。。。。当時当時当時当時のののの公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会のののの対対対対応応応応というのはというのはというのはというのは、、、、事事事事前前前前相相相相談談談談的的的的にににに対対対対応応応応しておりましたけどしておりましたけどしておりましたけどしておりましたけど、、、、そういったそういったそういったそういった個個個個



 80

別別別別的的的的なななな対対対対応応応応じゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、もっとしっかりしたことをしなもっとしっかりしたことをしなもっとしっかりしたことをしなもっとしっかりしたことをしなくちくちくちくちゃゃゃゃいかいかいかいかんんんんというというというという提言提言提言提言をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会ではではではでは、、、、平平平平成成成成 13 年年年年 3 月月月月にににに、、、、環境環境環境環境保全保全保全保全にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした商品商品商品商品のののの広広広広告告告告表示表示表示表示にににに関関関関するするするする実実実実態態態態調調調調査査査査というのをというのをというのをというのを行行行行いましていましていましていまして、、、、6 月月月月にはにはにはには、「、「、「、「リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル等等等等にににに係係係係るるるる共共共共同同同同のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに関関関関するするするする独独独独占占占占禁止禁止禁止禁止法法法法上上上上のののの指指指指針針針針」」」」というのをというのをというのをというのを発表発表発表発表しましたしましたしましたしました。。。。以以以以下下下下、、、、このこのこのこの 2 つつつつににににつつつついていていていて若干詳若干詳若干詳若干詳ししししくごくごくごくご説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。     5ペペペページージージージ目目目目ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、このときのこのときのこのときのこのときの実実実実態態態態調調調調査査査査はははは、、、、私私私私どもどもどもども、、、、消費消費消費消費者者者者モモモモニターというのがニターというのがニターというのがニターというのが全全全全国国国国にににに、、、、このこのこのこの当時当時当時当時はははは 930 名名名名いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃいましていましていましていまして、、、、まずまずまずまず消費消費消費消費者者者者モモモモニターのニターのニターのニターの方方方方にににに環境環境環境環境保全保全保全保全にににに配慮配慮配慮配慮しているしているしているしている広広広広告告告告ということをということをということをということを、、、、そもそもそもそもそもそもそもそも商品商品商品商品をををを購入購入購入購入するにするにするにするに際際際際してしてしてして関関関関心心心心ががががああああるのかないのかとるのかないのかとるのかないのかとるのかないのかといういういういう質質質質問問問問をしましたとこをしましたとこをしましたとこをしましたところろろろ、、、、非非非非常常常常にににに関関関関心心心心ががががああああるというるというるというるという方方方方がががが 41.3％％％％、、、、少少少少しししし関関関関心心心心ががががああああるというるというるというるという方方方方がががが 55.6％％％％。。。。97％％％％のののの方方方方がががが、、、、言言言言ってみれってみれってみれってみればばばば関関関関心心心心をををを持持持持っておったということでっておったということでっておったということでっておったということでござござござございましていましていましていまして、、、、実際実際実際実際にににに商品商品商品商品購入時購入時購入時購入時にににに環境環境環境環境保全保全保全保全にににに関関関関するするするする広広広広告告告告表示表示表示表示をどのをどのをどのをどの程程程程度度度度考慮考慮考慮考慮するかというするかというするかというするかという質質質質問問問問にににに対対対対してしてしてしてはははは、、、、価格価格価格価格やややや品品品品質質質質、、、、機機機機能能能能にににに関係関係関係関係ななななくくくく、、、、環境環境環境環境保全保全保全保全にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした商品商品商品商品ででででああああれれれればばばば購入購入購入購入するというするというするというするという方方方方がががが
2.8％％％％、、、、価格価格価格価格やややや品品品品質質質質がががが若干若干若干若干劣劣劣劣っていてもっていてもっていてもっていても、、、、許容許容許容許容のののの範囲範囲範囲範囲内内内内ででででああああれれれればばばば環境環境環境環境保全保全保全保全にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした商品商品商品商品をををを購入購入購入購入するというするというするというするという方方方方がががが 36.8％％％％、、、、同同同同程程程程度度度度ででででああああれれれればばばば購入購入購入購入するけれどもするけれどもするけれどもするけれども、、、、劣劣劣劣っていれっていれっていれっていればばばば他他他他のののの商品商品商品商品もももも購入購入購入購入するというするというするというするという方方方方がががが 56.2％％％％。。。。いずれにしいずれにしいずれにしいずれにしろろろろ 9 割割割割以以以以上上上上のののの方方方方がこういったがこういったがこういったがこういった環境環境環境環境保全保全保全保全にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした広広広広告告告告をををを基基基基準準準準にににに商品商品商品商品をををを買買買買っているっているっているっている。。。。言言言言ってみれってみれってみれってみればばばば、、、、こういったこういったこういったこういった表示表示表示表示がががが仮仮仮仮にににに適適適適正正正正にににに行行行行われていわれていわれていわれていなかったらなかったらなかったらなかったら、、、、このこのこのこの環境環境環境環境ににににつつつついていていていて一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命ややややっているっているっているっている事事事事業業業業者者者者のののの方方方方がががが、、、、ままままああああ、、、、一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命つくつくつくつくっっっっていてもていてもていてもていても、、、、何何何何らららら根根根根拠拠拠拠のないのないのないのない表示表示表示表示をしているをしているをしているをしている事事事事業業業業者者者者におにおにおにお客客客客ささささんんんんをををを奪奪奪奪われてしまうわけですかわれてしまうわけですかわれてしまうわけですかわれてしまうわけですからららら、、、、これではまずいこれではまずいこれではまずいこれではまずいだろだろだろだろうといううといううといううという形形形形でででで、、、、当時当時当時当時はははは消費消費消費消費者者者者モモモモニターのニターのニターのニターの方方方方からからからから 345 種種種種類類類類のののの商品商品商品商品ににににつつつついていていていて選選選選んんんんでもらいましてでもらいましてでもらいましてでもらいまして、、、、そういったそういったそういったそういった中中中中でででで、、、、実実実実態態態態調調調調査査査査でででで、、、、問問問問題題題題となりそうなとなりそうなとなりそうなとなりそうな事事事事項項項項というというというというのをのをのをのを 5 つつつつにににに整理整理整理整理いいいいたしましたたしましたたしましたたしました。。。。それがそれがそれがそれが、、、、このこのこのこの環境環境環境環境保全保全保全保全にににに配慮配慮配慮配慮することをすることをすることをすることを示示示示すすすす広広広広告告告告表示表示表示表示のののの留留留留意事意事意事意事項項項項というとこというとこというとこというところろろろででででござござござございますいますいますいます。。。。     1番番番番目目目目としてとしてとしてとして、、、、表示表示表示表示のののの示示示示すすすす対対対対象象象象範囲範囲範囲範囲がががが明明明明確確確確ででででああああることがることがることがることが必要必要必要必要でででであろあろあろあろうううう。。。。環境環境環境環境保全保全保全保全効効効効果果果果にににに関関関関するするするする広広広広告告告告表示表示表示表示のののの内内内内容容容容がががが、、、、包包包包装装装装等等等等のののの商品商品商品商品のののの一一一一部部部部にかかるものなのかにかかるものなのかにかかるものなのかにかかるものなのか、、、、またはまたはまたはまたは商品全商品全商品全商品全体体体体にかかにかかにかかにかかるものなのかにるものなのかにるものなのかにるものなのかにつつつついていていていて、、、、一一一一般般般般消費消費消費消費者者者者にににに誤誤誤誤認認認認されることなされることなされることなされることなくくくく、、、、明明明明確確確確にわかるようなにわかるようなにわかるようなにわかるような表示表示表示表示をすをすをすをすることがることがることがることが必要必要必要必要ででででああああるというものでるというものでるというものでるというものでござござござございますいますいますいます。。。。当時当時当時当時ああああったったったった問問問問題題題題となるとなるとなるとなる表示表示表示表示例例例例はははは、「、「、「、「リサイクリサイクリサイクリサイクルルルル可能可能可能可能」、「」、「」、「」、「環境環境環境環境をををを考考考考えリサイクルえリサイクルえリサイクルえリサイクル。。。。食食食食用用用用油油油油をリサイクルしてをリサイクルしてをリサイクルしてをリサイクルしてつくつくつくつくったったったった石石石石けけけけんんんんですですですです」、」、」、」、たたたただだだだ商商商商品品品品のパのパのパのパッッッッケケケケージにこうージにこうージにこうージにこう書書書書いていていていてござござござございますといますといますといますと、、、、ああああたかもそのたかもそのたかもそのたかもその商品全商品全商品全商品全体体体体がリサイクルがリサイクルがリサイクルがリサイクル可能可能可能可能ででででああああったりったりったりったり、、、、環境環境環境環境をををを考考考考えたリサイクルえたリサイクルえたリサイクルえたリサイクル商品商品商品商品だだだだということのようにということのようにということのようにということのように誤誤誤誤認認認認されるおそれがされるおそれがされるおそれがされるおそれがあああありますりますりますりますのでのでのでので、、、、もしもしもしもし全全全全体体体体がそうでないのでがそうでないのでがそうでないのでがそうでないのでああああれれれればばばば、、、、こういったこういったこういったこういった表示表示表示表示はははは問問問問題題題題ででででああああるるるるだろだろだろだろうとうとうとうと。。。。6ペペペページージージージ目目目目のののの一一一一番上番上番上番上ででででござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、適適適適正正正正なななな表示表示表示表示例例例例とすれとすれとすれとすればばばば、「、「、「、「純純純純せっけせっけせっけせっけんんんん分分分分（（（（全全全全体体体体のののの 31％％％％））））ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、天天天天然然然然ヤヤヤヤシシシシ油油油油のみのみのみのみ（（（（100％％％％））））でででで作作作作りましたりましたりましたりました」。」。」。」。こうすれこうすれこうすれこうすればばばば、、、、実際実際実際実際にににに天天天天然然然然ヤヤヤヤシシシシ油油油油をををを使使使使ったったったった部部部部分分分分がががが明明明明確確確確にににに分分分分かるわけですからかるわけですからかるわけですからかるわけですから、、、、こういったこういったこういったこういった表示表示表示表示ででででああああれれれればばばば、、、、一一一一般般般般消費消費消費消費者者者者にににに誤誤誤誤認認認認さささされるおそれはないれるおそれはないれるおそれはないれるおそれはないだろだろだろだろうといううといううといううということでことでことでことでござござござございますいますいますいます。。。。     2 番番番番目目目目はははは、「、「、「、「強調強調強調強調するするするする原原原原材材材材料料料料等等等等のののの使使使使用用用用割割割割合合合合をををを明明明明確確確確にににに表示表示表示表示することすることすることすること」」」」ということでということでということでということでござござござございまいまいまいますすすす。。。。環境環境環境環境保全保全保全保全にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした原原原原材材材材料料料料・・・・素素素素材材材材をををを使使使使用用用用してしてしてして強調強調強調強調してしてしてして表示表示表示表示するするするする場場場場合合合合にはにはにはには、、、、再再再再生生生生紙紙紙紙 60％％％％とかとかとかとか、、、、そのそのそのその使使使使用用用用割割割割合合合合をををを明示明示明示明示することがすることがすることがすることが必要必要必要必要ででででああああるるるる。。。。このときのこのときのこのときのこのときの問問問問題題題題事例事例事例事例ではではではでは、、、、水切水切水切水切りのりのりのりのごごごごみみみみ袋袋袋袋のパッのパッのパッのパッケケケケージですけれどもージですけれどもージですけれどもージですけれども、「、「、「、「リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル原原原原材材材材料料料料使使使使用用用用」」」」というというというというふふふふうにうにうにうに書書書書いていていていてああああったわけったわけったわけったわけ
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ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの割割割割合合合合はははは 40％％％％ででででああああったったったった。。。。こういったパーセンテージをこういったパーセンテージをこういったパーセンテージをこういったパーセンテージを表示表示表示表示しなしなしなしないことにはいことにはいことにはいことには、、、、一一一一般般般般のののの方方方方がががが、、、、ひょひょひょひょっとしたらっとしたらっとしたらっとしたら 100％％％％リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル品品品品かなとかなとかなとかなと思思思思ってしまうってしまうってしまうってしまう。。。。言言言言ってってってってみれみれみれみればばばば、、、、こういったこういったこういったこういった表示表示表示表示ににににつつつついてもいてもいてもいても問問問問題題題題ががががああああるのではないかということでるのではないかということでるのではないかということでるのではないかということでござござござございますいますいますいます。。。。     次次次次、、、、7 ペペペページージージージ目目目目ででででござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、これがこれがこれがこれが適適適適正正正正なななな表示表示表示表示例例例例ででででござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、「、「、「、「回回回回収収収収ペペペペットットットットボボボボトルからトルからトルからトルから再再再再生生生生したしたしたした原原原原材材材材料料料料をををを 60％％％％使使使使用用用用していますしていますしていますしています」」」」とととと、、、、こうこうこうこうややややってパーセンテーってパーセンテーってパーセンテーってパーセンテージをジをジをジを書書書書けけけけばばばば誤誤誤誤認認認認するおそれはないするおそれはないするおそれはないするおそれはないだろだろだろだろうということでうということでうということでうということでござござござございますいますいますいます。。。。     3 番番番番目目目目がががが、「、「、「、「実実実実証証証証データデータデータデータ等等等等によるによるによるによる表示表示表示表示のののの裏裏裏裏付付付付けのけのけのけの必要必要必要必要性性性性」」」」ででででござござござございますいますいますいます。。。。商品商品商品商品のののの成分成分成分成分がががが環環環環境境境境保全保全保全保全のためにのためにのためにのために何何何何らかのらかのらかのらかの効効効効果果果果をををを持持持持っていることをっていることをっていることをっていることを強調強調強調強調してしてしてして広広広広告告告告表示表示表示表示をををを行行行行うううう場場場場合合合合にはにはにはには、、、、当当当当該該該該商品商品商品商品をををを通常通常通常通常のののの状状状状態態態態でででで使使使使用用用用することによってそのよすることによってそのよすることによってそのよすることによってそのようなうなうなうな効効効効果果果果ががががああああることをることをることをることを示示示示すすすす実実実実証証証証データのデータのデータのデータの根根根根拠拠拠拠をををを用用用用意意意意することがすることがすることがすることが必要必要必要必要ということでということでということでということでござござござございますいますいますいます。。。。このこのこのこの当時当時当時当時はははは、「、「、「、「環境宣言環境宣言環境宣言環境宣言    ゴゴゴゴミからのミからのミからのミからのダイオダイオダイオダイオキキキキシンをシンをシンをシンを減減減減らしますらしますらしますらします」」」」というというというという表示表示表示表示ががががああああったわけですけれどもったわけですけれどもったわけですけれどもったわけですけれども、、、、これはダイオこれはダイオこれはダイオこれはダイオキキキキシンシンシンシン発生発生発生発生をををを抑抑抑抑制制制制するするするする金金金金属属属属化合化合化合化合物物物物ををををごごごごみみみみ袋袋袋袋にににに使使使使っておったということでこういったっておったということでこういったっておったということでこういったっておったということでこういった表示表示表示表示をしたとをしたとをしたとをしたということないうことないうことないうことなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、実際実際実際実際ににににごごごごみとみとみとみと一一一一緒緒緒緒にににに燃燃燃燃ややややしてしてしてして本本本本当当当当にダイオにダイオにダイオにダイオキキキキシンをシンをシンをシンを減減減減らすのらすのらすのらすのかかかか、、、、そういったそういったそういったそういった実実実実証証証証データがデータがデータがデータがああああるのかといったとこるのかといったとこるのかといったとこるのかといったところろろろ、、、、このこのこのこの当時当時当時当時はそういったはそういったはそういったはそういった実実実実験験験験はされはされはされはされておらなかったておらなかったておらなかったておらなかった。。。。言言言言ってみれってみれってみれってみればばばば、、、、実実実実証証証証データのデータのデータのデータの根根根根拠拠拠拠がないがないがないがない表示表示表示表示というのはというのはというのはというのは適適適適正正正正なななな表表表表示示示示ではではではではないないないないだろだろだろだろうというとこうというとこうというとこうというところろろろででででござござござございますいますいますいます。。。。     次次次次ののののペペペページージージージ、、、、8ペペペページージージージ目目目目ででででござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、これはこれはこれはこれは、、、、洗洗洗洗濯濯濯濯用用用用のののの合成合成合成合成洗洗洗洗剤剤剤剤のパッのパッのパッのパッケケケケージージージージのののの表示表示表示表示例例例例ででででござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、「、「、「、「植物植物植物植物性性性性成分成分成分成分がががが主成分主成分主成分主成分でででで、、、、人人人人とととと自然環境自然環境自然環境自然環境にににに優優優優しいしいしいしい    人人人人とととと地地地地球環境球環境球環境球環境ににににベベベベストストストスト    主成分主成分主成分主成分はははは、、、、純純純純植物植物植物植物性性性性天天天天然然然然洗洗洗洗浄浄浄浄成分成分成分成分でででで自然界自然界自然界自然界ののののババババクテリアクテリアクテリアクテリア等等等等によりによりによりにより完完完完全全全全にににに分分分分解解解解されますされますされますされます」」」」とととと、、、、こういったこういったこういったこういった表示表示表示表示がされておったわけですけれどもがされておったわけですけれどもがされておったわけですけれどもがされておったわけですけれども、、、、実実実実証証証証データとしてデータとしてデータとしてデータとして完完完完全全全全にににに分分分分解解解解したとのしたとのしたとのしたとの結論結論結論結論がががが得得得得られているものでもられているものでもられているものでもられているものでもあああありませりませりませりませんんんんでしたでしたでしたでした。。。。またまたまたまた、、、、合成合成合成合成洗洗洗洗剤剤剤剤ですですですですのでのでのでので、、、、環境環境環境環境にににに全全全全くくくく影響影響影響影響をををを与与与与えないということはないとえないということはないとえないということはないとえないということはないと思思思思われますのでわれますのでわれますのでわれますので、、、、このこのこのこの「「「「完完完完全全全全にににに」」」」ととととかかかか、「、「、「、「ベベベベストストストスト」」」」とかとかとかとか、、、、こういったこういったこういったこういった表示表示表示表示ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、よりよりよりより慎慎慎慎重重重重になっていたになっていたになっていたになっていただだだだきたいというこきたいというこきたいというこきたいということでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。     4番番番番目目目目としましてとしましてとしましてとしまして、「、「、「、「ああああいまいいまいいまいいまい又又又又はははは抽抽抽抽象象象象的的的的なななな表示表示表示表示はははは単独単独単独単独でででで行行行行わないことわないことわないことわないこと」」」」ということですということですということですということです。。。。「「「「環境環境環境環境ににににややややさしいさしいさしいさしい」、」、」、」、こういったこういったこういったこういったああああいまいいまいいまいいまい、、、、またはまたはまたはまたは抽抽抽抽象象象象的的的的なななな表示表示表示表示をををを行行行行うううう場場場場合合合合にはにはにはには、、、、環境環境環境環境保全保全保全保全のののの根根根根拠拠拠拠となるとなるとなるとなる事事事事項項項項ににににつつつついていていていて説説説説明明明明をををを付付付付記記記記するするするする必要必要必要必要ががががああああるるるるだろだろだろだろうとうとうとうと。。。。こういったこういったこういったこういった説説説説明明明明をををを付付付付記記記記ししししませませませませんんんんとととと、、、、そのそのそのその商品商品商品商品すべてのすべてのすべてのすべての側側側側面面面面においてにおいてにおいてにおいて環境環境環境環境にににに優優優優しいとかしいとかしいとかしいとか、、、、そういったイそういったイそういったイそういったイメメメメージをージをージをージを与与与与ええええますのでますのでますのでますので、、、、そういったそういったそういったそういった表示表示表示表示はははは適適適適切切切切ではないではないではないではないだろだろだろだろうということでうということでうということでうということでござござござございますいますいますいます。。。。     5 番番番番目目目目としましてとしましてとしましてとしまして、「、「、「、「環境環境環境環境ママママークークークーク表示表示表示表示におけるにおけるにおけるにおける留留留留意意意意点点点点」」」」ででででござござござございますいますいますいます。。。。環境環境環境環境保全保全保全保全にににに配慮配慮配慮配慮ししししたたたた商品商品商品商品ででででああああることをることをることをることを示示示示すすすすママママークークークーク表示表示表示表示にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、第三第三第三第三者機者機者機者機関関関関ががががママママークークークーク表示表示表示表示をををを認認認認定定定定するするするする場場場場合合合合にはにはにはには、、、、認認認認定定定定理理理理由由由由がががが明明明明確確確確にわかるようににわかるようににわかるようににわかるように表示表示表示表示することがすることがすることがすることが求求求求められるということでめられるということでめられるということでめられるということでござござござございますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、事事事事業業業業者者者者においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、ママママークのークのークのークの位位位位置置置置にににに隣隣隣隣接接接接してしてしてして、、、、認認認認定定定定理理理理由由由由がががが明明明明確確確確にわかるようににわかるようににわかるようににわかるように説説説説明明明明をををを付付付付記記記記するするするする必要必要必要必要ががががああああるということでるということでるということでるということでござござござございますいますいますいます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、今今今今エエエエコマコマコマコマークというークというークというークというママママークがークがークがークがあああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、エエエエコマコマコマコマークのークのークのークの場場場場合合合合ですとですとですとですと、、、、上上上上段段段段にににに「「「「地球地球地球地球ににににややややさしいさしいさしいさしい」」」」というというというというふふふふうにうにうにうに書書書書いいいいててててござござござございましていましていましていまして、、、、例例例例ええええばコばコばコばコピピピピーーーー用用用用紙紙紙紙のののの下下下下ののののほほほほうにうにうにうに、「、「、「、「古紙古紙古紙古紙利用利用利用利用何何何何％％％％」」」」とととと、、、、こうこうこうこう書書書書いていていていてああああるわるわるわるわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、こういったようにこういったようにこういったようにこういったように、、、、ななななぜぜぜぜそういうそういうそういうそういう表示表示表示表示をするかをするかをするかをするか、、、、そのそのそのその理理理理由由由由をををを付付付付記記記記するするするするほほほほうがうがうがうが望望望望ましいというましいというましいというましいという形形形形でででで、、、、5つつつつのののの考考考考ええええ方方方方をををを示示示示してしてしてしてござござござございますいますいますいます。。。。 
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    次次次次ののののペペペページがージがージがージが、、、、9ペペペページでージでージでージでござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、これこれこれこれ以降以降以降以降、、、、実際実際実際実際にににに景景景景品品品品表示表示表示表示法法法法にににに基基基基づきまづきまづきまづきましてしてしてして環境関係環境関係環境関係環境関係でででで指導指導指導指導したしたしたした事例事例事例事例というのをというのをというのをというのを若干若干若干若干ごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。     1 番番番番目目目目としてとしてとしてとして、、、、これはこれはこれはこれは作作作作業用業用業用業用手手手手袋袋袋袋ででででござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、「、「、「、「環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい」」」」というというというという強調表強調表強調表強調表示示示示ががががああああったわけですけれどもったわけですけれどもったわけですけれどもったわけですけれども、、、、実際実際実際実際はははは、、、、布布布布切切切切れれれれやややや古古古古着着着着をををを原原原原材材材材料料料料のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル素素素素材材材材をををを一一一一部部部部にににに用用用用いておいておいておいておったからこのようなったからこのようなったからこのようなったからこのような表示表示表示表示がされたわけですけれどもがされたわけですけれどもがされたわけですけれどもがされたわけですけれども、、、、全全全全体体体体がそのようなものではがそのようなものではがそのようなものではがそのようなものではないものにないものにないものにないものにつつつついてのいてのいてのいての表示表示表示表示ででででああああったのでったのでったのでったので、、、、こういったこういったこういったこういった表示表示表示表示はははは問問問問題題題題ががががああああるのではないかというるのではないかというるのではないかというるのではないかという指導指導指導指導をしたをしたをしたをした事例事例事例事例ででででござござござございますいますいますいます。。。。     2番番番番目目目目がががが、、、、農農農農業用業用業用業用ママママルルルルチチチチフフフフィィィィルムのルムのルムのルムの性性性性能能能能のののの不当不当不当不当表示表示表示表示ででででござござござございますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、商品商品商品商品のラのラのラのラベベベベルルルルにににに、「、「、「、「生分生分生分生分解解解解性性性性」」」」だだだだとかとかとかとか、「、「、「、「環境環境環境環境ににににややややさしいさしいさしいさしい農農農農業用業用業用業用ママママルルルルチチチチフフフフィィィィルムルムルムルム」」」」だだだだとかとかとかとか、「、「、「、「土土土土中中中中でででで分分分分解解解解すすすするプラスるプラスるプラスるプラスチチチチックックックック」」」」とととと、、、、こういったこういったこういったこういった表示表示表示表示がなされておったわけですけれどもがなされておったわけですけれどもがなされておったわけですけれどもがなされておったわけですけれども、、、、こういったこういったこういったこういった表表表表示示示示をををを見見見見れれれればばばば、、、、ああああ、、、、これはこれはこれはこれは分分分分解解解解されるされるされるされるんだんだんだんだなとなとなとなと、、、、そういったそういったそういったそういったふふふふうにうにうにうに思思思思うわけですけれどもうわけですけれどもうわけですけれどもうわけですけれども、、、、このこのこのこのときはときはときはときは、、、、公公公公的的的的機機機機関関関関のののの科学的科学的科学的科学的なななな試試試試験結験結験結験結果果果果等等等等がながながながなくくくく、、、、このようなこのようなこのようなこのような表示表示表示表示をしておったというをしておったというをしておったというをしておったということでことでことでことで指導指導指導指導したしたしたした事例事例事例事例ででででござござござございますいますいますいます。。。。     3番番番番目目目目がががが、、、、台台台台所所所所でででで使使使使うううう家庭家庭家庭家庭油油油油等等等等ににににつつつついてのいてのいてのいての、、、、食食食食用用用用油油油油とまとまとまとまぜぜぜぜてててて排排排排水水水水口口口口にににに流流流流すタイプのすタイプのすタイプのすタイプの処処処処理理理理剤剤剤剤のののの不当不当不当不当表示表示表示表示ででででござござござございますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、「、「、「、「ゴゴゴゴミをミをミをミを出出出出さずにさずにさずにさずに油油油油処処処処理理理理」」」」とかとかとかとか、「、「、「、「環境環境環境環境もももも考考考考えたえたえたえた廃廃廃廃油油油油処処処処理理理理剤剤剤剤」」」」とかとかとかとか、「、「、「、「ままままぜぜぜぜるるるるだだだだけでそのままけでそのままけでそのままけでそのまま流流流流せるせるせるせる」」」」とかとかとかとか、、、、そういったそういったそういったそういった表示表示表示表示がされておったわけでがされておったわけでがされておったわけでがされておったわけですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、食食食食用用用用油油油油のののの環境環境環境環境にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響がががが著著著著ししししくくくく低低低低下下下下するするするする、、、、そそそそんんんんなイなイなイなイメメメメージをージをージをージを与与与与えるわけえるわけえるわけえるわけですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、有有有有機機機機物物物物によるによるによるによる水水水水質汚質汚質汚質汚濁濁濁濁というというというという観観観観点点点点からはからはからはからは、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷がががが低低低低下下下下するものとするものとするものとするものとはははは言言言言えなかったといったえなかったといったえなかったといったえなかったといった点点点点でででで、、、、これにこれにこれにこれにつつつついてもいてもいてもいても今今今今年年年年のののの 4 月月月月にににに警警警警告告告告してしてしてしてござござござございますいますいますいます。。。。     以以以以上上上上がががが、、、、景景景景品品品品表示表示表示表示法法法法でででで実際実際実際実際にににに指導指導指導指導したしたしたした事例事例事例事例とととと、、、、景景景景品品品品表示表示表示表示法法法法のののの考考考考ええええ方方方方ででででござござござございましていましていましていまして、、、、次次次次のののの 10ペペペページージージージ目目目目ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、これはこれはこれはこれは、、、、景景景景品品品品表示表示表示表示法法法法にににに基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして業界業界業界業界がががが自主自主自主自主基基基基準準準準というのというのというのというのをををを作作作作ることができるようになっておりましてることができるようになっておりましてることができるようになっておりましてることができるようになっておりまして、、、、自主自主自主自主基基基基準準準準でででで、、、、業界業界業界業界でででで、、、、自自自自らららら自分自分自分自分たたたたちちちちでいでいでいでいろろろろんんんんなななな表示表示表示表示ににににつつつついていていていて規規規規制制制制するということでするということでするということでするということでござござござございましていましていましていまして、、、、皆皆皆皆ささささんんんん方方方方でよでよでよでよくくくく思思思思いいいいつくつくつくつくのはのはのはのは、、、、例例例例ええええばばばば不不不不動産動産動産動産ののののチチチチラシをラシをラシをラシを見見見見ますとますとますとますと、「、「、「、「駅駅駅駅からからからから徒徒徒徒歩歩歩歩 10 分分分分」」」」とかとかとかとか書書書書いていていていてござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、10分分分分とととと書書書書いてもいてもいてもいても、、、、子供子供子供子供のののの足足足足なのかなのかなのかなのか、、、、大人大人大人大人のののの足足足足なのかなのかなのかなのか、、、、速速速速いいいい人人人人なのかなのかなのかなのか、、、、遅遅遅遅いいいい人人人人なのかなのかなのかなのか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろわかりませわかりませわかりませわかりませんんんんのでのでのでので、、、、このこのこのこの業界業界業界業界ではではではでは、、、、80メメメメートルをートルをートルをートルを 1 分分分分としてとしてとしてとして計計計計算算算算することになっておりすることになっておりすることになっておりすることになっておりましてましてましてまして、、、、駅駅駅駅からからからから 10 分分分分とととと書書書書けけけけばばばば、、、、歩歩歩歩くくくく距離距離距離距離でででで 800メメメメートルといったートルといったートルといったートルといった、、、、こういったこういったこういったこういった規規規規約約約約でででで表示表示表示表示のののの基基基基準準準準みたいなものをみたいなものをみたいなものをみたいなものをつくつくつくつくっておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、業界業界業界業界のののの自主自主自主自主基基基基準準準準ででででござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、そうそうそうそういったいったいったいった自主自主自主自主基基基基準準準準のののの中中中中でででで環境関係環境関係環境関係環境関係のののの表示表示表示表示ににににつつつついてもいてもいてもいても取取取取りりりり組組組組むようにむようにむようにむように支援支援支援支援しようということでしようということでしようということでしようということでござござござございましていましていましていまして、、、、一一一一番最近番最近番最近番最近ではではではでは、、、、公正競争公正競争公正競争公正競争規規規規約約約約、、、、次次次次ののののペペペページでージでージでージでござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、みそのみそのみそのみその表示表示表示表示にににに関関関関するするするする公正競争公正競争公正競争公正競争規規規規約約約約、、、、これがこれがこれがこれが今今今今年年年年のののの 5 月月月月 11日日日日にににに認認認認定定定定さささされたれたれたれた規規規規約約約約ででででござござござございますけれどいますけれどいますけれどいますけれどもももも、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、2 のののの（（（（1））））としてとしてとしてとして、、、、必要必要必要必要表示表示表示表示事事事事項項項項としてとしてとしてとして、、、、分分分分別別別別回回回回収収収収のためののためののためののための「「「「紙紙紙紙」、「」、「」、「」、「プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック」」」」等等等等のののの識識識識別別別別ママママークのークのークのークの表示表示表示表示をををを義義義義務務務務づけるづけるづけるづける。。。。これこれこれこれ、、、、具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、規規規規則則則則でででで、、、、カカカカップップップップ式式式式はこはこはこはここにこにこにこに書書書書くくくくとかとかとかとか、、、、そういったことまでそういったことまでそういったことまでそういったことまで細細細細かかかかくくくく決決決決めておりますめておりますめておりますめております。。。。     以以以以上上上上がががが、、、、景景景景品品品品表示表示表示表示法法法法のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきますづきますづきますづきます環境関係環境関係環境関係環境関係のののの表示表示表示表示ででででござござござございましていましていましていまして、、、、ああああとはとはとはとは独独独独占占占占禁禁禁禁止止止止法法法法のののの関係関係関係関係ででででござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、競争原競争原競争原競争原理理理理をををを活用活用活用活用してリサイクルしてリサイクルしてリサイクルしてリサイクル推進推進推進推進ということがということがということがということが求求求求めめめめられているわけですけれどもられているわけですけれどもられているわけですけれどもられているわけですけれども、、、、事事事事業業業業者者者者にとってにとってにとってにとって相相相相応応応応のののの追追追追加加加加的的的的ココココストがストがストがストが必要必要必要必要となってきますとなってきますとなってきますとなってきますしししし、、、、個個個個々々々々のののの事事事事業業業業者者者者にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、直直直直接的接的接的接的なななな利利利利益益益益ににににつつつつながるというわけではながるというわけではながるというわけではながるというわけではござござござございませいませいませいませんんんんのでのでのでので、、、、
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このこのこのこの環境関係環境関係環境関係環境関係でおでおでおでお金金金金をかけるというインセンテをかけるというインセンテをかけるというインセンテをかけるというインセンティィィィブがブがブがブが低低低低いわけですけれどもいわけですけれどもいわけですけれどもいわけですけれども、、、、そういったそういったそういったそういったことからことからことからことから、、、、法法法法令令令令とかとかとかとか、、、、社会的社会的社会的社会的要要要要請請請請でリサイクルということがでリサイクルということがでリサイクルということがでリサイクルということが行行行行われておりますのでわれておりますのでわれておりますのでわれておりますので、、、、ああああるるるる程程程程度企業度企業度企業度企業がががが共共共共同同同同してしてしてして取取取取りりりり組組組組まないとこういったリサイクルシステムのまないとこういったリサイクルシステムのまないとこういったリサイクルシステムのまないとこういったリサイクルシステムの構築構築構築構築はははは困困困困難難難難ではないではないではないではないかということでかということでかということでかということで、、、、共共共共同同同同してしてしてして取取取取りりりり組組組組むことによってリサイクルむことによってリサイクルむことによってリサイクルむことによってリサイクル市市市市場場場場のののの円滑円滑円滑円滑なななな営営営営みとかみとかみとかみとか、、、、リサリサリサリサイクルシステムのイクルシステムのイクルシステムのイクルシステムの活活活活性性性性化化化化とかということができるのではないかということでとかということができるのではないかということでとかということができるのではないかということでとかということができるのではないかということで、、、、競争競争競争競争をををを阻阻阻阻害害害害することなすることなすることなすることなくくくく、、、、円滑円滑円滑円滑にににに推進推進推進推進されるされるされるされる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成推進形成推進形成推進形成推進とととと申申申申ししししますかますかますかますか、、、、そういったことをそういったことをそういったことをそういったことを期期期期待待待待しましてしましてしましてしまして、「、「、「、「リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル等等等等にににに係係係係るるるる共共共共同同同同のののの取組取組取組取組にににに関関関関するするするする独独独独占占占占禁止禁止禁止禁止法法法法上上上上のののの指指指指針針針針」」」」というのをというのをというのをというのを平平平平成成成成 13 年年年年 6 月月月月にににに明明明明らかにしましたらかにしましたらかにしましたらかにしました。。。。ここにここにここにここに書書書書いていていていてああああるのはるのはるのはるのは抜抜抜抜粋粋粋粋ででででござござござございましていましていましていまして、、、、原文原文原文原文はははは、、、、個個個個別別別別のののの事例事例事例事例をををを挙挙挙挙げげげげましてましてましてまして、、、、こういったこういったこういったこういった形形形形ででででああああれれれればばばば問問問問題題題題ないというないというないというないという形形形形のものでのものでのものでのものでござござござございますいますいますいます。。。。     若干若干若干若干、、、、基基基基本的本的本的本的なななな考考考考ええええ方方方方ににににつつつついていていていて簡単簡単簡単簡単ににににごごごご説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。事事事事業業業業者者者者がががが共共共共同事同事同事同事業業業業ととととしてリサイクルシステムをしてリサイクルシステムをしてリサイクルシステムをしてリサイクルシステムを構築構築構築構築するするするする場場場場合合合合、、、、独独独独占占占占禁止禁止禁止禁止法法法法上問上問上問上問題題題題となるかどうかをとなるかどうかをとなるかどうかをとなるかどうかを判断判断判断判断するにするにするにするに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、当当当当該該該該共共共共同事同事同事同事業業業業がががが製品製品製品製品市市市市場場場場およびリサイクルおよびリサイクルおよびリサイクルおよびリサイクル市市市市場場場場にどのようなにどのようなにどのようなにどのような影響影響影響影響をををを与与与与えるかえるかえるかえるかにににによってよってよってよって判断判断判断判断するということでするということでするということでするということでござござござございましていましていましていまして、、、、製品製品製品製品市市市市場場場場にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響のののの基基基基本的本的本的本的考考考考ええええ方方方方ででででごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ににににつつつついていていていて共共共共同事同事同事同事業業業業としてリサイクルとしてリサイクルとしてリサイクルとしてリサイクル事事事事業業業業をををを行行行行うわけですからうわけですからうわけですからうわけですから、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル等等等等にににに要要要要するするするするココココストがストがストがストが共共共共通通通通化化化化されるわけですけれどもされるわけですけれどもされるわけですけれどもされるわけですけれども、、、、当当当当該該該該製品製品製品製品のののの販販販販売売売売価格価格価格価格にににに占占占占めるめるめるめる割割割割合合合合がそれがそれがそれがそれほほほほどどどど大大大大ききききくくくくなけれなけれなけれなければばばば、、、、製品製品製品製品市市市市場場場場自体自体自体自体にににに与与与与えるえるえるえる、、、、競争競争競争競争にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響というのというのというのというのはははは間間間間接的接的接的接的でででであああありりりり独独独独占占占占禁止禁止禁止禁止法法法法上問上問上問上問題題題題となるとなるとなるとなる可能可能可能可能性性性性はははは少少少少ないのではないかないのではないかないのではないかないのではないか。。。。2番番番番目目目目としてとしてとしてとして、、、、独独独独占占占占禁止禁止禁止禁止法法法法上問上問上問上問題題題題となるようなとなるようなとなるようなとなるような場場場場合合合合はははは、、、、アとかイとかアとかイとかアとかイとかアとかイとか、、、、ここここんんんんなななな場場場場合合合合ががががござござござございますといういますといういますといういますという形形形形でででで明明明明示示示示していますしていますしていますしています。。。。     2番番番番目目目目としてとしてとしてとして、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル市市市市場場場場ででででござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、リサイクルシステムのリサイクルシステムのリサイクルシステムのリサイクルシステムの構築構築構築構築というというというというのはのはのはのは、、、、基基基基本的本的本的本的にはリサイクルにはリサイクルにはリサイクルにはリサイクル市市市市場場場場というのをというのをというのをというのを新新新新たにたにたにたにつくつくつくつくりりりり出出出出すわけですからすわけですからすわけですからすわけですから、、、、通常通常通常通常はははは、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル市市市市場場場場におけるにおけるにおけるにおける競争競争競争競争をををを制制制制限限限限するおそれはするおそれはするおそれはするおそれは少少少少ないということでないということでないということでないということでござござござございますいますいますいます。。。。たたたただだだだ、、、、多多多多数数数数のののの事事事事業業業業者者者者がががが共共共共同同同同でシステムをでシステムをでシステムをでシステムをつくつくつくつくることになりますのでることになりますのでることになりますのでることになりますので、、、、既既既既存存存存のののの事事事事業業業業者者者者やややや既既既既存存存存のリサイのリサイのリサイのリサイクルクルクルクル事事事事業業業業者者者者がががが排排排排除除除除されたりされたりされたりされたり、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル市市市市場場場場におけるにおけるにおけるにおける参参参参入入入入をををを制制制制限限限限するようなするようなするようなするような場場場場合合合合はははは、、、、若干若干若干若干問問問問題題題題となるとなるとなるとなる場場場場合合合合ががががあああありますというりますというりますというりますという形形形形でででで考考考考ええええ方方方方をををを整理整理整理整理してしてしてしてござござござございますいますいますいます。。。。     第第第第 2 としてとしてとしてとして、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル等等等等にににに係係係係るるるる共共共共同同同同行行行行為為為為ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、リサイクリサイクリサイクリサイクルシステムをルシステムをルシステムをルシステムを共共共共同同同同構構構構築築築築すれすれすれすればばばば、、、、それにそれにそれにそれに伴伴伴伴ってってってって効率的効率的効率的効率的なななな運運運運営営営営というというというという形形形形でででで、、、、いいいいろんろんろんろんなななな取取取取りりりり決決決決めをするわけですけれめをするわけですけれめをするわけですけれめをするわけですけれどもどもどもども、、、、取取取取りりりり決決決決めがめがめがめが、、、、例例例例ええええばばばば 14ペペペページージージージ目以目以目以目以下下下下でででで例例例例をををを挙挙挙挙げげげげてててて考考考考ええええ方方方方をををを示示示示してしてしてしてござござござございますいますいますいます。。。。1つつつつはははは、「、「、「、「リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率達達達達成成成成のののの目目目目標標標標のののの決決決決定等定等定等定等」」」」ででででござござござございますいますいますいます。。。。2番番番番目目目目としてとしてとしてとして、「、「、「、「リサイクルしリサイクルしリサイクルしリサイクルしややややすすすすいいいい部品部品部品部品のののの規規規規格格格格のののの統統統統一及一及一及一及びびびび部品部品部品部品のののの共共共共通通通通化化化化」」」」ででででござござござございますいますいますいます。。。。3 番番番番目目目目としてとしてとしてとして、「、「、「、「リサイクルしリサイクルしリサイクルしリサイクルしややややすすすすいいいい製品製品製品製品のののの共共共共同同同同研究開発研究開発研究開発研究開発」。」。」。」。4 番番番番目目目目としてとしてとしてとして、「、「、「、「廃廃廃廃棄物管理棄物管理棄物管理棄物管理票票票票のののの様様様様式式式式のののの統統統統一及一及一及一及びびびび使使使使用用用用のののの強強強強制制制制」。」。」。」。次次次次ののののペペペページにージにージにージに参参参参りましてりましてりましてりまして、「、「、「、「リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル費費費費用用用用にににに係係係係るるるる共共共共同同同同のののの取組取組取組取組」」」」ででででござござござございましていましていましていまして、、、、徴収徴収徴収徴収方方方方法法法法にににに関関関関するするするする自主自主自主自主基基基基準準準準だだだだとかとかとかとか、、、、徴収徴収徴収徴収時点時点時点時点にににに関関関関するするするする自主自主自主自主基基基基準準準準だだだだとかとかとかとか、、、、表示方表示方表示方表示方法法法法にににに関関関関するするするする自主自主自主自主基基基基準準準準ととととかかかか、、、、こういったこういったこういったこういった共共共共同同同同行行行行為為為為ににににつつつついていていていて、、、、こういったこういったこういったこういった場場場場合合合合はははは独独独独占占占占禁止禁止禁止禁止法法法法にににに違違違違反反反反するけどするけどするけどするけど、、、、こういこういこういこういったったったった場場場場合合合合はははは違違違違反反反反しないというしないというしないというしないという考考考考ええええ方方方方をををを整理整理整理整理してしてしてしてござござござございますいますいますいます。。。。     16ペペペページージージージ目目目目ででででござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、リサイクルシステムのリサイクルシステムのリサイクルシステムのリサイクルシステムの 1つつつつとしてとしてとしてとして、、、、空空空空きききき瓶瓶瓶瓶等等等等のののの回回回回収収収収システムがシステムがシステムがシステムが、、、、デデデデポポポポジットジットジットジット制制制制度度度度とととと言言言言われているようですけれどもわれているようですけれどもわれているようですけれどもわれているようですけれども、、、、こういったこういったこういったこういった制制制制度度度度ががががああああるわるわるわるわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、こういったこういったこういったこういった制制制制度度度度ににににつつつついてもいてもいてもいても、、、、預預預預りりりり金金金金とととと払払払払戻戻戻戻金金金金がががが同同同同じじじじようなようなようなような場場場場合合合合ででででああああれれれればばばば、、、、
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基基基基本的本的本的本的にはにはにはには事事事事業業業業者者者者にとってにとってにとってにとって商品商品商品商品にににに直直直直接的接的接的接的なななな競争手競争手競争手競争手段段段段とはなとはなとはなとはなりませりませりませりませんんんんのでのでのでので、、、、競争競争競争競争にににに与与与与えるえるえるえる影影影影響響響響がががが少少少少ないということでないということでないということでないということで、、、、原原原原則則則則としてとしてとしてとして問問問問題題題題でないということをでないということをでないということをでないということを示示示示してしてしてしてござござござございますいますいますいます。。。。     そうはそうはそうはそうは言言言言ってもってもってもっても、、、、実際自分実際自分実際自分実際自分たたたたちちちちのののの業界業界業界業界がこういったがこういったがこういったがこういった共共共共同同同同行行行行為為為為ををををやろやろやろやろうとうとうとうと思思思思ってもってもってもっても、、、、これこれこれこれがががが本本本本当当当当にににに独独独独占占占占禁止禁止禁止禁止法法法法にににに違違違違反反反反するのかどうかわかりがたいというするのかどうかわかりがたいというするのかどうかわかりがたいというするのかどうかわかりがたいという面面面面ががががござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会ではではではでは、「、「、「、「リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル等等等等にににに係係係係るるるる共共共共同同同同のののの取組取組取組取組にににに関関関関するするするする事事事事前前前前相相相相談制談制談制談制度度度度」」」」というのをというのをというのをというのを設設設設けけけけておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、こういったことをすれこういったことをすれこういったことをすれこういったことをすればばばば独独独独占占占占禁止禁止禁止禁止法法法法にににに違違違違反反反反するのかするのかするのかするのか、、、、しないのかしないのかしないのかしないのか、、、、それにそれにそれにそれにつつつついていていていて事事事事前前前前にににに判断判断判断判断するするするする、、、、そういうそういうそういうそういう相相相相談制談制談制談制度度度度をををを設設設設けてけてけてけてござござござございますいますいますいます。。。。     17 ペペペページがージがージがージが、、、、そのそのそのその相相相相談制談制談制談制度度度度にににに基基基基づづづづくくくく、、、、1 つつつつのののの相相相相談談談談とととと回回回回答答答答のののの事例事例事例事例ににににつつつついてのいてのいてのいてのごごごご紹介紹介紹介紹介ででででござござござございますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックックごごごごみのみのみのみの減量減量減量減量化化化化のためにのためにのためにのためにレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを有有有有料料料料化化化化にしたいというにしたいというにしたいというにしたいという相相相相談談談談ででででござござござございますいますいますいます。。。。レレレレジジジジ袋袋袋袋をををを有有有有料料料料化化化化するということはするということはするということはするということは、、、、言言言言ってみれってみれってみれってみればばばば、、、、スーパーさスーパーさスーパーさスーパーさんんんん同同同同士士士士でででで話話話話しししし合合合合ってってってって、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をををを 1 つつつつ 5 円円円円でででで売売売売りますよということですのでりますよということですのでりますよということですのでりますよということですので、、、、一一一一見見見見するとするとするとすると、、、、典典典典型的型的型的型的なななな価価価価格格格格カカカカルテルになるわけですけれどもルテルになるわけですけれどもルテルになるわけですけれどもルテルになるわけですけれども、、、、本本本本件件件件のののの場場場場合合合合はははは、、、、こういったこういったこういったこういった形形形形ででででややややることにることにることにることにつつつついていていていて果果果果たしてたしてたしてたして問問問問題題題題ははははあああありますかというりますかというりますかというりますかという相相相相談談談談にににに対対対対してしてしてして、、、、公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会ではではではでは、、、、そういったそういったそういったそういった形形形形ででででややややるるるるんんんんででででああああれれれればばばば独独独独占占占占禁止禁止禁止禁止法法法法上問上問上問上問題題題題となりませとなりませとなりませとなりませんんんんというというというという回回回回答答答答をををを示示示示したしたしたした。。。。そのときのそのときのそのときのそのときの考考考考ええええ方方方方がががが 19ペペペページにージにージにージに書書書書いていていていてござござござございますいますいますいます。。。。19 ペペペページにージにージにージに、、、、このときのこのときのこのときのこのときの相相相相談談談談にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方をまとめてをまとめてをまとめてをまとめてござござござございいいいますますますます。。。。     本本本本件件件件相相相相談談談談のののの、、、、これはこれはこれはこれは 4 社社社社ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、一一一一般般般般のののの商品商品商品商品のののの販販販販売売売売にににに付付付付随随随随してしてしてして無無無無償償償償配配配配布布布布されされされされているているているているレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの利用利用利用利用をををを抑抑抑抑制制制制するためにするためにするためにするために、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をををを利用利用利用利用するするするする顧顧顧顧客客客客にににに費費費費用用用用負負負負担担担担のののの協力協力協力協力をををを求求求求めめめめ、、、、かかかかつつつつ顧顧顧顧客客客客がががが負負負負担担担担したしたしたした費費費費用用用用のののの全全全全額額額額をををを自然環境自然環境自然環境自然環境にににに資資資資するするするする活動活動活動活動にににに寄寄寄寄付付付付しししし、、、、そのそのそのその旨旨旨旨をををを顧顧顧顧客客客客にににに明示明示明示明示すすすするものでるものでるものでるものでああああることからることからることからることから、、、、本本本本件件件件相相相相談談談談のののの行行行行為為為為においてにおいてにおいてにおいて 4 社社社社ががががレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを利用利用利用利用するするするする顧顧顧顧客客客客にににに一定一定一定一定のののの費費費費用用用用負負負負担担担担をををを求求求求めることはめることはめることはめることは、、、、言言言言ってみれってみれってみれってみればばばば、、、、単単単単なるなるなるなるレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの販販販販売売売売とはとはとはとはちちちちょょょょっとっとっとっと違違違違うでしうでしうでしうでしょょょょうとうとうとうといういういういう面面面面ががががああああるとるとるとると。。。。2番番番番目目目目としてとしてとしてとして、、、、4 社社社社ががががレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを利用利用利用利用するするするする顧顧顧顧客客客客にににに対対対対してしてしてして 5円円円円のののの費費費費用用用用負負負負担担担担をををを求求求求めることがどのめることがどのめることがどのめることがどのぐぐぐぐらいらいらいらい競争競争競争競争にににに影響影響影響影響をををを与与与与えるのかというえるのかというえるのかというえるのかという点点点点のののの検討検討検討検討ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、4 社社社社によれによれによれによればばばば、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋がががが有有有有料料料料ででででああああれれれればばばば、、、、約約約約 4 分分分分のののの 3 のおのおのおのお客客客客ささささんんんんがががが、、、、もうもうもうもうレレレレジジジジ袋袋袋袋はははは利用利用利用利用しないとしないとしないとしないと言言言言っているっているっているっているとととと。。。。レレレレジジジジ袋袋袋袋にかかるにかかるにかかるにかかる費費費費用用用用がががが顧顧顧顧客客客客のののの買買買買いいいい物物物物をするスーパーのをするスーパーのをするスーパーのをするスーパーの選選選選択択択択にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響はははは少少少少ないのでないのでないのでないのではないかはないかはないかはないか。「。「。「。「ああああそこはそこはそこはそこはレレレレジジジジ袋袋袋袋をもらえるからをもらえるからをもらえるからをもらえるからああああっっっっちちちちにににに買買買買いにいこういにいこういにいこういにいこう」」」」とととと、、、、そういったそういったそういったそういった影響影響影響影響はははは少少少少ないのではないかということでないのではないかということでないのではないかということでないのではないかということでござござござございましていましていましていまして、、、、それとそれとそれとそれと、、、、スーパーにおいてはスーパーにおいてはスーパーにおいてはスーパーにおいては、、、、多品多品多品多品種種種種のののの商品商品商品商品ににににつつつついていていていて活発活発活発活発なななな競競競競争争争争のののの実実実実態態態態ににににござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、5円円円円のののの費費費費用用用用負負負負担担担担がががが買買買買いいいい物物物物をするスーパーをするスーパーをするスーパーをするスーパーのののの選選選選択択択択にまでにまでにまでにまで与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響もももも少少少少ないのではないかということでないのではないかということでないのではないかということでないのではないかということで、、、、顧顧顧顧客客客客のののの誘誘誘誘引引引引効効効効果果果果がそれがそれがそれがそれほほほほどどどどこのこのこのこのレレレレジジジジ袋袋袋袋ににににああああるとはるとはるとはるとは思思思思えないということでえないということでえないということでえないということでござござござございますいますいますいます。。。。     3番番番番目目目目としましてとしましてとしましてとしまして、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋のののの利用利用利用利用をををを抑抑抑抑制制制制してしてしてしてごごごごみのみのみのみの減量減量減量減量をををを図図図図るというるというるというるという、、、、社会社会社会社会公公公公共的共的共的共的なななな目的目的目的目的のためになされたのためになされたのためになされたのためになされた共共共共同同同同行行行行為為為為ということでということでということでということでござござござございましていましていましていまして、、、、4番番番番目目目目としてとしてとしてとして、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をををを利用利用利用利用するかするかするかするかどうかはおどうかはおどうかはおどうかはお客客客客ささささんんんんのののの任任任任意意意意のののの選選選選択択択択によるによるによるによる。。。。またまたまたまた、、、、5円円円円というというというという費費費費用用用用負負負負担担担担もももも、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋のののの原原原原価価価価をををを考考考考ええええれれれればばばばそうそうそうそう過過過過大大大大ではないということでではないということでではないということでではないということで、、、、こういったこういったこういったこういった共共共共同同同同行行行行為為為為がががが消費消費消費消費者者者者のののの方方方方にににに多多多多大大大大なななな不不不不利利利利益益益益をををを与与与与えるものではないえるものではないえるものではないえるものではない。。。。こういったこういったこういったこういった点点点点をををを総合総合総合総合勘勘勘勘案案案案するとするとするとすると、、、、こういったこういったこういったこういった行行行行為為為為にににに加加加加入入入入とかとかとかとか、、、、強強強強制制制制とかなるとかなるとかなるとかなる場場場場合合合合はははは若干若干若干若干問問問問題題題題となりますけれどもとなりますけれどもとなりますけれどもとなりますけれども、、、、自自自自由由由由にににに参加参加参加参加とかとかとかとか離脱離脱離脱離脱できるのでできるのでできるのでできるのでああああれれれればばばば、、、、ここここういったういったういったういった共共共共同同同同行行行行為為為為はははは独独独独占占占占禁止禁止禁止禁止法法法法上問上問上問上問題題題題となるものではないというとなるものではないというとなるものではないというとなるものではないという形形形形でででで回回回回答答答答しておりますしておりますしておりますしております。。。。     独独独独占占占占禁止禁止禁止禁止法法法法のこののこののこののこの事事事事前前前前相相相相談談談談のののの制制制制度度度度ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、次次次次ののののペペペページにージにージにージに書書書書いていていていてござござござございますようにいますようにいますようにいますように、、、、
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事事事事前前前前相相相相談談談談されたされたされたされた事事事事実関係実関係実関係実関係とととと特特特特にににに異異異異なるようななるようななるようななるような変変変変更更更更がなけれがなけれがなけれがなければばばば、、、、公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会ののののほほほほうでこうでこうでこうでこういったういったういったういった行行行行為為為為ににににつつつついてそのいてそのいてそのいてその後後後後一方的一方的一方的一方的にににに法法法法的的的的措措措措置置置置はははは採採採採らないというらないというらないというらないという形形形形でででで、、、、事事事事前前前前相相相相談談談談にににに応応応応じじじじてててて回回回回答答答答したしたしたした事事事事案案案案ににににつつつついいいいてはてはてはては、、、、事事事事業業業業者者者者のののの方方方方にににに安心安心安心安心してしてしてして共共共共同同同同行行行行為為為為ををををややややっていたっていたっていたっていただだだだけるけるけるける、、、、そういうそういうそういうそういう仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを採採採採っておりますっておりますっておりますっております。。。。     以以以以上上上上がががが、、、、駆駆駆駆けけけけ足足足足になりましたけれどもになりましたけれどもになりましたけれどもになりましたけれども、、、、公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会のこういうリサイクルをのこういうリサイクルをのこういうリサイクルをのこういうリサイクルを進進進進めるめるめるめるにににに際際際際してしてしてして、、、、適適適適正正正正なななな表示表示表示表示でででで、、、、真真真真っっっっ当当当当ににににつくつくつくつくっているっているっているっている企業企業企業企業をををを守守守守るしるしるしるし、、、、消費消費消費消費者者者者ががががだだだだまされまされまされまされぬぬぬぬようようようようにしたいとにしたいとにしたいとにしたいと。。。。共共共共同同同同行行行行為為為為ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、一定一定一定一定のののの考考考考ええええ方方方方をををを示示示示しましてしましてしましてしまして、、、、こういったこういったこういったこういった場場場場合合合合ででででああああれれれればばばば問問問問題題題題ないないないない、、、、こういったこういったこういったこういった場場場場合合合合ででででああああれれれればばばば問問問問題題題題ががががああああるるるる、、、、そういったそういったそういったそういったガガガガイイイイドドドドラインをラインをラインをラインを示示示示したというしたというしたというしたということでことでことでことでござござござございますいますいますいます。。。。     21 ペペペページージージージ以降以降以降以降にににに、、、、公公公公共調共調共調共調達達達達とととと競争競争競争競争政政政政策策策策のののの点点点点がががが書書書書いていていていてござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、これはこれはこれはこれは後後後後ほほほほどどどどシシシシンンンンポポポポジジジジウウウウムでこういったムでこういったムでこういったムでこういった点点点点がががが話話話話題題題題になるということでになるということでになるということでになるということでござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、そそそそちちちちらのらのらのらのほほほほうでうでうでうで説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。どうもどうもどうもどうもごごごご清清清清聴聴聴聴あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、たたたただだだだいまからいまからいまからいまから 10 分分分分間間間間のののの休休休休憩憩憩憩にににに入入入入らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますきますきますきます。。。。このこのこのこの後後後後、、、、3時時時時からパネからパネからパネからパネルデルデルデルディィィィススススカカカカッションをッションをッションをッションを行行行行いますいますいますいます。「。「。「。「地域地域地域地域からからからから進進進進めるめるめるめる、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好好好好循環循環循環循環」」」」とととと題題題題しましてパしましてパしましてパしましてパネルデネルデネルデネルディィィィススススカカカカッションッションッションッション、、、、3時時時時からからからから予予予予定定定定をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。     なおなおなおなお、、、、大会議大会議大会議大会議室室室室、、、、それからロそれからロそれからロそれからロビビビビーにおきましてはーにおきましてはーにおきましてはーにおきましては各各各各種種種種のののの展示展示展示展示ががががござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ皆様皆様皆様皆様、、、、休休休休憩憩憩憩時間時間時間時間ををををごごごご利用利用利用利用なさいなさいなさいなさいましてましてましてまして、、、、ごごごごららららんくだんくだんくだんくださいませさいませさいませさいませ。。。。     なおなおなおなお、、、、皆様皆様皆様皆様のののの資資資資料料料料のののの中中中中にににに、、、、アンアンアンアンケケケケートのこういったートのこういったートのこういったートのこういった用用用用紙紙紙紙がががが裏裏裏裏表表表表でででで印刷印刷印刷印刷されたものがされたものがされたものがされたものが入入入入っっっっているとているとているとていると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ここここちちちちらのらのらのらのほほほほうもうもうもうも、、、、ごごごご記記記記入入入入いたいたいたいただだだだきましたらきましたらきましたらきましたら、、、、おおおお帰帰帰帰りのりのりのりの際際際際にでにでにでにで結結結結構構構構でででですすすす、、、、出出出出口口口口ののののほほほほうにうにうにうに回回回回収箱収箱収箱収箱をををを用用用用意意意意しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、そそそそちちちちらのらのらのらのほほほほうにおうにおうにおうにお入入入入れれれれくだくだくだくださいますよさいますよさいますよさいますようおうおうおうお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、たたたただだだだいまからいまからいまからいまから 10 分分分分間間間間のののの休休休休憩憩憩憩にににに入入入入らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

 （（（（休休休休        憩憩憩憩）））） 
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パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションッションッションッション 司司司司会会会会 それではそれではそれではそれでは、、、、フォーラムをフォーラムをフォーラムをフォーラムを再再再再開開開開させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。これからのこれからのこれからのこれからの時間時間時間時間はははは、「、「、「、「地域地域地域地域からからからから進進進進めるめるめるめる、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好好好好循環循環循環循環」」」」をテーをテーをテーをテーママママといたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションをッションをッションをッションを展開展開展開展開してまいしてまいしてまいしてまいりますりますりますります。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションにッションにッションにッションに入入入入りますりますりますります前前前前にににに、、、、本本本本日日日日ののののココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター、、、、パネリパネリパネリパネリストストストスト、、、、アアアアドバドバドバドバイイイイザザザザーのーのーのーの皆様皆様皆様皆様ををををごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。     まずまずまずまず、、、、初初初初めにめにめにめに、、、、本本本本日日日日ココココーデーデーデーディィィィネーターをおネーターをおネーターをおネーターをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします、、、、改改改改めてのめてのめてのめてのごごごご紹介紹介紹介紹介になりますになりますになりますになりますがががが、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学副副副副学学学学長長長長のののの安井至安井至安井至安井至先生先生先生先生ででででござござござございますいますいますいます。。。。よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     そしてそしてそしてそして、、、、おおおお隣隣隣隣、、、、パネリストのパネリストのパネリストのパネリストの皆様皆様皆様皆様ですですですです。。。。岩手岩手岩手岩手大学人大学人大学人大学人文文文文社会科学社会科学社会科学社会科学部助教授部助教授部助教授部助教授、、、、笹尾俊笹尾俊笹尾俊笹尾俊明先生明先生明先生明先生ででででござござござございますいますいますいます。。。。笹尾笹尾笹尾笹尾先生先生先生先生におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、今今今今回回回回のフォーラムののフォーラムののフォーラムののフォーラムのごごごご案案案案内内内内、、、、ポポポポスタースタースタースター、、、、チチチチララララシシシシなどではなどではなどではなどでは講講講講師師師師としてとしてとしてとしてごごごご案案案案内内内内させていたさせていたさせていたさせていただだだだいていたいていたいていたいていたんんんんですがですがですがですが、、、、10 月月月月からからからから助教授助教授助教授助教授にににに昇昇昇昇任任任任されてされてされてされておりますのでおりますのでおりますのでおりますので、、、、大大大大変恐縮変恐縮変恐縮変恐縮ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ごごごご訂訂訂訂正正正正ののののほほほほどどどど、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。笹笹笹笹尾尾尾尾先生先生先生先生ですですですです。。。。よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     そしてそしてそしてそして、、、、おおおお隣隣隣隣はははは、、、、岩手岩手岩手岩手県環境県環境県環境県環境保全保全保全保全連連連連絡絡絡絡協議会会協議会会協議会会協議会会長長長長、、、、太太太太平洋平洋平洋平洋セセセセメメメメントントントント株式株式株式株式会社大会社大会社大会社大船船船船渡工場渡工場渡工場渡工場工場長工場長工場長工場長のののの花田裕志花田裕志花田裕志花田裕志様様様様ででででござござござございますいますいますいます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     そしてそしてそしてそして、、、、おおおお隣隣隣隣ですですですです。。。。岩手岩手岩手岩手県環境県環境県環境県環境保健保健保健保健研究研究研究研究センターセンターセンターセンター所長所長所長所長のののの簗田幸簗田幸簗田幸簗田幸様様様様ですですですです。。。。よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいいいいたしますいたしますいたしますいたします。。。。     続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、アアアアドバドバドバドバイイイイザザザザーとしておーとしておーとしておーとしてお二二二二人人人人ごごごご紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。環境環境環境環境省水省水省水省水環境環境環境環境部部部部企画課企画課企画課企画課長長長長のののの谷谷谷谷みどりみどりみどりみどり様様様様ででででござござござございますいますいますいます。。。。おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     そしてそしてそしてそして、、、、もうもうもうもう一方一方一方一方、、、、公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会東北事務所長東北事務所長東北事務所長東北事務所長のののの五十嵐秀雄五十嵐秀雄五十嵐秀雄五十嵐秀雄様様様様ですですですです。。。。講演講演講演講演にににに続続続続きましきましきましきましてててて、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     なおなおなおなお、、、、皆様皆様皆様皆様のののの詳詳詳詳しいプロフしいプロフしいプロフしいプロフィィィィールールールール、、、、略歴略歴略歴略歴ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、皆様皆様皆様皆様のおのおのおのお手手手手元元元元のののの資資資資料料料料のののの中中中中ににににごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、恐恐恐恐れれれれ入入入入りますがりますがりますがりますが、、、、そそそそちちちちらのらのらのらのほほほほうをうをうをうをごごごごららららんくだんくだんくだんくださいますようにおさいますようにおさいますようにおさいますようにお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしますますますます。。。。     ではではではでは、、、、これからパネルデこれからパネルデこれからパネルデこれからパネルディィィィススススカカカカッションのッションのッションのッションの進行進行進行進行ののののほほほほうなうなうなうなんんんんですがですがですがですが、、、、ココココーデーデーデーディィィィネーターのネーターのネーターのネーターの安井安井安井安井先生先生先生先生におにおにおにお任任任任せしたいとせしたいとせしたいとせしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ではではではでは、、、、先生先生先生先生、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 先先先先ほほほほどにどにどにどに引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、今今今今度度度度ははははココココーデーデーデーディィィィネーターというものをネーターというものをネーターというものをネーターというものをややややらせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますきますきますきます。。。。よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。パネリストのパネリストのパネリストのパネリストの皆様皆様皆様皆様方方方方、、、、アアアアドバドバドバドバイイイイザザザザーのーのーのーの皆様皆様皆様皆様方方方方、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。     本本本本日日日日ののののメメメメインテーインテーインテーインテーママママはははは、、、、先先先先ほほほほどからどからどからどからござござござございますようにいますようにいますようにいますように、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済をいかにをいかにをいかにをいかに好好好好循環循環循環循環でででで回回回回すかというのがすかというのがすかというのがすかというのが、、、、大大大大変変変変難難難難しいテーしいテーしいテーしいテーママママででででござござござございますけどいますけどいますけどいますけど、、、、これをこれをこれをこれを議議議議論論論論してみようということしてみようということしてみようということしてみようということででででござござござございますいますいますいます。。。。本本本本日日日日のパネルデのパネルデのパネルデのパネルディィィィススススカカカカッションもそれでッションもそれでッションもそれでッションもそれでござござござございますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどどどど来来来来ごごごご案案案案内内内内のよのよのよのようにうにうにうに、、、、国国国国はははは 6 月月月月にににに、、、、皆皆皆皆ささささんんんんのおのおのおのお手手手手元元元元ににににござござござございますようないますようないますようないますような「「「「ビビビビジョンジョンジョンジョン」」」」というものをまとめというものをまとめというものをまとめというものをまとめておりますておりますておりますております。。。。そのそのそのそのときにときにときにときに、、、、取取取取りまとめのりまとめのりまとめのりまとめの中心中心中心中心をおをおをおをお務務務務めになりましためになりましためになりましためになりました、、、、環境環境環境環境省省省省のののの計画課計画課計画課計画課長長長長ででででああああられたられたられたられた、、、、後後後後でででで自自自自己己己己紹介紹介紹介紹介していたしていたしていたしていただだだだけるとけるとけるとけると思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、今今今今はははは水水水水関係関係関係関係のののの仕仕仕仕事事事事になってになってになってになって
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おられますがおられますがおられますがおられますが、、、、谷谷谷谷課課課課長長長長ささささんんんんからからからから、、、、このこのこのこのねねねねらいといいますからいといいますからいといいますからいといいますか、、、、ごごごご説説説説明明明明をいたをいたをいたをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いいいいますますますます。。。。よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 谷谷谷谷課課課課長長長長 よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、資資資資料料料料のののの中中中中にににに、、、、安井安井安井安井先生先生先生先生からもからもからもからもごごごご紹介紹介紹介紹介ががががあああありましたりましたりましたりました、「、「、「、「環環環環境境境境とととと経済経済経済経済のののの好好好好循環循環循環循環ビビビビジョンジョンジョンジョン」」」」がががが入入入入っているかとっているかとっているかとっているかと思思思思いますいますいますいます。。。。ぜひぜひぜひぜひ全全全全体体体体をおをおをおをお読読読読みいたみいたみいたみいただだだだきたいきたいきたいきたいとととと思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、ちちちちょょょょっとこれのっとこれのっとこれのっとこれの裏裏裏裏話話話話といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、どどどどんんんんなななな方方方方からおからおからおからお知知知知恵恵恵恵をいたをいたをいたをいただだだだいたかいたかいたかいたかとととといういういういうごごごご紹介紹介紹介紹介をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     1 枚枚枚枚めめめめくくくくっていたっていたっていたっていただだだだきますときますときますときますと、、、、1 ペペペページのージのージのージの下下下下ののののほほほほうにうにうにうに経経経経緯緯緯緯ががががござござござございましていましていましていまして、、、、平平平平成成成成 15 年年年年 6月月月月にににに、、、、環境大環境大環境大環境大臣臣臣臣主催主催主催主催のののの懇談懇談懇談懇談会会会会でででで、、、、まずまずまずまず「「「「環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好好好好循環循環循環循環」」」」というというというというココココンセプトができたンセプトができたンセプトができたンセプトができたというとこというとこというとこというところろろろからからからから始始始始まりますまりますまりますまります。。。。このときのこのときのこのときのこのときの環境大環境大環境大環境大臣臣臣臣はははは鈴鈴鈴鈴木俊木俊木俊木俊一環境大一環境大一環境大一環境大臣臣臣臣でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃいまいまいまいましたしたしたした。。。。そのそのそのその報告報告報告報告書書書書はははは、、、、わかりわかりわかりわかりややややすいすいすいすいビビビビジョンをジョンをジョンをジョンをつくつくつくつくれということでれということでれということでれということで終終終終わっているわっているわっているわっているんんんんですですですです。。。。わかりわかりわかりわかりややややすいすいすいすいビビビビジョンをジョンをジョンをジョンをつくつくつくつくれとれとれとれと言言言言われましてわれましてわれましてわれまして、、、、とにかとにかとにかとにかくくくくおおおお知知知知恵恵恵恵をををを拝拝拝拝借借借借しようしようしようしよう、、、、どどどどんんんんなななな知知知知恵恵恵恵者者者者がががが日日日日本本本本にいらっしにいらっしにいらっしにいらっしゃゃゃゃるかしらとるかしらとるかしらとるかしらと考考考考えましたえましたえましたえました。。。。環境環境環境環境のののの学学学学者者者者先生先生先生先生のののの中中中中ではではではでは、、、、例例例例ええええばばばば安井安井安井安井先先先先生生生生をはをはをはをはじじじじめとするめとするめとするめとする何何何何人人人人かのかのかのかの方方方方にににに来来来来ていたていたていたていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。NPO でででで活活活活躍躍躍躍していらっししていらっししていらっししていらっしゃゃゃゃるるるる方方方方、、、、メメメメデデデディィィィアのアのアのアの方方方方、、、、消費消費消費消費者者者者関係関係関係関係のののの方方方方、、、、文文文文化人化人化人化人のののの方方方方、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろおおおお知知知知恵恵恵恵をををを拝拝拝拝借借借借しようとしようとしようとしようと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。それからそれからそれからそれから、、、、例例例例ええええばばばば、、、、先先先先ほほほほどどどど安井安井安井安井先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話にもにもにもにも出出出出ましたエましたエましたエましたエココココププププレレレレミアムミアムミアムミアム、、、、できるにこしたできるにこしたできるにこしたできるにこしたことはないわけですけどことはないわけですけどことはないわけですけどことはないわけですけど、、、、一体一体一体一体どうどうどうどうややややってそってそってそってそんんんんなものできているなものできているなものできているなものできているんだろんだろんだろんだろうかうかうかうか。。。。このおこのおこのおこのお知知知知恵恵恵恵をををを拝拝拝拝借借借借するのにするのにするのにするのにふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい企業企業企業企業のののの方方方方のおのおのおのお話話話話をををを伺伺伺伺おうとおうとおうとおうと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。エエエエココココププププレレレレミアムミアムミアムミアム、、、、安井安井安井安井先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話にもにもにもにも出出出出ましたけどましたけどましたけどましたけど、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりそうするとトりそうするとトりそうするとトりそうするとトヨヨヨヨタタタタだろだろだろだろうなとうなとうなとうなと。。。。トトトトヨヨヨヨタはタはタはタは、、、、元元元元々々々々立立立立派派派派なななな会社会社会社会社ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ああああのプのプのプのプリリリリウウウウスをスをスをスをつくつくつくつくってからってからってからってから、、、、世界世界世界世界のののの中中中中でもでもでもでもほほほほんんんんとうにトップラとうにトップラとうにトップラとうにトップランンンンキキキキングのブランングのブランングのブランングのブランドドドドイイイイメメメメージをおージをおージをおージをおつくつくつくつくりになっていらっしりになっていらっしりになっていらっしりになっていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、家家家家電電電電だだだだとととと、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり松松松松下下下下のののの省省省省エネエネエネエネ冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫がすがすがすがすごごごごいかなといかなといかなといかなと。。。。ああああとととと、、、、さっきさっきさっきさっき、、、、長長長長ももももちちちちするものをなかなかするものをなかなかするものをなかなかするものをなかなかつくつくつくつくってもらえないとってもらえないとってもらえないとってもらえないと安井安井安井安井先生先生先生先生がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃっていましたけどっていましたけどっていましたけどっていましたけど、、、、1つつつつ、、、、松松松松下下下下のののの明明明明かりかりかりかり、、、、照照照照明明明明はははは、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに長長長長ももももちちちちするのをおするのをおするのをおするのをおつくつくつくつくりになりましたりになりましたりになりましたりになりました。。。。それからサーそれからサーそれからサーそれからサービビビビスとしてスとしてスとしてスとして照照照照明明明明をををを提提提提供供供供すすすするるるる、、、、これもこれもこれもこれも、、、、いいいいろんろんろんろんなななな廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを減減減減らすというらすというらすというらすという観観観観点点点点からからからから非非非非常常常常におもしにおもしにおもしにおもしろろろろいいいい試試試試みでみでみでみで、、、、いいいいろんろんろんろんななななことをことをことをことをややややっていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。     もうもうもうもう一社一社一社一社、、、、欠欠欠欠かせないかせないかせないかせないのがシャープですのがシャープですのがシャープですのがシャープですねねねね。。。。テテテテレビレビレビレビななななんんんんかでもいかでもいかでもいかでもいろんろんろんろんななななコマコマコマコマーシャルをーシャルをーシャルをーシャルをごごごごららららんんんんかもしれませかもしれませかもしれませかもしれませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、例例例例ええええばばばば、、、、太太太太陽陽陽陽光光光光発発発発電電電電でででで世界一世界一世界一世界一ののののメメメメーーーーカカカカーですーですーですーです。。。。そのそのそのそのほほほほかかかか、、、、平平平平面面面面のテのテのテのテレビレビレビレビではではではでは、、、、非非非非常常常常にににに省省省省エネエネエネエネ効率効率効率効率のいいのいいのいいのいい液晶液晶液晶液晶でもでもでもでも、、、、随随随随分分分分前前前前にににに市市市市場場場場にににに出出出出てててて、、、、そこでブラそこでブラそこでブラそこでブランンンンドドドドイイイイメメメメージをージをージをージを築築築築いていらっしいていらっしいていらっしいていらっしゃゃゃゃるるるる。。。。シャープからはシャープからはシャープからはシャープからは、、、、以以以以前前前前社社社社長長長長をしていらしたをしていらしたをしていらしたをしていらした辻辻辻辻相相相相談談談談役役役役においでいたにおいでいたにおいでいたにおいでいただだだだいていていていて、、、、いいいいろんろんろんろんなおなおなおなお話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。 ああああとととと、、、、素素素素材材材材分野分野分野分野ではではではでは、、、、例例例例ええええばばばば、、、、JFE ススススチチチチールールールール。。。。ここはでここはでここはでここはでつくつくつくつくっているようないいっているようないいっているようないいっているようないい鉄鉄鉄鉄がががが、、、、例例例例ええええばばばばプリプリプリプリウウウウスのようないいスのようないいスのようないいスのようないい最終最終最終最終製品製品製品製品ににににつつつつながっていますながっていますながっていますながっています。。。。そのそのそのそのほほほほかにもかにもかにもかにも、、、、例例例例ええええばペばペばペばペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルのキキキキャップですとかャップですとかャップですとかャップですとか、、、、リサイクルしてもリサイクルしてもリサイクルしてもリサイクルしてもああああまりまりまりまり効率的効率的効率的効率的でないでないでないでない部部部部分分分分をををを粉粉粉粉にしてにしてにしてにして、、、、石石石石炭炭炭炭のののの一一一一部部部部にににに変変変変えてえてえてえて高高高高炉炉炉炉にににに吹吹吹吹きききき込込込込んんんんでいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃるるるる。。。。家家家家電電電電のリサイクルものリサイクルものリサイクルものリサイクルも、、、、JFE ででででややややっていらっていらっていらっていらっしっしっしっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。いいいいろんろんろんろんなおなおなおなお話話話話をををを伺伺伺伺いましたいましたいましたいました。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ素素素素材材材材系系系系、、、、化学化学化学化学からからからから、、、、帝帝帝帝人人人人のののの長長長長島島島島副副副副社社社社長長長長にににに来来来来ておておておてお話話話話ししていたししていたししていたししていただだだだきまきまきまきま
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したしたしたした。。。。ペペペペットットットットボボボボトルのリサイクルなどですトルのリサイクルなどですトルのリサイクルなどですトルのリサイクルなどです。。。。ちちちちょょょょうどうどうどうど去去去去年年年年のののの 11 月月月月にににに、、、、ペペペペットットットットボボボボトルからトルからトルからトルからペペペペットットットットボボボボトルをトルをトルをトルをつくつくつくつくるというるというるというるという工場工場工場工場をををを山山山山口口口口県県県県でオープンされたとこでオープンされたとこでオープンされたとこでオープンされたところろろろでででで、、、、そういうおそういうおそういうおそういうお話話話話もももも伺伺伺伺いいいいましたましたましたました。「。「。「。「たたたただだだだ、、、、消費消費消費消費者者者者へのへのへのへの訴訴訴訴求求求求はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか難難難難しいしいしいしいんんんんですよですよですよですよ」」」」ともともともとも、、、、ここここのののの会議会議会議会議ではないではないではないではない場場場場ででででおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいました。「。「。「。「どうどうどうどうややややっていいっていいっていいっていい技術技術技術技術でできたものをでできたものをでできたものをでできたものを消費消費消費消費者者者者にににに受受受受けけけけ入入入入れてもらえるかなれてもらえるかなれてもらえるかなれてもらえるかなんんんんですですですです」」」」というおというおというおというお話話話話でしたでしたでしたでした。。。。こういったいこういったいこういったいこういったいろろろろいいいいろろろろなななな企業企業企業企業のおのおのおのお話話話話をををを伺伺伺伺いながらいながらいながらいながら、、、、おおおお知知知知恵恵恵恵をををを、、、、ほほほほんんんんとうにわかりとうにわかりとうにわかりとうにわかりややややすすすすくくくくとととと思思思思いいいいつつつつつつつつ、、、、短短短短くくくく取取取取りりりり出出出出したのがこのしたのがこのしたのがこのしたのがこの報告報告報告報告書書書書ですですですです。。。。 自治体自治体自治体自治体のののの方方方方ではではではでは、、、、八八八八王王王王子子子子市市市市のののの市市市市長長長長ささささんんんんがががが来来来来ててててくだくだくだくださったさったさったさったんんんんですがですがですがですが、、、、2つつつつのののの観観観観点点点点でおもしでおもしでおもしでおもしろろろろかったかったかったかったんんんんですですですです。。。。1つつつつはははは、、、、八八八八王王王王子子子子市市市市はははは人人人人口口口口もももも随随随随分分分分増増増増えましてえましてえましてえまして、、、、ごごごごみもみもみもみも増増増増えてえてえてえて、、、、ごごごごみをどれみをどれみをどれみをどれだだだだけけけけ少少少少ななななくくくくするかするかするかするか、、、、自治体自治体自治体自治体としてとてもとしてとてもとしてとてもとしてとても一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命取取取取りりりり組組組組んんんんでいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃることですることですることですることです。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、環境環境環境環境でででで経済経済経済経済のののの好好好好循循循循環環環環のネタとしてよのネタとしてよのネタとしてよのネタとしてよくくくく取取取取りりりり上上上上げげげげられるエられるエられるエられるエココココツツツツーリズムがーリズムがーリズムがーリズムがああああることですることですることですることです。。。。八八八八王王王王子子子子市市市市はははは、、、、東京東京東京東京のののの近近近近郊郊郊郊でででで、、、、ああああのクラスののクラスののクラスののクラスの山山山山ではではではでは世界一世界一世界一世界一のののの登登登登山者山者山者山者、、、、年年年年間間間間 250 万万万万人人人人がががが登登登登るとるとるとるといういういういう山山山山をををを持持持持っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。高高高高尾山尾山尾山尾山ですですですです。。。。私私私私、、、、市市市市長長長長ささささんんんんにににに、、、、ががががんばんばんばんばってってってってくだくだくだくださいさいさいさいねねねねとととと申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました。。。。東京東京東京東京のののの反反反反対対対対側側側側にデにデにデにディィィィズニーランズニーランズニーランズニーランドドドドががががあああありますよりますよりますよりますよねねねね。。。。これにこれにこれにこれに負負負負けないでけないでけないでけないでくだくだくだくださいさいさいさいねねねねとととと言言言言ってってってって。。。。こういったこういったこういったこういった自然自然自然自然のののの恵恵恵恵みでみでみでみで人人人人をををを呼呼呼呼ぶぶぶぶ、、、、経済経済経済経済をををを動動動動かすかすかすかす、、、、エエエエココココツツツツーリズムーリズムーリズムーリズムににににつつつついてもおいてもおいてもおいてもお話話話話をををを伺伺伺伺いましたいましたいましたいました。。。。エエエエココココツツツツーリズムのーリズムのーリズムのーリズムの専専専専門門門門家家家家としてはとしてはとしてはとしては、、、、交交交交通公通公通公通公社社社社のののの小小小小林理林理林理林理事事事事ささささんんんんからおからおからおからお話話話話をををを伺伺伺伺いましたいましたいましたいました。。。。 このこのこのこのビビビビジョンはジョンはジョンはジョンは、、、、そうそうそうそうややややってってってって集集集集めためためためた知知知知恵恵恵恵のエッセンスですのエッセンスですのエッセンスですのエッセンスです。。。。本本本本文文文文にににに書書書書きききき入入入入れられたことれられたことれられたことれられたことははははほほほほんんんんのわずかですがのわずかですがのわずかですがのわずかですが、、、、環境環境環境環境省省省省ののののホホホホームームームームペペペページをージをージをージを見見見見ていたていたていたていただだだだきましたらきましたらきましたらきましたら、、、、すべてのすべてのすべてのすべての方方方方のののの発発発発表資表資表資表資料料料料、、、、すべてのすべてのすべてのすべての議議議議事事事事録録録録をををを、、、、掲掲掲掲載載載載してしてしてしてござござござございますいますいますいます。。。。おおおお暇暇暇暇なときがなときがなときがなときがござござござございましたらいましたらいましたらいましたら、、、、ごごごごららららんんんんいたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。エッセンスをエッセンスをエッセンスをエッセンスを、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっとごごごご紹介紹介紹介紹介いたしましいたしましいたしましいたしましょょょょうううう。。。。 まずまずまずまず、、、、2ペペペページージージージ、「、「、「、「好好好好循環循環循環循環ををををつくつくつくつくるるるる人人人人々々々々」。」。」。」。好好好好循環循環循環循環のののの基基基基盤盤盤盤はははは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、環境環境環境環境のののの価値価値価値価値をををを積積積積極的極的極的極的にににに評評評評価価価価するするするする市市市市場場場場ですですですです。。。。そこのまずそこのまずそこのまずそこのまず第第第第 1 のののの主主主主役役役役はははは、、、、価値価値価値価値観観観観とととと需需需需要要要要ををををつくつくつくつくるるるる消費消費消費消費者者者者、、、、資資資資金金金金ををををつくつくつくつくるるるる投投投投資資資資家家家家。。。。そのようなそのようなそのようなそのような市市市市場場場場ではではではでは、「、「、「、「環境環境環境環境をををを良良良良くくくくするするするする志志志志をををを持持持持ちちちち顧顧顧顧客客客客にににに環境環境環境環境情情情情報報報報をををを伝伝伝伝えてえてえてえて努努努努力力力力するするするする事事事事業業業業者者者者がががが売売売売上上上上げげげげをををを伸伸伸伸ばばばばしししし、、、、利利利利益益益益をををを上上上上げげげげ雇雇雇雇用用用用をををを増増増増ややややしてしてしてして経済経済経済経済をををを発展発展発展発展させますさせますさせますさせます」」」」ととととあああありますりますりますります。。。。ここをどうここをどうここをどうここをどう書書書書こうかとこうかとこうかとこうかと思思思思ったときにったときにったときにったときに、、、、トトトトヨヨヨヨタのタのタのタの方方方方がががが、「、「、「、「志志志志」」」」とおっしとおっしとおっしとおっしゃゃゃゃってってってって、、、、私私私私、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに、、、、ああああ、、、、そういうことかとそういうことかとそういうことかとそういうことかと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。環境環境環境環境をよをよをよをよくくくくするするするする志志志志をををを持持持持つつつつ企業企業企業企業。。。。でもでもでもでも、、、、そそそそれれれれだだだだけではけではけではけでは需需需需要要要要ににににつつつつながらないながらないながらないながらない。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、情情情情報報報報をををを顧顧顧顧客客客客にににに伝伝伝伝えることえることえることえること、、、、それもわそれもわそれもわそれもわざざざざのののの 1 つだつだつだつだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、人人人人づづづづくくくくりをするりをするりをするりをする。。。。大大大大変変変変重重重重要要要要なななな役役役役割割割割ががががあああありますりますりますります。。。。 

3ペペペページージージージ。。。。例例例例ええええばばばば、、、、国国国国がどがどがどがどんんんんなことをなことをなことをなことをややややるべきかというるべきかというるべきかというるべきかという話話話話のののの中中中中でででで、、、、市市市市場場場場がががが環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮にににに向向向向かかかかうためにうためにうためにうために、、、、第第第第 2 段段段段落落落落ですがですがですがですが、、、、技術開発技術開発技術開発技術開発のののの促進促進促進促進ですとかですとかですとかですとか、、、、例例例例ええええばばばば低低低低公公公公害車害車害車害車をををを優優優優遇遇遇遇したしたしたした税税税税制制制制ななななどのインセンテどのインセンテどのインセンテどのインセンティィィィブがブがブがブが大大大大事事事事なこととなこととなこととなこととあああありますりますりますります。。。。ああああるいはデるいはデるいはデるいはディィィィスインセンテスインセンテスインセンテスインセンティィィィブブブブ、、、、たとえたとえたとえたとえばばばば税税税税金金金金がかかることがかかることがかかることがかかること、、、、これもこれもこれもこれも場場場場合合合合によってはによってはによってはによっては大大大大事事事事。。。。不不不不法法法法行行行行為為為為などのなどのなどのなどの違法違法違法違法行行行行為為為為もももも、、、、取取取取りりりり締締締締まっまっまっまっていたていたていたていただだだだかないといけないかないといけないかないといけないかないといけない。。。。不不不不公正公正公正公正なななな表示表示表示表示、、、、これもこれもこれもこれもややややっっっっぱぱぱぱりりりり公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会にににに取取取取りりりり締締締締まっまっまっまっていたていたていたていただだだだかないといけないですよかないといけないですよかないといけないですよかないといけないですよねねねね。。。。それからそれからそれからそれから、、、、公公公公的的的的機機機機関関関関、、、、国国国国もももも、、、、率先行動率先行動率先行動率先行動をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。小小小小泉泉泉泉総総総総理理理理がががが、、、、日日日日本国本国本国本国政政政政府府府府がががが買買買買うううう車車車車をををを低低低低公公公公害車害車害車害車にするといわれましたがにするといわれましたがにするといわれましたがにするといわれましたが、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを実実実実践践践践していしていしていしていくくくく。。。。おそらおそらおそらおそらくくくく県県県県庁庁庁庁でもでもでもでもややややっていたっていたっていたっていただだだだいているといているといているといていると思思思思いまいまいまいますすすす。。。。これもこれもこれもこれも大大大大事事事事だだだだとととと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。そのそのそのそのほほほほかいかいかいかいろんろんろんろんなななな自主的自主的自主的自主的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをややややっていっていっていっていくくくく。。。。 これでこれでこれでこれで、、、、2025 年年年年をすてきなをすてきなをすてきなをすてきな世界世界世界世界にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと、、、、ビビビビジョンをジョンをジョンをジョンをつくつくつくつくりましたりましたりましたりました。。。。もうもうもうもうああああとはとはとはとは、、、、目目目目
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次次次次だだだだけけけけごごごご紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。今今今今からからからから何何何何をををを始始始始めるかめるかめるかめるか。。。。目次目次目次目次のとこのとこのとこのところろろろ、（、（、（、（2））））のののの①①①①「「「「くくくくらしをらしをらしをらしを彩彩彩彩るるるる環境環境環境環境のわのわのわのわざざざざ」。」。」。」。いいいいろろろろいいいいろろろろなななな技術技術技術技術をををを磨磨磨磨きましきましきましきましょょょょうううう。。。。それからそれからそれからそれからココココミミミミュュュュニニニニケケケケーションのわーションのわーションのわーションのわざざざざもももも磨磨磨磨いいいいてててて、、、、消費消費消費消費者者者者にもにもにもにも、、、、投投投投資資資資家家家家にもにもにもにも、、、、いいものはいいということをいいものはいいということをいいものはいいということをいいものはいいということを正確正確正確正確にににに、、、、わかりわかりわかりわかりややややすすすすくくくく伝伝伝伝えてえてえてえていきましいきましいきましいきましょょょょうううう。。。。これもこれもこれもこれも環境環境環境環境のわのわのわのわざだざだざだざだとととと思思思思いますいますいますいます。「。「。「。「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉をををを大大大大切切切切にににに、、、、そそそそういうういうういうういう心心心心をををを大大大大切切切切にににに、、、、資源資源資源資源をををを長長長長ももももちちちちさせたいさせたいさせたいさせたい。「。「。「。「自然自然自然自然がはがはがはがはぐくぐくぐくぐくむむむむ心心心心とととと力力力力」。」。」。」。このこのこのこの「「「「自然自然自然自然がががが育育育育むむむむ心心心心」」」」のののの話話話話をいたをいたをいたをいただだだだきましたのはきましたのはきましたのはきましたのは、、、、養養養養老老老老孟孟孟孟司司司司先生先生先生先生でしたでしたでしたでした。。。。養養養養老老老老先生先生先生先生はははは、、、、『『『『一一一一番番番番大大大大事事事事なことなことなことなこと』』』』とととといういういういう本本本本もももも出出出出していらっししていらっししていらっししていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。そのそのそのその本本本本をみをみをみをみんんんんなになになになに配配配配っていたっていたっていたっていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。自然自然自然自然のののの中中中中でででで健健健健ややややかにかにかにかに育育育育まれるまれるまれるまれる心心心心ががががああああるるるる。。。。人人人人工工工工物物物物だだだだけのけのけのけの中中中中でででで育育育育つつつつ、、、、暮暮暮暮らすらすらすらす私私私私たたたたちちちちがががが、、、、何何何何かおかしかおかしかおかしかおかしくくくくなっなっなっなっていないでしていないでしていないでしていないでしょょょょうかとうかとうかとうかと、、、、そういうようなことをおっしそういうようなことをおっしそういうようなことをおっしそういうようなことをおっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいました。「。「。「。「自然自然自然自然がががが育育育育むむむむ力力力力」、」、」、」、これこれこれこれはシャープのはシャープのはシャープのはシャープの辻辻辻辻相相相相談談談談役役役役からからからから、、、、ソソソソーラーエネルーラーエネルーラーエネルーラーエネルギギギギーのーのーのーの話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。このこのこのこの委員委員委員委員会会会会、、、、小池小池小池小池大大大大臣臣臣臣もももも何何何何回回回回もももも出出出出てきていたてきていたてきていたてきていただだだだいていますいていますいていますいています。。。。 そのそのそのその中中中中でででで描描描描いたいたいたいた 2025 年年年年のののの将来将来将来将来像像像像ですですですです。。。。小小小小さなさなさなさな町町町町からからからから大大大大きなきなきなきなココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィへへへへ、、、、順順順順番番番番にににに書書書書ききききましたましたましたました。。。。まずまずまずまず、、、、小小小小さなさなさなさな町町町町ではではではでは、「、「、「、「自然自然自然自然のののの恵恵恵恵みがみがみがみが人人人人をををを呼呼呼呼ぶぶぶぶ里里里里」。」。」。」。環境環境環境環境のイのイのイのイメメメメージでージでージでージで、、、、例例例例ええええばばばば農農農農産産産産物物物物、、、、例例例例ええええばばばば観観観観光光光光、、、、そのそのそのその他他他他のののの地地地地場場場場産産産産品品品品、、、、いいいいろんろんろんろんなもののなもののなもののなもののママママーーーーケケケケットをットをットをットを築築築築いていこういていこういていこういていこうじゃじゃじゃじゃなななないかいかいかいか。。。。ルイ・ルイ・ルイ・ルイ・ヴヴヴヴィィィィトンはできなトンはできなトンはできなトンはできなくくくくてもてもてもても、、、、環境環境環境環境のののの自然自然自然自然のイのイのイのイメメメメージでブランージでブランージでブランージでブランドドドドをををを築築築築けるけるけるける町町町町はたはたはたはたくくくくささささんんんんないかないかないかないか。。。。そういうおそういうおそういうおそういうお話話話話ががががござござござございますいますいますいます。「。「。「。「ものづものづものづものづくくくくりのわりのわりのわりのわざざざざがががが循環循環循環循環ををををつくつくつくつくるるるる町町町町」。」。」。」。釜釜釜釜石石石石はははは今今今今どどどどんんんんなななな状況状況状況状況でしでしでしでしょょょょううううねねねね。。。。昔昔昔昔、、、、日日日日本本本本のののの成成成成長長長長をををを支支支支えたえたえたえた町町町町がががが、、、、例例例例ええええばばばば昔昔昔昔のののの徳徳徳徳山山山山とかとかとかとか、、、、川崎川崎川崎川崎ととととかかかか、、、、北北北北九州九州九州九州とかとかとかとか、、、、いいいいろんろんろんろんなとこなとこなとこなところろろろがががが循循循循環環環環をををを支支支支えるえるえるえる町町町町にににに生生生生まれまれまれまれ変変変変わっていますわっていますわっていますわっています。。。。これがもっこれがもっこれがもっこれがもっともっとともっとともっとともっと新新新新たなたなたなたな発展発展発展発展をををを遂遂遂遂げげげげててててほほほほしいしいしいしい。。。。 大大大大きなきなきなきな都都都都会会会会もももも環境環境環境環境のののの心心心心でででで生生生生まれまれまれまれ変変変変わりますわりますわりますわります。。。。屋屋屋屋根根根根のののの上上上上にににに太太太太陽電池陽電池陽電池陽電池、、、、そしてそしてそしてそして断熱断熱断熱断熱がががが進進進進むこむこむこむことによってむとによってむとによってむとによってむだだだだなななな廃熱廃熱廃熱廃熱がががが出出出出ななななくくくくなるなるなるなる。。。。人人人人々々々々はははは、、、、環境環境環境環境のことをのことをのことをのことを考考考考えてえてえてえて、、、、環境環境環境環境にいいにいいにいいにいい製品製品製品製品をいをいをいをいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろからからからから買買買買うううう。。。。環境環境環境環境にいいにいいにいいにいい企業企業企業企業にににに投投投投資資資資するようなするようなするようなするような金金金金融融融融フフフファァァァンンンンドドドド、、、、エエエエココココフフフファァァァンンンンドドドドをををを使使使使っていっていっていっていくくくく。。。。そのようなそのようなそのようなそのような都都都都会会会会のののの姿姿姿姿ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、最後最後最後最後にににに、、、、そういったそういったそういったそういった日日日日本本本本のののの技術技術技術技術とととと心心心心とととと、、、、つつつつまりライフスタイルがまりライフスタイルがまりライフスタイルがまりライフスタイルが、、、、おそらおそらおそらおそらくくくくこれからもっともっとこれからもっともっとこれからもっともっとこれからもっともっと豊豊豊豊かになっていかになっていかになっていかになっていくくくくアジアのアジアのアジアのアジアの近隣近隣近隣近隣のののの都都都都市市市市ですとかですとかですとかですとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな途途途途上上上上国国国国にににに、、、、世界世界世界世界にににに、、、、ままままねねねねされるようになりたいされるようになりたいされるようになりたいされるようになりたい。。。。世界世界世界世界にににに環境環境環境環境のののの価値価値価値価値がががが広広広広がることによってがることによってがることによってがることによって、、、、日日日日本本本本のライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルのライフスタイル、、、、ああああるいはるいはるいはるいは企業企業企業企業のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな技術技術技術技術がががが世界世界世界世界にににに広広広広がるようになるとすがるようになるとすがるようになるとすがるようになるとすばばばばらしいらしいらしいらしい。。。。そういうそういうそういうそういう姿姿姿姿をををを、、、、先生方先生方先生方先生方からいからいからいからいろんろんろんろんなおなおなおなお知知知知恵恵恵恵ををををちちちちょょょょううううだだだだいしてまとめたものでいしてまとめたものでいしてまとめたものでいしてまとめたものでござござござございますいますいますいます。。。。とりとりとりとりああああえずえずえずえず、、、、ごごごご紹介紹介紹介紹介をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。幾幾幾幾つつつつかかかか、、、、大大大大変変変変心心心心にににに残残残残るるるるキキキキーワーーワーーワーーワードドドドをいたをいたをいたをいただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。ももももちろんちろんちろんちろんこのこのこのこの報告報告報告報告書書書書のののの中中中中にもにもにもにも出出出出ているわけでているわけでているわけでているわけでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、例例例例ええええばばばば、、、、志志志志のののの話話話話とかとかとかとか。。。。このこのこのこの岩手岩手岩手岩手県県県県はははは、、、、おそらおそらおそらおそらくくくくかなりそういうかなりそういうかなりそういうかなりそういう意意意意味味味味のののの志志志志はははは高高高高いいいい県県県県ではなではなではなではないかといかといかといかと、、、、勝勝勝勝手手手手ながらながらながらながら思思思思わせていたわせていたわせていたわせていただだだだいているわけでいているわけでいているわけでいているわけでござござござございますがいますがいますがいますが。。。。     続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、パネリストのパネリストのパネリストのパネリストの方方方方々々々々からからからから、、、、少少少少しずしずしずしずつつつつののののごごごご発表発表発表発表をまずいたをまずいたをまずいたをまずいただだだだこうとこうとこうとこうと思思思思っておりっておりっておりっておりますますますます。。。。まずまずまずまず、、、、このこのこのこの環境環境環境環境首首首首都都都都をををを目指目指目指目指すすすす取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、岩手岩手岩手岩手県県県県ですですですですねねねね。。。。そのそのそのその資源資源資源資源のののの循環循環循環循環にはにはにはには、、、、規規規規制制制制だだだだけではないけではないけではないけではない――――――――規規規規制制制制ででででややややるというのもるというのもるというのもるというのも一一一一案案案案ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、それそれそれそれだだだだけではなけではなけではなけではなくくくく、、、、ややややははははりりりり経済的経済的経済的経済的なインセンテなインセンテなインセンテなインセンティィィィブなどをブなどをブなどをブなどを与与与与えるというようなことえるというようなことえるというようなことえるというようなこと。。。。それからそれからそれからそれから、、、、県県県県がががが認認認認定定定定いたしまいたしまいたしまいたしま
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してしてしてして、、、、率先率先率先率先してしてしてして使使使使用用用用するといったようなことにするといったようなことにするといったようなことにするといったようなことに取取取取りりりり組組組組んんんんでいたでいたでいたでいただだだだいているわけでいているわけでいているわけでいているわけでござござござございまいまいまいますがすがすがすが、、、、簗田所長簗田所長簗田所長簗田所長ののののほほほほうからうからうからうからごごごご発表発表発表発表いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いまいまいまいますがすがすがすが、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげまままますすすす。。。。 

 簗田所長簗田所長簗田所長簗田所長 よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。今今今今おおおお話話話話ががががあああありましたようにりましたようにりましたようにりましたように、、、、私私私私はははは、、、、行行行行政政政政のののの立立立立場場場場といいますといいますといいますといいますかかかか、、、、地方行地方行地方行地方行政政政政としてのとしてのとしてのとしての取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを中心中心中心中心におにおにおにお話話話話ししたいとししたいとししたいとししたいと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今、、、、谷谷谷谷課課課課長長長長ささささんんんんののののほほほほううううからからからから「「「「ビビビビジョンジョンジョンジョン」」」」ののののごごごご紹介紹介紹介紹介ががががござござござございましたがいましたがいましたがいましたが、、、、このこのこのこの「「「「ビビビビジョンジョンジョンジョン」」」」からからからから受受受受けたイけたイけたイけたイメメメメージージージージ、、、、ここここれをれをれをれを一言一言一言一言でででで申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、環境環境環境環境保全保全保全保全とととと経済経済経済経済のののの発展発展発展発展というというというという、、、、このこのこのこの両両両両立立立立するするするする社会社会社会社会というものというものというものというものをどのようにをどのようにをどのようにをどのように目指目指目指目指していしていしていしていくくくくかということではないかというかということではないかというかということではないかというかということではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。実現実現実現実現ののののためにはためにはためにはためには、、、、意意意意識識識識のののの問問問問題題題題とかとかとかとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは社会社会社会社会システムシステムシステムシステム、、、、法法法法制制制制度度度度のののの問問問問題題題題、、、、ああああるるるるいはいはいはいはココココストのストのストのストの問問問問題題題題、、、、さらにはさらにはさらにはさらには技術技術技術技術上上上上のののの問問問問題題題題とととと、、、、クリアしなけれクリアしなけれクリアしなけれクリアしなければばばばならないならないならないならないハハハハーーーードドドドルルルル、、、、かなりいかなりいかなりいかなりいろろろろいいいいろござろござろござろございますいますいますいます。。。。これをクリアするためにはこれをクリアするためにはこれをクリアするためにはこれをクリアするためには、、、、このこのこのこの「「「「ビビビビジョンジョンジョンジョン」」」」のののの中中中中ではではではでは環境行動環境行動環境行動環境行動がががが経済的経済的経済的経済的価値価値価値価値ににににつつつつながるながるながるながる基基基基盤盤盤盤のののの整備整備整備整備がががが必要必要必要必要ででででああああるるるる。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、それをそれをそれをそれをババババックアップするックアップするックアップするックアップする社会経済社会経済社会経済社会経済システムシステムシステムシステム、、、、こういうことのこういうことのこういうことのこういうことの整備整備整備整備もももも必要必要必要必要ででででああああるというるというるというるというふふふふうにされておりますうにされておりますうにされておりますうにされております。。。。     そこでそこでそこでそこで、、、、地方地方地方地方がどのようながどのようながどのようながどのような役役役役割割割割をををを担担担担っていっていっていっていくくくくかということでかということでかということでかということでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、さらにこのさらにこのさらにこのさらにこの「「「「ビビビビジョンジョンジョンジョン」」」」のののの中中中中ではではではでは、、、、行行行行政政政政がすべてのがすべてのがすべてのがすべての施策施策施策施策のののの中中中中でででで環境環境環境環境のののの視点視点視点視点といったものをといったものをといったものをといったものを組組組組みみみみ込込込込むとむとむとむというのがいうのがいうのがいうのが重重重重要要要要ででででああああるというるというるというるというふふふふうにされておうにされておうにされておうにされておりますりますりますります。。。。私私私私もももも全全全全くくくく同感同感同感同感でででであああありましてりましてりましてりまして、、、、地方地方地方地方のののの行行行行政政政政としてはどのとしてはどのとしてはどのとしてはどの分野分野分野分野においてもにおいてもにおいてもにおいても環境環境環境環境にいいにいいにいいにいい施策施策施策施策というものをみというものをみというものをみというものをみんんんんなでまずなでまずなでまずなでまず策定策定策定策定するするするする。。。。そしそしそしそしてててて、、、、そのそのそのその策定策定策定策定したものをしたものをしたものをしたものを自治体自治体自治体自治体がががが主体的主体的主体的主体的にににに取取取取りりりり組組組組むことがむことがむことがむことが最最最最もももも大大大大事事事事ででででああああるるるる。。。。そのことによそのことによそのことによそのことによってってってって消費消費消費消費者者者者、、、、事事事事業業業業者者者者のののの方方方方々々々々がががが、、、、おおおお互互互互いにいにいにいに協力協力協力協力しししし合合合合うううう体体体体制制制制がががが整整整整っていっていっていっていくくくくのではないかというのではないかというのではないかというのではないかというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。     またまたまたまた、、、、環境環境環境環境にいいにいいにいいにいい取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、行動行動行動行動としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、先先先先ほほほほどどどど来来来来おおおお話話話話にににに出出出出ていますがていますがていますがていますが、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの転換転換転換転換とかとかとかとか、、、、またまたまたまた今話今話今話今話題題題題になっておりますになっておりますになっておりますになっております生生生生物物物物のののの多多多多様様様様性性性性のののの保全保全保全保全というというというという自然自然自然自然保護保護保護保護のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、さらにはさらにはさらにはさらには天天天天然資源然資源然資源然資源のののの保護保護保護保護というようなことがというようなことがというようなことがというようなことが挙挙挙挙げげげげられるわけでられるわけでられるわけでられるわけであああありますがりますがりますがりますが、、、、最最最最もももも消消消消費費費費者者者者にににに身近身近身近身近なななな取取取取りりりり組組組組みとしてはみとしてはみとしてはみとしては、、、、限限限限られたられたられたられた資源資源資源資源、、、、これをいかにこれをいかにこれをいかにこれをいかに有効有効有効有効にににに利活用利活用利活用利活用するかというするかというするかというするかということでことでことでことであああありましてりましてりましてりまして、、、、地方地方地方地方のののの自治体自治体自治体自治体としてはとしてはとしてはとしては、、、、資源資源資源資源をををを循環利用循環利用循環利用循環利用するというするというするというするという観観観観点点点点からはからはからはからは廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物対策対策対策対策はははは避避避避けてけてけてけて通通通通れないれないれないれない行行行行政政政政課題課題課題課題、、、、取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの 1つつつつででででああああるというるというるというるというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。     このようなことからこのようなことからこのようなことからこのようなことから、、、、本県本県本県本県ではではではでは、、、、2001 年年年年、、、、平平平平成成成成 13 年年年年のののの 3 月月月月にににに廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物処処処処理理理理のののの視点視点視点視点からからからから、、、、21世世世世紀紀紀紀型型型型のののの持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域社会地域社会地域社会地域社会のののの実現実現実現実現をををを目指目指目指目指してしてしてして、「、「、「、「いわていわていわていわて資源循環型資源循環型資源循環型資源循環型廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物処処処処理理理理構想構想構想構想」」」」といといといといううううビビビビジョンですがジョンですがジョンですがジョンですが、、、、これをこれをこれをこれを策定策定策定策定いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。このこのこのこのビビビビジョンはジョンはジョンはジョンは、、、、先先先先ほほほほどどどど来来来来ごごごご説説説説明明明明ががががあああありましたがりましたがりましたがりましたが、、、、ゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションという考考考考ええええ方方方方をををを基基基基本本本本としておりましてとしておりましてとしておりましてとしておりまして、、、、県内県内県内県内をををを 6つつつつにににに分分分分けけけけ、、、、このこのこのこの 6 つつつつのブロックでそれのブロックでそれのブロックでそれのブロックでそれぞぞぞぞれれれれ地域地域地域地域のののの特特特特性性性性、、、、ああああるいはるいはるいはるいは産業産業産業産業のののの特特特特性性性性、、、、こういうものにこういうものにこういうものにこういうものに沿沿沿沿ったったったった形形形形でででで、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる地域地域地域地域エエエエココココタタタタウウウウンづンづンづンづくくくくりをりをりをりを目指目指目指目指していこうというものをしていこうというものをしていこうというものをしていこうというものを提提提提案案案案しておりますしておりますしておりますしております。。。。     このこのこのこのビビビビジョンをジョンをジョンをジョンを実行実行実行実行していしていしていしていくくくくためにはためにはためにはためには、、、、制制制制度的度的度的度的なななな整備整備整備整備、、、、それからインフラのそれからインフラのそれからインフラのそれからインフラの整備整備整備整備とかとかとかとか、、、、さらにはそれをさらにはそれをさらにはそれをさらにはそれをつつつつななななげげげげるるるるソソソソフトフトフトフト施策施策施策施策がががが大大大大事事事事になってまいりますになってまいりますになってまいりますになってまいります。。。。こういったものをこういったものをこういったものをこういったものを連連連連携携携携ささささせてせてせてせて進進進進めるめるめるめる必要必要必要必要ががががああああるわけですがるわけですがるわけですがるわけですが、、、、折折折折しもしもしもしも、、、、知事知事知事知事からもおからもおからもおからもお話話話話ががががあああありましたとおりりましたとおりりましたとおりりましたとおり、、、、青青青青森森森森県県県県・・・・岩手岩手岩手岩手県境県境県境県境、、、、ここここここここでででで全全全全国国国国最最最最大大大大級級級級のののの不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄事事事事件件件件がががが発発発発覚覚覚覚したわけでしたわけでしたわけでしたわけであああありますりますりますります。。。。こういったこういったこういったこういった事事事事件件件件
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をををを二二二二度度度度とととと再再再再びびびび起起起起こさないこさないこさないこさない、、、、再再再再発発発発防止防止防止防止というというというという点点点点からはからはからはからは、、、、何何何何よりもよりもよりもよりも制制制制度度度度面面面面でのアプローでのアプローでのアプローでのアプローチチチチといといといというものがうものがうものがうものが最最最最もももも重重重重要要要要だだだだというというというというふふふふうにされたわけですうにされたわけですうにされたわけですうにされたわけです。。。。 条条条条例例例例検討検討検討検討のののの視点視点視点視点はいはいはいはいろろろろいいいいろろろろ挙挙挙挙げげげげられておりますがられておりますがられておりますがられておりますが、、、、主主主主なものとしましてはなものとしましてはなものとしましてはなものとしましては、、、、まずまずまずまず、、、、廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物のののの、、、、発生発生発生発生抑抑抑抑制制制制、、、、減量減量減量減量化化化化、、、、リサイクルをどのようにリサイクルをどのようにリサイクルをどのようにリサイクルをどのように進進進進めていめていめていめていくくくくかということかということかということかということ。。。。それからそれからそれからそれから、、、、地域地域地域地域ゼロエミッションをどのようにゼロエミッションをどのようにゼロエミッションをどのようにゼロエミッションをどのように進進進進めていめていめていめていくくくくかということでかということでかということでかということであああありましてりましてりましてりまして、、、、これをこれをこれをこれを進進進進めるめるめるめるにににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、ややややはりはりはりはり従従従従来来来来からのからのからのからの規規規規制制制制的的的的なななな手法手法手法手法だだだだけではけではけではけでは足足足足りないのでりないのでりないのでりないので、、、、そこにそこにそこにそこに経済的経済的経済的経済的なななな手手手手法法法法もももも入入入入れてはどうかというれてはどうかというれてはどうかというれてはどうかという議議議議論論論論ががががあああありましたりましたりましたりました。。。。このこのこのこの廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの減量減量減量減量化化化化、、、、リサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルを進進進進めるめるめるめるためにはためにはためにはためには、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル認認認認定定定定製品製品製品製品といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、このこのこのこの制制制制度化度化度化度化にもにもにもにも取取取取りりりり組組組組むむむむ必要必要必要必要ががががああああるのではるのではるのではるのではないかということないかということないかということないかということ。。。。それからそれからそれからそれから、、、、地域地域地域地域ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを進進進進めるにはめるにはめるにはめるには産業産業産業産業廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物税税税税やややや県県県県外外外外かかかからららら無無無無秩秩秩秩序序序序にににに持持持持ちちちち込込込込まれるまれるまれるまれる廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物にににに対対対対するするするする事事事事前前前前協議協議協議協議とかとかとかとか、、、、協力協力協力協力金金金金……………………、、、、こういったこともこういったこともこういったこともこういったことも効効効効果果果果的的的的ではないかというようなことでではないかというようなことでではないかというようなことでではないかというようなことで、、、、条条条条例例例例にににに盛盛盛盛りりりり込込込込まれたということでまれたということでまれたということでまれたということでござござござございますいますいますいます。。。。 結結結結果果果果的的的的にはにはにはには、、、、3つつつつのののの条条条条例例例例ということになったわけでということになったわけでということになったわけでということになったわけであああありますがりますがりますがりますが、、、、このこのこのこの産産産産廃廃廃廃税税税税、、、、ああああるいはるいはるいはるいは協協協協力力力力金金金金のののの使使使使いいいい道道道道はははは、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物行行行行政政政政といいまといいまといいまといいますかすかすかすか、、、、減量減量減量減量化化化化、、、、リサイクルとかリサイクルとかリサイクルとかリサイクルとか、、、、地域地域地域地域ゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッションョンョンョン、、、、これにすべてこれにすべてこれにすべてこれにすべて還還還還元元元元されるということでされるということでされるということでされるということでござござござございましていましていましていまして、、、、事事事事業業業業者者者者がががが環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした行動行動行動行動ににににつつつつながるようなながるようなながるようなながるような経済的経済的経済的経済的なインセンテなインセンテなインセンテなインセンティィィィブがブがブがブが与与与与えられているということでえられているということでえられているということでえられているということでござござござございますいますいますいます。。。。ままままたたたた、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル認認認認定定定定製品製品製品製品ににににつつつつきましてもきましてもきましてもきましても、、、、条条条条例例例例のののの中中中中でででで、、、、県県県県がががが優優優優先的先的先的先的にこれをにこれをにこれをにこれを使使使使用用用用するするするする、、、、ああああるいはるいはるいはるいは購入購入購入購入するというするというするというするというふふふふうにうにうにうに規定規定規定規定されておりましてされておりましてされておりましてされておりまして、、、、自治体自治体自治体自治体がががが主体的主体的主体的主体的にににに、、、、率先率先率先率先してしてしてして持続可持続可持続可持続可能能能能なななな地域社会地域社会地域社会地域社会のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな施策施策施策施策をををを組組組組みみみみ合合合合わせながらわせながらわせながらわせながら総合的総合的総合的総合的にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいるというるというるというるという状況状況状況状況ででででござござござございますいますいますいます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。先先先先ほほほほどもおどもおどもおどもお話話話話ござござござございましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、自治体自治体自治体自治体だだだだけではけではけではけではややややはりはりはりはり実実実実現現現現できないできないできないできない。。。。ややややはりはりはりはり企業企業企業企業のののの協力協力協力協力ということがかなりということがかなりということがかなりということがかなり重重重重要要要要ででででござござござございますのでいますのでいますのでいますので。。。。     続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、花田花田花田花田ささささんんんんののののほほほほうからうからうからうから、、、、岩手岩手岩手岩手県県県県のののの環境環境環境環境保全保全保全保全連連連連絡絡絡絡協議会協議会協議会協議会というのがというのがというのがというのがああああるそうでるそうでるそうでるそうでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、そこでのそこでのそこでのそこでのごごごご活動活動活動活動ででででああああるとかるとかるとかるとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいはごごごご自自自自身身身身のののの企業企業企業企業のおのおのおのお立立立立場場場場等等等等をををを若干若干若干若干ごごごご説説説説明明明明いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 花田花田花田花田会会会会長長長長 よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。最近最近最近最近のののの企業企業企業企業はははは、、、、環境環境環境環境というというというという視点視点視点視点なしになしになしになしに企業活動企業活動企業活動企業活動はできないとはできないとはできないとはできないと非非非非常常常常にににに強強強強くくくく思思思思っていますっていますっていますっています。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会ががががああああってってってって、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな経済経済経済経済ががががああああるるるる。。。。そのたそのたそのたそのためのめのめのめの企企企企業活動業活動業活動業活動ででででああああるというるというるというるというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。     多多多多くくくくのののの企業企業企業企業がゼロエミッションをがゼロエミッションをがゼロエミッションをがゼロエミッションを展開展開展開展開しているわけなしているわけなしているわけなしているわけなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、これはこれはこれはこれは、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をなをなをなをなくくくくすすすす、、、、またまたまたまた無無無無駄駄駄駄をなをなをなをなくくくくすというとこすというとこすというとこすというところろろろからスタートしたわけなからスタートしたわけなからスタートしたわけなからスタートしたわけなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、さらさらさらさらにそれをにそれをにそれをにそれを進進進進めめめめ、、、、環境環境環境環境をををを PR してしてしてして、、、、それでそれでそれでそれで企業企業企業企業価値価値価値価値をををを高高高高めるめるめるめる、、、、またそのまたそのまたそのまたその中中中中からからからから生産生産生産生産性性性性をををを高高高高めるめるめるめるということをということをということをということを企業企業企業企業としてはとしてはとしてはとしては取取取取りりりり組組組組んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化のののの防止防止防止防止のののの取取取取りりりり組組組組みはこれからのみはこれからのみはこれからのみはこれからの大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題ですがですがですがですが、、、、そのそのそのその中中中中にもにもにもにも、、、、大大大大きなきなきなきなビビビビジネスジネスジネスジネスチチチチャンスがャンスがャンスがャンスがああああるるるる、、、、そういうそういうそういうそういう見見見見方方方方をををを企業企業企業企業ははははしていますしていますしていますしています。。。。     そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、私私私私のののの勤勤勤勤めているセめているセめているセめているセメメメメントントントント業界業界業界業界のののの状況状況状況状況ににににつつつついていていていて少少少少しししし皆皆皆皆ささささんんんんにおにおにおにお話話話話申申申申しししし上上上上げげげげ
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ますとますとますとますと、、、、セセセセメメメメントというものはントというものはントというものはントというものは、、、、非非非非常常常常にエネルにエネルにエネルにエネルギギギギーーーーやややや天天天天然資源然資源然資源然資源をををを使使使使用用用用しししし環境環境環境環境面面面面にににに対対対対してはしてはしてはしては負荷負荷負荷負荷がががが非非非非常常常常にににに大大大大きいきいきいきい産業産業産業産業というというというという見見見見方方方方をされていますをされていますをされていますをされています。。。。たたたただだだだ、、、、これまでにこれまでにこれまでにこれまでに多多多多くくくくのののの省省省省エネエネエネエネ活動活動活動活動にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、省省省省エネのエネのエネのエネの技術技術技術技術はははは世界一世界一世界一世界一ののののレベレベレベレベルにルにルにルに達達達達しておりしておりしておりしており、、、、これこれこれこれ以以以以上上上上のののの省省省省エネのエネのエネのエネの推進推進推進推進はははは大大大大変変変変難難難難ししししくくくくなっているのがなっているのがなっているのがなっているのが実実実実情情情情ですですですです。。。。     そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、セセセセメメメメントのントのントのントの特特特特異異異異性性性性をををを生生生生かしてかしてかしてかして、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる産業産業産業産業廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを使使使使ってってってって資源資源資源資源をセーをセーをセーをセーブするブするブするブする、、、、併併併併せてせてせてせて、、、、セセセセメメメメントントントント製製製製造造造造でのでのでのでの高温高温高温高温技術技術技術技術でででで廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを処処処処理理理理するというするというするというするという環境環境環境環境ビビビビジネスをジネスをジネスをジネスを展展展展開開開開していますしていますしていますしています。。。。     セセセセメメメメントというのはントというのはントというのはントというのは、、、、おもしおもしおもしおもしろろろろいものでいものでいものでいもので、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを使使使使ってもってもってもっても全部製品全部製品全部製品全部製品になってしまうそになってしまうそになってしまうそになってしまうそういうういうういうういう特特特特色色色色ががががあああありますりますりますります。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる二二二二次的次的次的次的なななな廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物はははは全全全全くくくく出出出出ませませませませんんんん。。。。セセセセメメメメントのントのントのントの生産生産生産生産量量量量はははは、、、、一一一一時時時時はははは 1億億億億トントントントンぐぐぐぐらいらいらいらいああああったのですけれどもったのですけれどもったのですけれどもったのですけれども、、、、今今今今はははは 7,300万万万万トントントントンくくくくらいになっていますがらいになっていますがらいになっていますがらいになっていますが、、、、それでもそれでもそれでもそれでも廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの使使使使用用用用量量量量はははは、、、、2,700万万万万トントントントンぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの量量量量になっていますになっていますになっていますになっています。。。。 先先先先ほほほほどどどど、、、、安井安井安井安井先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話のののの中中中中にににに、、、、最終最終最終最終処処処処分分分分場場場場へのへのへのへの持持持持込込込込量量量量ががががだんだんだんだんだんだんだんだん減減減減ってきているとってきているとってきているとってきているとあああありましたりましたりましたりました。。。。少少少少ななななくくくくともそのともそのともそのともその一一一一部部部部はセはセはセはセメメメメントントントント業界業界業界業界のののの貢献貢献貢献貢献ではないかとではないかとではないかとではないかと我我我我々々々々はははは思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。これからのセこれからのセこれからのセこれからのセメメメメントのントのントのントの進進進進むむむむ方方方方向向向向はははは、、、、こういうこういうこういうこういう環境環境環境環境のののの中中中中でででで、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をリサイをリサイをリサイをリサイクルクルクルクル資源化資源化資源化資源化するするするする環境型環境型環境型環境型セセセセメメメメントントントント工場工場工場工場でででであああありりりり、、、、今後今後今後今後さらにさらにさらにさらに廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物処処処処理量理量理量理量をををを増増増増ややややしていしていしていしていくくくくことになるとことになるとことになるとことになると思思思思いまいまいまいますすすす。。。。     またまたまたまた、、、、県県県県下下下下にはにはにはには、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを有効利用有効利用有効利用有効利用しししし製品製品製品製品ををををつくつくつくつくるるるる民民民民間間間間企業企業企業企業がたがたがたがたくくくくささささんあんあんあんありますりますりますります。「。「。「。「エエエエココココミッションのミッションのミッションのミッションの会会会会」」」」はははは民民民民間間間間からからからから廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ででででつくつくつくつくったったったった再再再再資源化資源化資源化資源化製品製品製品製品をもっとをもっとをもっとをもっと普及普及普及普及させていこうとさせていこうとさせていこうとさせていこうといういういういう取取取取りりりり組組組組みをしていますみをしていますみをしていますみをしています。。。。ままままだだだだ始始始始まったまったまったまったばばばばかりですがこういうかりですがこういうかりですがこういうかりですがこういう皆皆皆皆ささささんんんんのののの努努努努力力力力でででで再再再再資源化資源化資源化資源化製品製品製品製品がががが使使使使われわれわれわれ、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物がががが製品製品製品製品にににに変変変変わるというわるというわるというわるという好好好好循環循環循環循環がががが生生生生まれまれまれまれ、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物がががが減減減減っていきっていきっていきっていき、、、、さらさらさらさらにライフスタイルもにライフスタイルもにライフスタイルもにライフスタイルも変変変変わっていわっていわっていわっていくくくく、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうにうにうにうに我我我我々々々々はははは期期期期待待待待したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。多多多多くくくくのののの企業企業企業企業がゼロエミッションをがゼロエミッションをがゼロエミッションをがゼロエミッションを展開展開展開展開しておられてしておられてしておられてしておられて、、、、たたたただだだだ、、、、それそれそれそれだだだだけではなけではなけではなけではなくくくく、、、、ややややはりそれからはりそれからはりそれからはりそれから先先先先にににに一一一一歩歩歩歩進進進進んんんんでででで、、、、企業企業企業企業のののの環境環境環境環境価値価値価値価値、、、、企業企業企業企業のののの企業企業企業企業価値価値価値価値とととといいますかいいますかいいますかいいますか、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを高高高高めるめるめるめる方方方方向向向向等等等等にもにもにもにも進進進進んんんんでおられるということをおでおられるということをおでおられるということをおでおられるということをお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、笹尾笹尾笹尾笹尾先生先生先生先生ののののほほほほうからうからうからうから、、、、今今今今リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの話話話話、、、、環境経済環境経済環境経済環境経済、、、、企業企業企業企業のののの環環環環境経境経境経境経営営営営等等等等ががががござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、環境経済学環境経済学環境経済学環境経済学というものをというものをというものをというものをごごごご専専専専門門門門とされているとされているとされているとされている立立立立場場場場からからからから、、、、何何何何かかかか一言一言一言一言いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 笹尾助教授笹尾助教授笹尾助教授笹尾助教授 まずまずまずまず、、、、ビビビビジョンにジョンにジョンにジョンに関連関連関連関連してしてしてしてですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、安井安井安井安井先生先生先生先生とととと簗田所長簗田所長簗田所長簗田所長のおのおのおのお話話話話ともともともとも若干若干若干若干重重重重複複複複するするするする面面面面ががががあああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、ややややはりこれまでのはりこれまでのはりこれまでのはりこれまでの環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のとらえのとらえのとらえのとらえ方方方方というのがというのがというのがというのが、、、、90 年年年年ああああたりたりたりたりまではまではまではまでは、、、、環境環境環境環境保全保全保全保全をしようとするとをしようとするとをしようとするとをしようとすると経済経済経済経済というのはというのはというのはというのはああああるるるる程程程程度度度度我我我我慢慢慢慢しないといけないしないといけないしないといけないしないといけない。。。。ああああるるるるいはいはいはいは、、、、逆逆逆逆にににに、、、、経済発展経済発展経済発展経済発展、、、、ああああるいはるいはるいはるいは経済成経済成経済成経済成長長長長をしようとするとをしようとするとをしようとするとをしようとすると環境環境環境環境水水水水準準準準がががが悪化悪化悪化悪化していしていしていしていくくくくといといといといったようなったようなったようなったような、、、、いわゆるトいわゆるトいわゆるトいわゆるトレレレレーーーードドドドオフのオフのオフのオフの関係関係関係関係というのがというのがというのがというのが一一一一般般般般的的的的なななな認認認認識識識識ででででああああったとったとったとったと思思思思いますいますいますいます。。。。 
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    それがそれがそれがそれが、、、、92 年年年年のののの地球地球地球地球サミットのサミットのサミットのサミットの前後前後前後前後以降以降以降以降、、、、経済経済経済経済のののの仕仕仕仕組組組組みというのをみというのをみというのをみというのを抜抜抜抜本的本的本的本的にににに見見見見直直直直すことすことすことすことによってによってによってによって、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済をををを両両両両立立立立させるさせるさせるさせる、、、、両両両両立立立立させながらさせながらさせながらさせながら、、、、よよよよりりりり豊豊豊豊かなかなかなかな社会社会社会社会、、、、ああああるいはるいはるいはるいは現現現現状状状状をををを維維維維持持持持していしていしていしていくくくくというというというという形形形形というのがというのがというのがというのがああああるるるるんんんんじゃじゃじゃじゃないかというようなないかというようなないかというようなないかというような形形形形にににに変変変変わってきたのではわってきたのではわってきたのではわってきたのではないかとないかとないかとないかと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのそのああああらわれがらわれがらわれがらわれが、、、、まさにまさにまさにまさに「「「「ビビビビジョンジョンジョンジョン」」」」ででででああああるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、このこのこのこの「「「「ビビビビジョンジョンジョンジョン」」」」にもにもにもにもあああありますのはりますのはりますのはりますのは、、、、ややややはりいはりいはりいはりいろろろろいいいいろろろろなななな関係関係関係関係するするするする各主体各主体各主体各主体がががが、、、、一一一一般般般般市民市民市民市民、、、、そそそそれかられかられかられから企業企業企業企業、、、、NPO とかとかとかとか行行行行政政政政、、、、そういったそういったそういったそういった各主体各主体各主体各主体がががが、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でででで、、、、みみみみんんんんなでなでなでなで一一一一緒緒緒緒ににににややややってってってっていきましいきましいきましいきましょょょょうということうということうということうということだだだだとととと思思思思ううううんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、それはそれはそれはそれは、、、、裏裏裏裏をををを返返返返せせせせばばばば、、、、現現現現代代代代のののの環境環境環境環境問問問問題題題題というのはというのはというのはというのは多多多多様様様様なわけですけれどもなわけですけれどもなわけですけれどもなわけですけれども、、、、身近身近身近身近ななななごごごごみみみみ問問問問題題題題にしにしにしにしろろろろ、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化のようなグローのようなグローのようなグローのようなグローババババルなルなルなルな問問問問題題題題にしにしにしにしろろろろ、、、、ややややはりはりはりはり人人人人々々々々のののの日日日日々々々々のののの生活生活生活生活様様様様式式式式、、、、ライフスタイルにライフスタイルにライフスタイルにライフスタイルに大大大大ききききくくくくかかわっていかかわっていかかわっていかかわっているるるるんんんんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思いますいますいますいます。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、ごごごごみみみみ問問問問題題題題ですとですとですとですと、、、、比比比比較較較較的地域的的地域的的地域的的地域的なななな問問問問題題題題でででで、、、、イイイイメメメメージージージージがしがしがしがしややややすいかとすいかとすいかとすいかと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、たとえグローたとえグローたとえグローたとえグローババババルなルなルなルな環境環境環境環境問問問問題題題題ということでということでということでということで、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化のようなのようなのようなのような問問問問題題題題にしてもにしてもにしてもにしても、、、、ややややはりはりはりはり発生源発生源発生源発生源というのはというのはというのはというのは地域地域地域地域ににににああああるるるるんだんだんだんだとととと。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、我我我我々々々々がががが何何何何かしらのかしらのかしらのかしらの形形形形でかかわっているというのがでかかわっているというのがでかかわっているというのがでかかわっているというのが最近最近最近最近のののの環境環境環境環境問問問問題題題題のののの大大大大きなきなきなきな特徴特徴特徴特徴のののの 1 つだつだつだつだとととといういういういうふふふふうにうにうにうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。逆逆逆逆にににに言言言言ええええばばばば、、、、そうしたそうしたそうしたそうした環境環境環境環境問問問問題題題題にににに対対対対応応応応するためにはするためにはするためにはするためには、、、、我我我我々々々々のラのラのラのライフスタイルをイフスタイルをイフスタイルをイフスタイルを抜抜抜抜本的本的本的本的にににに見見見見直直直直すようすようすようすようなななな新新新新たなたなたなたな経済経済経済経済のののの仕仕仕仕組組組組みというものにみというものにみというものにみというものに転換転換転換転換していかないしていかないしていかないしていかないといけないのではないかとといけないのではないかとといけないのではないかとといけないのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 そうしたそうしたそうしたそうした中中中中でででで、、、、ややややはりはりはりはりビビビビジョンをいかにジョンをいかにジョンをいかにジョンをいかに具具具具体化体化体化体化していしていしていしていくくくくかということがかということがかということがかということが非非非非常常常常にににに重重重重要要要要になになになになってってってってくくくくるとるとるとると思思思思うわけですけれどもうわけですけれどもうわけですけれどもうわけですけれども、、、、特特特特にににに、、、、例例例例ええええばばばば環境環境環境環境意意意意識識識識のののの高高高高いいいい人人人人とかとかとかとか、、、、環境環境環境環境保護保護保護保護団体団体団体団体ととととかかかか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは環境環境環境環境意意意意識識識識のののの高高高高いいいい先進企業先進企業先進企業先進企業だだだだけではなけではなけではなけではなくくくくてててて、、、、ここにいるすべてのここにいるすべてのここにいるすべてのここにいるすべての人人人人々々々々、、、、特特特特にそにそにそにそういうういうういうういう環境環境環境環境意意意意識識識識のののの高高高高くくくくないないないない人人人人でもそういったとこでもそういったとこでもそういったとこでもそういったところろろろにににに参参参参画画画画できるようなシステムというかできるようなシステムというかできるようなシステムというかできるようなシステムというか、、、、制制制制度度度度のののの設計設計設計設計というのがというのがというのがというのが、、、、こういったこういったこういったこういったビビビビジョンをジョンをジョンをジョンを具具具具体化体化体化体化するにするにするにするに当当当当たってたってたってたって非非非非常常常常にににに重重重重要要要要になってになってになってになってくくくくるのではないかなというるのではないかなというるのではないかなというるのではないかなというふふふふううううにににに考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。これでこれでこれでこれで、、、、パネリストのパネリストのパネリストのパネリストの方方方方々々々々、、、、一一一一通通通通りおりおりおりお話話話話をををを伺伺伺伺いましていましていましていまして、、、、どうどうどうどうもももも 2つぐつぐつぐつぐらいらいらいらい問問問問題題題題ののののごごごご指指指指摘摘摘摘をいたをいたをいたをいただだだだいたようにいたようにいたようにいたように思思思思いますいますいますいます。。。。1つつつつはははは、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション絡絡絡絡みとみとみとみといいますかいいますかいいますかいいますか、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル品品品品、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物、、、、そそそそんんんんななななキキキキーワーーワーーワーーワードドドドででででござござござございましていましていましていまして、、、、リサイクルをどリサイクルをどリサイクルをどリサイクルをどのようにのようにのようにのように進進進進めていめていめていめていくくくくかというようなこととかというようなこととかというようなこととかというようなことと、、、、それからそれからそれからそれから、、、、今今今今笹尾笹尾笹尾笹尾先生先生先生先生のおっしのおっしのおっしのおっしゃゃゃゃっていたっていたっていたっていた話話話話はははは、、、、どうどうどうどうややややらそれよりらそれよりらそれよりらそれより一一一一歩歩歩歩先先先先をををを見見見見ておられてておられてておられてておられて、、、、ライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイル、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化みたいなみたいなみたいなみたいな、、、、ああああまりまりまりまり直直直直接関係接関係接関係接関係がないとがないとがないとがないと思思思思われてしまうようなことをいかにわれてしまうようなことをいかにわれてしまうようなことをいかにわれてしまうようなことをいかに一一一一般般般般市民市民市民市民にににに考考考考えてもらってえてもらってえてもらってえてもらって、、、、ラララライフスタイルをイフスタイルをイフスタイルをイフスタイルを抜抜抜抜本的本的本的本的にににに見見見見直直直直していしていしていしていくくくくかみたいなかみたいなかみたいなかみたいな話話話話とととと、、、、多多多多分分分分、、、、比比比比較較較較的的的的近近近近いとこいとこいとこいところろろろのののの話話話話とととと、、、、それからそれからそれからそれから遠遠遠遠距離距離距離距離といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、かなりかなりかなりかなり先先先先のののの話話話話とととと。。。。しかししかししかししかし、、、、今今今今ややややらなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいけないことはいけないことはいけないことはいけないことは両両両両方方方方ともともともとも同同同同じじじじななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、場場場場合合合合によってはによってはによってはによっては、、、、両両両両方方方方まとめてまとめてまとめてまとめて一一一一気気気気ににににややややるというのがるというのがるというのがるというのが、、、、そそそそれはれはれはれは一一一一番番番番うまいうまいうまいうまいんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、そういうようなことかとそういうようなことかとそういうようなことかとそういうようなことかと思思思思いますいますいますいます。。。。     とりとりとりとりああああえずえずえずえず、、、、よりよりよりより現実的現実的現実的現実的にににに近近近近いようなリサイクルいようなリサイクルいようなリサイクルいようなリサイクル品品品品のののの話話話話ああああたりをたりをたりをたりを、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと先先先先にににに議議議議論論論論ををををさせていたさせていたさせていたさせていただだだだいたいたいたいた後後後後でででで、、、、できるならできるならできるならできるならばばばばそのライフスタイルというかそのライフスタイルというかそのライフスタイルというかそのライフスタイルというか、、、、グローグローグローグローババババルルルルレベレベレベレベルとルとルとルというかいうかいうかいうか、、、、地球地球地球地球レベレベレベレベルのルのルのルの話話話話などになどになどになどに移移移移っていきたいというっていきたいというっていきたいというっていきたいというふふふふううううにににに思思思思ううううんんんんでででであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、先先先先ほほほほどどどど、、、、簗田所長簗田所長簗田所長簗田所長ささささんんんんのおのおのおのお話話話話のののの中中中中ににににああああったのかもしれませったのかもしれませったのかもしれませったのかもしれませんんんんがががが、、、、取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの中中中中でででで、、、、幾幾幾幾つつつつかかかか、、、、
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産産産産廃廃廃廃税税税税ももももござござござございましたけれどもいましたけれどもいましたけれどもいましたけれども、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル品品品品みたいなものをみたいなものをみたいなものをみたいなものを積極的積極的積極的積極的にににに使使使使おうというようおうというようおうというようおうというようなななな仕仕仕仕組組組組みがどうみがどうみがどうみがどうああああってってってって、、、、このこのこのこの県県県県でそれがでそれがでそれがでそれが 100％％％％うまうまうまうまくくくく動動動動いているのかどうかいているのかどうかいているのかどうかいているのかどうか。。。。もしもしもしもし動動動動いていいていいていいていないとしたらないとしたらないとしたらないとしたら、、、、何何何何がががが問問問問題題題題でででで、、、、ななななんんんんていうようなていうようなていうようなていうような話話話話ををををちちちちょょょょっとっとっとっとごごごご説説説説明明明明いたいたいたいただだだだけたらとけたらとけたらとけたらと思思思思いまいまいまいますけどすけどすけどすけど、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 簗田所長簗田所長簗田所長簗田所長 リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製品製品製品製品ででででござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、価格価格価格価格がががが一一一一般般般般的的的的にににに割割割割高高高高ででででああああるというるというるというるという点点点点、、、、それからそれからそれからそれから、、、、品品品品質質質質へのへのへのへの信信信信頼性頼性頼性頼性というのがというのがというのがというのが必必必必ずしもずしもずしもずしも高高高高くくくくなななないというようなことからいというようなことからいというようなことからいというようなことから、、、、需需需需要要要要がががが伸伸伸伸びていないびていないびていないびていないというというというという状況状況状況状況ででででござござござございましていましていましていまして、、、、市市市市場場場場流流流流通通通通がががが活発活発活発活発とはとはとはとは言言言言えないえないえないえない。。。。そういったことがそういったことがそういったことがそういったことがああああってってってって、、、、一一一一定定定定のののの基基基基準準準準をををを満満満満たすものをたすものをたすものをたすものを県県県県がまずがまずがまずがまず認認認認定定定定するするするする、、、、そしてそしてそしてそして登登登登録録録録してしてしてして、、、、県民一体県民一体県民一体県民一体となってとなってとなってとなって取取取取りりりり組組組組んんんんでいこうというでいこうというでいこうというでいこうという制制制制度度度度ででででござござござございますいますいますいます。。。。     資資資資料料料料のののの中中中中にににに、、、、こういうこういうこういうこういう A3判判判判をたたをたたをたたをたたんだんだんだんだ、、、、表表表表とととと裏裏裏裏にににに印刷印刷印刷印刷したしたしたした、、、、これはリサイクルこれはリサイクルこれはリサイクルこれはリサイクル認認認認定定定定製品製品製品製品ににににつつつついてのいてのいてのいての全全全全国調国調国調国調査査査査をしたをしたをしたをした資資資資料料料料ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと見見見見ていたていたていたていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ここにはここにはここにはここには 15 県県県県、、、、代代代代表的表的表的表的なとこなとこなとこなところろろろをををを表表表表にしてにしてにしてにしてござござござございますいますいますいます。。。。一一一一番最後番最後番最後番最後のののの下下下下のとこのとこのとこのところろろろにににに、、、、導導導導入入入入さささされているれているれているれている自治体自治体自治体自治体のののの数数数数がががが記記記記してしてしてしてあああありまりまりまりますがすがすがすが、、、、23 府府府府県県県県ででででござござござございますいますいますいます。。。。現現現現在在在在検討検討検討検討中中中中のののの自治体自治体自治体自治体としとしとしとしてはてはてはては 8 道道道道県県県県というというというというふふふふうになっておりますうになっておりますうになっておりますうになっております。。。。このこのこのこの中中中中でででで、、、、条条条条例例例例でででで制制制制定定定定しているのはしているのはしているのはしているのは 6 県県県県ござござござございいいいますますますます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、そのそのそのその他他他他はははは要要要要綱綱綱綱でこのでこのでこのでこの制制制制度度度度をををを実施実施実施実施しているということでしているということでしているということでしているということで、、、、裏裏裏裏面面面面になりますになりますになりますになりますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、製品認製品認製品認製品認定定定定数数数数はははは、、、、岡山岡山岡山岡山県県県県がががが 408 製品製品製品製品とととと、、、、非非非非常常常常にににに多多多多くくくくなっておりますしなっておりますしなっておりますしなっておりますし、、、、またまたまたまた、、、、和和和和歌歌歌歌山山山山がががが 176 とかとかとかとか、、、、岐阜岐阜岐阜岐阜県県県県がががが 164 というというというという状況状況状況状況ででででござござござございますいますいますいます。。。。     問問問問題題題題はははは、、、、このこのこのこの優優優優先調先調先調先調達制達制達制達制度度度度ということでということでということでということでござござござございましていましていましていまして、、、、このこのこのこの優優優優先調先調先調先調達制達制達制達制度度度度をををを取取取取りりりり入入入入れてれてれてれているとこいるとこいるとこいるところろろろがががが、、、、一一一一番最後番最後番最後番最後のののの高高高高知知知知県県県県をををを除除除除きすべてのきすべてのきすべてのきすべての県県県県ででででござござござございますいますいますいます。。。。根根根根拠拠拠拠とととと運運運運用用用用としましてとしましてとしましてとしましてはははは、、、、条条条条例例例例またはまたはまたはまたは要要要要綱綱綱綱、、、、そのそのそのその中中中中でででで独独独独占占占占禁止禁止禁止禁止法法法法等等等等にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした努努努努力力力力義義義義務務務務規定規定規定規定になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。共共共共通通通通のののの問問問問題題題題点点点点としてとしてとしてとして挙挙挙挙げげげげられておりますのはられておりますのはられておりますのはられておりますのは、、、、割割割割高高高高製品製品製品製品をどのようにをどのようにをどのようにをどのように優優優優先先先先使使使使用用用用していしていしていしていくくくくかかかかというというというという、、、、購入購入購入購入、、、、ああああるいはるいはるいはるいは使使使使用用用用にににに当当当当たってのたってのたってのたってのココココンセンサスのンセンサスのンセンサスのンセンサスの問問問問題題題題。。。。それからそれからそれからそれから、、、、認認認認定定定定製品製品製品製品ががががほほほほかにないかにないかにないかにない、、、、ああああるいはるいはるいはるいは少少少少ないないないない場場場場合合合合のののの公正公正公正公正取取取取引引引引上上上上のののの問問問問題題題題。。。。公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会とととと協議協議協議協議しているのはしているのはしているのはしているのは、、、、中中中中でもでもでもでも岩手岩手岩手岩手とととと三重県三重県三重県三重県のののの 2 県県県県だだだだけということでけということでけということでけということでござござござございますいますいますいます。。。。     またまたまたまた、、、、公公公公共共共共事事事事業業業業のののの場場場場合合合合にににに、、、、会計検会計検会計検会計検査査査査院院院院からのからのからのからの指指指指摘摘摘摘がががが心配心配心配心配ででででああああるるるる。。。。おそらおそらおそらおそらくくくくこれはこれはこれはこれは補補補補助金助金助金助金絡絡絡絡みのみのみのみの場場場場合合合合をををを想定想定想定想定しているのしているのしているのしているのだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、優優優優先調先調先調先調達達達達実実実実績績績績としてはとしてはとしてはとしては、、、、これこれこれこれ、、、、15 年度年度年度年度ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、岐阜岐阜岐阜岐阜県県県県がががが 57品品品品目目目目、、、、県県県県がががが……………………購入購入購入購入しているしているしているしている。。。。三重県三重県三重県三重県ではではではでは 40品品品品目目目目、、、、宮城県宮城県宮城県宮城県はははは 12 品品品品目目目目、、、、岩手岩手岩手岩手がががが 10 製品製品製品製品。。。。ああああとはとはとはとは、、、、未未未未集集集集計計計計とかとかとかとか、、、、なしというなしというなしというなしという状況状況状況状況になっておになっておになっておになっておりますりますりますります。。。。またまたまたまた、、、、周辺周辺周辺周辺自治体自治体自治体自治体とのとのとのとの連連連連携携携携のののの中中中中ではではではでは、、、、四四四四国国国国 4 県県県県がががが、、、、認認認認定定定定品品品品のののの相相相相互互互互推推推推奨奨奨奨をしているをしているをしているをしているということということということということ。。。。それからそれからそれからそれから、、、、岐阜岐阜岐阜岐阜県県県県とととと福福福福井井井井県県県県でもでもでもでも、、、、共共共共同同同同でででで PR しているということでしているということでしているということでしているということで、、、、将来将来将来将来的的的的ににににはははは、、、、相相相相互互互互認認認認定定定定というようなこともというようなこともというようなこともというようなことも想定想定想定想定されますがされますがされますがされますが、、、、相相相相互互互互活用活用活用活用とかとかとかとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは北東北北東北北東北北東北 3 県県県県、、、、ああああるいはるいはるいはるいは 6 県県県県でのでのでのでの数数数数をををを増増増増ややややしてしてしてして競争競争競争競争していしていしていしていくくくくというようなことがというようなことがというようなことがというようなことが想定想定想定想定されるのでされるのでされるのでされるので、、、、このこのこのこの辺辺辺辺のののの連連連連携携携携のののの取取取取りりりり組組組組みというのがみというのがみというのがみというのが非非非非常常常常にににに興興興興味味味味深深深深いいいい取取取取りりりり組組組組みではないかとみではないかとみではないかとみではないかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、認認認認定定定定品品品品、、、、製品製品製品製品開発開発開発開発にかかるにかかるにかかるにかかる促進策促進策促進策促進策としてはとしてはとしてはとしては、、、、補補補補助助助助とかとかとかとか助助助助成成成成をををを行行行行っているのはっているのはっているのはっているのは、、、、岩手岩手岩手岩手、、、、宮城宮城宮城宮城、、、、島島島島根根根根、、、、それからそれからそれからそれから広広広広島島島島ということでということでということでということでござござござございますいますいますいます。。。。秋秋秋秋田田田田県県県県はははは、、、、県県県県みずからがみずからがみずからがみずからがモモモモデデデデルルルル的的的的にににに使使使使用用用用してしてしてして県民県民県民県民にににに PR していしていしていしていくくくくというようなというようなというようなというような取取取取りりりり組組組組みがされておりますみがされておりますみがされておりますみがされております。。。。 
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それからそれからそれからそれから、、、、民民民民間間間間でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みでみでみでみでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、先先先先ほほほほどどどど花田花田花田花田会会会会長長長長ささささんんんんののののほほほほうからうからうからうからごごごご紹介紹介紹介紹介ががががあああありましたりましたりましたりました、、、、岩手岩手岩手岩手県県県県のエのエのエのエココココエミッションのエミッションのエミッションのエミッションの会会会会ということでということでということでということで、、、、これはこれはこれはこれは、、、、認認認認定業定業定業定業者者者者とととと、、、、これかこれかこれかこれからららら認認認認定定定定をををを受受受受けようとするけようとするけようとするけようとする業業業業者者者者、、、、使使使使用用用用するするするする業業業業者者者者、、、、そそそそれでれでれでれで普及拡大普及拡大普及拡大普及拡大をををを図図図図っていっていっていっていくくくくということということということということ。。。。三重県三重県三重県三重県でもでもでもでも、、、、同同同同じじじじようにようにようにように、、、、製製製製造造造造業業業業者者者者、、、、それからそれからそれからそれから二二二二次次次次製品製品製品製品メメメメーーーーカカカカーでーでーでーで協議会協議会協議会協議会ををををつくつくつくつくってってってって取取取取りりりり組組組組んんんんでいるというでいるというでいるというでいるという、、、、これもこれもこれもこれも事事事事業業業業者者者者のののの役役役役割割割割としてはとしてはとしてはとしては、、、、非非非非常常常常にににに自主的自主的自主的自主的にににに、、、、需需需需要要要要をををを伸伸伸伸ばばばばそうとすそうとすそうとすそうとするるるる姿勢姿勢姿勢姿勢、、、、非非非非常常常常にににに興興興興味味味味深深深深いいいい取取取取りりりり組組組組みでみでみでみでああああるというるというるというるというふふふふうにうにうにうに思思思思われますわれますわれますわれます。。。。 そのそのそのその他他他他のののの課題課題課題課題、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ記記記記載載載載してしてしてしてあああありますがりますがりますがりますが、、、、これはこれはこれはこれは後後後後ほほほほどどどどごごごごららららんんんんいたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いいいいますますますます。。。。大体大体大体大体全全全全国国国国のののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと雑談雑談雑談雑談になってになってになってになって恐縮恐縮恐縮恐縮ななななんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、実実実実はははは、、、、このこのこのこの間間間間、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル品品品品というものにというものにというものにというものにつつつついていていていてちちちちょょょょっとっとっとっと調調調調査査査査をしてをしてをしてをしていたいたいたいたんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そうしましたらそうしましたらそうしましたらそうしましたら、、、、文文文文房房房房具具具具というのはというのはというのはというのは、、、、最近最近最近最近リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル品品品品をををを使使使使うとエうとエうとエうとエコマコマコマコマークがークがークがークがつくんつくんつくんつくんですがですがですがですが、、、、そのためにそのためにそのためにそのために使使使使うううう再再再再生生生生樹樹樹樹脂脂脂脂のののの価格価格価格価格というのはというのはというのはというのは、、、、今今今今やバやバやバやバージンよりージンよりージンよりージンより高高高高いそうですいそうですいそうですいそうです。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、品品品品薄薄薄薄ななななんんんんでででですすすすねねねね。。。。廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物というのはというのはというのはというのは 2種種種種類類類類にににに分分分分けてけてけてけて考考考考えなきえなきえなきえなきゃゃゃゃいけないけないけないけなくくくくてててて、、、、1つつつつはははは、、、、一一一一般般般般のののの消費消費消費消費者者者者のののの手手手手をををを経経経経たたたた後後後後のののの、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ななななんんんんですがですがですがですが、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、工場工場工場工場ああああたりからたりからたりからたりから出出出出ててててくくくくるるるる再再再再生生生生材材材材ののののようなものでようなものでようなものでようなもので、、、、当当当当然然然然使使使使っているのはかなりいいものなっているのはかなりいいものなっているのはかなりいいものなっているのはかなりいいものなんんんんででででねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、当当当当然然然然かもしれなかもしれなかもしれなかもしれないいいいんんんんですがですがですがですが、、、、一方一方一方一方ではそではそではそではそんんんんなななな動動動動きがきがきがきがああああってってってって、、、、一方一方一方一方ではではではではややややはりはりはりはり値値値値段段段段がががが高高高高いといといといと買買買買わないわないわないわないというというというというようなようなようなような動動動動きがきがきがきがああああってってってって、、、、何何何何かもうかもうかもうかもうちちちちょょょょっといっといっといっといくくくくとととと何何何何となとなとなとなくくくくいけそうないけそうないけそうないけそうな気気気気がしないでもないながしないでもないながしないでもないながしないでもないなというというというという気気気気がしているがしているがしているがしているんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、花田花田花田花田ささささんあんあんあんあたりたりたりたり、、、、何何何何かそのかそのかそのかその辺辺辺辺、、、、一言一言一言一言、、、、二二二二言言言言ござござござございませいませいませいませんんんんかかかか。。。。ああああるいはるいはるいはるいは民民民民間間間間企業企業企業企業がががが今今今今ややややっておられるグリーンっておられるグリーンっておられるグリーンっておられるグリーン購入購入購入購入ああああたりってたりってたりってたりって、、、、文文文文房房房房具具具具、、、、かなりかなりかなりかなりややややっっっっていますよていますよていますよていますよねねねね。。。。そそそそんんんんなことがなことがなことがなことが影響影響影響影響しているしているしているしているんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと難難難難問問問問かもしれませかもしれませかもしれませかもしれませんんんんがががが、、、、何何何何かかかかごごごご存存存存じじじじでしたらでしたらでしたらでしたら。。。。 

 花田花田花田花田会会会会長長長長 最近最近最近最近、、、、多多多多くくくくのののの企業企業企業企業はははは、、、、環境環境環境環境ににににややややさしいさしいさしいさしい製品製品製品製品をををを作作作作ることがることがることがることが企業企業企業企業イイイイメメメメージアップになりージアップになりージアップになりージアップになり、、、、多多多多少少少少ココココストがかかってもストがかかってもストがかかってもストがかかっても、、、、製品製品製品製品ピピピピーアールでーアールでーアールでーアールで販販販販売売売売効効効効果果果果がががが大大大大きいときいときいときいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。ググググリーンリーンリーンリーン調調調調達達達達ににににつつつついてはいてはいてはいては目目目目標標標標をををを決決決決めてまでめてまでめてまでめてまでややややっているっているっているっているケケケケースはースはースはースは比比比比較較較較的的的的少少少少ないないないないとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、多多多多くくくくのののの企企企企業業業業がががが事務事務事務事務用用用用品品品品、、、、日日日日常品常品常品常品等等等等でででで何何何何らかのらかのらかのらかの購入購入購入購入をしていますをしていますをしていますをしています。。。。行行行行政政政政ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、再再再再資源化資源化資源化資源化製品製品製品製品ががががなかなかなかなかなかなかなかなか普及普及普及普及しないことをしないことをしないことをしないことを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、調調調調達達達達率率率率をををを決決決決めてめてめてめて、、、、初期初期初期初期段階段階段階段階ではではではでは何何何何％％％％にににに、、、、そのそのそのその後後後後のののの進進進進みみみみ具具具具合合合合でフローアップするでフローアップするでフローアップするでフローアップする、、、、そういうそういうそういうそういう強力強力強力強力なななな援援援援助助助助をおをおをおをお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたいとことことこところろろろですですですです。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 なるなるなるなるほほほほどどどど。。。。それでそれでそれでそれで、、、、またおまたおまたおまたお話話話話、、、、簗田簗田簗田簗田ささささんんんんにににに戻戻戻戻っっっっちちちちゃゃゃゃううううんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、今今今今のののの自治体自治体自治体自治体ああああたりでたりでたりでたりで、、、、そういうグリーンそういうグリーンそういうグリーンそういうグリーン調調調調達達達達率率率率みたいなものがみたいなものがみたいなものがみたいなものが具具具具体的体的体的体的にににに決決決決まっているようなとこまっているようなとこまっているようなとこまっているようなところろろろというのはどというのはどというのはどというのはどののののぐぐぐぐらいらいらいらいああああるるるるんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 簗田所長簗田所長簗田所長簗田所長 
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率率率率をををを実実実実質質質質的的的的にににに決決決決めているとこめているとこめているとこめているところろろろはおそらはおそらはおそらはおそらくくくくないのではないかとないのではないかとないのではないかとないのではないかと思思思思いますけどいますけどいますけどいますけど。。。。 

 花田花田花田花田会会会会長長長長 グリーングリーングリーングリーン調調調調達達達達率率率率をををを決決決決めることはめることはめることはめることは、、、、独独独独占占占占禁止禁止禁止禁止法法法法にににに引引引引っかかるっかかるっかかるっかかる問問問問題題題題ががががああああるということですかるということですかるということですかるということですか。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐ささささんんんん、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 五十嵐事務所長五十嵐事務所長五十嵐事務所長五十嵐事務所長 基基基基本的本的本的本的にににに、、、、グリーングリーングリーングリーン調調調調達達達達率率率率ですのでですのでですのでですので、、、、それはそれはそれはそれは購入購入購入購入者者者者がががが決決決決めるめるめるめる話話話話ででででああああってってってって、、、、基基基基本的本的本的本的にににに、、、、独独独独占占占占禁止禁止禁止禁止法法法法というのはというのはというのはというのは、、、、事事事事業業業業者者者者間間間間ででででああああるるるる程程程程度度度度話話話話しししし合合合合ってってってって、、、、おおおお互互互互いのいのいのいの自自自自由由由由なななな事事事事業活動業活動業活動業活動をををを拘束拘束拘束拘束すすすするというるというるというるという点点点点がががが一一一一番問番問番問番問題題題題ですのでですのでですのでですので、、、、国国国国とかとかとかとか自治体自治体自治体自治体というのはというのはというのはというのは、、、、言言言言ってみれってみれってみれってみればばばば事事事事業業業業者者者者ではではではではござござござございませいませいませいませんんんんですからですからですからですから、、、、そうそうそうそういったとこいったとこいったとこいったところろろろががががああああるるるる一定一定一定一定のののの公公公公益益益益的目的的目的的目的的目的のためにのためにのためにのために率率率率をををを決決決決めてめてめてめて、、、、それそれそれそれにににに従従従従ってってってって行動行動行動行動するということにするということにするということにするということにつつつついていていていて、、、、独独独独占占占占禁止禁止禁止禁止法法法法上問上問上問上問題題題題となるようなことはないわけでとなるようなことはないわけでとなるようなことはないわけでとなるようなことはないわけですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、我我我我々々々々がおがおがおがお願願願願いするとしたらいするとしたらいするとしたらいするとしたら、、、、それをそれをそれをそれを購入購入購入購入するにするにするにするに際際際際してなるべしてなるべしてなるべしてなるべくくくく幅幅幅幅広広広広いいいい事事事事業業業業者者者者のののの方方方方がががが購入購入購入購入というというというという場場場場にににに参加参加参加参加できるできるできるできる。。。。ああああるるるる一定一定一定一定のののの人人人人たたたたちちちちにににに限限限限定定定定しないでしないでしないでしないで、、、、なるべなるべなるべなるべくくくく競争競争競争競争的的的的なななな形形形形でででで、、、、事事事事業業業業者者者者がなるべがなるべがなるべがなるべくくくく自自自自由由由由にににに参加参加参加参加できるできるできるできる場場場場でででで、、、、一定一定一定一定のののの透透透透明明明明性性性性ののののああああるるるる基基基基準準準準でででで購入購入購入購入活動活動活動活動をしをしをしをしていたていたていたていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。それがそれがそれがそれが我我我我々々々々がががが扱扱扱扱っていますっていますっていますっています公正公正公正公正でででで自自自自由由由由なななな競争競争競争競争をををを促進促進促進促進するというするというするというするという、、、、競争競争競争競争政政政政策策策策のののの観観観観点点点点からのおからのおからのおからのお願願願願いいいい事事事事項項項項というというというという形形形形でででで、、、、これはこれはこれはこれは行行行行政政政政調調調調整整整整といといといというううう形形形形でででで、、、、いいいいろんろんろんろんなななな行行行行政政政政機機機機関関関関ににににおおおお願願願願いするいするいするいする事事事事項項項項にはにはにはには入入入入っておりますけれどもっておりますけれどもっておりますけれどもっておりますけれども、、、、直直直直ちちちちにににに法法法法律律律律違違違違反反反反とかとかとかとか、、、、どうかとかどうかとかどうかとかどうかとか、、、、そういそういそういそういううううレベレベレベレベルのルのルのルの話話話話ではではではではござござござございませいませいませいませんんんん。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 多多多多分分分分、、、、安心安心安心安心してしてしてしてややややっていたっていたっていたっていただだだだけるようでけるようでけるようでけるようでござござござございますいますいますいますねねねね。。。。私私私私、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、さるさるさるさる生協生協生協生協のののの環境環境環境環境監査監査監査監査委員委員委員委員会会会会委員長委員長委員長委員長ななななんんんんていうのをていうのをていうのをていうのをややややっていましてっていましてっていましてっていまして、、、、そこもそこもそこもそこも、、、、別別別別にににに私私私私ががががややややれとれとれとれと言言言言ってってってっているわけいるわけいるわけいるわけじゃじゃじゃじゃないないないないんんんんですがですがですがですが、、、、グリーングリーングリーングリーン購入購入購入購入率率率率 100％％％％をををを目指目指目指目指しているしているしているしているんんんんですですですですねねねね。。。。でででで、、、、どうどうどうどうややややっっっっているかといいますとているかといいますとているかといいますとているかといいますと、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの意意意意味味味味でででで、、、、エエエエコマコマコマコマークークークークややややななななんんんんかがかがかがかがつつつついているもいているもいているもいているものがのがのがのがああああったらったらったらったら、、、、そっそっそっそっちちちちをををを買買買買わなきわなきわなきわなきゃゃゃゃいけないけないけないけないいいいんんんんですですですですねねねね、、、、ああああそこはそこはそこはそこは。。。。そそそそんんんんなことなことなことなことややややっっっっちちちちゃゃゃゃっっっってもてもてもても、、、、大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫みたいですみたいですみたいですみたいですねねねね。。。。ああああれはれはれはれは一一一一般般般般企業企業企業企業みたいなものでみたいなものでみたいなものでみたいなものであああありますがりますがりますがりますが、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうようなとことことこところろろろががががござござござございますからいますからいますからいますから、、、、とりとりとりとりああああえずえずえずえず地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体、、、、ああああるいはるいはるいはるいは県等県等県等県等もももも、、、、そこまでそこまでそこまでそこまでややややっっっっちちちちゃゃゃゃっっっってもてもてもても大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫なのかもしれませなのかもしれませなのかもしれませなのかもしれませんんんんねねねね。。。。 そのそのそのその辺辺辺辺のことにのことにのことにのことに関関関関しましてしましてしましてしまして、、、、例例例例ええええばばばば、、、、笹尾笹尾笹尾笹尾先生先生先生先生からからからからごごごごららららんんんんになってになってになってになって、、、、ですからですからですからですから今今今今、、、、私私私私がががが見見見見るとるとるとると、、、、再再再再生生生生品品品品ってってってって、、、、一一一一部部部部市市市市場場場場的的的的にににに価値価値価値価値ががががああああるるるるやつやつやつやつははははああああるるるるんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。でででで、、、、ないないないないやつやつやつやつはははは、、、、ないないないないんんんんですよですよですよですよ、、、、多多多多分分分分。。。。そのそのそのそのああああたりにたりにたりにたりに関関関関しましてしましてしましてしまして、、、、何何何何かこうかこうかこうかこう、、、、過過過過不不不不足足足足といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、このこのこのこの辺辺辺辺ここここんんんんなななな仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要とかとかとかとか、、、、何何何何でもでもでもでも結結結結構構構構ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、何何何何かかかかココココメメメメントがントがントがントがござござござございましたらいましたらいましたらいましたら。。。。 

 笹尾助教授笹尾助教授笹尾助教授笹尾助教授     例例例例ええええばばばば、、、、うまうまうまうまくくくくいっているいっているいっているいっているほほほほうのうのうのうの例例例例としてはとしてはとしてはとしては、、、、ペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの樹樹樹樹脂脂脂脂がががが、、、、たしかたしかたしかたしか、、、、ままままああああ、、、、
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ここここここここ数数数数年年年年、、、、ああああるるるる意意意意味味味味、、、、再再再再生資源生資源生資源生資源としてとしてとしてとして出出出出てきたてきたてきたてきたペペペペットットットットボボボボトルがトルがトルがトルが供供供供給給給給過過過過剰剰剰剰になっていたわけになっていたわけになっていたわけになっていたわけですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、それがそれがそれがそれが、、、、生産設生産設生産設生産設備備備備のののの増増増増強強強強などでなどでなどでなどで逆逆逆逆にににに今今今今度度度度はははは再再再再生資源生資源生資源生資源がががが足足足足りなりなりなりなくくくくなっているなっているなっているなっているというようなというようなというようなというような状況状況状況状況ががががごくごくごくごく最近最近最近最近出出出出始始始始めているようでしてめているようでしてめているようでしてめているようでして、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、確確確確かにかにかにかに、、、、何何何何とととというかいうかいうかいうか、、、、連続的連続的連続的連続的にそういうにそういうにそういうにそういう需需需需給給給給がががが緩緩緩緩和和和和されていされていされていされていくくくくというよりもというよりもというよりもというよりも、、、、不不不不連続連続連続連続にににに、、、、何何何何かかかか突突突突発的発的発的発的なななな一一一一種種種種のブのブのブのブレレレレークスルーのようなークスルーのようなークスルーのようなークスルーのような形形形形でででで、、、、不不不不連続連続連続連続にににに需需需需給給給給がががが改改改改善善善善さささされていれていれていれていくくくく。。。。むしむしむしむしろろろろ需需需需要要要要がががが多多多多過過過過ぎぎぎぎてててて、、、、超超超超過過過過需需需需要要要要というというというという形形形形でででで供供供供給給給給がががが足足足足りなりなりなりなくくくくなってなってなってなってくくくくるというようなるというようなるというようなるというような状況状況状況状況がががが起起起起こりこりこりこり得得得得るるるるんだんだんだんだとととと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、たたたただだだだ、、、、全全全全般般般般的的的的にににに見見見見るとるとるとると、、、、ややややはりまはりまはりまはりまだちだちだちだちょょょょっとむしっとむしっとむしっとむしろろろろ例例例例外外外外的的的的なななな感感感感じじじじかかかかなというなというなというなという感感感感じじじじがしておりますがしておりますがしておりますがしております。。。。     ややややはりこのはりこのはりこのはりこの廃廃廃廃棄物問棄物問棄物問棄物問題題題題をををを考考考考えるときにえるときにえるときにえるときに考考考考えないといけないのはえないといけないのはえないといけないのはえないといけないのは、、、、おそらおそらおそらおそらくくくく 2 つつつつのののの市市市市場場場場ががががあああありましてりましてりましてりまして、、、、1つつつつはははは、、、、皆皆皆皆ささささんんんんのののの家庭家庭家庭家庭からでもそうですけれどもからでもそうですけれどもからでもそうですけれどもからでもそうですけれども、、、、事事事事業業業業所所所所からからからから出出出出ててててくくくくるるるる廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを集集集集めるめるめるめる市市市市場場場場とととと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、それをそれをそれをそれを使使使使ってリサイクルってリサイクルってリサイクルってリサイクル製品製品製品製品にするにするにするにする、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル加工製品加工製品加工製品加工製品市市市市場場場場といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、そのそのそのその 2 つつつつをきをきをきをきちんちんちんちんとととと考考考考えないといけないとえないといけないとえないといけないとえないといけないと思思思思いますいますいますいます。。。。それでいてそれでいてそれでいてそれでいて、、、、なおなおなおなおかかかかつつつつ価格面価格面価格面価格面でのアプローでのアプローでのアプローでのアプローチチチチとととと、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷がどうなっているのかがどうなっているのかがどうなっているのかがどうなっているのか。。。。そのそのそのその 2つつつつをををを考考考考えたえたえたえた場場場場合合合合にににに、、、、現現現現状状状状ではではではでは、、、、価格面価格面価格面価格面ではではではでは、、、、リサイクルというのはリサイクルというのはリサイクルというのはリサイクルというのは処処処処理理理理にもおにもおにもおにもお金金金金がかかるがかかるがかかるがかかる。。。。処処処処理理理理にかかるとにかかるとにかかるとにかかると、、、、当当当当然然然然できたできたできたできた製品製品製品製品もももも高高高高くくくくなってしまうなってしまうなってしまうなってしまう。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、従従従従来来来来型型型型のののの焼焼焼焼却却却却・・・・埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて型型型型にににに比比比比べるとべるとべるとべるとリサイクルというのがリサイクルというのがリサイクルというのがリサイクルというのが経済的経済的経済的経済的にうまにうまにうまにうまくくくくいかないかないかないかなくくくくなっているなっているなっているなっている。。。。とことことこところろろろがががが、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷というというというという観観観観点点点点からからからから考考考考えたえたえたえた場場場場合合合合にはにはにはには、、、、むしむしむしむしろろろろそのそのそのその逆逆逆逆でででで、、、、ややややはりはりはりはり焼焼焼焼却却却却・・・・埋埋埋埋めめめめ立立立立てのてのてのての負荷負荷負荷負荷というのがというのがというのがというのが大大大大ききききくくくくてててて、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルのほほほほうはうはうはうは比比比比較較較較的環境的環境的環境的環境負荷負荷負荷負荷がががが少少少少ないといったようなないといったようなないといったようなないといったような場場場場合合合合がおそらがおそらがおそらがおそらくくくく問問問問題題題題になになになになるのるのるのるのででででああああってってってって、、、、そうでないそうでないそうでないそうでない場場場場合合合合はははは、、、、特特特特にににに何何何何もももも規規規規制制制制とかとかとかとか、、、、制制制制度度度度ををををつくつくつくつくらならならならなくくくくてもてもてもても、、、、市市市市場場場場のののの中中中中でおそらでおそらでおそらでおそらくくくく回回回回っていっていっていっていくケくケくケくケースースースースだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。     なのでなのでなのでなので、、、、何何何何というかというかというかというか、、、、根根根根本的本的本的本的なとこなとこなとこなところろろろににににあああありますのはりますのはりますのはりますのは、、、、おそらおそらおそらおそらくくくくリサイクルというのはリサイクルというのはリサイクルというのはリサイクルというのはまずまずまずまず非非非非常常常常にににに労働労働労働労働集集集集約約約約的的的的ででででああああるるるる。。。。人人人人手手手手がかかるのでがかかるのでがかかるのでがかかるので、、、、当当当当然国内然国内然国内然国内でででで、、、、特特特特にににに先進国先進国先進国先進国というのはというのはというのはというのは人人人人件件件件費費費費がががが高高高高いですからいですからいですからいですから、、、、そうなってそうなってそうなってそうなってくくくくるとるとるとると、、、、ややややはりはりはりはり途途途途上上上上国国国国ののののほほほほうにいってしまうとかうにいってしまうとかうにいってしまうとかうにいってしまうとか、、、、ああああるるるるいはそれといはそれといはそれといはそれとああああわせてわせてわせてわせて、、、、ずっとずっとずっとずっと戦戦戦戦後後後後以降一以降一以降一以降一貫貫貫貫していますけれどもしていますけれどもしていますけれどもしていますけれども、、、、天天天天然資源然資源然資源然資源がががが安安安安価価価価でででで大大大大量量量量にににに入入入入ってってってってくくくくるというようなるというようなるというようなるというような、、、、非非非非常常常常にそういうにそういうにそういうにそういう根根根根本的本的本的本的なななな、、、、世界的世界的世界的世界的なななな市市市市場場場場のののの絡絡絡絡みというのみというのみというのみというのもももも、、、、ややややはりリサイクルというのははりリサイクルというのははりリサイクルというのははりリサイクルというのは考考考考えていかなけれえていかなけれえていかなけれえていかなければばばばならないのでならないのでならないのでならないので、、、、根根根根本的本的本的本的にはにはにはにはややややはりそこがはりそこがはりそこがはりそこが最最最最終終終終的的的的にはにはにはには残残残残ってってってってくくくくるのかなというるのかなというるのかなというるのかなという感感感感じじじじがしておりますがしておりますがしておりますがしております。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 今今今今、、、、ペペペペットットットットボボボボトルのおトルのおトルのおトルのお話話話話をををを伺伺伺伺いましていましていましていまして、、、、個個個個人的人的人的人的なななな話話話話でででで恐縮恐縮恐縮恐縮ですけどですけどですけどですけど、、、、容器容器容器容器包包包包装装装装リサイクリサイクリサイクリサイクルルルル法法法法、、、、来来来来週週週週かかかか、、、、再再再再来来来来週週週週かかかか、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省とととと環境環境環境環境省省省省がががが今今今今合合合合同同同同ヒヒヒヒアリングというのをアリングというのをアリングというのをアリングというのをややややっていまっていまっていまっていましてしてしてして、、、、私私私私、、、、被被被被告席告席告席告席にににに立立立立たされてたされてたされてたされて、、、、ヒヒヒヒアリングされるアリングされるアリングされるアリングされるんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。何何何何をををを言言言言おうかなというのおうかなというのおうかなというのおうかなというのでででで、、、、今今今今まとめましたものをまとめましたものをまとめましたものをまとめましたものを私私私私ののののホホホホームームームームペペペページにージにージにージに上上上上げげげげててててあああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、場場場場合合合合によりましたらによりましたらによりましたらによりましたらごごごごららららんんんんいたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思うううう次第次第次第次第ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、今今今今、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの笹尾笹尾笹尾笹尾先生先生先生先生ののののおおおお話話話話のとおりでのとおりでのとおりでのとおりでござござござございましていましていましていまして、、、、今今今今はははは、、、、とにかとにかとにかとにかくくくく量量量量がががが足足足足りなりなりなりなくくくくなっなっなっなっちちちちゃゃゃゃいましたいましたいましたいましたねねねね。。。。今今今今、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル、、、、全全全全国生産国生産国生産国生産量量量量 41万万万万トントントントンぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、回回回回収収収収率率率率 60％％％％。。。。それでそれでそれでそれで、、、、そのうそのうそのうそのうちちちち四四四四十十十十数万数万数万数万トントントントン、、、、だだだだからからからから 26万万万万トントントントンぐぐぐぐらいらいらいらい――――――――だだだだからからからから、、、、もうもうもうもうちちちちょょょょっとっとっとっと生産生産生産生産量量量量ががががああああるのかなるのかなるのかなるのかな、、、、ままままああああ、、、、そのそのそのそのぐぐぐぐらいらいらいらいででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、そのうそのうそのうそのうちちちち 10万万万万トントントントンぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが、、、、どうどうどうどうややややらららら中中中中国国国国にににに消消消消えているらしいとえているらしいとえているらしいとえているらしいと。。。。そうそうそうそう
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なるとなるとなるとなると、、、、実際実際実際実際再再再再生生生生にににに回回回回るのがるのがるのがるのが十五十五十五十五、、、、六六六六万万万万トントントントン。。。。今今今今、、、、処処処処理理理理能力能力能力能力がががが全全全全国国国国でででで 31万万万万トントントントンああああるるるるんんんんですですですですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの処処処処理理理理業業業業者者者者のののの自自自自給給給給率率率率といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、材材材材料供料供料供料供給給給給率率率率はははは 50％％％％というというというという恐恐恐恐るべきるべきるべきるべき状況状況状況状況になっていますになっていますになっていますになっています。。。。ペペペペットットットットボボボボトルはトルはトルはトルは、、、、ああああるるるる意意意意味味味味でででで今今今今リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率 60％％％％、、、、世界世界世界世界にににに誇誇誇誇るリサイクルるリサイクルるリサイクルるリサイクル率率率率ででででござござござございましていましていましていまして、、、、ここここんんんんなにいなにいなにいなにいくくくくとはとはとはとは私私私私もももも思思思思っていなかったっていなかったっていなかったっていなかったんんんんですがですがですがですが、、、、余余余余分分分分なななな話話話話ででででござござござございましたいましたいましたいました。。。。     今今今今おおおお話話話話のののの中中中中でででで、、、、例例例例ええええばばばば、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てというようなもののてというようなもののてというようなもののてというようなものの負荷負荷負荷負荷はははは大大大大きいというようなきいというようなきいというようなきいというようなごごごご指指指指摘摘摘摘ももももああああったったったったんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てのてのてのての負荷負荷負荷負荷というのはというのはというのはというのは、、、、確確確確かにかにかにかに環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷、、、、共有共有共有共有財財財財としてのとしてのとしてのとしての環境環境環境環境にににに対対対対するするするする負荷負荷負荷負荷でもでもでもでもああああるとるとるとると同同同同時時時時にににに、、、、一一一一般般般般廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物だだだだとととと、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり自治体自治体自治体自治体のののの責任責任責任責任でででで最終最終最終最終的的的的にににに確保確保確保確保しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけないんんんんですですですですねねねね。。。。ゼロエミッションがゼロエミッションがゼロエミッションがゼロエミッションがほほほほんんんんとうにゼロのエミッとうにゼロのエミッとうにゼロのエミッとうにゼロのエミッションになションになションになションになるかとるかとるかとるかと言言言言われるとわれるとわれるとわれると、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりどうしたってりどうしたってりどうしたってりどうしたってちちちちょょょょっとはっとはっとはっとは出出出出ちちちちゃゃゃゃうううう。。。。そうなるとそうなるとそうなるとそうなると、、、、いいいいくくくくらリサらリサらリサらリサイクルをイクルをイクルをイクルをややややったってったってったってったって、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと出出出出ちちちちゃゃゃゃううううんんんんでででで、、、、最終最終最終最終的的的的にはにはにはには自治体自治体自治体自治体ががががややややはりはりはりはりああああるるるる程程程程度度度度のののの最終最終最終最終処処処処分地分地分地分地はははは確保確保確保確保せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得ないないないない。。。。となるととなるととなるととなると、、、、自治体自治体自治体自治体としてはとしてはとしてはとしてはややややっっっっぱぱぱぱりりりり再製品再製品再製品再製品をををを優優優優遇遇遇遇してしてしてして買買買買ううううということにということにということにということに、、、、財財財財政政政政的的的的にもにもにもにも、、、、今今今今すすすすぐぐぐぐじゃじゃじゃじゃないけどないけどないけどないけど、、、、将来将来将来将来的的的的にはにはにはにはメメメメリットがリットがリットがリットがあああありそうなりそうなりそうなりそうな気気気気ががががするするするするんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、そういうそういうそういうそういう理解理解理解理解でよでよでよでよろろろろしいしいしいしいんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか、、、、所長所長所長所長。。。。 

 簗田所長簗田所長簗田所長簗田所長 なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいしいしいしい問問問問題題題題ででででござござござございましていましていましていまして、、、、今今今今のののの埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて負荷負荷負荷負荷のののの部部部部分分分分をどのようにをどのようにをどのようにをどのように環境環境環境環境再再再再生生生生すすすするかというるかというるかというるかという研究研究研究研究といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも進進進進められているということをめられているということをめられているということをめられているということを聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。実際的実際的実際的実際的にはにはにはには、、、、今今今今までまでまでまで一一一一般般般般廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ででででああああれれれればばばば、、、、有有有有害害害害なものはそれなものはそれなものはそれなものはそれほほほほどどどど含含含含まれていないというこまれていないというこまれていないというこまれていないということでとでとでとでござござござございましていましていましていまして、、、、それをそれをそれをそれを一度一度一度一度掘掘掘掘りりりり起起起起こしてこしてこしてこして、、、、資源資源資源資源にできるものににできるものににできるものににできるものにつつつついてはいてはいてはいては資源資源資源資源ののののほほほほうにうにうにうに回回回回すすすす。。。。それからそれからそれからそれから、、、、がれきのようにがれきのようにがれきのようにがれきのように全全全全くくくく自然自然自然自然にににに害害害害のないのないのないのない、、、、そういったものはさらにそういったものはさらにそういったものはさらにそういったものはさらに埋埋埋埋めめめめ戻戻戻戻すすすす。。。。そういうそういうそういうそういう、、、、今今今今までのまでのまでのまでの一一一一般般般般廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの最終最終最終最終処処処処分分分分場場場場をさらにをさらにをさらにをさらに再再再再生生生生するするするする試試試試みといいますかみといいますかみといいますかみといいますか、、、、そういそういそういそういったったったった技術技術技術技術もいもいもいもいろろろろいいいいろろろろ取取取取りりりり組組組組まれているということがまれているということがまれているということがまれているということがあああありましてりましてりましてりまして、、、、将来将来将来将来的的的的にはそのようなにはそのようなにはそのようなにはそのような方方方方向向向向性性性性ももももああああるのかなというるのかなというるのかなというるのかなというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、自治体自治体自治体自治体としてとしてとしてとして焼焼焼焼却却却却施設施設施設施設、、、、最終最終最終最終処処処処分分分分場場場場、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル施設施設施設施設とこれまではいとこれまではいとこれまではいとこれまではいろんろんろんろんなななな施策施策施策施策でそれをでそれをでそれをでそれをつくつくつくつくってきてってきてってきてってきて、、、、今今今今どのどのどのどの自治体自治体自治体自治体もももも財財財財政政政政事事事事情情情情がががが非非非非常常常常にににに厳厳厳厳しいということがしいということがしいということがしいということがござござござございましていましていましていまして、、、、整備整備整備整備するのがするのがするのがするのが難難難難しいしいしいしい状況状況状況状況になっていますになっていますになっていますになっています。。。。     本県本県本県本県ではではではでは、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ性性性性状状状状がががが同同同同じじじじ一一一一般般般般廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物、、、、産業産業産業産業廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物、、、、例例例例ええええばばばば紙紙紙紙とかとかとかとか木木木木くくくくずとかずとかずとかずとか、、、、そういったものにそういったものにそういったものにそういったものにつつつついてはいてはいてはいては、、、、リサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルを含含含含めてめてめてめて共共共共同処同処同処同処理理理理のののの方方方方向向向向ですですですですねねねね。。。。これまではこれまではこれまではこれまでは縦割縦割縦割縦割りでりでりでりで、、、、一一一一般般般般廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物はははは自治体自治体自治体自治体、、、、産業産業産業産業廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物はははは民民民民間間間間というというというという形形形形でででで進進進進められていたものをめられていたものをめられていたものをめられていたものを、、、、何何何何とかとかとかとか共共共共同同同同でででで処処処処理理理理できないかできないかできないかできないか。。。。そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと、、、、自治体自治体自治体自治体としてとしてとしてとして、、、、施設施設施設施設をををを持持持持っていれっていれっていれっていればばばば、、、、そこでそこでそこでそこで事事事事業業業業者者者者のののの方方方方々々々々にはにはにはには同同同同じじじじようなものをようなものをようなものをようなものを処処処処理理理理していたしていたしていたしていただだだだけるけるけるける。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、産業産業産業産業振振振振興興興興面面面面でもでもでもでも利利利利益益益益がががが出出出出ててててくくくくるというるというるというるという面面面面ももももあああありますしりますしりますしりますし、、、、逆逆逆逆にににに、、、、自治体自治体自治体自治体としてもとしてもとしてもとしても、、、、財財財財政政政政事事事事情情情情のののの悪悪悪悪いときにいときにいときにいときに整備整備整備整備するするするするよりはよりはよりはよりは、、、、産業産業産業産業廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物処処処処理理理理施設施設施設施設ががががああああれれれればばばば、、、、そそそそちちちちらのらのらのらのほほほほうにうにうにうに処処処処理理理理料金料金料金料金をををを支支支支払払払払ってってってって処処処処理理理理するといするといするといするというようなこともうようなこともうようなこともうようなことも考考考考えられるわけでえられるわけでえられるわけでえられるわけで、、、、リサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルを含含含含めてのめてのめてのめての施策施策施策施策をこれからどうをこれからどうをこれからどうをこれからどう進進進進めていめていめていめていくくくくかかかか、、、、自治体自治体自治体自治体にににに求求求求められてめられてめられてめられてくくくくるるるるんんんんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。今今今今、、、、最終最終最終最終処処処処分分分分場場場場のののの延延延延命命命命のののの話話話話ををををごごごご指指指指摘摘摘摘いたいたいたいただだだだいたわけでいたわけでいたわけでいたわけでござござござございいいい
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ますますますます。。。。おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃるとおりでるとおりでるとおりでるとおりで、、、、掘掘掘掘りりりり起起起起こしてこしてこしてこして、、、、燃燃燃燃ややややせるものはせるものはせるものはせるものは燃燃燃燃ややややすというすというすというすという話話話話ですがですがですがですが、、、、たしたしたしたしかかかか、、、、谷谷谷谷課課課課長長長長、、、、ごごごご存存存存じじじじかどうかかどうかかどうかかどうかああああれですがれですがれですがれですが、、、、環境環境環境環境省省省省、、、、何何何何かかかか最近最近最近最近、、、、支援策支援策支援策支援策かかかか何何何何かかかか出出出出しましたっしましたっしましたっしましたっけけけけ。。。。 

 谷谷谷谷課課課課長長長長 最終最終最終最終処処処処分分分分……………………。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 処処処処分分分分場場場場のののの延延延延命命命命というかというかというかというか、、、、延延延延命命命命策策策策。。。。 

 谷谷谷谷課課課課長長長長     まずまずまずまず、、、、一一一一般般般般的的的的なななな話話話話からいきますとからいきますとからいきますとからいきますと、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり焼焼焼焼却却却却処処処処理理理理をいいをいいをいいをいい炉炉炉炉でいいでいいでいいでいいふふふふうにうにうにうに進進進進めるといめるといめるといめるということでうことでうことでうことで、、、、補補補補助金助金助金助金のののの制制制制度度度度ががががああああるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。今今今今ちちちちょょょょっとっとっとっと三三三三位位位位一体一体一体一体のののの中中中中でででで議議議議論論論論ももももあああありますけれりますけれりますけれりますけれどどどど。。。。     ああああとととと、、、、次次次次はははは、、、、燃燃燃燃ややややせるものはせるものはせるものはせるものは、、、、たとえたとえたとえたとえばばばば、、、、サーサーサーサーママママルリサイクルにルリサイクルにルリサイクルにルリサイクルに回回回回すすすす。。。。今今今今、、、、本本本本来来来来燃燃燃燃ややややししししてもてもてもても構構構構わないかもしれないものでもわないかもしれないものでもわないかもしれないものでもわないかもしれないものでも埋埋埋埋立立立立場場場場にににに持持持持っていっているものもっていっているものもっていっているものもっていっているものもああああるわけでるわけでるわけでるわけで、、、、そのそのそのそのああああたりはたりはたりはたりは、、、、ややややはりはりはりはり合合合合理理理理的的的的なななな判断判断判断判断にににに基基基基づいてづいてづいてづいて、、、、なるべなるべなるべなるべくくくく最終最終最終最終処処処処分分分分場場場場にににに持持持持っていっていっていっていくくくくものがものがものがものが少少少少ないないないないというというというという形形形形態態態態をとることはをとることはをとることはをとることは必要必要必要必要でででであろあろあろあろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。     ああああとととと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、全全全全体体体体にににに、、、、たたたたくくくくささささんんんんののののごごごごみがみがみがみが出出出出ないようにするということないようにするということないようにするということないようにするということ、、、、そしてリそしてリそしてリそしてリサイクルがサイクルがサイクルがサイクルが進進進進むようにすることむようにすることむようにすることむようにすること、、、、これももこれももこれももこれももちろんちろんちろんちろん大大大大変変変変重重重重要要要要なことなことなことなことだだだだとととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。     ちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、せっかせっかせっかせっかくマくマくマくマイクをイクをイクをイクを持持持持たせていたたせていたたせていたたせていただだだだいたいたいたいたんんんんでででで、、、、直直直直接接接接ののののごごごご質質質質問問問問ととととちちちちょょょょっとかかわっとかかわっとかかわっとかかわらないかもしれないらないかもしれないらないかもしれないらないかもしれないんんんんですがですがですがですが、、、、先先先先ほほほほどからどからどからどから議議議議論論論論ののののござござござございましたグリーンいましたグリーンいましたグリーンいましたグリーン調調調調達達達達のおのおのおのお話話話話ににににつつつついいいいてててて、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと関連関連関連関連のおのおのおのお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだけないかとけないかとけないかとけないかと思思思思いますいますいますいます。。。。     グリーングリーングリーングリーン調調調調達達達達をををを増増増増ややややしていしていしていしていくくくくということということということということ、、、、大大大大変変変変重重重重要要要要だだだだとととと思思思思っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、そのようなそのようなそのようなそのような法法法法律律律律とかとかとかとか制制制制度度度度とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなこともなこともなこともなことも進進進進んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。私私私私はははは今今今今はははは水水水水環境環境環境環境部部部部ななななんんんんですがですがですがですが、、、、そのそのそのその前前前前、、、、総合環境総合環境総合環境総合環境政政政政策策策策局局局局のののの環境計画課環境計画課環境計画課環境計画課長長長長というとこというとこというとこというところろろろにおりましたにおりましたにおりましたにおりました。。。。環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好好好好循環循環循環循環ののののビビビビジョンもジョンもジョンもジョンもつくつくつくつくりますしりますしりますしりますし、、、、白白白白書書書書ももももつくつくつくつくりますしりますしりますしりますし、、、、そのそのそのそのほほほほかかかか、、、、政政政政府府府府内内内内のいのいのいのいろんろんろんろんなななな政政政政策策策策ににににつつつついていていていてのののの基基基基本的本的本的本的なななな考考考考ええええ方方方方をををを示示示示すすすす環境環境環境環境基基基基本計画本計画本計画本計画のののの担当担当担当担当もしておりましたもしておりましたもしておりましたもしておりました。。。。環境環境環境環境基基基基本計画本計画本計画本計画はははは、、、、大体大体大体大体 5年年年年にににに一度一度一度一度つくつくつくつくってってってって、、、、毎毎毎毎年年年年レビレビレビレビュュュューをーをーをーをややややるるるるんんんんですですですです。。。。環境環境環境環境基基基基本計画本計画本計画本計画はははは行行行行政政政政だだだだけですからけですからけですからけですから、、、、各各各各省省省省庁庁庁庁にににに引引引引きききき続続続続きグリーンきグリーンきグリーンきグリーン購入購入購入購入とかとかとかとか、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いしますいしますいしますいしますねねねねというというというという話話話話をををを言言言言うううう。。。。たたたただだだだ、、、、去去去去年年年年ははははそこからもうそこからもうそこからもうそこからもう少少少少しししし前前前前にににに出出出出てててて、、、、同同同同じじじじ霞霞霞霞がががが関関関関、、、、永永永永田田田田町町町町でもでもでもでも、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと別別別別のとこのとこのとこのところろろろにもおにもおにもおにもお願願願願いにいにいにいに伺伺伺伺ったったったったんんんんですですですです。。。。例例例例ええええばばばば裁裁裁裁判所判所判所判所、、、、衆衆衆衆議議議議院院院院事務局事務局事務局事務局、、、、参参参参議議議議院院院院事務局事務局事務局事務局、、、、こういうとここういうとここういうとここういうところろろろにもにもにもにも伺伺伺伺いまいまいまいましてしてしてして、、、、調調調調達達達達ををををぜひぜひぜひぜひ環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮ででででややややってってってってくだくだくだくださいということをおさいということをおさいということをおさいということをお願願願願いいたしましたいいたしましたいいたしましたいいたしました。。。。またまたまたまた、、、、そそそそのののの後後後後環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮をををを促進促進促進促進するするするする法法法法律律律律ができましてができましてができましてができまして、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、例例例例ええええばばばば政政政政府府府府関係関係関係関係でででで事事事事業業業業ををををややややっていっていっていっているようなるようなるようなるような独独独独立立立立法法法法人人人人はははは環境環境環境環境報告報告報告報告書書書書ををををつくつくつくつくるというるというるというるという制制制制度度度度もできましたもできましたもできましたもできました。。。。    こういったことこういったことこういったことこういったこと、、、、とてもとてもとてもとても大大大大事事事事だだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、一一一一律律律律にグリーンにグリーンにグリーンにグリーン購入購入購入購入のののの割割割割合合合合をををを定定定定めるといめるといめるといめるということうことうことうことににににつつつついてはいてはいてはいては 2つつつつのののの意意意意味味味味でででで難難難難しさがしさがしさがしさがあああありますりますりますります。。。。1つつつつはははは、、、、何何何何がどこまでグリーンかというがどこまでグリーンかというがどこまでグリーンかというがどこまでグリーンかというとことことこところろろろににににつつつついてもいてもいてもいても、、、、程程程程度度度度のののの違違違違いがいがいがいがああああるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。例例例例ええええばばばばこれこれこれこれ、、、、今今今今年年年年のののの、、、、図図図図でででで見見見見るるるる環境環境環境環境白白白白書書書書
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のののの版版版版ななななんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、これこれこれこれ、、、、地球地球地球地球にににに優優優優しいしいしいしいママママークがークがークがークがつつつついておりましていておりましていておりましていておりまして、、、、景景景景品品品品表示表示表示表示法法法法上上上上もももも大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫だだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、説説説説明明明明がががが 2つつつつつつつついているいているいているいているんんんんですですですです。「。「。「。「紙紙紙紙ががががちちちちゃゃゃゃんんんんとリサイクルしたとリサイクルしたとリサイクルしたとリサイクルした紙紙紙紙ですよですよですよですよ」」」」ということとということとということとということと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、「、「、「、「印刷印刷印刷印刷インクがインクがインクがインクが大大大大豆豆豆豆油油油油のインクですよのインクですよのインクですよのインクですよ」」」」とととと、、、、2つつつつ書書書書いていていていてあああありますりますりますります。。。。何何何何をどこまでをどこまでをどこまでをどこまでややややるかというグリーンのるかというグリーンのるかというグリーンのるかというグリーンの質質質質のののの話話話話もももも、、、、何何何何％％％％ややややるかというるかというるかというるかという量量量量のののの話話話話とととと同同同同様様様様にににに重重重重要要要要なななな面面面面ももももああああるるるる。。。。そこもいそこもいそこもいそこもいろんろんろんろんなななな行行行行政政政政のとこのとこのとこのところろろろでででで考考考考えてえてえてえてほほほほしいというしいというしいというしいという気気気気持持持持ちちちちをををを持持持持っておりますっておりますっておりますっております。。。。 もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、行行行行政政政政のののの部部部部署署署署によってによってによってによって全全全全然然然然仕仕仕仕事事事事のののの質質質質がががが違違違違うわけですうわけですうわけですうわけですねねねね。。。。例例例例ええええばばばば、、、、参参参参議議議議院院院院のののの事事事事務局務局務局務局というとというとというとというと、、、、仕仕仕仕事事事事はははは事務事務事務事務関係関係関係関係しかしかしかしかあああありませりませりませりませんんんん。。。。そういういうとこそういういうとこそういういうとこそういういうところろろろももももあああありますしりますしりますしりますし、、、、みずみずみずみずからがいからがいからがいからがいろんろんろんろんなななな事事事事業業業業をををを行行行行っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるるるる官庁官庁官庁官庁ももももあああありますりますりますります。。。。このようなこのようなこのようなこのような業業業業務務務務のののの違違違違いもいもいもいもああああるるるるとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろでででで、、、、リサイクルしたもののリサイクルしたもののリサイクルしたもののリサイクルしたものの需需需需要要要要をををを増増増増ややややすことはすことはすことはすことは、、、、大大大大変変変変大大大大事事事事なことなことなことなことだだだだとととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。私私私私もももも、、、、今日今日今日今日つつつつけているスけているスけているスけているスカカカカーフはーフはーフはーフは、、、、もとはもとはもとはもとはペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの再再再再生生生生繊繊繊繊維維維維ですですですです。。。。あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。 

 安井安井安井安井副副副副学学学学長長長長 あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。グリーングリーングリーングリーン調調調調達達達達をををを増増増増ややややすすすす――――――――グリーングリーングリーングリーン購入購入購入購入とととと言言言言ううううんんんんですかですかですかですかねねねね、、、、国国国国ですとですとですとですと――――――――増増増増ややややすすすす努努努努力力力力をいをいをいをいろろろろいいいいろろろろされてきたされてきたされてきたされてきたごごごご苦労苦労苦労苦労だだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、国連国連国連国連機機機機関関関関のののの会議会議会議会議でででであああありますりますりますります WSSD サミットサミットサミットサミット、、、、リオのサミットがリオのサミットがリオのサミットがリオのサミットが 92 年年年年、、、、このこのこのこの間間間間、、、、ヨハヨハヨハヨハネスブネスブネスブネスブルグのサミットルグのサミットルグのサミットルグのサミット 2002 年年年年というのがというのがというのがというのが行行行行われていますがわれていますがわれていますがわれていますが、、、、そのそのそのその 2002 年年年年のサミットののサミットののサミットののサミットの中中中中でもでもでもでも、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、企業企業企業企業のグリーンのグリーンのグリーンのグリーン購入購入購入購入をををを推進推進推進推進すべきですべきですべきですべきでああああるということがるということがるということがるということが語語語語られているられているられているられているんんんんですですですですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、ままままああああ、、、、このこのこのこの辺辺辺辺ははははややややっっっっぱぱぱぱりりりり 1 つつつつのかのかのかのかぎぎぎぎ、、、、企業企業企業企業にににに限限限限りませりませりませりませんんんん、、、、自治体自治体自治体自治体がががが特特特特にそうかにそうかにそうかにそうかなとなとなとなと思思思思いますがいますがいますがいますが。。。。今今今今、、、、谷谷谷谷課課課課長長長長がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったようにったようにったようにったように、、、、何何何何かかかか目目目目標標標標、、、、ここまでここまでここまでここまでややややらなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいけいけいけいけないというのはないというのはないというのはないというのは確確確確かにすかにすかにすかにすごくごくごくごく難難難難ししししくくくくてててて、、、、多多多多分分分分できないとできないとできないとできないと思思思思ううううんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの企業企業企業企業によってによってによってによって、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの生協生協生協生協はははは、、、、ままままああああ、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、売売売売っているっているっているっている商品商品商品商品ののののほほほほうはなかなかできなうはなかなかできなうはなかなかできなうはなかなかできないいいいんんんんですがですがですがですが、、、、自分自分自分自分のとこのとこのとこのところろろろででででややややっているものにっているものにっているものにっているものに関関関関してはしてはしてはしては、、、、とにかとにかとにかとにかくくくく目目目目標標標標 100％％％％ななななんんんんですよですよですよですよねねねね、、、、ああああそこそこそこそこ、、、、恐恐恐恐るべきことにるべきことにるべきことにるべきことに。。。。できないできないできないできないんんんんですけどですけどですけどですけど。。。。大体大体大体大体すべてのすべてのすべてのすべての商品商品商品商品がグリーンがグリーンがグリーンがグリーン商品商品商品商品でないでないでないでないですからですからですからですから、、、、できないできないできないできないんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、ままままああああ、、、、とにかとにかとにかとにかくくくく 100％％％％ななななんんんんですですですですねねねね。。。。 とにかとにかとにかとにかくくくく、、、、各企業各企業各企業各企業とととと自治体自治体自治体自治体がそういうがそういうがそういうがそういう計画計画計画計画ををををつくつくつくつくることることることること。。。。ここここれもれもれもれもヨハヨハヨハヨハネスブルグサミッネスブルグサミッネスブルグサミッネスブルグサミットトトト流流流流でででであああありますがりますがりますがりますが、、、、ああああのののの場場場場合合合合にはにはにはには各国各国各国各国がががが、、、、とにかとにかとにかとにかくくくく計画計画計画計画ををををつくつくつくつくってってってって、、、、そのそのそのその計画計画計画計画とととと実施実施実施実施状況状況状況状況をををを報告報告報告報告せよせよせよせよ。。。。これはこれはこれはこれは法法法法律律律律にできますよにできますよにできますよにできますよねねねね、、、、やろやろやろやろうとうとうとうと思思思思ええええばばばば。。。。いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか、、、、谷谷谷谷ささささんんんん。。。。 

 谷谷谷谷課課課課長長長長 そういうこともそういうこともそういうこともそういうことも含含含含めてめてめてめて、、、、環境環境環境環境基基基基本計画本計画本計画本計画のののの中中中中ではではではでは、、、、すべてのすべてのすべてのすべての行行行行政政政政でのでのでのでの環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮ににににつつつついていていていて書書書書いていていていてあああありますりますりますります。。。。ままままああああ、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに行行行行政政政政というのはというのはというのはというのは広広広広いものですからいものですからいものですからいものですから、、、、ああああまりまりまりまり具具具具体的体的体的体的にはにはにはには書書書書ききれませききれませききれませききれませんんんん。。。。例例例例ええええばばばば、、、、博博博博物館物館物館物館のののの骨董骨董骨董骨董のののの調調調調達達達達というときにというときにというときにというときに、、、、グリーンもグリーンもグリーンもグリーンも何何何何もももも――――――――ままままああああ、、、、よよよよくくくくわかりませわかりませわかりませわかりませんんんん。。。。それでそれでそれでそれで、、、、一一一一般般般般的的的的なななな書書書書きききき方方方方ではではではではあああありますがりますがりますがりますが、、、、書書書書いていていていてあああありますりますりますります。。。。そのそのそのその中中中中でででで大大大大事事事事だだだだとととと思思思思いますのはいますのはいますのはいますのは、、、、計画計画計画計画にににに定定定定めるのもめるのもめるのもめるのも 1つつつつですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、実施実施実施実施状況状況状況状況をををを点点点点検検検検するということするということするということするということ。。。。これがこれがこれがこれが、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに言言言言うはうはうはうはややややすすすすくくくく、、、、行行行行うはかたしうはかたしうはかたしうはかたしだだだだとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。いいいいろんろんろんろんなななな省庁省庁省庁省庁にもにもにもにもおおおお願願願願いするいするいするいするんんんんですがですがですがですが、、、、私私私私、、、、前前前前ののののポポポポストでもうストでもうストでもうストでもう一一一一つつつつ私私私私ののののややややっていたっていたっていたっていた仕仕仕仕事事事事ががががあああありましてりましてりましてりまして、、、、それそれそれそれはははは、、、、環境環境環境環境省省省省、、、、本本本本省省省省はははは ISO14001 をををを取取取取っているっているっているっているんんんんですがですがですがですが、、、、それのそれのそれのそれの取取取取りまとめでりまとめでりまとめでりまとめでござござござございましたいましたいましたいました。。。。
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言言言言うはうはうはうはややややすすすすくくくくですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、環境環境環境環境省省省省、、、、おいでになるとおいでになるとおいでになるとおいでになると、、、、ままままああああ、、、、なかなかいなかなかいなかなかいなかなかいろんろんろんろんなことができなことができなことができなことができていないとこていないとこていないとこていないところろろろもももも多多多多いですいですいですいです。。。。去去去去年年年年もももも、、、、冷冷冷冷暖暖暖暖房房房房のののの調調調調節節節節がうまがうまがうまがうまくくくくいかなかったりいかなかったりいかなかったりいかなかったり。。。。でもでもでもでも、、、、ままままああああ、、、、とにかとにかとにかとにかくくくくそれをそれをそれをそれを、、、、ううううままままくくくくいかないことはうまいかないことはうまいかないことはうまいかないことはうまくくくくいかないということでいかないということでいかないということでいかないということで、、、、ISO14001 のののの方方方方式式式式にににに従従従従ってってってって、、、、一一一一担当担当担当担当課課課課長長長長がががが直直直直接大接大接大接大臣臣臣臣にににに言言言言えというえというえというえというんんんんですよですよですよですよ。。。。局長局長局長局長もももも、、、、官官官官房房房房長長長長もももも、、、、みみみみんんんんなすっなすっなすっなすっ飛飛飛飛ばばばばしてしてしてして、、、、直直直直接大接大接大接大臣臣臣臣にににに。。。。去去去去年環境年環境年環境年環境省省省省はははは何何何何がががが悪悪悪悪かったかというとかったかというとかったかというとかったかというと、、、、いいいいろんろんろんろんなななな委員委員委員委員会会会会などをなどをなどをなどをややややっっっったものですからたものですからたものですからたものですから、、、、紙紙紙紙のののの使使使使用用用用がすがすがすがすごくごくごくごく増増増増えてしまっていたことえてしまっていたことえてしまっていたことえてしまっていたこと。。。。ここがうまここがうまここがうまここがうまくくくくいかないいかないいかないいかないんだんだんだんだということをきということをきということをきということをきちんちんちんちんとととと認認認認識識識識してしてしてして、、、、それでそれでそれでそれで大大大大臣臣臣臣にもわかっていたにもわかっていたにもわかっていたにもわかっていただだだだいたいたいたいた上上上上でででで、、、、次次次次のののの行動行動行動行動ににににつつつつななななげげげげるるるる。。。。さっきのさっきのさっきのさっきの「「「「ビビビビジョンジョンジョンジョン」」」」のののの言言言言葉葉葉葉ががががあああありますけどりますけどりますけどりますけど、、、、今今今今年年年年はははは去去去去年年年年にににに比比比比べたらまべたらまべたらまべたらまだだだだましにましにましにましにするするするするんだんだんだんだよというよというよというよという「「「「志志志志」」」」をををを持持持持ってってってって、、、、そのそのそのその志志志志をををを 14001 のののの担当担当担当担当官官官官だだだだけではなけではなけではなけではなくくくくてててて、、、、ほほほほかのかのかのかの、、、、自自自自然然然然公公公公園園園園ををををややややっているっているっているっている人人人人もももも、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化でたいへでたいへでたいへでたいへんだんだんだんだというというというという人人人人もももも含含含含めてめてめてめて、、、、組織組織組織組織のみのみのみのみんんんんなになになになに広広広広げげげげるるるる。。。。これがこれがこれがこれが大大大大事事事事だだだだなとなとなとなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。今今今今、、、、これまでこれまでこれまでこれまでややややってきてってきてってきてってきて、、、、どうどうどうどうややややらグリーンらグリーンらグリーンらグリーン調調調調達達達達ををををややややっっっっぱぱぱぱりりりり増増増増ややややすようなすようなすようなすような方方方方向向向向性性性性というのがとりというのがとりというのがとりというのがとりああああえずえずえずえず 1 つつつつのののの解解解解かなかなかなかな、、、、ななななんんんんていうていうていうていう気気気気がするわけでがするわけでがするわけでがするわけでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、花田花田花田花田ささささんんんんのとこのとこのとこのところだろだろだろだとととと、、、、エエエエココココセセセセメメメメントというのはントというのはントというのはントというのは、、、、ああああれはどういうリサイクルれはどういうリサイクルれはどういうリサイクルれはどういうリサイクル品品品品といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、それのそれのそれのそれの売売売売れれれれぐあぐあぐあぐあいといいますかいといいますかいといいますかいといいますか、、、、何何何何といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、どのどのどのどのようでしようでしようでしようでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 花花花花田田田田会会会会長長長長 一一一一般般般般ののののセセセセメメメメントはントはントはントは、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを使使使使っていっていっていっていますがますがますがますが再再再再資源化資源化資源化資源化製品製品製品製品というというというという認認認認識識識識ははははあああありりりりませませませませんんんん。。。。たたたただだだだ、、、、特特特特殊殊殊殊なセなセなセなセメメメメントントントントとしておとしておとしておとしてお話話話話ののののああああったったったったエエエエココココセセセセメメメメントがントがントがントがあああありますりますりますります。。。。     これはこれはこれはこれは、、、、都都都都市市市市ごごごごみをみをみをみを焼焼焼焼いたいたいたいた灰灰灰灰をををを多多多多くくくく使使使使ってできるセってできるセってできるセってできるセメメメメントントントントでででで非非非非常常常常にににに塩塩塩塩分分分分がががが高高高高いいいいものですものですものですものです。。。。そのためそのためそのためそのため鉄鉄鉄鉄筋筋筋筋ココココンクリートにはンクリートにはンクリートにはンクリートには使使使使ええええずずずず、、、、用用用用途途途途がががが限限限限られていますられていますられていますられています。。。。現現現現在在在在千葉千葉千葉千葉ののののほほほほうでうでうでうで事事事事業化業化業化業化されていされていされていされていますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、どうでしどうでしどうでしどうでしょょょょうううう。。。。行行行行政政政政側側側側はははは使使使使用用用用にににに慎慎慎慎重重重重ですですですです。（。（。（。（笑笑笑笑））））民民民民間間間間側側側側でででで、、、、いいいいろんろんろんろんなななな製品製品製品製品ををををつくつくつくつくりりりり PR はしているはしているはしているはしているとことことこところろろろですですですです。。。。     今今今今度度度度はははは東京東京東京東京ででででもエもエもエもエココココセセセセメメメメントントントント計画計画計画計画がががが進進進進んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。エエエエココココセセセセメメメメントントントントはグリーはグリーはグリーはグリーンンンン購入購入購入購入法法法法のののの特特特特定調定調定調定調達達達達品品品品目目目目にににに登登登登録録録録されされされされ、、、、循環循環循環循環型型型型社会社会社会社会にににに貢献貢献貢献貢献するするするする製品製品製品製品としてとしてとしてとして認認認認定定定定されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、行行行行政政政政側側側側がががが使使使使っていたっていたっていたっていただだだだけるかどうかけるかどうかけるかどうかけるかどうかですですですです。。。。メメメメーーーーカカカカーとしてはーとしてはーとしてはーとしては、、、、地地地地元元元元のののの行行行行政政政政ににににぜひぜひぜひぜひ積極的積極的積極的積極的にににに使使使使っていっていっていっていたたたただだだだききききたいとたいとたいとたいと思思思思ってってってっていいいいますますますます。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。笹尾笹尾笹尾笹尾先生先生先生先生、、、、今今今今みたいなみたいなみたいなみたいな話話話話ななななんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、一一一一応応応応、、、、経済学経済学経済学経済学じゃじゃじゃじゃなななないですけどいですけどいですけどいですけど、、、、排排排排出者出者出者出者責任責任責任責任とかとかとかとか、、、、そそそそんんんんなななな言言言言葉葉葉葉ももももあああありますよりますよりますよりますよねねねね。。。。例例例例ええええばばばば、、、、今今今今のおのおのおのお話話話話はははは、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと東京都東京都東京都東京都のののの区部区部区部区部のののの話話話話じゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、多多多多摩摩摩摩地域地域地域地域のののの話話話話ななななんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、多多多多摩摩摩摩地域地域地域地域はははは、、、、エエエエココココセセセセメメメメンンンントトトト化化化化をするをするをするをするんんんんですよですよですよですよ。。。。そうしたときそうしたときそうしたときそうしたとき、、、、ああああそこはいっそこはいっそこはいっそこはいっぱぱぱぱいいいい、、、、何何何何市市市市ももももああああるるるるんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、そういそういそういそういうとこうとこうとこうところろろろにににに、、、、何何何何かこうかこうかこうかこう、、、、責任論責任論責任論責任論かなかなかなかなんんんんかでうまかでうまかでうまかでうまくくくくおっかおっかおっかおっかぶぶぶぶせてせてせてせて、、、、使使使使わないといたたまれなわないといたたまれなわないといたたまれなわないといたたまれないようないようないようないような方方方方法法法法ってってってって、、、、あああありますかりますかりますかりますかねねねね。。。。 
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 笹尾助教授笹尾助教授笹尾助教授笹尾助教授 難難難難しいですしいですしいですしいですねねねね、、、、排排排排出者出者出者出者責任責任責任責任のののの観観観観点点点点からですかからですかからですかからですか。。。。使使使使わないといけないわないといけないわないといけないわないといけない。。。。そうですそうですそうですそうですねねねねええええ、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、ままままああああ、、、、排排排排出者出者出者出者責任責任責任責任にににに、、、、それもそれもそれもそれも一一一一種種種種のグリーンのグリーンのグリーンのグリーン購入購入購入購入ににににつつつつながってながってながってながってくくくくるのかなというるのかなというるのかなというるのかなという感感感感じじじじはしますけれどもはしますけれどもはしますけれどもはしますけれども、、、、そうですそうですそうですそうですねねねね……………………。。。。何何何何というかというかというかというか、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと質質質質問問問問のののの答答答答えにはならないえにはならないえにはならないえにはならないのかもしれませのかもしれませのかもしれませのかもしれませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、1つつつつはははは、、、、要要要要するにリサイクルするにリサイクルするにリサイクルするにリサイクル品品品品をををを魅魅魅魅力的力的力的力的なものにしないといけなものにしないといけなものにしないといけなものにしないといけないないないない。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、1 つつつつはははは、、、、ややややはりはりはりはり技術的技術的技術的技術的にににに非非非非リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル製品製品製品製品とととと対等対等対等対等でなけれでなけれでなけれでなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。できれできれできれできればばばば、、、、それそれそれそれ以以以以上上上上、、、、何何何何かかかか個性個性個性個性ののののああああるるるる魅魅魅魅力力力力なものでないといけないなものでないといけないなものでないといけないなものでないといけない。。。。一方一方一方一方でででで、、、、経済的経済的経済的経済的なななな付付付付加加加加価値価値価値価値ををををつつつつけるということでけるということでけるということでけるということで、、、、そのそのそのその中中中中でグリーンでグリーンでグリーンでグリーン購入制購入制購入制購入制度度度度とかとかとかとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは岩手岩手岩手岩手県県県県などでなどでなどでなどでややややられているられているられているられている再再再再生生生生品品品品のののの利用利用利用利用認認認認定定定定制制制制度度度度というのがというのがというのがというのがああああるとるとるとると思思思思ううううんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、そういうのはそういうのはそういうのはそういうのは、、、、制制制制度度度度的的的的なサなサなサなサポポポポートとしてリサイクルートとしてリサイクルートとしてリサイクルートとしてリサイクル製品製品製品製品にににに付付付付加加加加価値価値価値価値をもたらすというようなをもたらすというようなをもたらすというようなをもたらすというような、、、、非非非非常常常常ににににややややっっっっぱぱぱぱりりりり大大大大きなきなきなきな意意意意味味味味をををを持持持持っているのかなというっているのかなというっているのかなというっているのかなという気気気気はしていますはしていますはしていますはしています。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、リサイクルというのはリサイクルというのはリサイクルというのはリサイクルというのは、、、、今今今今法法法法律律律律がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいいいいああああってってってって、、、、昔昔昔昔のリサイクルとのリサイクルとのリサイクルとのリサイクルというのはいうのはいうのはいうのは、、、、ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように――――――――ままままああああ、、、、おおおお年年年年のののの方方方方だだだだけかもしれませけかもしれませけかもしれませけかもしれませんんんんけどけどけどけど――――――――それこそそれこそそれこそそれこそ缶詰缶詰缶詰缶詰のののの缶缶缶缶だだだだってってってって有有有有価価価価ででででああああったったったった時時時時代代代代というのはというのはというのはというのはああああるるるるんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。またまたまたまたちちちちょょょょっとっとっとっと鉄鉄鉄鉄のののの値値値値段段段段がががが上上上上がっがっがっがってきたからてきたからてきたからてきたから、、、、ひょひょひょひょっとするとまたなっっとするとまたなっっとするとまたなっっとするとまたなっちちちちゃゃゃゃうかもしれませうかもしれませうかもしれませうかもしれませんんんんけどけどけどけど。。。。そういうそういうそういうそういう経済行経済行経済行経済行為為為為としとしとしとしてのリサイクルてのリサイクルてのリサイクルてのリサイクルだだだだけではけではけではけでは、、、、多多多多分分分分今今今今ももももああああるのはるのはるのはるのは銅銅銅銅とアルミととアルミととアルミととアルミと貴金貴金貴金貴金属属属属、、、、一一一一般般般般廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの話話話話でででで、、、、一一一一般般般般のののの市民社会市民社会市民社会市民社会からからからから出出出出ててててくくくくるものはでするものはでするものはでするものはですねねねね。。。。それそれそれそれ以以以以外外外外はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか難難難難しいですよしいですよしいですよしいですよねねねね。。。。ままままああああ、、、、ペペペペットットットットボボボボトルもトルもトルもトルも、、、、うまうまうまうまくくくく集集集集めるとそれにめるとそれにめるとそれにめるとそれに近近近近くくくくなってきたかもしれないなってきたかもしれないなってきたかもしれないなってきたかもしれないんんんんですけどですけどですけどですけどねねねね。。。。ですかですかですかですからららら、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法というのはというのはというのはというのは、、、、基基基基本的本的本的本的にににに、、、、容器容器容器容器包包包包装装装装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法もそうですしもそうですしもそうですしもそうですし、、、、家家家家電電電電リサリサリサリサイクルイクルイクルイクル法法法法ななななんんんんてててて徹底徹底徹底徹底的的的的にそうでしてにそうでしてにそうでしてにそうでして、、、、排排排排出出出出のときにのときにのときにのときに、、、、とにかとにかとにかとにかくくくく四四四四千千千千何百何百何百何百円円円円、、、、消費消費消費消費税税税税――――――――とととというのもいうのもいうのもいうのも最近最近最近最近はははは実実実実価価価価にににに入入入入っっっっちちちちゃゃゃゃったからったからったからったから、、、、それをそれをそれをそれを入入入入れなきれなきれなきれなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけないんんんんでインフラになっでインフラになっでインフラになっでインフラになったのかたのかたのかたのか、、、、ちちちちょょょょっとわかりませっとわかりませっとわかりませっとわかりませんんんんがががが――――――――2,700円円円円、、、、プラスプラスプラスプラス税税税税みたいなみたいなみたいなみたいなやつやつやつやつをテをテをテをテレビだレビだレビだレビだとととと払払払払わなわなわなわなききききゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、消費消費消費消費者者者者がががが明示的明示的明示的明示的にこれをにこれをにこれをにこれを負負負負担担担担するというするというするというするという格格格格好好好好ですよですよですよですよねねねね。。。。こういこういこういこういうこととうこととうこととうことと、、、、それからそれからそれからそれから容器容器容器容器包包包包装装装装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ななななんんんんかかかかだだだだとととと、、、、そういうそういうそういうそういう感感感感じじじじではないではないではないではないんだんだんだんだけどけどけどけど、、、、例例例例ええええばばばば、、、、再商品再商品再商品再商品化化化化価格価格価格価格というのはというのはというのはというのは事事事事業業業業者者者者がががが負負負負担担担担するとするとするとすると。。。。ままままああああ、、、、自治体自治体自治体自治体がかながかながかながかなりりりり負負負負担担担担していしていしていしていますけどますけどますけどますけどねねねね。。。。こういういこういういこういういこういういろんろんろんろんななななややややりりりり方方方方ががががああああるとるとるとると思思思思ううううんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、経済学経済学経済学経済学者者者者としてとしてとしてとして眺眺眺眺められめられめられめられたときたときたときたとき、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの費費費費用用用用負負負負担担担担みたいなみたいなみたいなみたいな原原原原則則則則をどうおをどうおをどうおをどうお考考考考えですかえですかえですかえですか。。。。 

 笹尾助教授笹尾助教授笹尾助教授笹尾助教授 そうですそうですそうですそうですねねねね、、、、ままままああああ、、、、容器容器容器容器包包包包装装装装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法はははは、、、、ややややはりはりはりはり自治体自治体自治体自治体へのへのへのへの負負負負担担担担がががが約約約約 7 割割割割ぐぐぐぐらいとらいとらいとらいということでいうことでいうことでいうことで、、、、そのそのそのその後後後後出出出出てきたてきたてきたてきた家家家家電電電電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法、、、、それからパそれからパそれからパそれからパソソソソココココンもそうですしンもそうですしンもそうですしンもそうですし、、、、今今今今度度度度 1月月月月からからからから始始始始まりますまりますまりますまります自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法というというというという形形形形でででで、、、、だんだんだんだんだんだんだんだんとととと、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる拡大生産拡大生産拡大生産拡大生産者者者者責任責任責任責任のののの考考考考ええええ方方方方がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん進化進化進化進化していっているようにしていっているようにしていっているようにしていっているように感感感感じじじじられるとられるとられるとられると思思思思いますいますいますいます。。。。そのときにそのときにそのときにそのときにややややはりはりはりはり重重重重要要要要なのはなのはなのはなのは、、、、支支支支払払払払うううう主体主体主体主体とととと負負負負担担担担するするするする主体主体主体主体というのはというのはというのはというのは、、、、必必必必ずしもイずしもイずしもイずしもイココココールでなけれールでなけれールでなけれールでなければばばばならなならなならなならないということはないということはないということはないということはなくくくくてててて、、、、別別別別にそこはにそこはにそこはにそこは違違違違ってもいいわけですってもいいわけですってもいいわけですってもいいわけですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、負負負負担担担担ををををだだだだれかがれかがれかがれかが
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するするするする。。。。基基基基本的本的本的本的にはにはにはには、、、、私私私私はははは受受受受益益益益者負者負者負者負担担担担ということでということでということでということで、、、、商品商品商品商品をををを買買買買ったったったった人人人人、、、、消費消費消費消費者者者者だだだだとととと思思思思ううううんんんんでででですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、たたたただだだだ、、、、それをそれをそれをそれを、、、、何何何何というかというかというかというか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ前前前前払払払払いかいかいかいか後後後後払払払払いかということでいかということでいかということでいかということで、、、、理論理論理論理論的的的的にはにはにはには何何何何もももも変変変変わりがないはずなわりがないはずなわりがないはずなわりがないはずなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、たたたただだだだ、、、、だだだだれがリサイクルするれがリサイクルするれがリサイクルするれがリサイクルする責任責任責任責任をををを負負負負ううううかかかか、、、、だだだだれがれがれがれが負負負負担担担担をするかというのさえをするかというのさえをするかというのさえをするかというのさえ定定定定めておけめておけめておけめておけばばばば、、、、本本本本来来来来はははは問問問問題題題題はないはずなわけですけはないはずなわけですけはないはずなわけですけはないはずなわけですけれどもれどもれどもれども、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、たたたただだだだ、、、、実際実際実際実際にににに、、、、環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮設計設計設計設計とかとかとかとか、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物がががが減減減減るるるる方方方方向向向向性性性性にににに向向向向かうかうかうかう、、、、ややややはりはりはりはり大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響力力力力をををを持持持持つつつつのはのはのはのは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる前前前前払払払払いにしておいていにしておいていにしておいていにしておいて、、、、そのそのそのその中中中中でででで競争競争競争競争がががが働働働働くくくくシステムにするというのがシステムにするというのがシステムにするというのがシステムにするというのが、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷をををを減減減減らすインセンテらすインセンテらすインセンテらすインセンティィィィブをブをブをブを継継継継続的続的続的続的にもたらすといにもたらすといにもたらすといにもたらすというううう意意意意味味味味ではではではでは効効効効果果果果がががが高高高高いのかなといういのかなといういのかなといういのかなという感感感感じじじじはしておりますはしておりますはしておりますはしております。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 そうなるとそうなるとそうなるとそうなると、、、、さてさてさてさて、、、、エエエエココココセセセセメメメメントはントはントはントはだだだだれがれがれがれが払払払払うべきなうべきなうべきなうべきなんんんんでしでしでしでしょょょょうううう。。。。 

 花田花田花田花田会会会会長長長長 エエエエココココセセセセメメメメントントントントはははは、、、、地域地域地域地域でででで発生発生発生発生するするするする廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物でででで作作作作られたられたられたられた製品製品製品製品でででであああありりりり、、、、本本本本来来来来そのそのそのその地域地域地域地域でででで使使使使用用用用さささされるものとれるものとれるものとれるものと思思思思いますいますいますいます。。。。たたたただだだだ、、、、特特特特殊殊殊殊なななな製品製品製品製品でででであああありりりり製製製製造造造造ココココストはストはストはストは割割割割高高高高ですですですです。。。。さてさてさてさて、、、、そのそのそのその分分分分はどはどはどはどうううう負負負負担担担担するのかですするのかですするのかですするのかです。。。。値値値値段段段段がががが高高高高くくくくてもてもてもても買買買買ってってってってくくくくれれれれれれれればばばばよいのですがよいのですがよいのですがよいのですが、、、、経済的経済的経済的経済的にはにはにはには、、、、ややややはりはりはりはり市市市市場場場場のののの競争競争競争競争でででであああありりりり、、、、特別特別特別特別価格価格価格価格はははは難難難難しいしいしいしいだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 今私今私今私今私がががが申申申申しししし上上上上げげげげたのはたのはたのはたのは、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、高高高高くくくく買買買買ってってってってくくくくれるれるれるれるんんんんじゃじゃじゃじゃないないないないんんんんですですですですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、だだだだれかがれかがれかがれかが負負負負担担担担してしてしてして、、、、したがってしたがってしたがってしたがって製品製品製品製品価格価格価格価格はははは、、、、場場場場合合合合によるとによるとによるとによると市市市市価価価価よりよりよりより下下下下がるがるがるがるんんんんですよですよですよですよ。。。。ですですですですからからからから、、、、今今今今のののの家家家家電電電電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ななななんんんんてそうですよてそうですよてそうですよてそうですよねねねね。。。。消費消費消費消費者者者者がががが、、、、結結結結局局局局リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル費費費費用用用用をををを負負負負担担担担しているわけですからしているわけですからしているわけですからしているわけですからねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、今今今今はははは多多多多分分分分――――――――どうなっているのかなどうなっているのかなどうなっているのかなどうなっているのかな、、、、そのエそのエそのエそのエココココセセセセメメメメントはントはントはントは特特特特にににに費費費費用用用用負負負負担担担担ということということということということ、、、、焼焼焼焼却灰却灰却灰却灰をををを受受受受けけけけ入入入入れているれているれているれている処処処処理理理理業業業業としてとしてとしてとしてややややっているこっているこっているこっていることでとでとでとですからすからすからすから、、、、このこのこのこの処処処処理費理費理費理費がそれをサがそれをサがそれをサがそれをサポポポポートしているというートしているというートしているというートしているという部部部部分分分分ははははああああるわけですけどるわけですけどるわけですけどるわけですけどねねねね。。。。 

 花田花田花田花田会会会会長長長長 そうですそうですそうですそうですねねねね。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 ですからですからですからですから、、、、処処処処理費理費理費理費はははは、、、、したがってしたがってしたがってしたがって、、、、多多多多くくくくのののの場場場場合合合合にはにはにはには、、、、自治体自治体自治体自治体のののの住住住住民民民民税税税税みたいなものなみたいなものなみたいなものなみたいなものなんんんんですかですかですかですかねねねね。。。。 

 花田花田花田花田会会会会長長長長 そうですそうですそうですそうですねねねね。。。。今今今今までまでまでまで埋埋埋埋めめめめ立立立立てにてにてにてに使使使使っていたっていたっていたっていた費費費費用用用用がががが今今今今度度度度はセはセはセはセメメメメントントントント化化化化のためののためののためののための費費費費用用用用、、、、すなすなすなすなわわわわちちちち廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物処処処処理費理費理費理費というというというという形形形形になるになるになるになるんんんんじゃじゃじゃじゃないですかないですかないですかないですか。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 



 104

というようなというようなというようなというような議議議議論論論論ででででああああってってってって、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか物物物物によってもによってもによってもによっても見見見見えるえるえるえる、、、、見見見見えないえないえないえない、、、、いいいいろろろろいいいいろあろあろあろあってってってって、、、、だだだだれがれがれがれが払払払払うかうかうかうか、、、、ままままああああ、、、、拡大生産拡大生産拡大生産拡大生産者者者者責任責任責任責任というおというおというおというお話話話話ももももござござござございましたいましたいましたいましたがががが、、、、最終最終最終最終的的的的にはとにかにはとにかにはとにかにはとにかくだくだくだくだれがれがれがれが負負負負担担担担しているかといえしているかといえしているかといえしているかといえばばばば、、、、もうもうもうもう確確確確実実実実にににに、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと納納納納税税税税者者者者とととと消費消費消費消費者者者者――――――――これこれこれこれ、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと同同同同じじじじ人人人人ですですですですねねねね。。。。市民市民市民市民がががが負負負負担担担担しているしているしているしている。。。。それをそれをそれをそれを事事事事業業業業者者者者がどのがどのがどのがどのぐぐぐぐらいらいらいらい仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをつくつくつくつくるかというのはるかというのはるかというのはるかというのは、、、、おそらおそらおそらおそらくくくく拡大生産拡大生産拡大生産拡大生産者者者者責任責任責任責任というのはというのはというのはというのは、、、、多多多多分分分分仕仕仕仕組組組組みづみづみづみづくくくくりまでかりまでかりまでかりまでかなというなというなというなという気気気気がががが私私私私はしていてはしていてはしていてはしていて、、、、これこれこれこれ、、、、いいいいろんろんろんろんなななな議議議議論論論論ががががああああるるるるんんんんですがですがですがですが、、、、ききききょょょょうはそのうはそのうはそのうはそのほほほほうにはうにはうにはうには入入入入らないことにさせていたらないことにさせていたらないことにさせていたらないことにさせていただだだだきますきますきますきます。。。。     大分大分大分大分時間時間時間時間もももも過過過過ぎぎぎぎてきておりますがてきておりますがてきておりますがてきておりますが、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル話話話話ににににつつつつきましてはそきましてはそきましてはそきましてはそろろろろそそそそろろろろ結論結論結論結論みたいなみたいなみたいなみたいなものをものをものをものを出出出出させていたさせていたさせていたさせていただだだだいていていていて、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつのののの問問問問題題題題でででであああありますりますりますります、「、「、「、「ライフスタイライフスタイライフスタイライフスタイルルルル、、、、どうすどうすどうすどうすんんんんのののの？？？？」」」」というというというという話話話話ななななんんんんですですですですねねねね。。。。これこれこれこれ、、、、実実実実をををを言言言言うとすうとすうとすうとすごくごくごくごく難難難難ししししくくくくてててて、、、、多多多多分分分分答答答答えはないえはないえはないえはないんんんんですがですがですがですが、、、、とりとりとりとりああああえずえずえずえず、、、、何何何何かリサイクルかリサイクルかリサイクルかリサイクル絡絡絡絡みのみのみのみの話話話話でででで、、、、ここでのとりここでのとりここでのとりここでのとりああああえずのえずのえずのえずの結論結論結論結論というのはというのはというのはというのは、、、、グリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入みたいなものをみたいなものをみたいなものをみたいなものを各企業各企業各企業各企業ががががややややはりはりはりはり目目目目標標標標値値値値をををを自分自分自分自分でおでおでおでお立立立立てになっててになっててになっててになって、、、、それにそれにそれにそれに向向向向かってかってかってかって努努努努力力力力ををををするするするする。。。。自治体自治体自治体自治体はもうはもうはもうはもう、、、、ややややってってってって当当当当然然然然というというというという社会社会社会社会になっていになっていになっていになっていくくくくのがのがのがのが多多多多分分分分これからこれからこれからこれからだろだろだろだろうといううといううといううというのがのがのがのが、、、、どうどうどうどうややややらリサイクルらリサイクルらリサイクルらリサイクル品品品品のとりのとりのとりのとりああああえずのとこえずのとこえずのとこえずのところろろろ。。。。ももももちろんちろんちろんちろん、、、、技術的技術的技術的技術的なななな開発開発開発開発をををを支援支援支援支援するするするするとかとかとかとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいはだだだだれがれがれがれが支支支支払払払払うかといううかといううかといううかという仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要なとこなとこなとこなところろろろにはにはにはには行行行行政政政政がががが関関関関与与与与してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれをつくつくつくつくっていっていっていっていくくくくとととというのがいうのがいうのがいうのが多多多多分分分分必要必要必要必要ななななんだろんだろんだろんだろうといううといううといううという気気気気がいたしますがいたしますがいたしますがいたします。。。。     ということでということでということでということで、、、、何何何何かリサイクルかリサイクルかリサイクルかリサイクル品品品品にににに関関関関しましてしましてしましてしまして、、、、ココココメメメメントントントント等等等等ござござござございますでしいますでしいますでしいますでしょょょょうかうかうかうか。。。。ははははいいいい、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。 

 谷谷谷谷課課課課長長長長 あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございますいますいますいます。。。。今今今今のおまとめのおまとめのおまとめのおまとめ、、、、ほほほほんんんんとうにそのとおりとうにそのとおりとうにそのとおりとうにそのとおりだだだだとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。各各各各企業企業企業企業がががが目目目目標標標標値値値値をををを立立立立ててグリーンててグリーンててグリーンててグリーン購入購入購入購入をするをするをするをする。。。。このことのこのことのこのことのこのことの 1 つつつつのののの後後後後押押押押しになるのがしになるのがしになるのがしになるのが、、、、今今今今ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに普及普及普及普及してきたしてきたしてきたしてきた環境環境環境環境報告報告報告報告書書書書ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。環境環境環境環境報告報告報告報告書書書書はははは、、、、大企業大企業大企業大企業ではもうではもうではもうではもう、、、、有有有有名名名名企業企業企業企業ははははほほほほととととんんんんどどどどつくつくつくつくっているっているっているっている。。。。これがおそらこれがおそらこれがおそらこれがおそらくくくく幅幅幅幅広広広広いいいい投投投投資資資資家家家家にににに読読読読まれていまれていまれていまれていくんだろくんだろくんだろくんだろううううとととと思思思思いますいますいますいます。。。。日日日日本本本本のののの環境環境環境環境投投投投資資資資はははは、、、、欧欧欧欧米米米米にににに比比比比べべべべてててて大大大大変変変変ままままだだだだ少少少少ないですけれどもないですけれどもないですけれどもないですけれども、、、、欧欧欧欧米米米米ではではではでは、、、、特特特特にアにアにアにアメメメメリリリリカカカカではではではでは、、、、政政政政府府府府がががが何何何何かかかか言言言言ったからったからったからったから、、、、ではなではなではなではなくくくくてててて、、、、投投投投資資資資家家家家自自自自身身身身のののの意意意意思決思決思決思決定定定定としてとしてとしてとして、、、、環境環境環境環境にいいにいいにいいにいい形形形形のののの経経経経営営営営ををををややややっているとこっているとこっているとこっているところろろろにみずからのにみずからのにみずからのにみずからの投投投投資資資資資資資資金金金金をををを投投投投資資資資するするするする。。。。それはそれはそれはそれは、、、、いいいいろろろろんんんんなななな意意意意味味味味でリスクでリスクでリスクでリスク回回回回避避避避にもなるのではないかにもなるのではないかにもなるのではないかにもなるのではないか。。。。何何何何かでかでかでかで問問問問題題題題をををを起起起起こさないこさないこさないこさない、、、、いいいいいいいい経経経経営営営営というというというということではないかことではないかことではないかことではないか。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ももももあああありりりり、、、、投投投投資資資資家家家家のののの資資資資金金金金がががが環境環境環境環境にいいにいいにいいにいい経経経経営営営営ををををややややっているっているっているっている企業企業企業企業にににに向向向向くくくくというというというという動動動動きがきがきがきがあああありますりますりますります。。。。日日日日本本本本でもでもでもでも、、、、こういったこういったこういったこういった動動動動きがもっときがもっときがもっときがもっと広広広広がっていけがっていけがっていけがっていけばばばば、、、、このこのこのこの環境環境環境環境報告報告報告報告書書書書をををを通通通通じじじじてててて、、、、グリーングリーングリーングリーン購入購入購入購入ををををややややるるるる企業企業企業企業ににににああああるるるる種種種種のインセンテのインセンテのインセンテのインセンティィィィブがブがブがブが向向向向かかかかうのではうのではうのではうのではないかとないかとないかとないかと思思思思いますいますいますいます。。。。ペペペペットットットットボボボボトルをトルをトルをトルを再再再再生生生生したしたしたした繊繊繊繊維維維維のののの需需需需要要要要ををををつくつくつくつくっていったのもっていったのもっていったのもっていったのも、、、、そのそのそのその多多多多くくくくはははは企業企業企業企業のののの制制制制服服服服でしたでしたでしたでした。。。。そのそのそのその企業企業企業企業のののの制制制制服服服服でででで再製品再製品再製品再製品をををを使使使使うことによってうことによってうことによってうことによって企業企業企業企業イイイイメメメメージをージをージをージを上上上上げげげげてててていいいいくくくく。。。。これをこれをこれをこれを環境環境環境環境報告報告報告報告書書書書そのそのそのその他他他他のののの中中中中でででで、、、、消費消費消費消費者者者者にもにもにもにも、、、、投投投投資資資資家家家家にもにもにもにも訴訴訴訴求求求求していしていしていしていくくくく。。。。こういうこういうこういうこういう動動動動きではないかときではないかときではないかときではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。これがもっとこれがもっとこれがもっとこれがもっと幅幅幅幅広広広広くくくく行行行行われるといいとわれるといいとわれるといいとわれるといいと考考考考えますえますえますえます。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。今今今今、、、、谷谷谷谷課課課課長長長長ささささんんんんのののの言言言言葉葉葉葉をををを伺伺伺伺ってってってって、、、、もうもうもうもう一一一一つあつあつあつあるかなるかなるかなるかな、、、、ななななんんんんてててて
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思思思思いましたいましたいましたいました。。。。それはそれはそれはそれは、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる環境環境環境環境ママママネジネジネジネジメメメメントシステムなントシステムなントシステムなントシステムなんだんだんだんだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今、、、、環境環境環境環境ママママネジネジネジネジメメメメンンンントシステムといいますとトシステムといいますとトシステムといいますとトシステムといいますと、、、、何何何何がががが何何何何でもでもでもでも ISO のののの 14001 ということになっということになっということになっということになっておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、これこれこれこれ、、、、おおおお金金金金かかるかかるかかるかかるんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、高高高高いいいいんんんんですよですよですよですよ。。。。しかししかししかししかし、、、、実際実際実際実際、、、、例例例例ええええばばばばキキキキャャャャノノノノンさンさンさンさんんんんとかとかとかとか、、、、ソソソソニーさニーさニーさニーさんんんんもそうかもしれませもそうかもしれませもそうかもしれませもそうかもしれませんんんんがががが、、、、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろがががが下下下下請請請請といといといというかうかうかうか、、、、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろにににに求求求求めておりますのはめておりますのはめておりますのはめておりますのは、、、、別別別別にににに ISO をををを求求求求めているわけめているわけめているわけめているわけじゃじゃじゃじゃないないないないんんんんですですですですねねねね。。。。ああああるるるる種種種種ののののママママネジネジネジネジメメメメントシステムをントシステムをントシステムをントシステムを求求求求めているめているめているめているだだだだけでけでけでけであああありましてりましてりましてりまして、、、、こういうこういうこういうこういうママママネジネジネジネジメメメメンンンントシステムみたいなものをトシステムみたいなものをトシステムみたいなものをトシステムみたいなものをつくつくつくつくるというのもるというのもるというのもるというのも、、、、多多多多分分分分必要必要必要必要。。。。ここからここからここからここから先先先先はははは広広広広告告告告ななななんんんんですがですがですがですが、、、、環境環境環境環境省省省省のののの広広広広告告告告ななななんんんんですがですがですがですが、、、、最近最近最近最近、、、、エエエエココココアクショアクショアクショアクションンンン 21 というというというという認認認認定定定定制制制制度度度度がががが 11 月月月月 7 日日日日できましできましできましできましたたたた。。。。これこれこれこれ、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、私私私私、、、、運運運運営委員長営委員長営委員長営委員長ををををややややっておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、これはこれはこれはこれは費費費費用用用用、、、、ほほほほんんんんとうとうとうとうにににに安安安安いいいいんんんんですよですよですよですよ。。。。安安安安過過過過ぎぎぎぎてててて、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと価値価値価値価値がないがないがないがないぐぐぐぐらいらいらいらい安安安安いいいいんんんんですですですですねねねね。。。。またまたまたまた詳詳詳詳しいことはしいことはしいことはしいことは、、、、もしもしもしもしごごごご興興興興味味味味ががががああああれれれればばばば、、、、ごごごご報告報告報告報告をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますがきますがきますがきますが、、、、少少少少ななななくくくくともともともとも、、、、簡簡簡簡便便便便でもいいからでもいいからでもいいからでもいいから、、、、ややややることはることはることはることは同同同同じじじじでででで結結結結構構構構手手手手間間間間はははは大大大大変変変変ななななんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、環境環境環境環境ママママネジネジネジネジメメメメントシステムをントシステムをントシステムをントシステムをつくつくつくつくりりりり、、、、そそそそのののの結結結結果果果果をををを環境環境環境環境報告報告報告報告書書書書でででで出出出出していしていしていしていくくくくみたいなみたいなみたいなみたいな形形形形がもっとがもっとがもっとがもっと、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに手手手手づづづづくくくくりでりでりでりで構構構構わないわないわないわないんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そそそそんんんんなことができていなことができていなことができていなことができていくくくくことがことがことがことが、、、、おそらおそらおそらおそらくくくく最終最終最終最終的的的的にはにはにはには環境環境環境環境とととと経経経経済済済済のののの好好好好循環循環循環循環をををを支支支支えるのかなというえるのかなというえるのかなというえるのかなという気気気気がいたしましたがいたしましたがいたしましたがいたしました。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、このこのこのこの話話話話、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと残残残残りりりり 15 分分分分しかないしかないしかないしかないんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、一一一一般般般般市民市民市民市民のライフスタのライフスタのライフスタのライフスタイルのイルのイルのイルの変変変変更更更更がががが重重重重要要要要ででででああああるるるる。。。。私私私私もそれもそれもそれもそれ、、、、ずっとずっとずっとずっと、、、、ずっとずっとずっとずっと、、、、ずっとずっとずっとずっと言言言言っているっているっているっているんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、実実実実にににに難難難難しいしいしいしいんんんんですですですです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、先先先先ほほほほどもどもどもどもちちちちょょょょっとっとっとっと講演講演講演講演のののの最最最最中中中中にににに言言言言っっっっちちちちゃゃゃゃいましたけどいましたけどいましたけどいましたけど、、、、そそそそんんんんなななな研究研究研究研究をををを、、、、これこれこれこれ、、、、5 年年年年間間間間ややややってきておりましてってきておりましてってきておりましてってきておりまして、、、、このこのこのこの 10 月月月月でそのでそのでそのでその研究研究研究研究グループのグループのグループのグループの発表発表発表発表がががが終終終終わわわわりますりますりますります。。。。ああああしたそのしたそのしたそのしたその最終最終最終最終報告報告報告報告会会会会というのをというのをというのをというのをややややらなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけないんんんんですがですがですがですが、、、、そこでしそこでしそこでしそこでしゃゃゃゃべれべれべれべれることがることがることがることが、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、非非非非常常常常にににに残残残残念念念念なことがなことがなことがなことが結結結結構構構構多多多多いいいいんんんんですですですですねねねね。。。。そのそのそのその結論結論結論結論はははは、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申ししししましたましたましたました、、、、無無無無関関関関心心心心層層層層というものがというものがというものがというものが、、、、とにかとにかとにかとにかくくくく手手手手もももも足足足足もももも出出出出ないないないない。。。。読読読読んんんんででででくくくくれないれないれないれない、、、、見見見見ててててくくくくれなれなれなれないいいい、、、、要要要要するにもうどうしようもないするにもうどうしようもないするにもうどうしようもないするにもうどうしようもないんんんんですですですですねねねね。。。。それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、ややややはりはりはりはり環境環境環境環境をををを誤誤誤誤解解解解しているしているしているしている層層層層にににに、、、、先先先先ほほほほどどどどちちちちょょょょっとっとっとっと言言言言ってしまいましたがってしまいましたがってしまいましたがってしまいましたが、、、、小小小小・・・・中中中中・・・・高高高高のののの先生先生先生先生がががが一一一一番番番番わかってわかってわかってわかっていないいないいないいないんんんんですよですよですよですよ。。。。これこれこれこれああああたりがたりがたりがたりが 2 つつつつのののの今今今今のののの問問問問題題題題だだだだとととと思思思思っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、ここここんんんんなななな過過過過激激激激なことなことなことなことをををを言言言言っていてもしようがないっていてもしようがないっていてもしようがないっていてもしようがないんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、何何何何かかかか名名名名案案案案ののののああああるるるる方方方方はははは、、、、ぜひぜひぜひぜひちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお手手手手をををを上上上上げげげげていたていたていたていただだだだけますかけますかけますかけますか。。。。もしもしもしもし手手手手がががが上上上上がらないがらないがらないがらない場場場場合合合合にはにはにはには、、、、ここここちちちちらかららかららかららから強強強強制制制制的的的的にににに伺伺伺伺おうとおうとおうとおうと……………………。。。。（（（（笑笑笑笑））））ああああっっっっ、、、、名名名名案案案案、、、、出出出出ましたましたましたました。。。。谷谷谷谷ささささんんんん、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 谷谷谷谷課課課課長長長長 名名名名案案案案というかというかというかというか、、、、ううううちちちちのののの宣宣宣宣伝伝伝伝ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、とにかとにかとにかとにかくあくあくあくあらゆるとこらゆるとこらゆるとこらゆるところろろろでででで訴訴訴訴えかけていえかけていえかけていえかけていくんだくんだくんだくんだとととと。。。。2 つつつつのののの宣宣宣宣伝伝伝伝をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます。。。。1 つつつつはははは、、、、環境環境環境環境教育法教育法教育法教育法、、、、これがこのこれがこのこれがこのこれがこの 10 月月月月 1 日日日日からからからから完完完完全全全全施行施行施行施行になりましたになりましたになりましたになりました。。。。完完完完全全全全施行施行施行施行というのはというのはというのはというのは、、、、法法法法律律律律そのものはできていたそのものはできていたそのものはできていたそのものはできていたんんんんですがですがですがですが、、、、文部文部文部文部科学科学科学科学省省省省とととと一一一一緒緒緒緒にににに基基基基本方本方本方本方針針針針ををををつくつくつくつくっていたからですっていたからですっていたからですっていたからです。。。。このこのこのこの基基基基本方本方本方本方針針針針ができてができてができてができて、、、、完完完完全全全全施行施行施行施行ですですですです。。。。それとそれとそれとそれと同同同同時時時時にににに、、、、先先先先ほほほほどもおどもおどもおどもお見見見見せしたせしたせしたせした子供子供子供子供環境環境環境環境白白白白書書書書、、、、これまこれまこれまこれまだあだあだあだあまりまりまりまり部部部部数数数数がないのでがないのでがないのでがないので、、、、私私私私もももも 1 つつつつしかもらえていないしかもらえていないしかもらえていないしかもらえていないんんんんですがですがですがですが、、、、これをこれをこれをこれを今今今今大大大大増増増増刷刷刷刷をかけておりましてをかけておりましてをかけておりましてをかけておりまして、、、、このこのこのこの中中中中でででで、、、、今今今今ののののビビビビジョンですとかジョンですとかジョンですとかジョンですとか、、、、もったいないというもったいないというもったいないというもったいないという言言言言葉葉葉葉だだだだとかとかとかとか、、、、いいいいろんろんろんろんなこともなこともなこともなことも訴訴訴訴えかけていきえかけていきえかけていきえかけていきたいとたいとたいとたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。文部文部文部文部科学科学科学科学省省省省ととととごごごご一一一一緒緒緒緒にににに。。。。 
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    もうもうもうもう一一一一つつつつ文部文部文部文部科学科学科学科学省省省省ととととごごごご一一一一緒緒緒緒にににに、、、、今今今今のののの私私私私のののの水水水水のののの立立立立場場場場ででででやろやろやろやろうとしていることがうとしていることがうとしていることがうとしていることがあああありますりますりますります。。。。子供子供子供子供たたたたちだちだちだちだけをターけをターけをターけをターゲゲゲゲットとするットとするットとするットとするつつつつもりはないもりはないもりはないもりはないんんんんですがですがですがですが、、、、子供子供子供子供がががが来来来来ててててくくくくれるとれるとれるとれると、、、、大人大人大人大人もももも一一一一緒緒緒緒ににににつつつついていていていてくくくくるということでるということでるということでるということで。。。。子供子供子供子供にににに、、、、ゲゲゲゲームではなームではなームではなームではなくくくくてててて、、、、もっともっともっともっと環境環境環境環境にににに目目目目をををを向向向向けてけてけてけてほほほほししししいといったときにいといったときにいといったときにいといったときに、、、、水水水水辺辺辺辺はははは 1 つつつつのいいきっかけのいいきっかけのいいきっかけのいいきっかけだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。水水水水辺辺辺辺、、、、中中中中でもでもでもでもホホホホタルにタルにタルにタルに着目着目着目着目してしてしてして、、、、水水水水をををを守守守守るようなるようなるようなるような活活活活動動動動をををを募集募集募集募集いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、大大大大臣臣臣臣表表表表彰彰彰彰ををををややややりたいというこりたいというこりたいというこりたいということでとでとでとで、、、、今今今今募集募集募集募集をかけておりますをかけておりますをかけておりますをかけております。。。。     ホホホホタルはタルはタルはタルは、、、、ままままああああ、、、、ぴぴぴぴかかかかぴぴぴぴかしますからかしますからかしますからかしますから、、、、ココココンンンンピピピピュュュュータータータータゲゲゲゲームにームにームにームに少少少少しはしはしはしは対対対対抗抗抗抗できるかなとできるかなとできるかなとできるかなと。。。。でもでもでもでも、、、、それがそれがそれがそれが水水水水のののの中中中中でででで育育育育つんだつんだつんだつんだよとはよとはよとはよとは、、、、子供子供子供子供ははははああああまりまりまりまり知知知知らないらないらないらない。。。。でもでもでもでも、、、、それがわかってそれがわかってそれがわかってそれがわかってくくくくれてれてれてれて、、、、水水水水辺辺辺辺までまでまでまで実際実際実際実際にににに行行行行きますときますときますときますと、、、、これはこれはこれはこれは水水水水質質質質とかとかとかとか、、、、生生生生態態態態系系系系ももももあああありますしりますしりますしりますし、、、、ああああああああ、、、、ごごごごみがみがみがみが浮浮浮浮いてるいてるいてるいてる、、、、とかとかとかとか、、、、何何何何かかかか不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄みたいなのがみたいなのがみたいなのがみたいなのがああああるるるる、、、、とかとかとかとか、、、、気気気気ががががつくんだろつくんだろつくんだろつくんだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。実際実際実際実際のののの自然自然自然自然のののの中中中中にににに行行行行かないかないかないかない、、、、見見見見ないないないない人人人人たたたたちちちちががががほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに増増増増えているえているえているえているんんんんでででで、、、、とにかとにかとにかとにかくくくく引引引引きききき出出出出したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

 安安安安井副井副井副井副学学学学長長長長 あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。どなたかどなたかどなたかどなたか、、、、ああああとととと、、、、おおおお手手手手をををを上上上上げげげげていたていたていたていただだだだかないとかないとかないとかないと、、、、強強強強制制制制的的的的にににに指指指指名名名名がいっがいっがいっがいっちちちちゃゃゃゃううううんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、どうでしどうでしどうでしどうでしょょょょうううう。。。。はいはいはいはい、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。 

 花田花田花田花田会会会会長長長長     ライフスタイルをライフスタイルをライフスタイルをライフスタイルを変変変変ええええることはることはることはることは、、、、便便便便利利利利なななな社会社会社会社会ではなかなかではなかなかではなかなかではなかなか難難難難しいのではないかとしいのではないかとしいのではないかとしいのではないかと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。突突突突きききき詰詰詰詰めるとめるとめるとめると教育教育教育教育のののの問問問問題題題題ではないでしではないでしではないでしではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。それもそれもそれもそれも実際実際実際実際のののの世世世世のののの中中中中のののの現実現実現実現実がががが分分分分かるかるかるかる教教教教育育育育がががが重重重重要要要要だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。子供子供子供子供たたたたちちちちもももも学学学学校校校校のののの先生先生先生先生たたたたちちちちもももも現現現現場場場場のののの中中中中にににに入入入入っていっていっていっていくくくくことですことですことですことです。。。。現現現現場場場場とはとはとはとは、、、、自然自然自然自然のののの中中中中でででであああありりりり、、、、企業企業企業企業のののの中中中中でもでもでもでもあああありますりますりますります。。。。現現現現場場場場のののの中中中中でいでいでいでいろんろんろんろんなことをなことをなことをなことを知知知知りりりり、、、、理解理解理解理解するするするする、、、、苦労苦労苦労苦労ももももあああありますしりますしりますしりますし、、、、いいいいろんろんろんろんなななな価値価値価値価値もももも分分分分かるとかるとかるとかると思思思思いますいますいますいます。。。。世世世世のののの中中中中がががが必要必要必要必要とすることをとすることをとすることをとすることを理解理解理解理解することですることですることですることで、、、、ライフスタイルもライフスタイルもライフスタイルもライフスタイルも変変変変わっていわっていわっていわっていくくくくのではないでしのではないでしのではないでしのではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。私私私私もももも、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育、、、、重重重重要要要要だだだだなとなとなとなと思思思思っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、どうどうどうどうややややってってってってややややるるるるんだろんだろんだろんだろうとうとうとうと考考考考えているえているえているえているんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、私私私私はははは今今今今、、、、重重重重要要要要なななな 3 つつつつののののポポポポイントというのがイントというのがイントというのがイントというのが環境環境環境環境教教教教育育育育にはにはにはには重重重重要要要要だだだだとととと思思思思っているっているっているっているんんんんですですですですねねねね。。。。というかというかというかというか、、、、課題課題課題課題がですがですがですがですねねねね。。。。1つつつつははははややややっっっっぱぱぱぱりりりり自然自然自然自然教育教育教育教育ででででしてしてしてして、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの谷谷谷谷課課課課長長長長のおのおのおのお話話話話はそれなはそれなはそれなはそれなんんんんですがですがですがですが、、、、ああああとはとはとはとは、、、、これはこれはこれはこれは一一一一般般般般市民市民市民市民にににに対対対対してもしてもしてもしても重重重重要要要要でででで、、、、子供子供子供子供たたたたちだちだちだちだけけけけじゃじゃじゃじゃないないないないんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり省省省省エネルエネルエネルエネルギギギギーというものーというものーというものーというものををををややややるにはるにはるにはるには、、、、先先先先ほほほほどどどど私私私私、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと講演講演講演講演のののの中中中中でおでおでおでお話話話話ししましたようにししましたようにししましたようにししましたように、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに製品製品製品製品がががが何何何何だだだだかよかよかよかよくくくくわからわからわからわからないですよないですよないですよないですよねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、もっとわかりもっとわかりもっとわかりもっとわかりややややすいようなすいようなすいようなすいような製品製品製品製品がががが出出出出てきててきててきててきて、、、、省省省省エネルエネルエネルエネルギギギギーとかーとかーとかーとか、、、、二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素……………………とかというようなものがもっととかというようなものがもっととかというようなものがもっととかというようなものがもっと数値数値数値数値でもでもでもでも見見見見えてこないとえてこないとえてこないとえてこないと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいしいしいしい。。。。
3番番番番目目目目ががががごごごごみみみみ問問問問題題題題ですですですですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、ごごごごみはわりみはわりみはわりみはわりああああいといといといとややややりりりりややややすいすいすいすいんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、たたたただだだだ、、、、残残残残念念念念ながらできないのはながらできないのはながらできないのはながらできないのは、、、、日日日日本本本本全全全全国国国国ででででああああまりにもまりにもまりにもまりにも収集収集収集収集ののののややややりりりり方方方方がががが違違違違ううううんんんんですよですよですよですよ。。。。私私私私もももも、、、、このこのこのこの盛盛盛盛岡岡岡岡のしのしのしのしばばばばららららくくくく前前前前ののののごごごごみのみのみのみの収集収集収集収集ののののややややりりりり方方方方をををを研究研究研究研究したことがしたことがしたことがしたことがああああるるるるんんんんですがですがですがですが、、、、南南南南とととと北北北北でででで全全全全然然然然ややややりりりり方方方方がががが違違違違ううううんんんんですですですですねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、なかなかおもしなかなかおもしなかなかおもしなかなかおもしろろろろいといといといと思思思思ってってってって感心感心感心感心いたしましたがいたしましたがいたしましたがいたしましたが、、、、ほほほほんんんんとうとうとうとう
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にそういうことがにそういうことがにそういうことがにそういうことが統統統統一一一一されないとされないとされないとされないとだだだだめでめでめでめで、、、、そのそのそのその辺辺辺辺もももも何何何何とかとかとかとか、、、、ごごごごみのみのみのみの分分分分別別別別ああああたりもたりもたりもたりも変変変変えないえないえないえないとととと、、、、ドドドドイイイイツツツツななななんんんんかはかはかはかは、、、、基基基基本的本的本的本的なとこなとこなとこなところろろろはははは大体大体大体大体同同同同じじじじでででで、、、、ああああとととと個個個個別別別別はははは違違違違ううううんんんんでででであああありましてりましてりましてりまして、、、、でででですからすからすからすから、、、、ここもここもここもここも基基基基本的本的本的本的なとこなとこなとこなところろろろはははは同同同同じじじじだだだだけどけどけどけど、、、、資源資源資源資源ごごごごみのみのみのみの回回回回収収収収だだだだけはけはけはけは違違違違うみたいなシステうみたいなシステうみたいなシステうみたいなシステムにしていかないとムにしていかないとムにしていかないとムにしていかないと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいなというのをしいなというのをしいなというのをしいなというのを考考考考えているえているえているえている次第次第次第次第ででででござござござございますいますいますいます。。。。     ほほほほかのかのかのかの方方方方、、、、何何何何かかかかござござござございますかいますかいますかいますか。。。。はいはいはいはい、、、、笹尾笹尾笹尾笹尾先生先生先生先生。。。。 

 笹尾助教授笹尾助教授笹尾助教授笹尾助教授 若干若干若干若干抽抽抽抽象象象象的的的的なななな話話話話になってしまうかもしれませになってしまうかもしれませになってしまうかもしれませになってしまうかもしれませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、ややややはりライフスタはりライフスタはりライフスタはりライフスタイルをイルをイルをイルを変変変変ええええるというのはるというのはるというのはるというのは、、、、ももももちろんちろんちろんちろん環境環境環境環境教育教育教育教育もももも重重重重要要要要だだだだとはとはとはとは思思思思ううううんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、まずまずまずまず環境環境環境環境教育教育教育教育のののの中中中中でででで何何何何をををを教教教教えたらよいのかというえたらよいのかというえたらよいのかというえたらよいのかという点点点点がががが、、、、ややややはりはりはりはり何何何何というかというかというかというか、、、、ままままだだだだ定定定定まっているまっているまっているまっている状況状況状況状況とはとはとはとは言言言言えなえなえなえないのではないかなといういのではないかなといういのではないかなといういのではないかなという気気気気がしていますがしていますがしていますがしています。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、安井安井安井安井先生先生先生先生ののののごごごご専専専専門門門門なわけですけれなわけですけれなわけですけれなわけですけれどもどもどもども、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ああああるるるる製品製品製品製品のののの LCA をするといったをするといったをするといったをするといった場場場場合合合合にににに、、、、研究研究研究研究者者者者のののの立立立立場場場場とかとかとかとか、、、、人人人人によってによってによってによって評評評評価価価価がががが違違違違ってってってってくくくくるといったるといったるといったるといった場場場場合合合合ががががややややはりまはりまはりまはりまだだだだ問問問問題題題題としてとしてとしてとして残残残残ってってってってくくくくるとかるとかるとかるとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化のののの問問問問題題題題ととととごごごごみのみのみのみの問問問問題題題題をどのようにをどのようにをどのようにをどのように比比比比べたらいいのかとかべたらいいのかとかべたらいいのかとかべたらいいのかとか、、、、そういったそういったそういったそういった、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題というというというというのはのはのはのは多多多多様様様様ですからですからですからですから、、、、1つつつつのののの面面面面だだだだけをけをけをけを注注注注目目目目しているとしているとしているとしていると、、、、別別別別ののののほほほほかのかのかのかの問問問問題題題題がががが、、、、1つつつつはははは改改改改善善善善されたされたされたされたけれどもけれどもけれどもけれども、、、、ほほほほかのかのかのかの何何何何かがかがかがかが悪悪悪悪くくくくなってしまったりというようななってしまったりというようななってしまったりというようななってしまったりというようなケケケケースがースがースがースが結結結結構構構構あああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、そうしたそうしたそうしたそうした、、、、果果果果たしてたしてたしてたして、、、、例例例例ええええばばばば、、、、リサイクルにしてもそうなわけですけれどもリサイクルにしてもそうなわけですけれどもリサイクルにしてもそうなわけですけれどもリサイクルにしてもそうなわけですけれども、、、、ききききょょょょうはうはうはうは、、、、ああああるるるる意意意意味味味味、、、、リサイクルというのがリサイクルというのがリサイクルというのがリサイクルというのが環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷をををを減減減減らすものらすものらすものらすものだだだだというというというという、、、、何何何何というかというかというかというか、、、、仮仮仮仮定定定定のよのよのよのようなうなうなうな話話話話ででででややややってきたってきたってきたってきた面面面面がががが強強強強いといといといと思思思思ううううんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、リサイクルしてリサイクルしてリサイクルしてリサイクルしてほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに環環環環境境境境負荷負荷負荷負荷がががが減減減減っているのかっているのかっているのかっているのか。。。。減減減減っているとしたらどのっているとしたらどのっているとしたらどのっているとしたらどの程程程程度度度度減減減減っているのかというのをっているのかというのをっているのかというのをっているのかというのを、、、、ああああららららゆるゆるゆるゆる指指指指標標標標からとらえるというのはからとらえるというのはからとらえるというのはからとらえるというのはややややはりかなりはりかなりはりかなりはりかなり難難難難ししししくくくくてててて、、、、そのそのそのその辺辺辺辺をもうをもうをもうをもう少少少少しししし、、、、ままままああああ、、、、私私私私みみみみたいなたいなたいなたいな研究研究研究研究者者者者のののの立立立立場場場場からするとからするとからするとからすると、、、、きっきっきっきっちちちちりとしてりとしてりとしてりとして、、、、それをそれをそれをそれを一一一一般般般般のののの人人人人にわかりにわかりにわかりにわかりややややすいようなすいようなすいようなすいような形形形形でででで情情情情報報報報提提提提供供供供するするするする必要必要必要必要ががががああああるるるるんんんんじゃじゃじゃじゃないかなというないかなというないかなというないかなというふふふふうにうにうにうに感感感感じじじじていますていますていますています。。。。     そのそのそのその上上上上でででで、、、、環境経済学的環境経済学的環境経済学的環境経済学的なななな立立立立場場場場でででで言言言言いますといますといますといますと、、、、簡単簡単簡単簡単にににに言言言言ええええばばばば、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷をたをたをたをたくくくくささささんんんん出出出出ししししたたたた人人人人、、、、ああああるいはるいはるいはるいは企業企業企業企業にはそれなりのにはそれなりのにはそれなりのにはそれなりの負負負負担担担担をしてもらってをしてもらってをしてもらってをしてもらって、、、、減減減減らしたらしたらしたらした企業企業企業企業、、、、ああああるいはるいはるいはるいは減減減減らしらしらしらしたたたた人人人人にはそれなりのにはそれなりのにはそれなりのにはそれなりのボボボボーナスをーナスをーナスをーナスを与与与与えてえてえてえてあげあげあげあげるというのがるというのがるというのがるというのが経済学的経済学的経済学的経済学的なななな環境環境環境環境政政政政策策策策のののの基基基基本本本本ににににああああるるるるとととと思思思思ううううんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、そういったそういったそういったそういった環境環境環境環境情情情情報報報報にににに関関関関するするするする、、、、ああああるるるる程程程程度度度度正確正確正確正確なデータがないなデータがないなデータがないなデータがないとととと、、、、そういったこともなかなかできないわけですしそういったこともなかなかできないわけですしそういったこともなかなかできないわけですしそういったこともなかなかできないわけですし、、、、そういうことができそういうことができそういうことができそういうことができてててて初初初初めてめてめてめて市市市市場場場場へのそういったへのそういったへのそういったへのそういった社会的社会的社会的社会的なななな負負負負担担担担というというというという、、、、市市市市場場場場でででで考慮考慮考慮考慮されていないされていないされていないされていない社会的社会的社会的社会的なななな負負負負担担担担というのをというのをというのをというのを市市市市場場場場外外外外部部部部でででで発生発生発生発生しているということでしているということでしているということでしているということで、、、、外外外外部部部部費費費費用用用用というというというというふふふふうにうにうにうに呼呼呼呼んんんんでいますけでいますけでいますけでいますけれどもれどもれどもれども、、、、そうしたそうしたそうしたそうした外外外外部部部部費費費費用用用用というのをというのをというのをというのを市市市市場場場場にににに内内内内部部部部化化化化するということがするということがするということがするということが、、、、そうしたいそうしたいそうしたいそうしたいろろろろいいいいろろろろなおなおなおなお膳膳膳膳立立立立てがそてがそてがそてがそろろろろったったったった上上上上でできるということなのででできるということなのででできるということなのででできるということなので、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、まずそういったまずそういったまずそういったまずそういった環境環境環境環境情情情情報報報報のもととなるデータをもうのもととなるデータをもうのもととなるデータをもうのもととなるデータをもう少少少少しししし高高高高度化度化度化度化していしていしていしていくくくく必要必要必要必要がががが、、、、ままままだだだだ不不不不十十十十分分分分だだだだとととと思思思思いますいますいますいますしししし、、、、そうしたそうしたそうしたそうした上上上上でででで内内内内部部部部化化化化していしていしていしていくくくくというようなというようなというようなというような方方方方法法法法というのがというのがというのがというのがややややはりはりはりはり研究研究研究研究者者者者のののの立立立立場場場場からからからから言言言言うとうとうとうと必要必要必要必要かなというかなというかなというかなというふふふふうにうにうにうに感感感感じじじじていますていますていますています。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。先先先先ほほほほどのリサイクルにどのリサイクルにどのリサイクルにどのリサイクルに少少少少しししし戻戻戻戻りましたがりましたがりましたがりましたが、、、、おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃるとおりるとおりるとおりるとおり
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でででで、、、、リサイクルによるリサイクルによるリサイクルによるリサイクルによる費費費費用用用用のののの話話話話もももも重重重重要要要要ななななんんんんですがですがですがですが、、、、おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃるとおりでるとおりでるとおりでるとおりで、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷がどのがどのがどのがどのぐぐぐぐらいらいらいらい減減減減っているのかっているのかっているのかっているのか。。。。それとそれとそれとそれと同同同同時時時時にににに、、、、リサイクルしたリサイクルしたリサイクルしたリサイクルした後後後後ででてででてででてででてくくくくるるるる製品製品製品製品がどがどがどがどののののぐぐぐぐらいらいらいらい価値価値価値価値ががががああああるのかるのかるのかるのか。。。。このこのこのこの辺辺辺辺までまでまでまで、、、、全部全部全部全部でででで大体大体大体大体 3 つぐつぐつぐつぐらいらいらいらい、、、、きっきっきっきっちちちちりしりしりしりしゃゃゃゃべらべらべらべらんんんんとととと、、、、リサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクルに乗乗乗乗ってってってってくくくくれないれないれないれないんんんんですですですですねねねね、、、、ほほほほんんんんとうのとうのとうのとうの話話話話、、、、そうそうそうそう思思思思いましたいましたいましたいました。。。。     ああああとととと、、、、すみませすみませすみませすみませんんんん、、、、おおおお二二二二人人人人残残残残ってしまっているってしまっているってしまっているってしまっているんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、もしもしもしもしああああれでしたられでしたられでしたられでしたら……………………。。。。何何何何かかかかござござござございますかいますかいますかいますか。。。。 

 簗田所長簗田所長簗田所長簗田所長 今今今今、、、、笹尾笹尾笹尾笹尾先生先生先生先生ののののほほほほうからもおうからもおうからもおうからもお話話話話ががががああああったったったったんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、岩手岩手岩手岩手県県県県としてとしてとしてとして、、、、行行行行政政政政がががが先先先先駆駆駆駆的的的的にというわけでもないにというわけでもないにというわけでもないにというわけでもないんんんんですがですがですがですが、、、、環境環境環境環境首首首首都都都都をををを標標標標榜榜榜榜しているというようなこともしているというようなこともしているというようなこともしているというようなこともあああありましてりましてりましてりまして、、、、今今今今県県県県がががが進進進進めているのはめているのはめているのはめているのは自然自然自然自然とのとのとのとの共生共生共生共生、、、、それからそれからそれからそれから循環循環循環循環をををを基基基基調調調調としたとしたとしたとした社会社会社会社会ということでということでということでということで、、、、自然自然自然自然とのとのとのとの共生共生共生共生というというというという取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの中中中中ではではではでは、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちがががが対対対対象象象象ななななんんんんですがですがですがですが、、、、水水水水生生生生生生生生物物物物調調調調査査査査、、、、これをかこれをかこれをかこれをかなりなりなりなり前前前前からからからから、、、、おそらおそらおそらおそらくくくく 20 年年年年近近近近くくくく取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいるんんんんではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。県内県内県内県内ののののほほほほととととんんんんどどどどのののの市市市市町町町町村村村村のののの小小小小学生学生学生学生がががが地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて、、、、学学学学校校校校単単単単位位位位ああああるいはるいはるいはるいは子供子供子供子供会会会会単単単単位位位位でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。全全全全国国国国的的的的にもにもにもにも、、、、毎毎毎毎年年年年、、、、岩手岩手岩手岩手県県県県のののの参加者参加者参加者参加者数数数数はははは 1 位位位位かかかか 2 位位位位にににに入入入入っているっているっているっている。。。。川川川川にすむにすむにすむにすむ水水水水生生生生生生生生物物物物をををを調調調調査査査査ししししながらながらながらながら、、、、自分自分自分自分のののの住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる地域地域地域地域というのはきれいになっていっているのかというのはきれいになっていっているのかというのはきれいになっていっているのかというのはきれいになっていっているのか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは汚汚汚汚れれれれてきているのかというのをてきているのかというのをてきているのかというのをてきているのかというのを、、、、自然自然自然自然のののの中中中中でででで学学学学びとるというようなびとるというようなびとるというようなびとるというような教育教育教育教育、、、、これがずっとこれがずっとこれがずっとこれがずっと一一一一貫貫貫貫ししししててててややややられてきておりますられてきておりますられてきておりますられてきております。。。。     それからもうそれからもうそれからもうそれからもう一一一一つつつつ、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化防止防止防止防止ののののほほほほうのうのうのうの取取取取りりりり組組組組みとしてみとしてみとしてみとして、、、、行行行行政政政政主導主導主導主導ででででややややっているっているっているっているのがエのがエのがエのがエコチコチコチコチャャャャレレレレンジとかンジとかンジとかンジとか、、、、地球地球地球地球防衛防衛防衛防衛隊隊隊隊でしたかでしたかでしたかでしたか、、、、ちちちちょょょょっとネーミングはっとネーミングはっとネーミングはっとネーミングは忘忘忘忘れましたがれましたがれましたがれましたが、、、、子子子子供供供供たたたたちちちちにににに地球地球地球地球をををを防衛防衛防衛防衛してもらうしてもらうしてもらうしてもらうんだんだんだんだというというというという環境環境環境環境教育教育教育教育をしましてをしましてをしましてをしまして、、、、具具具具体的体的体的体的にはどういうことにはどういうことにはどういうことにはどういうことをするかといいますとをするかといいますとをするかといいますとをするかといいますと、、、、家庭家庭家庭家庭のののの電電電電気量気量気量気量をををを毎毎毎毎月月月月チチチチェックするェックするェックするェックする、、、、ああああるいはるいはるいはるいは水水水水のののの使使使使用用用用量量量量とかとかとかとか、、、、灯灯灯灯油油油油のののの使使使使用用用用量量量量、、、、こういったこういったこういったこういった使使使使用用用用量量量量をををを毎毎毎毎月月月月チチチチェックしてェックしてェックしてェックして、、、、前前前前のののの年年年年のののの同同同同じじじじ月月月月とととと比比比比べてべてべてべて、、、、今今今今年年年年はははは何何何何％％％％増増増増えたえたえたえた、、、、何何何何％％％％減減減減ったというったというったというったという具具具具体的体的体的体的なななな数数数数字字字字をををを通通通通してしてしてして、、、、去去去去年年年年よりよりよりより今今今今年年年年のののの月月月月ののののほほほほうがうがうがうが減減減減っていたっていたっていたっていた場場場場合合合合にはにはにはには、、、、そのそのそのその節減節減節減節減パーセンテージでパーセンテージでパーセンテージでパーセンテージで報報報報償償償償金金金金といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、取取取取りりりり組組組組むためのむためのむためのむための資資資資金金金金をををを出出出出しましましましまししししょょょょうとうとうとうというものでいうものでいうものでいうもので、、、、これはこれはこれはこれは行行行行政政政政主導主導主導主導でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいるんんんんですがですがですがですが、、、、去去去去年年年年、、、、今今今今年年年年ああああたりからたりからたりからたりから徐徐徐徐々々々々にそれがにそれがにそれがにそれが地域地域地域地域単単単単位位位位、、、、世世世世帯帯帯帯数数数数でででで言言言言ううううとととと 30 世世世世帯帯帯帯、、、、50 世世世世帯帯帯帯、、、、非非非非常常常常にににに小小小小さいさいさいさいココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィでそでそでそでそういうことがういうことがういうことがういうことが進進進進められているめられているめられているめられている。。。。こういったことをこういったことをこういったことをこういったことを通通通通してしてしてして、、、、電電電電気気気気のののの使使使使用用用用量量量量、、、、例例例例ええええばばばばテテテテレビレビレビレビととととかかかか、、、、いいいいろんろんろんろんなななな電電電電気気気気製品製品製品製品、、、、家家家家電製品電製品電製品電製品のののの電電電電源源源源をををを小小小小まめにまめにまめにまめに切切切切ってってってってややややるとかるとかるとかるとか、、、、そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで省省省省エエエエネネネネ生活生活生活生活をををを具具具具体的体的体的体的にににに進進進進めようとめようとめようとめようとしていますしていますしていますしています。。。。自然自然自然自然とのとのとのとの共生共生共生共生というというというという面面面面とととと環境環境環境環境教育教育教育教育というというというという面面面面とととと、、、、もっともっともっともっとほほほほかにもかにもかにもかにも取取取取りりりり組組組組んんんんでいることはでいることはでいることはでいることはああああったかもしれませったかもしれませったかもしれませったかもしれませんんんんがががが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと今思今思今思今思いいいい出出出出せせせせませませませませんんんんのでのでのでので……………………。。。。そういうそういうそういうそういう具具具具体的体的体的体的なななな、、、、ライフスタイルといいますかライフスタイルといいますかライフスタイルといいますかライフスタイルといいますかエエエエココココライフへのライフへのライフへのライフへの変換変換変換変換をををを求求求求めめめめているようなとこているようなとこているようなとこているようなところろろろははははござござござございますいますいますいます。。。。      安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 あああありがとうりがとうりがとうりがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。私私私私もももも省省省省エネエネエネエネ、、、、随随随随分自分分自分分自分分自分のののの家家家家ででででややややっているっているっているっているんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、結結結結局局局局、、、、だだだだけどけどけどけど、、、、どれがどれどれがどれどれがどれどれがどれだだだだけけけけ食食食食っているかっているかっているかっているか、、、、いまいまいまいまだだだだによによによによくくくくわからないですわからないですわからないですわからないです。。。。かなりのかなりのかなりのかなりの機機機機器器器器にににに全全全全部部部部消費消費消費消費電電電電力計力計力計力計ををををくくくくっっっっつつつつけてみたけてみたけてみたけてみたんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、それでもわからないですそれでもわからないですそれでもわからないですそれでもわからないですねねねね。。。。いいいいやややや、、、、不思不思不思不思議議議議なななな
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ものですものですものですものですねねねね。。。。実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、我我我我がががが家家家家にはにはにはには太太太太陽陽陽陽光光光光発発発発電電電電装装装装置置置置もももも乗乗乗乗っかっているものですからっかっているものですからっかっているものですからっかっているものですから、、、、いいいいろんろんろんろんなことをなことをなことをなことをややややっているっているっているっているんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、いいいいやあやあやあやあ、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりさっきりさっきりさっきりさっき私私私私がががが申申申申しししし上上上上げげげげましたようなましたようなましたようなましたような家家家家電製品電製品電製品電製品ができてができてができてができて、、、、どのどのどのどのぐぐぐぐらいらいらいらい使使使使ったかったかったかったか言言言言ってってってってくくくくれるとうれしいなとれるとうれしいなとれるとうれしいなとれるとうれしいなと思思思思っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、そうそうそうそうだだだだとととと、、、、多多多多分分分分省省省省エネもみエネもみエネもみエネもみんんんんなななな精精精精をををを入入入入れてれてれてれてややややってってってってくくくくれるれるれるれるんんんんじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。     五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐ささささんんんんにはにはにはには、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと私私私私、、、、逆逆逆逆ににににちちちちょょょょっとっとっとっと質質質質問問問問をををを申申申申しししし上上上上げげげげたいたいたいたいんんんんですがですがですがですが、、、、先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話をををを伺伺伺伺ってってってって、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会というのはというのはというのはというのは結結結結構構構構柔柔柔柔軟軟軟軟だだだだなとなとなとなと思思思思っておりましたっておりましたっておりましたっておりました。。。。実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、私私私私がががが間間間間接的接的接的接的にににに聞聞聞聞いていたいていたいていたいていた話話話話はははは、、、、もっともっともっともっと、、、、非非非非常常常常にかたいかなとにかたいかなとにかたいかなとにかたいかなと思思思思っておったっておったっておったっておったんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、柔柔柔柔軟軟軟軟なななな姿勢姿勢姿勢姿勢というものがどういったというものがどういったというものがどういったというものがどういった形形形形でででで世世世世のののの中中中中にににに今今今今公公公公表表表表されされされされつつあつつあつつあつつあるのでるのでるのでるのでししししょょょょうかうかうかうか。。。。 

 五十嵐事務所長五十嵐事務所長五十嵐事務所長五十嵐事務所長     どこがどこがどこがどこが柔柔柔柔軟軟軟軟かかかか、、、、どこがかたいかということなどこがかたいかということなどこがかたいかということなどこがかたいかということなんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、基基基基本的本的本的本的にににに、、、、公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会のののの人人人人員員員員ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、全全全全国国国国でででで約約約約 670名名名名。。。。出出出出先先先先機機機機関関関関はブロックはブロックはブロックはブロック単単単単位位位位しかしかしかしかござござござございませいませいませいませんんんんのでのでのでので、、、、公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会のののの広広広広報報報報活動活動活動活動というのはというのはというのはというのは、、、、非非非非常常常常にににに弱弱弱弱いといといといと申申申申しますかしますかしますかしますか、、、、よよよよくくくく地方地方地方地方にににに行行行行っておっておっておってお話話話話ししますとししますとししますとししますと、、、、公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会ののののややややっているっているっているっている活動活動活動活動がががが何何何何もももも見見見見えないえないえないえない、、、、そういったそういったそういったそういった声声声声をおをおをおをお聞聞聞聞きしきしきしきしたりしますしたりしますしたりしますしたりしますし、、、、予予予予算面算面算面算面でもでもでもでも、、、、年年年年間間間間予予予予算算算算がががが 80億円億円億円億円ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの小小小小さなさなさなさな役所役所役所役所ですのでですのでですのでですので、、、、そういったそういったそういったそういった広広広広報報報報関係関係関係関係のののの予予予予算算算算もももも少少少少ないですのでないですのでないですのでないですので、、、、公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会のののの、、、、言言言言ってみれってみれってみれってみればばばば活動活動活動活動がががが見見見見えないからえないからえないからえないから、、、、ああああるるるる、、、、かたいイかたいイかたいイかたいイメメメメージのージのージのージの、、、、取取取取りりりり締締締締まりまりまりまりだだだだけのけのけのけの役所役所役所役所というイというイというイというイメメメメージージージージだだだだからからからから、、、、かたいイかたいイかたいイかたいイメメメメージージージージががががああああってってってって、、、、ききききょょょょうのおうのおうのおうのお話話話話ががががちちちちょょょょっとっとっとっと柔柔柔柔軟軟軟軟かというかというかというかというふふふふうなことにとらえられたのかうなことにとらえられたのかうなことにとらえられたのかうなことにとらえられたのかとととと思思思思いまいまいまいますけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、ライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルの関係関係関係関係でででで私私私私がががが言言言言えるようなことはえるようなことはえるようなことはえるようなことはござござござございませいませいませいませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、企企企企業業業業スタイルというスタイルというスタイルというスタイルという面面面面においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、ややややはりはりはりはり企業企業企業企業がががが適適適適正正正正なななな情情情情報報報報をををを消費消費消費消費者者者者にににに提提提提供供供供していたことにしていたことにしていたことにしていたことによってよってよってよって、、、、消費消費消費消費者者者者のののの商品商品商品商品選選選選択択択択がががが適適適適正正正正にににに行行行行われるわれるわれるわれる。。。。それがそれがそれがそれが公正公正公正公正なななな競争競争競争競争ににににつつつつながるながるながるながる。。。。行行行行政政政政のスタのスタのスタのスタイルのイルのイルのイルのほほほほうにうにうにうにつつつついていていていて申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、なるべなるべなるべなるべくくくく多多多多くくくくのののの方方方方々々々々がががが行行行行政政政政のののの調調調調達達達達にににに参加参加参加参加できるようできるようできるようできるようなななな形形形形でででで調調調調達達達達活動活動活動活動をしていたをしていたをしていたをしていただだだだけれけれけれければばばば、、、、よりよりよりより公正公正公正公正なななな競争競争競争競争がががが進進進進めるのではないかめるのではないかめるのではないかめるのではないか。。。。ライフスタライフスタライフスタライフスタイルではないですけれどもイルではないですけれどもイルではないですけれどもイルではないですけれども、、、、そういったそういったそういったそういった形形形形でででで、、、、なるべなるべなるべなるべくくくく競争競争競争競争のののの成成成成果果果果がががが調調調調達達達達行動行動行動行動にににに反反反反映映映映されされされされるというるというるというるという形形形形をとっていたをとっていたをとっていたをとっていただだだだけれけれけれければばばば幸幸幸幸いといといといと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長         あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。そそそそろろろろそそそそろろろろフロアからフロアからフロアからフロアから質質質質問問問問をををを受受受受けなきけなきけなきけなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない時間時間時間時間ででででござござござございいいいますがますがますがますが、、、、ライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルの話話話話というのはというのはというのはというのは、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、いいいいくくくくららららややややっていてもっていてもっていてもっていても結論結論結論結論はははは出出出出ないないないないんんんんですですですですねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに何何何何とかしなきとかしなきとかしなきとかしなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけないんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、私私私私自自自自身身身身もももも幾幾幾幾つつつつかのかのかのかの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをやろやろやろやろうとしてはおりますがうとしてはおりますがうとしてはおりますがうとしてはおりますが、、、、先先先先ほほほほどどどど簗田所長簗田所長簗田所長簗田所長のおのおのおのお話話話話をををを伺伺伺伺っていてっていてっていてっていて、、、、ふふふふとととと思思思思いいいい出出出出したしたしたしたんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、大分大分大分大分前前前前になりますけどになりますけどになりますけどになりますけど、、、、私私私私、、、、ここのここのここのここの盛岡盛岡盛岡盛岡のののの中中中中学学学学、、、、たしかたしかたしかたしか下下下下橋中橋中橋中橋中学学学学とととと言言言言ったとったとったとったと思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、ああああそこにそこにそこにそこに呼呼呼呼ばばばばれましてれましてれましてれまして話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいたこいたこいたこいたことがとがとがとがああああるるるるんんんんですですですですがががが、、、、ああああそこのそこのそこのそこの環境環境環境環境教育教育教育教育はすはすはすはすごごごごいですいですいですいですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、先先先先ほほほほどどどど小小小小・・・・中中中中・・・・高高高高のののの先生方先生方先生方先生方ははははだだだだめめめめだだだだっっっってててて言言言言いましたけどいましたけどいましたけどいましたけど、、、、それはそれはそれはそれは「「「「平平平平均均均均値値値値でででで」」」」というのをというのをというのをというのをつつつつけさせていたけさせていたけさせていたけさせていただだだだきますきますきますきます。。。。盛岡盛岡盛岡盛岡はよいはよいはよいはよいのかもしれませのかもしれませのかもしれませのかもしれませんんんん。。。。全部全部全部全部がよいかどうかはがよいかどうかはがよいかどうかはがよいかどうかは全全全全然然然然知知知知りませりませりませりませんんんん。。。。少少少少ななななくくくくともともともとも 1 校校校校ににににつつつつきましてきましてきましてきましてはははは大大大大変変変変よかったということをよかったということをよかったということをよかったということをつつつつけけけけ加加加加えさせていたえさせていたえさせていたえさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 
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    今今今今、、、、ライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルの話話話話はははは、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに各人各人各人各人のののの哲哲哲哲学学学学ででででござござござございますしいますしいますしいますし、、、、かなりのかなりのかなりのかなりの知知知知識識識識ががががややややはりはりはりはり必要必要必要必要ででででござござござございますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどどどど私私私私、、、、専専専専門門門門がライフサイクルアセスがライフサイクルアセスがライフサイクルアセスがライフサイクルアセスだだだだととととごごごご紹介紹介紹介紹介をををを笹尾笹尾笹尾笹尾先生先生先生先生ににににいたいたいたいただだだだきましたがきましたがきましたがきましたが、、、、最近最近最近最近ああああまりそうまりそうまりそうまりそうでもなでもなでもなでもなくくくくてててて、、、、最近最近最近最近ややややっているのはっているのはっているのはっているのは、、、、市民市民市民市民にどうにどうにどうにどうややややってってってってライフスタイルをライフスタイルをライフスタイルをライフスタイルを変変変変えさせるかみたいなことをえさせるかみたいなことをえさせるかみたいなことをえさせるかみたいなことを 5 年年年年間間間間ややややってってってって、、、、ききききょょょょうはうはうはうはごごごごららららんんんんにににに入入入入れるれるれるれる機機機機会会会会はないはないはないはないんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、ききききょょょょうのスライうのスライうのスライうのスライドドドドのののの中中中中にににに含含含含まれていましたようにまれていましたようにまれていましたようにまれていましたように、、、、市民市民市民市民のライのライのライのライフスタイルをフスタイルをフスタイルをフスタイルを再考再考再考再考するためのするためのするためのするための 25 分分分分のプのプのプのプレレレレゼンテーションというのをゼンテーションというのをゼンテーションというのをゼンテーションというのをつくつくつくつくったったったったんんんんですですですです。。。。そのそのそのそのううううちちちちにににに公公公公開開開開をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ままままああああ、、、、そそそそんんんんなことでなことでなことでなことでござござござございますいますいますいます。。。。 一一一一応応応応、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ不不不不手手手手際際際際ででででござござござございましたけれどもいましたけれどもいましたけれどもいましたけれども、、、、少少少少ななななくくくくともリサイクルにともリサイクルにともリサイクルにともリサイクルに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、ややややはりグリーンはりグリーンはりグリーンはりグリーン調調調調達達達達をををを進進進進めめめめ、、、、企業企業企業企業のののの、、、、ああああるいはるいはるいはるいは自治体自治体自治体自治体のののの目目目目標標標標のようなものをのようなものをのようなものをのようなものをつくつくつくつくっていたっていたっていたっていただだだだきききき、、、、それをそれをそれをそれを環境環境環境環境報告報告報告報告書書書書のののの中中中中かなかなかなかなんんんんかでかでかでかで自自自自慢慢慢慢をしていたをしていたをしていたをしていただくだくだくだくというものがいいかなというものがいいかなというものがいいかなというものがいいかな、、、、などなどなどなどとととと思思思思っておるっておるっておるっておる次第次第次第次第ででででござござござございますしいますしいますしいますし、、、、ライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルのほほほほうにうにうにうに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、これはこれはこれはこれは、、、、ままままああああ、、、、未未未未来来来来永永永永劫劫劫劫、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいしいしいしい問問問問題題題題ではではではではあああありますがりますがりますがりますが、、、、少少少少ななななくくくくともともともともややややれるとこれるとこれるとこれるところろろろからからからから一一一一歩歩歩歩一一一一歩歩歩歩着着着着実実実実にというにというにというにという、、、、ままままああああ、、、、あああありがりがりがりがちちちちなななな結論結論結論結論になってしまいましたになってしまいましたになってしまいましたになってしまいました。。。。     ということでということでということでということで、、、、一一一一応応応応このパネルデこのパネルデこのパネルデこのパネルディィィィススススカカカカッションをッションをッションをッションを閉閉閉閉じじじじさせていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ごごごご清清清清聴聴聴聴あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 皆様皆様皆様皆様、、、、あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、ここでここでここでここで、、、、会会会会場場場場のののの皆様皆様皆様皆様方方方方からからからから質質質質問問問問、、、、ごごごご意見意見意見意見、、、、ござござござございましたらいましたらいましたらいましたらちちちちょょょょううううだだだだいしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ごごごご意見意見意見意見ののののござござござございますいますいますいます方方方方……………………。。。。 はいはいはいはい、、、、それではそれではそれではそれでは真真真真んんんん中中中中のおのおのおのお席席席席にいらっしにいらっしにいらっしにいらっしゃゃゃゃるるるる方方方方、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。今今今今ママママイクをおイクをおイクをおイクをお持持持持ちちちちしますのでしますのでしますのでしますので。。。。 

 質質質質問問問問         雫雫雫雫石石石石町町町町からまいりましたからまいりましたからまいりましたからまいりました、、、、69 歳歳歳歳のののの人人人人間間間間ですがですがですがですが、、、、今今今今のライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルのライフスタイル云云云云々々々々かかかかんんんんぬぬぬぬんんんんにににに関関関関ししししましてましてましてまして、、、、私私私私はははは、、、、過過過過去去去去何何何何年年年年かのかのかのかの経経経経験験験験からしてからしてからしてからして、、、、1つつつつ案案案案ががががあああありますりますりますります。。。。それはそれはそれはそれは、、、、若若若若いいいい人人人人もももも、、、、おおおお母母母母ささささんんんんもももも、、、、おおおお父父父父ささささんんんんもももも、、、、みみみみんんんんながながながなが環境環境環境環境意意意意識識識識にににに目目目目覚覚覚覚めてがめてがめてがめてがんんんんががががんやんやんやんやれれれればばばばいいなといいなといいなといいなと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そそそそういうことはまずういうことはまずういうことはまずういうことはまず夢夢夢夢のののの夢夢夢夢ですですですです。。。。あああありりりり得得得得ないとないとないとないと思思思思いますいますいますいます。。。。 そこでそこでそこでそこで私私私私がががが考考考考えていますのはえていますのはえていますのはえていますのは、、、、老老老老人人人人のののの力力力力をををを 100％％％％活用活用活用活用するするするする。。。。老老老老人人人人クラブというのはクラブというのはクラブというのはクラブというのは日日日日本本本本じじじじゅゅゅゅううううあああありますりますりますります。。。。何何何何ををををややややっているかっているかっているかっているか知知知知りませりませりませりませんんんん。。。。私私私私はまはまはまはまだだだだ老老老老人人人人クラブにクラブにクラブにクラブに入入入入っていませっていませっていませっていませんんんんがががが、、、、老老老老人人人人というのはというのはというのはというのは、、、、このこのこのこの日日日日本本本本をこをこをこをこんんんんなめなめなめなめちちちちゃゃゃゃくちくちくちくちゃゃゃゃにしてにしてにしてにして責任責任責任責任ががががあああありますしりますしりますしりますし、、、、長長長長いいいい間間間間生生生生きてきてきてきてきたきたきたきた知知知知恵恵恵恵ももももあああありますしりますしりますしりますし、、、、後後後後輩輩輩輩にににに対対対対するするするする圧圧圧圧力力力力、、、、力力力力ももももあああありますりますりますります。。。。いいいいろんろんろんろんなななな力力力力ががががあああありますりますりますります。。。。小小小小ささささいいいい子供子供子供子供とととと遊遊遊遊ぶぶぶぶのものものものも好好好好きですきですきですきです。。。。だだだだからからからから、、、、老老老老人人人人のののの力力力力をををを徹底徹底徹底徹底的的的的にににに活用活用活用活用してしてしてして、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育でもいいでもいいでもいいでもいい、、、、自然自然自然自然とととと遊遊遊遊ぶぶぶぶのもいいのもいいのもいいのもいい、、、、いいいいろんろんろんろんなことをなことをなことをなことを企画企画企画企画してしてしてして、、、、そういうそういうそういうそういう老老老老人人人人クラブにはクラブにはクラブにはクラブには、、、、何何何何省省省省からかからかからかからか知知知知りませりませりませりませんんんんがががが、、、、ごごごご褒褒褒褒美美美美をををを差差差差しししし上上上上げげげげるるるる。。。。こういうこういうこういうこういうふふふふうにすれうにすれうにすれうにすればばばば、、、、学学学学校校校校のののの先生先生先生先生ががががだだだだめめめめだだだだとかいうとかいうとかいうとかいう話話話話ががががあああありますがりますがりますがりますが、、、、かなりかなりかなりかなり前前前前進進進進するのではないかというのがするのではないかというのがするのではないかというのがするのではないかというのが私私私私のののの、、、、これこれこれこれ、、、、名名名名案案案案だだだだとととと思思思思っていっていっていっていますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、意見意見意見意見ででででござござござございますいますいますいます。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 
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    名名名名案案案案のようなのようなのようなのような気気気気がしますがしますがしますがします。（。（。（。（笑笑笑笑））））おそらおそらおそらおそらくくくく環境環境環境環境省省省省がががが予予予予算算算算措措措措置置置置をををを考考考考えてえてえてえてくくくくれるれるれるれるんんんんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないかとととと思思思思いますいますいますいます。（。（。（。（笑笑笑笑））））ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに、、、、ししししばばばばししししばばばば講演講演講演講演などなどなどなど、、、、行行行行かせていたかせていたかせていたかせていただだだだきますがきますがきますがきますが、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり老老老老人人人人パワーパワーパワーパワー――――――――老老老老人人人人とととと言言言言っっっっちちちちゃゃゃゃああああれですよれですよれですよれですよねねねね、、、、熟熟熟熟年年年年パワーパワーパワーパワー――――――――熟熟熟熟年年年年パワーというのはなかなパワーというのはなかなパワーというのはなかなパワーというのはなかなかかかか大大大大変変変変なものでなものでなものでなものでござござござございますからいますからいますからいますから、、、、しかもしかもしかもしかも、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたようにしましたようにしましたようにしましたように、、、、環境環境環境環境のこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの流流流流れをれをれをれを十十十十分分分分ごごごご存存存存じじじじですからですからですからですから、、、、体体体体験験験験的的的的ににににごごごご存存存存じじじじですからですからですからですから、、、、今今今今のののの状況状況状況状況がどうかということもわかがどうかということもわかがどうかということもわかがどうかということもわかっておられますっておられますっておられますっておられます。。。。谷谷谷谷ささささんんんん、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。 

 谷谷谷谷課課課課長長長長     あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございますいますいますいます。。。。ほほほほんんんんとうにいいとうにいいとうにいいとうにいいごごごご提提提提案案案案ですしですしですしですし、、、、ややややっているとこっているとこっているとこっているところろろろががががああああるるるるんんんんですですですです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、関関関関西西西西でででで、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育・・・・環境学環境学環境学環境学習習習習というときにというときにというときにというときに、、、、決決決決してしてしてして子供相手子供相手子供相手子供相手だだだだけではなけではなけではなけではなくくくくてててて、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者、、、、シニアシニアシニアシニア環境大学環境大学環境大学環境大学とととと言言言言ってましたかってましたかってましたかってましたかねねねね、、、、ああああるるるる町町町町ででででややややっていましてっていましてっていましてっていまして。。。。これはこれはこれはこれは何何何何のためかのためかのためかのためかというとというとというとというと、、、、シニアのシニアのシニアのシニアの方方方方にいにいにいにいろんろんろんろんなことをなことをなことをなことを学学学学んんんんでいたでいたでいたでいただだだだいていていていて、、、、それでそれでそれでそれで地域地域地域地域のリーダーでいのリーダーでいのリーダーでいのリーダーでいろろろろんんんんなななな活動活動活動活動をををを育育育育てていたてていたてていたてていただくだくだくだくということなということなということなということなんんんんですですですです。。。。ううううちちちちはははは予予予予算算算算というとというとというとというと、、、、ないないないないんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、例例例例ええええばばばば今今今今のののの話話話話はははは、、、、今今今今年年年年のののの環境環境環境環境白白白白書書書書のののの環境環境環境環境教育教育教育教育のとこのとこのとこのところろろろにににに写写写写真入真入真入真入りでりでりでりで紹介紹介紹介紹介いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。ここここういったことはできるとういったことはできるとういったことはできるとういったことはできると思思思思っていますのはっていますのはっていますのはっていますのは、、、、いいことをいいことをいいことをいいことをややややっていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるるるる方方方方をもうをもうをもうをもう全全全全国国国国的的的的ににににごごごご紹介紹介紹介紹介するするするする。。。。ここここんんんんなすなすなすなすばばばばらしいらしいらしいらしい方方方方がこがこがこがこんんんんなすなすなすなすばばばばらしいらしいらしいらしい活動活動活動活動をしていますよということをしていますよということをしていますよということをしていますよということをみをみをみをみんんんんなになになになに知知知知っていたっていたっていたっていただくだくだくだく。。。。それはそれはそれはそれはほほほほかのかのかのかの人人人人ののののメメメメリットでもリットでもリットでもリットでもああああるしるしるしるし、、、、ややややっていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるるるる方方方方のインセンテのインセンテのインセンテのインセンティィィィブにもなるとブにもなるとブにもなるとブにもなると思思思思いますいますいますいます。。。。ぜひぜひぜひぜひ実現実現実現実現していたしていたしていたしていただだだだいていていていて、、、、またまたまたまた情情情情報報報報をおをおをおをお寄寄寄寄せせせせくくくくだだだださいさいさいさい。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長         あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。 

 司司司司会会会会     そのそのそのそのほほほほかにかにかにかにござござござございますでしいますでしいますでしいますでしょょょょうかうかうかうか。。。。はいはいはいはい、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 質質質質問問問問         北北北北上上上上からからからから来来来来ましたましたましたました高高高高橋橋橋橋とととと申申申申しますしますしますします。。。。我我我我々々々々がががが行行行行政政政政におにおにおにお世世世世話話話話になっておりますになっておりますになっておりますになっております一一一一般般般般廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物処処処処理理理理、、、、ごごごごみみみみ焼焼焼焼却却却却場場場場、、、、ダイオダイオダイオダイオキキキキシンのシンのシンのシンの規規規規制制制制でででで、、、、古古古古いのをいのをいのをいのをややややめさせてめさせてめさせてめさせて、、、、新新新新しいしいしいしいごごごごみみみみ焼焼焼焼却却却却場場場場ををををつくつくつくつくりましたですりましたですりましたですりましたですねねねね。。。。とことことこところろろろがががが、、、、古古古古いいいいごごごごみみみみ焼焼焼焼却却却却場場場場がそのままでがそのままでがそのままでがそのままで残残残残っているっているっているっているんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。非非非非常常常常にににに美美美美観観観観上上上上もよもよもよもよろろろろししししくくくくないしないしないしないし、、、、またまたまたまた、、、、ややややめさせたダイオめさせたダイオめさせたダイオめさせたダイオキキキキシンシンシンシン発生発生発生発生のもとがのもとがのもとがのもとが残残残残っているっているっているっているんんんんでででで、、、、簡単簡単簡単簡単にににに倒倒倒倒せないせないせないせない。。。。またまたまたまた、、、、廃廃廃廃棄棄棄棄するにもおするにもおするにもおするにもお金金金金がかかりがかかりがかかりがかかり過過過過ぎぎぎぎるるるるんんんんでということででということででということででということで、、、、みみみみんんんんなななな雨雨雨雨ざざざざらしになっているらしになっているらしになっているらしになっている。。。。特特特特にににに高高高高いいいい煙煙煙煙突突突突ななななんんんんかかかか、、、、崩崩崩崩壊壊壊壊のおそれがのおそれがのおそれがのおそれがああああるるるるんんんんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。そこにそこにそこにそこに勤勤勤勤めめめめているているているている方方方方もそれをもそれをもそれをもそれを指指指指摘摘摘摘しますしますしますします。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ああああまりまりまりまり細細細細かいことをとかいことをとかいことをとかいことをとややややかかかかくくくく言言言言うよりはうよりはうよりはうよりは、、、、政政政政府府府府のののの方方方方々々々々にはもうそういうにはもうそういうにはもうそういうにはもうそういうふふふふうなうなうなうな大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題ををををちちちちゃゃゃゃんんんんとしてとしてとしてとして、、、、細細細細かいかいかいかい個個個個人人人人のものにのものにのものにのものにああだああだああだああだこうこうこうこうだだだだ言言言言うのはうのはうのはうのは、、、、これはこれはこれはこれは、、、、ままままああああ、、、、家庭家庭家庭家庭教育教育教育教育、、、、行行行行政政政政でででで、、、、各各各各個個個個人人人人のののの責任責任責任責任ででででややややりますからりますからりますからりますから、、、、大大大大もとのもとのもとのもとのほほほほうはうはうはうは、、、、これはこれはこれはこれは直直直直接接接接はははは地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体、、、、広広広広域行域行域行域行政政政政組合組合組合組合でででで運運運運営営営営しているしているしているしているんんんんですがですがですがですが、、、、そこになるとそこになるとそこになるとそこになると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、補補補補助金助金助金助金がががが出出出出ないかとかないかとかないかとかないかとか、、、、出出出出ななななくくくくなるからなるからなるからなるからややややれないというようなこともれないというようなこともれないというようなこともれないというようなことも言言言言うてうてうてうて
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ましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、どうなどうなどうなどうなんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。谷谷谷谷みどりさみどりさみどりさみどりさんんんんにおにおにおにお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 （（（（笑笑笑笑）））） 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長         答答答答えにえにえにえにくくくくけれけれけれければばばば、、、、私私私私、、、、答答答答えましえましえましえましょょょょうかうかうかうか。。。。 

 谷谷谷谷課課課課長長長長         いいいいええええ……………………。。。。今今今今、、、、補補補補助金助金助金助金のののの話話話話はははは――――――――今今今今のようなおのようなおのようなおのようなお話話話話、、、、ううううちちちちのののの廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のとこのとこのとこのところろろろがががが承承承承っておりっておりっておりっておりますますますます。。。。たたたただだだだ、、、、もうもうもうもう全全全全体体体体のののの三三三三位位位位一体一体一体一体改改改改革革革革というというというという流流流流れのれのれのれの中中中中でででで、、、、環境環境環境環境省省省省のののの地方地方地方地方向向向向けけけけ補補補補助金助金助金助金のののの何何何何とととと 9割割割割がそのがそのがそのがその対対対対象象象象になっているのがになっているのがになっているのがになっているのが現現現現状状状状ですですですです。。。。廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物もそうですしもそうですしもそうですしもそうですし、、、、私私私私どものどものどものどもの水水水水質質質質のののの管理管理管理管理ですですですですとかとかとかとか、、、、いいいいろんろんろんろんなものがそのなものがそのなものがそのなものがその対対対対象象象象になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。     三三三三位位位位一体一体一体一体のののの関係関係関係関係、、、、政政政政府府府府のののの方方方方針針針針のののの中中中中でででで、、、、ここでどういうここでどういうここでどういうここでどういう言言言言いいいい方方方方をするのがをするのがをするのがをするのが正正正正しいかというしいかというしいかというしいかというのはのはのはのは、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか物物物物のののの言言言言いいいい方方方方がががが難難難難しいとこしいとこしいとこしいところろろろががががああああってってってって、、、、国国国国がががが圧圧圧圧力力力力をかけたというをかけたというをかけたというをかけたという新新新新聞聞聞聞記記記記事事事事もももも掲掲掲掲載載載載されたりいたしますけれどもされたりいたしますけれどもされたりいたしますけれどもされたりいたしますけれども、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに環境環境環境環境ににににつつつついていていていて適適適適切切切切なななな事事事事業業業業ははははこれからもこれからもこれからもこれからも行行行行わわわわれるようにれるようにれるようにれるように、、、、地方地方地方地方のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな方方方方々々々々ののののごごごご意見意見意見意見もももも伺伺伺伺いながらいながらいながらいながら、、、、正正正正しいしいしいしい方方方方向向向向にににに進進進進めめめめばばばばいいといいといいといいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長         ごごごごみみみみ焼焼焼焼却却却却場場場場のののの件件件件ですけどですけどですけどですけど、、、、今今今今はははは、、、、例例例例のダイオのダイオのダイオのダイオキキキキシンシンシンシン規規規規制制制制――――――――ああああれれれれ、、、、法法法法律律律律でででで決決決決まっているまっているまっているまっているわけではないとわけではないとわけではないとわけではないと思思思思いますいますいますいます。。。。解解解解体体体体のののの仕仕仕仕方方方方はははは何何何何でででで決決決決まっているまっているまっているまっているんだろんだろんだろんだろうううう、、、、何何何何かかかかガガガガイイイイドドドドラインがラインがラインがラインがあああありますりますりますりますねねねね。。。。ああああののののガガガガイイイイドドドドラインにラインにラインにラインに従従従従ってってってってややややりますとりますとりますとりますと、、、、まさにまさにまさにまさに宇宙宇宙宇宙宇宙服服服服をををを着着着着てててて、、、、それでそれでそれでそれでごごごごみみみみ焼焼焼焼却却却却場場場場をををを壊壊壊壊さないとさないとさないとさないとだだだだめみたいなめみたいなめみたいなめみたいな感感感感じじじじななななんんんんですよですよですよですよ。。。。そのそのそのその宇宙宇宙宇宙宇宙服服服服がががが、、、、またそこにまたそこにまたそこにまたそこに入入入入ったものでったものでったものでったもので汚汚汚汚れてれてれてれてごごごごみになりましてみになりましてみになりましてみになりまして、、、、またまたまたまた大大大大量量量量ののののごごごごみをみをみをみをつくつくつくつくるようなるようなるようなるようなややややりりりり方方方方ななななんんんんですですですですねねねね。。。。それはそれはそれはそれは、、、、ダダダダイオイオイオイオキキキキシンというものはシンというものはシンというものはシンというものは、、、、それそれそれそれほほほほどどどどほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに怖怖怖怖いかどうかというのがいかどうかというのがいかどうかというのがいかどうかというのが、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、一一一一般般般般的的的的なななな知知知知識識識識をををを持持持持ってするとってするとってするとってすると、、、、どうどうどうどうややややらららら怖怖怖怖がりがりがりがり過過過過ぎぎぎぎたなというたなというたなというたなという感感感感じじじじがするがするがするがするんんんんですがですがですがですが、、、、そこそこそこそこのののの合合合合意意意意がががが社会的社会的社会的社会的にまにまにまにまだだだだとれていないとれていないとれていないとれていないんんんんですですですですねねねね。。。。どのどのどのどのぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまで緩緩緩緩めてもいいめてもいいめてもいいめてもいいんだろんだろんだろんだろうかうかうかうか、、、、みたいなとこみたいなとこみたいなとこみたいなところろろろがががが。。。。ですからですからですからですから、、、、実際実際実際実際今今今今、、、、ごごごごみみみみ焼焼焼焼却却却却場場場場をををを壊壊壊壊すのはすのはすのはすのはああああまりまりまりまり賢賢賢賢くくくくないないないないんんんんですですですです。。。。でででですからすからすからすから、、、、もうもうもうもう少少少少しししし、、、、美美美美観観観観上上上上我我我我慢慢慢慢していたしていたしていたしていただだだだいていていていて、、、、危危危危険険険険のないのないのないのない範囲範囲範囲範囲内内内内でででで、、、、社会的社会的社会的社会的にこのにこのにこのにこのぐぐぐぐららららいのいのいのいの壊壊壊壊しししし方方方方でででで安全安全安全安全ですよというですよというですよというですよというガガガガイイイイドドドドラインがラインがラインがラインが多多多多分分分分緩緩緩緩むのでむのでむのでむので、、、、それがそれがそれがそれが緩緩緩緩んだんだんだんだ段階段階段階段階ですとですとですとですとココココストがかなりストがかなりストがかなりストがかなり下下下下ががががるということになるとるということになるとるということになるとるということになると私私私私はははは読読読読んんんんでおりますがでおりますがでおりますがでおりますが、、、、おそらおそらおそらおそらくくくく環境環境環境環境省省省省としてはとしてはとしてはとしては言言言言えないかなというえないかなというえないかなというえないかなという感感感感じじじじもしますもしますもしますもします……………………。（。（。（。（笑笑笑笑）））） 

 司司司司会会会会     あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございますいますいますいます。。。。もうもうもうもう一方一方一方一方だだだだけいらっしけいらっしけいらっしけいらっしゃゃゃゃったらったらったらったら、、、、ああああとととと 1 名名名名様受様受様受様受けけけけつつつつけたいとけたいとけたいとけたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、いかがですかいかがですかいかがですかいかがですか。。。。はいはいはいはい、、、、ではではではでは、、、、女性女性女性女性のののの方方方方。。。。 

 質質質質問問問問     盛岡盛岡盛岡盛岡のののの渡渡渡渡辺辺辺辺とととと申申申申しますしますしますします。。。。先先先先ほほほほどからグリーンどからグリーンどからグリーンどからグリーン購入購入購入購入のおのおのおのお話話話話ががががあああありましたりましたりましたりました。。。。私私私私たたたたちちちちはははは、、、、一一一一般般般般
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県民県民県民県民としてとしてとしてとしてちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお話話話話しさせていたしさせていたしさせていたしさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、リサイクルというのリサイクルというのリサイクルというのリサイクルというのはははは、、、、ややややはりはりはりはり最初最初最初最初からリサイクルからリサイクルからリサイクルからリサイクルあああありきりきりきりきじゃじゃじゃじゃだだだだめめめめだだだだとととと思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。リサイクルというかリサイクルというかリサイクルというかリサイクルというか、、、、ごごごごみみみみ問問問問題題題題がががが出出出出たときにたときにたときにたときに、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの問問問問題題題題がががが最初最初最初最初からからからから出出出出ておりましたておりましたておりましたておりました。。。。皆皆皆皆ささささんんんんはははは、、、、リリリリユユユユーーーースとかスとかスとかスとか、、、、リデリデリデリデュュュュースースースース、、、、リフリフリフリフュュュューズってーズってーズってーズって言言言言ってもってもってもっても、、、、ちちちちょょょょっとわけがわからなかったわけですっとわけがわからなかったわけですっとわけがわからなかったわけですっとわけがわからなかったわけですよよよよ。。。。それでそれでそれでそれで、、、、リサイクルとみリサイクルとみリサイクルとみリサイクルとみんんんんなななな混混混混同同同同してしまうというかしてしまうというかしてしまうというかしてしまうというか、、、、そういうそういうそういうそういう、、、、多多多多分分分分皆皆皆皆ささささんんんんもももも、、、、私私私私たたたたちちちちももももちちちちょょょょここここちちちちょょょょここここ出出出出かけるかけるかけるかけるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そのそのそのその中中中中でででで区区区区別別別別ができていないができていないができていないができていない。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの問問問問題題題題のののの話話話話をすれをすれをすれをすればばばば、「、「、「、「ややややりたいりたいりたいりたい人人人人ががががややややれれれればばばばいいいいいいいいんんんんじゃじゃじゃじゃないないないない？？？？」」」」というというというというふふふふうなうなうなうな感感感感じじじじ。。。。ごごごごみみみみ問問問問題題題題のののの話話話話でもそうなでもそうなでもそうなでもそうなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども。。。。でででで、、、、先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話のののの中中中中でででで、、、、リサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルをややややるるるる前前前前にににに、、、、私私私私はははは、、、、全部全部全部全部でででで 6R のののの勧勧勧勧めというのをめというのをめというのをめというのをややややっているっているっているっているんんんんですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、ややややはりはりはりはりごごごごみというのはみというのはみというのはみというのは、、、、出出出出てきたてきたてきたてきたものをどういうものをどういうものをどういうものをどういうふふふふうにうにうにうに処処処処理理理理するかというするかというするかというするかという問問問問題題題題ではないとではないとではないとではないと思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。出出出出さないようなさないようなさないようなさないような努努努努力力力力をしてをしてをしてをしてほほほほしいしいしいしい。。。。努努努努力力力力をしなけれをしなけれをしなけれをしなければばばばならないならないならないならないんんんんじゃじゃじゃじゃないかなというないかなというないかなというないかなというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。それでそれでそれでそれで、、、、グリーングリーングリーングリーン購入購入購入購入ををををややややるのもいいるのもいいるのもいいるのもいいんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そのそのそのその前前前前ににににややややらなけれらなけれらなけれらなければばばばならないこならないこならないこならないことがリサイクルのとがリサイクルのとがリサイクルのとがリサイクルの前前前前にたにたにたにたくくくくささささんんんん残残残残っているということはっているということはっているということはっているということは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり皆皆皆皆ささささんんんんにもわかってにもわかってにもわかってにもわかってほほほほしいなとしいなとしいなとしいなと思思思思いますいますいますいます。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育のことなのことなのことなのことなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、例例例例ええええばばばば、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちとかとかとかとか、、、、地域地域地域地域のののの人人人人たたたたちちちちにににに教教教教えるということえるということえるということえるということじゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、ともにともにともにともに、、、、一一一一緒緒緒緒にににに学学学学んんんんでいでいでいでいくくくくといといといというううう、、、、そういうそういうそういうそういう姿勢姿勢姿勢姿勢ががががややややっっっっぱぱぱぱりりりり大大大大事事事事ではないかなというではないかなというではないかなというではないかなというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 どなたかどなたかどなたかどなたか、、、、おおおお答答答答えになりますかえになりますかえになりますかえになりますか。。。。ないとないとないとないと、、、、何何何何でもしでもしでもしでもしゃゃゃゃべっべっべっべっちちちちゃゃゃゃううううんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃるとおりでするとおりでするとおりでするとおりです。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルあああありきではりきではりきではりきではだだだだめなめなめなめなんんんんですですですです。。。。それがそれがそれがそれが、、、、実際実際実際実際、、、、2000 年年年年のののの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの基基基基本本本本法法法法のののの精精精精神神神神ななななんんんんですがですがですがですが、、、、なかなかそのなかなかそのなかなかそのなかなかその辺辺辺辺、、、、さっきのライフスタイルともさっきのライフスタイルともさっきのライフスタイルともさっきのライフスタイルとも絡絡絡絡むむむむんんんんですけですけですけですけれどもれどもれどもれども、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり、、、、例例例例ええええばばばば、、、、贈贈贈贈答答答答用用用用におにおにおにお菓菓菓菓子子子子をををを持持持持っていっていっていっていくくくくときにときにときにときに、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしてもややややっっっっぱぱぱぱりりりり過過過過剰包剰包剰包剰包装装装装のものをのものをのものをのものを選選選選んんんんじゃじゃじゃじゃうといううといううといううという、、、、日日日日本人本人本人本人ののののママママインインインインドドドドがなかなかがなかなかがなかなかがなかなか消消消消えないえないえないえないんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。そそそそれでれでれでれで、、、、だだだだからからからから、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり過過過過剰包剰包剰包剰包装装装装のののの問問問問題題題題だだだだけではないですけれどもけではないですけれどもけではないですけれどもけではないですけれども、、、、ややややはりいはりいはりいはりいろんろんろんろんなものなものなものなものがががが根根根根本的本的本的本的にににに、、、、多多多多分分分分徐徐徐徐々々々々にににに、、、、徐徐徐徐々々々々にににに変変変変わっていわっていわっていわっていくんだろくんだろくんだろくんだろうとうとうとうと思思思思っていっていっていっていろんろんろんろんなことをなことをなことをなことを考考考考えておえておえておえておりますりますりますります。。。。     東京東京東京東京のののの杉杉杉杉並並並並区区区区というというというという区区区区ががががああああってってってって、、、、ここのここのここのここの区長区長区長区長ささささんんんん、、、、山田山田山田山田ささささんんんんというというというというんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、このこのこのこの人人人人なかなかなかなかなかなかなかなか根根根根性性性性ののののああああるるるる人人人人でででで、、、、今今今今度度度度のののの日日日日曜曜曜曜日日日日ににににややややるるるるんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、包包包包装装装装をををを減減減減らさなきらさなきらさなきらさなきゃゃゃゃだだだだめめめめだだだだとととということでいうことでいうことでいうことで、、、、薄薄薄薄着着着着賞賞賞賞というというというという、、、、薄薄薄薄着着着着、、、、厚厚厚厚着着着着のののの薄薄薄薄着着着着ですけどですけどですけどですけど、、、、それをそれをそれをそれを出出出出すすすすんんんんですですですです。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、同同同同時時時時にににに、、、、厚厚厚厚着着着着賞賞賞賞というというというという、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、厚厚厚厚着着着着しししし過過過過ぎぎぎぎるるるる、、、、過過過過剰包剰包剰包剰包装装装装をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろにもにもにもにも賞賞賞賞をををを出出出出ししししちちちちゃゃゃゃおうとおうとおうとおうと。。。。そういうのをそういうのをそういうのをそういうのを今今今今度度度度、、、、そういうそういうそういうそういう、、、、社社社社会会会会にににに対対対対してしてしてして逆逆逆逆らうようならうようならうようならうような賞賞賞賞をををを出出出出すすすす場場場場合合合合ににににはははは大体大体大体大体私私私私がががが委員長委員長委員長委員長ををををややややることになっているることになっているることになっているることになっているんんんんですですですです。（。（。（。（笑笑笑笑））））それでそれでそれでそれで、、、、杉杉杉杉並並並並区区区区にににに、、、、今今今今度度度度、、、、日日日日曜曜曜曜日日日日、、、、昼昼昼昼ぐぐぐぐらいからべったりおりましてらいからべったりおりましてらいからべったりおりましてらいからべったりおりまして、、、、それのそれのそれのそれの審審審審査査査査ををををややややるるるるんんんんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、ままままああああ、、、、少少少少しししし、、、、とにとにとにとにかかかかくくくく厚厚厚厚着着着着をしているということををしているということををしているということををしているということを認認認認識識識識していたしていたしていたしていただくだくだくだく、、、、認認認認識識識識するするするする、、、、認認認認識識識識させるさせるさせるさせる、、、、ままままああああ、、、、いいいいろろろろんんんんなななな方方方方法法法法ででででややややらなきらなきらなきらなきゃゃゃゃだだだだめかなとめかなとめかなとめかなと思思思思っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、たたたただだだだ、、、、ままままああああ、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり、、、、ああああるるるる企業企業企業企業をををを過過過過剰包剰包剰包剰包装装装装だだだだよといってよといってよといってよといって、、、、何何何何かかかか賞賞賞賞をををを与与与与えていえていえていえていじじじじめるというのはめるというのはめるというのはめるというのは、、、、とてもとてもできませとてもとてもできませとてもとてもできませとてもとてもできませんんんんのでのでのでので、、、、考考考考えているのはえているのはえているのはえているのは、、、、大企業大企業大企業大企業かかかか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは業界団体業界団体業界団体業界団体かかかか、、、、そのそのそのそのぐぐぐぐらいかなとらいかなとらいかなとらいかなと。。。。同同同同時時時時にににに、、、、ややややはりはりはりはり救救救救
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済策済策済策済策もももも出出出出さなきさなきさなきさなきゃゃゃゃいけませいけませいけませいけませんんんんのでのでのでので、、、、厚厚厚厚着着着着賞賞賞賞をををを取取取取ったとこったとこったとこったところだろだろだろだけけけけ、、、、次次次次のののの年年年年にはダイエットにはダイエットにはダイエットにはダイエット賞賞賞賞というのをというのをというのをというのを取取取取れるかもしれないれるかもしれないれるかもしれないれるかもしれない。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、1 年年年年間間間間でどのでどのでどのでどのぐぐぐぐらいらいらいらい薄薄薄薄着着着着になったかでになったかでになったかでになったかで、、、、そのダそのダそのダそのダイエットイエットイエットイエット賞賞賞賞というのをというのをというのをというのを出出出出ししししちちちちゃゃゃゃおうとおうとおうとおうと。。。。そそそそんんんんなようななようななようななような仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをつくつくつくつくってってってって、、、、ままままああああ、、、、遊遊遊遊びでびでびでびでごごごござざざざいますけどいますけどいますけどいますけど、、、、盛岡盛岡盛岡盛岡市市市市でもでもでもでも取取取取りりりり上上上上げげげげていたていたていたていただだだだけれけれけれければばばば、、、、ああああるいはるいはるいはるいは岩手岩手岩手岩手県県県県でもでもでもでも取取取取りりりり上上上上げげげげていたていたていたていただだだだけたらなとけたらなとけたらなとけたらなと思思思思うううう次第次第次第次第ですですですです。。。。     ほほほほかにかにかにかに何何何何かかかかござござござございますでしいますでしいますでしいますでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 司司司司会会会会 よよよよろろろろしいですかしいですかしいですかしいですか。。。。はいはいはいはい、、、、どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございますいますいますいます。。。。     会会会会場場場場のののの皆様皆様皆様皆様もももも、、、、ほほほほかにもいかにもいかにもいかにもいろんろんろんろんなななな感感感感想想想想をををを持持持持たれたとたれたとたれたとたれたと思思思思いますいますいますいます。。。。ごごごご意見意見意見意見もももも持持持持たれたとたれたとたれたとたれたと思思思思いいいいますますますます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞこれからのこれからのこれからのこれからの暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの中中中中でこういったものをでこういったものをでこういったものをでこういったものを役役役役立立立立てていたてていたてていたてていただだだだけれけれけれければばばば幸幸幸幸いでいでいでいでござござござございますいますいますいます。。。。     ききききょょょょうはうはうはうは、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに活発活発活発活発なななな議議議議論論論論をををを展開展開展開展開していたしていたしていたしていただだだだきましたきましたきましたきましたココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター、、、、パネリパネリパネリパネリストストストスト、、、、そしてアそしてアそしてアそしてアドバドバドバドバイイイイザザザザーのーのーのーの皆様皆様皆様皆様方方方方にににに、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ皆様皆様皆様皆様、、、、いまいまいまいま一度大一度大一度大一度大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお送送送送りりりりくだくだくだくだささささいませいませいませいませ。。。。あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございますいますいますいます。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））     ではではではでは、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞおおおお席席席席ののののほほほほうへおうへおうへおうへお戻戻戻戻りりりりくだくだくだくださいませさいませさいませさいませ。。。。     ききききょょょょうのフォーラムではうのフォーラムではうのフォーラムではうのフォーラムでは、、、、講演講演講演講演をおをおをおをお二二二二人人人人のののの方方方方にしていたにしていたにしていたにしていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、今今今今、、、、パネパネパネパネルデルデルデルディィィィススススカカカカッションというッションというッションというッションという形形形形でででで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな環境環境環境環境ににににつつつついてのおいてのおいてのおいてのお話話話話をををを皆様皆様皆様皆様のののの前前前前ででででさせていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。 本本本本日日日日のフォーラムののフォーラムののフォーラムののフォーラムの閉閉閉閉会会会会にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、ここでここでここでここで、、、、中村中村中村中村世世世世紀岩手紀岩手紀岩手紀岩手県環境生活県環境生活県環境生活県環境生活部長部長部長部長よりよりよりより、、、、皆様皆様皆様皆様へへへへ閉閉閉閉会会会会ののののごあごあごあごあいさいさいさいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 中村部長中村部長中村部長中村部長         本本本本日日日日はははは、、、、皆様皆様皆様皆様方方方方、、、、長長長長時間時間時間時間にわたってにわたってにわたってにわたって「「「「ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム インインインイン いわていわていわていわて」」」」ににににごごごご参加参加参加参加をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、大大大大変変変変あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。     ゼロエミッションってゼロエミッションってゼロエミッションってゼロエミッションって何何何何だだだだ、、、、何何何何なのなのなのなのだだだだということをということをということをということを教教教教えてえてえてえてあげあげあげあげようというかようというかようというかようというか、、、、PR をしよをしよをしよをしようということでうということでうということでうということで、、、、平平平平成成成成 9 年年年年にににに国連大学国連大学国連大学国連大学のののの方方方方がおがおがおがお見見見見えになってえになってえになってえになって、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりこういうりこういうりこういうりこういう、、、、フォーフォーフォーフォーラムラムラムラムじゃじゃじゃじゃないけれどもないけれどもないけれどもないけれども、、、、講演講演講演講演会会会会ををををややややることになりましたることになりましたることになりましたることになりました。。。。私私私私がががが担当担当担当担当のののの 1 人人人人でででで、、、、こういうこういうこういうこういう集集集集まりがまりがまりがまりがああああるるるるんだんだんだんだからからからから、、、、みみみみんんんんなななな出出出出ててててくくくくれとれとれとれと、、、、人人人人集集集集めをしためをしためをしためをしたんんんんですがですがですがですが、、、、ゼロエミッションってゼロエミッションってゼロエミッションってゼロエミッションって、、、、岩手岩手岩手岩手県県県県にににに全全全全然然然然ははははややややってないってないってないってない言言言言葉葉葉葉でしてでしてでしてでして、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに人人人人がががが集集集集まらなまらなまらなまらなくくくくてててて苦労苦労苦労苦労したことをしたことをしたことをしたことを思思思思いいいい出出出出しますしますしますします。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、そういうそういうそういうそういう解説解説解説解説をしなをしなをしなをしなくくくくてもてもてもても、、、、ほほほほんんんんとうにたとうにたとうにたとうにたくくくくささささんんんんのののの方方方方におにおにおにお集集集集まりをまりをまりをまりをいたいたいたいただだだだいていていていて、、、、ややややはりそういうはりそういうはりそういうはりそういう地球環境地球環境地球環境地球環境にににに優優優優しいといいますかしいといいますかしいといいますかしいといいますか、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会、、、、循環型社循環型社循環型社循環型社会会会会、、、、そういうそういうそういうそういう一連一連一連一連のののの大大大大きなきなきなきな流流流流れがれがれがれが、、、、もうもうもうもう県内県内県内県内にもにもにもにも大大大大ききききくくくく広広広広がってきたのがってきたのがってきたのがってきたのだろだろだろだろうなとうなとうなとうなと思思思思ってってってって、、、、大大大大変私変私変私変私、、、、感感感感慨慨慨慨をををを持持持持ってきってきってきってきょょょょうのうのうのうの会合会合会合会合にににに望望望望んんんんでいるわけででいるわけででいるわけででいるわけでござござござございますいますいますいます。。。。     ききききょょょょうはうはうはうは、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの話話話話とととと、、、、それからライフスタイルのそれからライフスタイルのそれからライフスタイルのそれからライフスタイルの変変変変更更更更、、、、変換変換変換変換、、、、変変変変えていえていえていえていくくくく話話話話、、、、2つつつつででででござござござございましたいましたいましたいました。。。。ここでここでここでここで結論結論結論結論はははは一一一一気気気気にはにはにはには出出出出なかったのでなかったのでなかったのでなかったのであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、一一一一つつつつ一一一一つつつつのののの、、、、私私私私たたたたちちちちのののの日日日日ごろごろごろごろのののの小小小小さなさなさなさな思思思思いなりいなりいなりいなり、、、、何気何気何気何気ないないないない行動行動行動行動のののの積積積積みみみみ重重重重ねねねね、、、、意意意意識識識識のののの積積積積みみみみ重重重重ねねねねがががが、、、、大大大大きなきなきなきな流流流流れになっていってれになっていってれになっていってれになっていって、、、、きっときっときっときっと、、、、今今今今おおおお話話話話ののののああああったったったった 2025 年年年年にはにはにはには、、、、ライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルの変変変変更更更更というというというという
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のはもうのはもうのはもうのはもう当当当当たりたりたりたり前前前前のことになっているののことになっているののことになっているののことになっているのだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。     ききききょょょょうはうはうはうは、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ののののごごごご配慮配慮配慮配慮によりましてによりましてによりましてによりまして、、、、岩手岩手岩手岩手県県県県でこのようなフォーラでこのようなフォーラでこのようなフォーラでこのようなフォーラムがムがムがムが開催開催開催開催できましたことをできましたことをできましたことをできましたことを心心心心からからからから感謝感謝感謝感謝をををを申申申申しししし上上上上げげげげるるるる次第次第次第次第ででででござござござございますいますいますいます。。。。おいでをおいでをおいでをおいでをいたいたいたいただだだだききききましたましたましたました国連大学国連大学国連大学国連大学のののの安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長様様様様、、、、それからそれからそれからそれから環境環境環境環境省省省省のののの谷谷谷谷課課課課長長長長様様様様、、、、公正公正公正公正取取取取引委員引委員引委員引委員会会会会東北事務所東北事務所東北事務所東北事務所のののの五十嵐所長五十嵐所長五十嵐所長五十嵐所長様様様様をはをはをはをはじじじじめめめめ、、、、パネリストのパネリストのパネリストのパネリストの皆様皆様皆様皆様方方方方ににににほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに心心心心からからからから感謝感謝感謝感謝をををを申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますとともにともにともにともに、、、、私私私私たたたたちちちち、、、、会会会会場場場場のののの皆様皆様皆様皆様とととと一一一一緒緒緒緒にゼロエミッションをにゼロエミッションをにゼロエミッションをにゼロエミッションを推進推進推進推進してしてしてして、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを目目目目指指指指していしていしていしていくくくくということをということをということをということを一一一一緒緒緒緒にそれにそれにそれにそれぞぞぞぞれのれのれのれの心心心心にににに誓誓誓誓ってってってって、、、、御礼御礼御礼御礼ののののごあごあごあごあいさいさいさいさつつつつとさせていたとさせていたとさせていたとさせていただだだだきますきますきますきます。。。。ききききょょょょうはうはうはうは大大大大変変変変あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会         本本本本日日日日はははは、、、、皆様皆様皆様皆様、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに長長長長いおいおいおいお時間時間時間時間にわたってにわたってにわたってにわたってごごごご参加参加参加参加をいたをいたをいたをいただだだだきききき、、、、まことにまことにまことにまことにあああありがとりがとりがとりがとううううござござござございましたいましたいましたいました。。。。     先先先先ほほほほどもどもどもども申申申申しししし上上上上げげげげましましましましたがたがたがたが、、、、資資資資料料料料のののの袋袋袋袋のののの中中中中にこういったにこういったにこういったにこういった、、、、裏裏裏裏とととと表表表表にわたっておりますアにわたっておりますアにわたっておりますアにわたっておりますアンンンンケケケケアートアートアートアート用用用用紙紙紙紙がががが入入入入っておりますっておりますっておりますっております。。。。ごごごご記記記記入入入入いたいたいたいただだだだけましたらけましたらけましたらけましたら、、、、出出出出口口口口ののののほほほほうでうでうでうで回回回回収箱収箱収箱収箱をををを用用用用意意意意しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、おおおお入入入入れれれれくだくだくだくださいますようおさいますようおさいますようおさいますようお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、おおおお忘忘忘忘れれれれ物物物物ののののござござござございませいませいませいませんんんんようにおようにおようにおようにお気気気気ををををつつつつけておけておけておけてお帰帰帰帰りりりりくだくだくだくださいませさいませさいませさいませ。。。。なおなおなおなお、、、、大会議大会議大会議大会議室室室室、、、、そしてロそしてロそしてロそしてロビビビビーではーではーではーでは各各各各種種種種のののの展示展示展示展示をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。そそそそちちちちらのらのらのらの展示展示展示展示はははは 5 時時時時半半半半までまでまでまで行行行行っていますのでっていますのでっていますのでっていますので、、、、ままままだごだごだごだごららららんんんんにににになっていないなっていないなっていないなっていない方方方方、、、、ぜひぜひぜひぜひともともともともごごごごららららんくだんくだんくだんくださいませさいませさいませさいませ。。。。     本本本本日日日日はははは、、、、皆様皆様皆様皆様、、、、長長長長いおいおいおいお時間時間時間時間、、、、まことにまことにまことにまことにあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞおおおお気気気気ををををつつつつけてけてけてけて、、、、おおおお忘忘忘忘れれれれ物物物物のないようにおのないようにおのないようにおのないようにお気気気気ををををつつつつけけけけくだくだくだくださいませさいませさいませさいませ。。。。あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございますいますいますいます。。。。 

 ――――――――    了了了了    ―――――――― 
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ゼロエミッションフォーラム・イン・かわさきゼロエミッションフォーラム・イン・かわさきゼロエミッションフォーラム・イン・かわさきゼロエミッションフォーラム・イン・かわさき 

――――    ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを基調基調基調基調としたとしたとしたとした循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築にににに向向向向けてけてけてけて    ―――― 

 日時日時日時日時    ：：：：    2004 年年年年 11 月月月月 4日日日日（（（（木木木木））））13:00－－－－17:20 場所場所場所場所    ：：：：    川崎川崎川崎川崎市産業市産業市産業市産業振振振振興興興興会会会会館館館館 プログラムプログラムプログラムプログラム 開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶            阿部孝夫阿部孝夫阿部孝夫阿部孝夫    氏氏氏氏 川崎川崎川崎川崎市市市市長長長長 基基基基調調調調講演講演講演講演            「「「「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会のののの構築構築構築構築をめをめをめをめざざざざしてしてしてして」」」」 藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸    氏氏氏氏            国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長 事例事例事例事例発表発表発表発表        「「「「難再難再難再難再生生生生古紙古紙古紙古紙リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの取組取組取組取組みとみとみとみと課題課題課題課題」」」」                             黒崎黒崎黒崎黒崎    泰泰泰泰    氏氏氏氏            信栄製紙信栄製紙信栄製紙信栄製紙㈱㈱㈱㈱    常務常務常務常務取取取取締役締役締役締役                         「「「「廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックアンックアンックアンックアンモモモモニアニアニアニア原料原料原料原料化化化化のののの取組取組取組取組みとみとみとみと課題課題課題課題」」」」                             平倉平倉平倉平倉一一一一夫夫夫夫    氏氏氏氏            昭昭昭昭和和和和電工電工電工電工㈱㈱㈱㈱    化学化学化学化学品事品事品事品事業業業業部門部門部門部門ガガガガス・ス・ス・ス・化成化成化成化成品事品事品事品事業業業業部部部部                                                                 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹﾐｶﾙﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹﾐｶﾙﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹﾐｶﾙﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹﾐｶﾙﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ企画企画企画企画・・・・営営営営業業業業ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ                         「「「「ペペペペットットットット toペペペペットリサイクルのットリサイクルのットリサイクルのットリサイクルの取組取組取組取組みとみとみとみと課題課題課題課題」」」」                             細川洋細川洋細川洋細川洋一一一一    氏氏氏氏            ㈱㈱㈱㈱ペペペペットリットリットリットリババババースースースース    取取取取締役締役締役締役社社社社長長長長室室室室長長長長                         「「「「瀋陽瀋陽瀋陽瀋陽市市市市のののの環境対策環境対策環境対策環境対策（（（（中華中華中華中華人民共和国人民共和国人民共和国人民共和国瀋陽瀋陽瀋陽瀋陽市市市市）」）」）」）」                             宋宋宋宋    美華美華美華美華    氏氏氏氏            瀋陽瀋陽瀋陽瀋陽化化化化工股份工股份工股份工股份有有有有限公司限公司限公司限公司    安全安全安全安全環境環境環境環境保護処保護処保護処保護処    副処長副処長副処長副処長                             劉劉劉劉    琰琰琰琰        氏氏氏氏            東北製薬東北製薬東北製薬東北製薬総総総総厰厰厰厰    副工場長副工場長副工場長副工場長 パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションッションッションッション    「「「「ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを基基基基調調調調としたとしたとしたとした循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築にににに向向向向けてけてけてけて」」」」                         ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター                             前前前前田正田正田正田正尚尚尚尚    氏氏氏氏            国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム運運運運営委員営委員営委員営委員                         パネリストパネリストパネリストパネリスト                             中村中村中村中村吉吉吉吉明明明明    氏氏氏氏            経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省    産業技術環境産業技術環境産業技術環境産業技術環境局局局局環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進室室室室長長長長                             林林林林    明明明明夫夫夫夫    氏氏氏氏            JFE ススススチチチチールールールール㈱㈱㈱㈱    総合総合総合総合リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事事事事業業業業センターセンターセンターセンター長長長長                             飯飯飯飯田田田田和和和和子子子子    氏氏氏氏            川崎川崎川崎川崎・・・・ごごごごみをみをみをみを考考考考えるえるえるえる市民連市民連市民連市民連絡絡絡絡会会会会    代代代代表表表表                             植松植松植松植松    了了了了    氏氏氏氏            川崎川崎川崎川崎市市市市    経済経済経済経済局長局長局長局長 

                         質質質質疑応疑応疑応疑応答答答答 

 

 議議議議事事事事 司司司司会会会会（（（（川崎川崎川崎川崎市経済市経済市経済市経済局局局局    伊伊伊伊藤藤藤藤主主主主幹幹幹幹）））） それではそれではそれではそれでは、、、、たたたただだだだ今今今今よりよりよりより「「「「ゼロエミッションフォーラム・イン・かわさきゼロエミッションフォーラム・イン・かわさきゼロエミッションフォーラム・イン・かわさきゼロエミッションフォーラム・イン・かわさき」」」」をををを開会開会開会開会いたしいたしいたしいたしますますますます。。。。     私私私私はははは、、、、本本本本日日日日のののの司司司司会進行会進行会進行会進行をををを務務務務めますめますめますめます、、、、経済経済経済経済局局局局産業産業産業産業振振振振興興興興課課課課のののの伊伊伊伊藤藤藤藤とととと申申申申しますしますしますします。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     さてさてさてさて、、、、開会開会開会開会にににに先立先立先立先立ちちちちましてましてましてまして、、、、資資資資料料料料のののの確認確認確認確認をををを行行行行いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。（。（。（。（資資資資料確認料確認料確認料確認）））） 
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    このフォーラムでこのフォーラムでこのフォーラムでこのフォーラムでござござござございますがいますがいますがいますが、「、「、「、「ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを基基基基調調調調としたとしたとしたとした循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築にににに向向向向けてけてけてけて」」」」というテーというテーというテーというテーママママでででで、、、、5時時時時 20 分分分分ごろごろごろごろまでまでまでまでごごごご討議討議討議討議をおをおをおをお願願願願いするわけですがいするわけですがいするわけですがいするわけですが、、、、おおおお手手手手元元元元のののの次第次第次第次第にもにもにもにもあああありますとおりりますとおりりますとおりりますとおり、、、、前前前前半半半半のののの部部部部としてとしてとしてとして基基基基調調調調講演講演講演講演、、、、事例報告事例報告事例報告事例報告をををを行行行行いいいい、、、、3時時時時ごろごろごろごろにににに休休休休憩憩憩憩をををを予予予予定定定定ししししておりますておりますておりますております。。。。後後後後半半半半のののの部部部部ではではではでは、、、、前前前前半半半半のののの事例事例事例事例等等等等をををを参考参考参考参考にしながらパネルデにしながらパネルデにしながらパネルデにしながらパネルディィィィススススカカカカッションをッションをッションをッションを行行行行ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。資資資資料料料料とととと一一一一緒緒緒緒にアンにアンにアンにアンケケケケートートートート用用用用紙紙紙紙をおをおをおをお配配配配りしておりますがりしておりますがりしておりますがりしておりますが、、、、このアンこのアンこのアンこのアンケケケケートートートート用用用用紙紙紙紙はははは、、、、おおおお帰帰帰帰りのりのりのりの際際際際にににに回回回回収収収収させていたさせていたさせていたさせていただだだだきききき、、、、今後今後今後今後のののの参考参考参考参考にさせていたにさせていたにさせていたにさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと存存存存じじじじますますますますのでのでのでので、、、、ごごごご記記記記憶憶憶憶ののののほほほほどどどど、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     なおなおなおなお、、、、本本本本日日日日のフォーラムにのフォーラムにのフォーラムにのフォーラムにつつつついてでいてでいてでいてでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、衆衆衆衆議議議議院院院院議議議議員員員員のののの計計計計屋屋屋屋圭圭圭圭宏宏宏宏様様様様からからからから祝祝祝祝電電電電がががが届届届届いておりますことをいておりますことをいておりますことをいておりますことをごごごご報告報告報告報告させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

 開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶 

 司司司司会会会会     それではそれではそれではそれでは、、、、主催主催主催主催者者者者をををを代代代代表表表表いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市長長長長、、、、阿部孝夫阿部孝夫阿部孝夫阿部孝夫からからからからごあごあごあごあいさいさいさいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。市市市市長長長長、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 阿部阿部阿部阿部市市市市長長長長 川崎川崎川崎川崎市市市市長長長長のののの阿部孝夫阿部孝夫阿部孝夫阿部孝夫ででででござござござございますいますいますいます。。。。皆様皆様皆様皆様方方方方にはにはにはには、、、、大大大大変変変変おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中をををを、、、、このゼロエミッシこのゼロエミッシこのゼロエミッシこのゼロエミッションフォーラム・イン・かわさきにョンフォーラム・イン・かわさきにョンフォーラム・イン・かわさきにョンフォーラム・イン・かわさきにごごごご出席出席出席出席くだくだくだくださいましてさいましてさいましてさいまして、、、、誠誠誠誠ににににあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございますいますいますいます。。。。厚厚厚厚くくくく御礼御礼御礼御礼申申申申しししし上上上上げげげげるるるる次第次第次第次第ですですですです。。。。     さてさてさてさて、、、、本本本本日日日日のゼロエミッションフォーラムでのゼロエミッションフォーラムでのゼロエミッションフォーラムでのゼロエミッションフォーラムでござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、キキキキャャャャノノノノンンンン株式株式株式株式会社会社会社会社名名名名誉誉誉誉顧顧顧顧問問問問、、、、元元元元代代代代表取表取表取表取締役締役締役締役社社社社長長長長でででであああありりりり、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエゼロエゼロエゼロエミッションフォーラムミッションフォーラムミッションフォーラムミッションフォーラム前前前前会会会会長長長長ででででああああるるるる、、、、昨昨昨昨年年年年 12 月月月月にににに故故故故人人人人となられたとなられたとなられたとなられた山山山山路路路路敬敬敬敬三三三三様様様様からからからから、、、、昨昨昨昨年年年年のののの 7 月月月月にににに、、、、自治体自治体自治体自治体レベレベレベレベルでのゼロエミッルでのゼロエミッルでのゼロエミッルでのゼロエミッションフォーラムをションフォーラムをションフォーラムをションフォーラムを開催開催開催開催できないかできないかできないかできないか、、、、来来来来年度年度年度年度はははは川崎川崎川崎川崎でででで行行行行えないかというえないかというえないかというえないかというごごごご提提提提案案案案ががががござござござございまいまいまいましてしてしてして、、、、それにそれにそれにそれに応応応応えるえるえるえる形形形形でででで今今今今年年年年のののの開催開催開催開催がががが決決決決定定定定されたとされたとされたとされたと聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。 故故故故山山山山路路路路会会会会長長長長がががが川崎川崎川崎川崎をををを選選選選ばばばばれたのはれたのはれたのはれたのは、、、、本市本市本市本市におけるにおけるにおけるにおける公公公公害害害害克服克服克服克服のののの経経経経験験験験やややや、、、、本本本本日日日日ごごごご参加参加参加参加されてされてされてされているいるいるいる多多多多数数数数のののの環境技術環境技術環境技術環境技術をおをおをおをお持持持持ちちちちのののの企業企業企業企業のののの存存存存在在在在、、、、またまたまたまた環境先進環境先進環境先進環境先進都都都都市市市市川崎川崎川崎川崎にににに向向向向けてのけてのけてのけてのひひひひたむきなたむきなたむきなたむきな努努努努力力力力などをなどをなどをなどを評評評評価価価価されたものとされたものとされたものとされたものと受受受受けとめているとこけとめているとこけとめているとこけとめているところろろろででででござござござございますいますいますいます。。。。     今今今今回回回回のフォーラムのテーのフォーラムのテーのフォーラムのテーのフォーラムのテーママママでででであああありりりりますゼロエミッションとはますゼロエミッションとはますゼロエミッションとはますゼロエミッションとは、、、、申申申申しししし上上上上げげげげるまでもなるまでもなるまでもなるまでもなくくくく、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会のののの実現実現実現実現をををを目指目指目指目指すというすというすというすという理理理理念念念念からからからから生生生生まれたまれたまれたまれた考考考考ええええ方方方方ででででござござござございましていましていましていまして、、、、大大大大量量量量生産生産生産生産、、、、大大大大量消費量消費量消費量消費、、、、大大大大量量量量廃廃廃廃棄棄棄棄のののの一方一方一方一方通通通通行型社会行型社会行型社会行型社会からからからから、、、、適適適適正正正正生産生産生産生産、、、、適適適適正正正正消費消費消費消費をををを基基基基調調調調とするとするとするとする循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へとへとへとへと舵舵舵舵をををを切切切切りかえようというりかえようというりかえようというりかえようという高高高高いいいい理理理理念念念念をををを示示示示すものですものですものですものでござござござございますいますいますいます。。。。 地球規模地球規模地球規模地球規模のののの環境環境環境環境問問問問題題題題をををを解決解決解決解決しししし、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを築築築築いていいていいていいていくくくくためにはためにはためにはためには、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの大大大大ききききいエネルいエネルいエネルいエネルギギギギーーーー資源資源資源資源消費消費消費消費型社会型社会型社会型社会とはとはとはとは決決決決別別別別をするをするをするをする必要必要必要必要ががががござござござございますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、それはここにそれはここにそれはここにそれはここに集集集集まられたおまられたおまられたおまられたお一人一人一人一人おおおお一人一人一人一人がががが既既既既にににに実実実実践践践践されておりますようにされておりますようにされておりますようにされておりますように、、、、家庭家庭家庭家庭でででで、、、、身近身近身近身近なななな地域地域地域地域のののの中中中中でででで、、、、企企企企業業業業、、、、ああああるいはるいはるいはるいは企業活動企業活動企業活動企業活動のののの中中中中でででで循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築にににに向向向向けたけたけたけた市民市民市民市民・・・・企業企業企業企業・・・・行行行行政政政政のののの一体一体一体一体となったとなったとなったとなった取取取取りりりり組組組組みによってみによってみによってみによって実現実現実現実現されていされていされていされていくくくくものとものとものとものと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 既既既既ににににごごごご承承承承知知知知のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市はははは、、、、平平平平成成成成 9 年年年年にににに川崎川崎川崎川崎環境調和型環境調和型環境調和型環境調和型ままままちちちちづづづづくくくくりりりり基基基基本構想本構想本構想本構想というというというという、、、、
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通通通通称称称称「「「「川崎川崎川崎川崎エエエエココココタタタタウウウウンンンン構想構想構想構想」」」」をををを策定策定策定策定しましてしましてしましてしまして、、、、臨臨臨臨海海海海部部部部のののの高高高高いいいい企業企業企業企業集集集集積積積積とととと環境技術環境技術環境技術環境技術のののの蓄蓄蓄蓄積積積積をををを生生生生かしてかしてかしてかして、、、、市内市内市内市内をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして発生発生発生発生するするするする未未未未利用資源利用資源利用資源利用資源やややや廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを企業企業企業企業間間間間相相相相互互互互にににに有効有効有効有効にににに活用活用活用活用されされされされることをることをることをることを目指目指目指目指してしてしてして資源資源資源資源リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル施設施設施設施設のののの整備整備整備整備をををを進進進進めてまいりましためてまいりましためてまいりましためてまいりました。。。。このたびのフォーラこのたびのフォーラこのたびのフォーラこのたびのフォーラムはムはムはムは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学とととと共催共催共催共催しましてしましてしましてしまして、、、、またまたまたまた、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省、、、、環境環境環境環境省省省省、、、、神神神神奈奈奈奈川川川川県県県県ののののごごごご後後後後援援援援をいたをいたをいたをいただだだだいておりいておりいておりいており、、、、こうしたこうしたこうしたこうした取組取組取組取組みみみみ状況状況状況状況をフォーラムというをフォーラムというをフォーラムというをフォーラムという形形形形でででで情情情情報報報報をををを発発発発信信信信しししし、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様やややや企業企業企業企業のののの方方方方々々々々にににに循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築のためののためののためののための認認認認識識識識をををを深深深深めていためていためていためていただだだだきたいときたいときたいときたいと考考考考えてえてえてえて開催開催開催開催するものでするものでするものでするものでござござござございますいますいますいます。。。。     本本本本日日日日はははは、、、、荏荏荏荏原製原製原製原製作作作作所所所所名名名名誉誉誉誉会会会会長長長長でででであああありりりり、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長のののの藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸様様様様にににに基基基基調調調調講演講演講演講演をおをおをおをお願願願願いしておりますしいしておりますしいしておりますしいしておりますし、、、、またまたまたまた、、、、事例事例事例事例発表発表発表発表としてとしてとしてとして、、、、市内市内市内市内のののの各企業各企業各企業各企業かかかからららら、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事事事事業業業業のののの取組取組取組取組みのみのみのみの現現現現況況況況やややや、、、、今後今後今後今後のののの課題課題課題課題などをなどをなどをなどを報告報告報告報告していたしていたしていたしていただくだくだくだく予予予予定定定定ででででござござござございいいいますますますます。。。。またまたまたまた、、、、姉妹姉妹姉妹姉妹都都都都市市市市でででであああありますりますりますります中中中中国国国国瀋陽瀋陽瀋陽瀋陽市市市市からもからもからもからもごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきききき、、、、環境関連技術環境関連技術環境関連技術環境関連技術やややや公公公公害害害害防止防止防止防止技技技技術術術術などになどになどになどに関関関関するするするする都都都都市市市市間交間交間交間交流流流流のののの可能可能可能可能性性性性ににににつつつついてのいてのいてのいての報告報告報告報告がががが行行行行われるわれるわれるわれる予予予予定定定定ででででござござござございますいますいますいます。。。。このこのこのこの後後後後、、、、こうしたこうしたこうしたこうした事例事例事例事例をををを踏踏踏踏まえましてまえましてまえましてまえまして、、、、パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションにおきましてッションにおきましてッションにおきましてッションにおきまして、、、、日日日日本本本本政政政政策策策策投投投投資資資資銀銀銀銀行企画行企画行企画行企画部長部長部長部長でででであああありりりり国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム運運運運営委員営委員営委員営委員のののの前前前前田正田正田正田正尚様尚様尚様尚様ををををココココーデーデーデーディィィィネーターとしてネーターとしてネーターとしてネーターとして、、、、市民市民市民市民、、、、企業企業企業企業、、、、行行行行政政政政のののの代代代代表表表表者者者者のののの方方方方々々々々からからからから、、、、ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを基基基基調調調調としたとしたとしたとした循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築にににに向向向向けてけてけてけて具具具具体的体的体的体的ななななごごごご提言提言提言提言がなされることになっておりますがなされることになっておりますがなされることになっておりますがなされることになっております。。。。     ここにおここにおここにおここにお集集集集まりのまりのまりのまりの皆様皆様皆様皆様方方方方におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては、、、、本本本本日日日日のフォーラムをのフォーラムをのフォーラムをのフォーラムを参考参考参考参考にしてにしてにしてにして、、、、ゼロエミゼロエミゼロエミゼロエミッションッションッションッション社会社会社会社会にににに向向向向けたけたけたけた今後今後今後今後のののの活動活動活動活動のののの方方方方針針針針としてとしてとしてとして大大大大きなきなきなきな示示示示唆唆唆唆がががが得得得得られることをられることをられることをられることを心心心心からからからから望望望望むもむもむもむものでのでのでのでござござござございますいますいますいます。。。。     最後最後最後最後になりましたがになりましたがになりましたがになりましたが、、、、皆様皆様皆様皆様方方方方のフォーラムへののフォーラムへののフォーラムへののフォーラムへのごごごご参加参加参加参加をををを深深深深くくくく感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げげげげ、、、、またまたまたまた、、、、このこのこのこのフォーラムがフォーラムがフォーラムがフォーラムが意意意意味味味味ののののああああるものとなるようにるものとなるようにるものとなるようにるものとなるように期期期期待待待待いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、開会開会開会開会ののののごあごあごあごあいさいさいさいさつつつつとさせてとさせてとさせてとさせていたいたいたいただだだだきますきますきますきます。。。。本本本本日日日日はははは誠誠誠誠ににににあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、舞舞舞舞台台台台のののの転換転換転換転換ががががあああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、ししししばばばばららららくくくくおおおお待待待待ちくだちくだちくだちくださいさいさいさい。（。（。（。（舞舞舞舞台台台台準備準備準備準備）））） 

 基基基基調調調調講演講演講演講演 

 司司司司会会会会     おおおお待待待待たせいたしましたたせいたしましたたせいたしましたたせいたしました。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、基基基基調調調調講演講演講演講演にににに移移移移らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますきますきますきます。。。。基基基基調調調調講演講演講演講演はははは、「、「、「、「ゼゼゼゼロエミッションロエミッションロエミッションロエミッション社会社会社会社会のののの構構構構築築築築をめをめをめをめざざざざしてしてしてして」」」」とととと題題題題しししし、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長でででであああありりりり、、、、株式株式株式株式会社会社会社会社荏荏荏荏原製原製原製原製作作作作所所所所名名名名誉誉誉誉会会会会長長長長でもでもでもでもあああありますりますりますります藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸様様様様におにおにおにお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長 たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介ににににああああずかりましたずかりましたずかりましたずかりました藤村藤村藤村藤村ででででござござござございますいますいますいます。。。。本本本本日日日日はははは、、、、大大大大変変変変たたたたくくくくささささんんんんのののの方方方方々々々々がががが参参参参加加加加していたしていたしていたしていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、まことにまことにまことにまことにあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、市市市市長長長長ささささんんんんもももも、、、、大大大大変変変変おおおお忙忙忙忙しししし
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いいいい中中中中、、、、ごごごご出席出席出席出席賜賜賜賜りましてりましてりましてりまして、、、、おおおお言言言言葉葉葉葉をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、川川川川崎崎崎崎市市市市のののの関係関係関係関係者者者者のののの皆様皆様皆様皆様方方方方、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミッションフォーラムののゼロエミッションフォーラムののゼロエミッションフォーラムののゼロエミッションフォーラムの方方方方々々々々、、、、このこのこのこの開催開催開催開催にににに向向向向けけけけてててて大大大大変変変変おおおお手手手手数数数数をおかけしておりますをおかけしておりますをおかけしておりますをおかけしております。。。。このこのこのこの場場場場をかりましてをかりましてをかりましてをかりまして厚厚厚厚くくくくおおおお礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。     これはこれはこれはこれは言言言言うまでもないことでうまでもないことでうまでもないことでうまでもないことでござござござございますけどいますけどいますけどいますけど、、、、私私私私たたたたちちちち、、、、現現現現在在在在、、、、グローグローグローグローババババルトリルトリルトリルトリレレレレンンンンママママのののの中中中中ににににああああるるるる、、、、直面直面直面直面しているとよしているとよしているとよしているとよくくくく言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。もうもうもうもう言言言言うまでもなうまでもなうまでもなうまでもなくくくく、、、、ごごごご存存存存じじじじのことでのことでのことでのことでははははござござござございますがいますがいますがいますが、、、、日日日日本本本本はもうはもうはもうはもう来来来来年年年年ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから減少減少減少減少にににに入入入入るとるとるとると言言言言われておりますけどわれておりますけどわれておりますけどわれておりますけど、、、、世界世界世界世界のののの人人人人口口口口はははは大体大体大体大体 7,000万万万万ぐぐぐぐらいらいらいらい毎毎毎毎年年年年増増増増えていっておりましてえていっておりましてえていっておりましてえていっておりまして、、、、特特特特にににに開発開発開発開発途途途途上上上上国国国国においてにおいてにおいてにおいて著著著著しいしいしいしい増増増増加加加加がががが続続続続いておりますいておりますいておりますいております。。。。またまたまたまた、、、、南南南南北北北北問問問問題題題題はますますはますますはますますはますます格格格格差差差差をををを広広広広げげげげておりますておりますておりますております。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、情情情情報報報報がががが瞬瞬瞬瞬時時時時にににに世界世界世界世界じじじじゅゅゅゅうをうをうをうを駆駆駆駆けけけけめめめめぐぐぐぐるというるというるというるという時時時時代代代代ででででござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、このこのこのこの人人人人口口口口のののの爆爆爆爆発的発的発的発的なななな増加増加増加増加とととと南南南南北北北北問問問問題題題題をををを解決解決解決解決しながらしながらしながらしながら人類人類人類人類がががが持続的持続的持続的持続的なななな成成成成長長長長をしていをしていをしていをしていくくくくためにためにためにために、、、、ままままああああ、、、、このトリこのトリこのトリこのトリレレレレンンンンママママにににに直面直面直面直面しているというわけですしているというわけですしているというわけですしているというわけです。。。。 経済成経済成経済成経済成長長長長といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは、、、、これこれこれこれ、、、、資源資源資源資源がががが必要必要必要必要になるわけですがになるわけですがになるわけですがになるわけですが、、、、そのそのそのその資源資源資源資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇問問問問題題題題、、、、これはこれはこれはこれは大大大大変変変変シシシシビビビビアなアなアなアな状状状状態態態態になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。石石石石油油油油、、、、これはこれはこれはこれは昔昔昔昔からからからから 40 年年年年とかとかとかとか 50 年年年年とよとよとよとよくくくく言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。現現現現在在在在においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、石石石石油油油油はははは 41 年年年年間間間間ももももつつつつでででであろあろあろあろうとうとうとうと言言言言われておりますしわれておりますしわれておりますしわれておりますし、、、、LNGはははは 70 年年年年はははは大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫とととと。。。。石石石石炭炭炭炭はははは 200 年年年年はははは大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫というというというというふふふふうにもうにもうにもうにも言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。しかししかししかししかし、、、、ここここれはれはれはれは現現現現在在在在のののの人類人類人類人類のののの消費消費消費消費しているしているしているしている量量量量をををを分分分分母母母母にしてにしてにしてにして算算算算出出出出したしたしたした値値値値ででででござござござございますしいますしいますしいますし、、、、これからまこれからまこれからまこれからまだだだだままままだだだだエネルエネルエネルエネルギギギギーがーがーがーが多多多多量量量量にににに要要要要るということもるということもるということもるということも自明自明自明自明のののの理理理理ででででござござござございますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、問問問問題題題題はははは、、、、地地地地下下下下埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵量量量量がががが毎毎毎毎年発年発年発年発見見見見されされされされ、、、、増加増加増加増加してまいったわけでしてまいったわけでしてまいったわけでしてまいったわけでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、このとここのとここのとここのところろろろ、、、、埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵量量量量のののの発発発発見見見見がががが非非非非常常常常にににに少少少少ななななくくくくなっているというなっているというなっているというなっているという問問問問題題題題点点点点ががががござござござございますしいますしいますしいますし、、、、よよよよくくくく、、、、オイルサンオイルサンオイルサンオイルサンドドドドとかとかとかとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいはハハハハイイイイドレドレドレドレートートートート、、、、メメメメタンとかタンとかタンとかタンとか、、、、いいいいろんろんろんろんなななな話話話話ももももござござござございますけどいますけどいますけどいますけど、、、、これをエネルこれをエネルこれをエネルこれをエネルギギギギーとしーとしーとしーとしてててて取取取取りりりり出出出出すためにはすためにはすためにはすためには大大大大変変変変なエネルなエネルなエネルなエネルギギギギーがーがーがーが必要必要必要必要ででででああああるということでるということでるということでるということでござござござございましていましていましていまして、、、、こういうこういうこういうこういうことをことをことをことを言言言言うのもうのもうのもうのも何何何何かとかとかとかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、原子原子原子原子力力力力というのというのというのというのはははは、、、、環境環境環境環境のののの面面面面でででで許許許許されるされるされるされる最最最最大大大大のののの選選選選択択択択肢肢肢肢じゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと、、、、私私私私自自自自身身身身はははは思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。しかししかししかししかし、、、、そういうトリそういうトリそういうトリそういうトリレレレレンンンンママママをいずれにしてもをいずれにしてもをいずれにしてもをいずれにしても解決解決解決解決していかないとしていかないとしていかないとしていかないと持続可能持続可能持続可能持続可能なななな世界世界世界世界というのはというのはというのはというのは描描描描けないわけでけないわけでけないわけでけないわけでござござござございましていましていましていまして、、、、そのためにそのためにそのためにそのためにいいいいろんろんろんろんななななココココンセプトがンセプトがンセプトがンセプトが打打打打ちちちち出出出出されたわけですされたわけですされたわけですされたわけです。。。。ゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションと申申申申しますのもしますのもしますのもしますのも、、、、そのそのそのそのココココンセプトのンセプトのンセプトのンセプトの 1つつつつでででであああありますりますりますります。。。。 国連大学国連大学国連大学国連大学はははは、、、、1994 年年年年 4 月月月月にににに、、、、研究構想研究構想研究構想研究構想プロジェクトとしてゼロエミッションをプロジェクトとしてゼロエミッションをプロジェクトとしてゼロエミッションをプロジェクトとしてゼロエミッションを打打打打ちちちち出出出出ししししたわけでたわけでたわけでたわけでござござござございますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、物物物物質質質質循環循環循環循環をできるをできるをできるをできるだだだだけけけけ持続持続持続持続させるためにさせるためにさせるためにさせるために、、、、技術技術技術技術のののの開発開発開発開発とかとかとかとか、、、、ああああるいはシステムのるいはシステムのるいはシステムのるいはシステムの開発開発開発開発、、、、社会社会社会社会システムシステムシステムシステム、、、、経済経済経済経済シスシスシスシステムをテムをテムをテムを推進推進推進推進するするするする、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな状状状状態態態態にすにすにすにするためのるためのるためのるためのココココンセプトをンセプトをンセプトをンセプトを打打打打ちちちち出出出出したわけでしたわけでしたわけでしたわけでござござござございますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、2000 年年年年にににに、、、、それをよりそれをよりそれをよりそれをより普及普及普及普及しししし、、、、実実実実践践践践をををを早早早早めるためにめるためにめるためにめるために、、、、ゼロエミッションフォーラムをゼロエミッションフォーラムをゼロエミッションフォーラムをゼロエミッションフォーラムを発発発発足足足足いたしたわけでいたしたわけでいたしたわけでいたしたわけでござござござございますいますいますいます。。。。 具具具具体的体的体的体的にににに、、、、資源資源資源資源とかエネルとかエネルとかエネルとかエネルギギギギーをーをーをーを極極極極限限限限までまでまでまで有効利用有効利用有効利用有効利用いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、ロスをロスをロスをロスを少少少少ななななくくくくしししし、、、、そそそそしてしてしてして排排排排出出出出物物物物、、、、老老老老廃廃廃廃物物物物をををを抑抑抑抑えるということでえるということでえるということでえるということで、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる資源資源資源資源をををを徹底徹底徹底徹底的的的的にににに使使使使おうということでおうということでおうということでおうということでござござござございますいますいますいます。。。。しかししかししかししかし、、、、自分自分自分自分だだだだけではどうにもならないというけではどうにもならないというけではどうにもならないというけではどうにもならないというケケケケースもースもースもースもたたたたくくくくささささんあんあんあんあるわけでるわけでるわけでるわけでござござござございましていましていましていまして、、、、ああああるるるる部部部部分分分分からからからから、、、、ああああるシステムからるシステムからるシステムからるシステムから出出出出ましたましたましたました老老老老廃廃廃廃物物物物をををを資資資資源化源化源化源化いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、そしてそしてそしてそして、、、、他他他他のシステムでのシステムでのシステムでのシステムで使使使使っていたっていたっていたっていただくだくだくだく。。。。社会社会社会社会全全全全体体体体としてとしてとしてとして、、、、ああああるいはるいはるいはるいはシステムシステムシステムシステム全全全全体体体体としてはとしてはとしてはとしては老老老老廃廃廃廃物物物物をゼロにをゼロにをゼロにをゼロに近近近近づけていこうというづけていこうというづけていこうというづけていこうという試試試試みみみみ、、、、そのためのそのためのそのためのそのための、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる情情情情報報報報をををを共有共有共有共有するするするする母母母母体体体体としてとしてとしてとして、、、、そしてそしてそしてそして社会社会社会社会、、、、ああああるいはるいはるいはるいは産業界産業界産業界産業界、、、、市民市民市民市民、、、、行行行行政政政政、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のシーのシーのシーのシードドドド、、、、
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ニーニーニーニードドドドをおをおをおをお互互互互いにいにいにいに認認認認識識識識いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、みみみみんんんんなでなでなでなで手手手手をををを取取取取りりりり合合合合ってってってって開発開発開発開発をををを早早早早めめめめ、、、、実施実施実施実施をををを早早早早めるめるめるめるためのためのためのための推進推進推進推進母母母母体体体体としてとしてとしてとして、、、、このフォーラムがこのフォーラムがこのフォーラムがこのフォーラムが活動活動活動活動してまいったわけでしてまいったわけでしてまいったわけでしてまいったわけでござござござございますいますいますいます。。。。 市民生活市民生活市民生活市民生活もももも随随随随分分分分変変変変わりましたわりましたわりましたわりました。。。。企業活動企業活動企業活動企業活動ももももほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに変変変変わってまいっておりますしわってまいっておりますしわってまいっておりますしわってまいっておりますし、、、、新新新新製品製品製品製品とととと言言言言われているわれているわれているわれている開発開発開発開発もももも、、、、そのそのそのその方方方方向向向向でででで進進進進められてきているということはめられてきているということはめられてきているということはめられてきているということは、、、、皆皆皆皆ささささんごんごんごんご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおりだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。行行行行政政政政におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、随随随随分分分分にににに整備整備整備整備されてまいりましたされてまいりましたされてまいりましたされてまいりました。。。。このこのこのこの川崎川崎川崎川崎市市市市においてにおいてにおいてにおいて、、、、環境環境環境環境、、、、共生共生共生共生するまするまするまするまちちちちづづづづくくくくりというりというりというりという基基基基本構想本構想本構想本構想がががが出出出出されたのもされたのもされたのもされたのも、、、、これはこれはこれはこれはややややはりそはりそはりそはりそのののの線線線線上上上上でででで先先先先端端端端をををを切切切切っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるるるる事例事例事例事例ではないかというではないかというではないかというではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

1993 年年年年にににに環境環境環境環境基基基基本本本本法法法法がががが制制制制定定定定されましてされましてされましてされまして、、、、2000 年年年年にはにはにはには循環社会推進循環社会推進循環社会推進循環社会推進基基基基本本本本法法法法がががが制制制制定定定定されされされされ、、、、そそそそれにれにれにれに前後前後前後前後してしてしてして多多多多くくくくのリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル法法法法がががが制制制制定定定定されされされされ、、、、現現現現在在在在実施実施実施実施にににに移移移移されておりますされておりますされておりますされております。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルだだだだけけけけじゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、再再再再生資源生資源生資源生資源としてとしてとしてとして考考考考えられておりますえられておりますえられておりますえられておりますババババイオイオイオイオママママスをスをスをスをいかにいかにいかにいかに資源資源資源資源としてとしてとしてとして、、、、いいいいわゆるわゆるわゆるわゆる地地地地下下下下資源資源資源資源のののの代代代代替替替替資源資源資源資源としてとしてとしてとして活用活用活用活用していしていしていしていくくくくかというかというかというかというココココンセプトのもとンセプトのもとンセプトのもとンセプトのもと、、、、2002 年年年年 12 月月月月ににににはははは、、、、ババババイオイオイオイオママママス・ニッス・ニッス・ニッス・ニッポポポポンがンがンがンが閣閣閣閣議議議議決決決決定定定定されましてされましてされましてされまして、、、、現現現現在日在日在日在日本本本本でででで、、、、ああああるいはるいはるいはるいはああああるるるる海海海海外外外外のののの国国国国ででででもももも強力強力強力強力にににに推進推進推進推進されておりますされておりますされておりますされております。。。。ドドドドイイイイツツツツにおいてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカにおいてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、ババババイオイオイオイオママママスをスをスをスを資資資資源源源源としていかにとしていかにとしていかにとしていかに活用活用活用活用していしていしていしていくくくくかかかか、、、、これはこれはこれはこれは大大大大変変変変なななな、、、、国国国国としてとしてとしてとしてポポポポリシーがリシーがリシーがリシーが出出出出ておりますておりますておりますております。。。。ドドドドイイイイツツツツはははは、、、、2020 年年年年ににににババババイオイオイオイオママママスでスでスでスで電電電電力力力力のののの 50％％％％をををを賄賄賄賄うといううといううといううという方策方策方策方策をををを出出出出されておりますしされておりますしされておりますしされておりますし、、、、京都京都京都京都議議議議定定定定書書書書にサインしておりませにサインしておりませにサインしておりませにサインしておりませんんんんアアアアメメメメリリリリカカカカにおきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、生分生分生分生分解解解解性性性性プラスプラスプラスプラスチチチチックをックをックをックを 2010 年年年年ままままでにでにでにでに 1％％％％使使使使用用用用するようにしたいということするようにしたいということするようにしたいということするようにしたいということ、、、、ああああるいはるいはるいはるいは、、、、石石石石炭炭炭炭とかとかとかとか、、、、ババババイオイオイオイオママママスのスのスのスのガガガガスススス化化化化にににに対対対対するするするする研究研究研究研究をををを世界世界世界世界じじじじゅゅゅゅうからうからうからうから応募応募応募応募をををを募募募募りましてりましてりましてりまして助助助助成成成成していしていしていしていくくくくというようなプロジェクトもというようなプロジェクトもというようなプロジェクトもというようなプロジェクトも動動動動いておりますいておりますいておりますいております。。。。そういうそういうそういうそういう状状状状態態態態でででで、、、、ゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションと申申申申しまししまししまししましょょょょうかうかうかうか、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな成成成成長長長長、、、、これをこれをこれをこれを可能可能可能可能にするいにするいにするいにするいろんろんろんろんなななな活動活動活動活動がががが世界世界世界世界じじじじゅゅゅゅうでうでうでうで、、、、ああああるいはるいはるいはるいは日日日日本本本本でもでもでもでも大大大大ききききくくくく動動動動いてきているいてきているいてきているいてきているということでということでということでということでござござござございますいますいますいます。。。。 川崎川崎川崎川崎におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、川崎川崎川崎川崎のエのエのエのエココココタタタタウウウウンンンン構想構想構想構想、、、、これはこれはこれはこれは、、、、今今今今のののの循環共生循環共生循環共生循環共生ままままちちちちづづづづくくくくりのりのりのりの一一一一端端端端としてとしてとしてとして、、、、先先先先ほほほほどどどど市市市市長長長長ささささんんんんがががが申申申申されましたようにされましたようにされましたようにされましたように、、、、未未未未利用利用利用利用エネルエネルエネルエネルギギギギーというーというーというーというんんんんですかですかですかですか、、、、廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう利用利用利用利用していなかったエネルしていなかったエネルしていなかったエネルしていなかったエネルギギギギーをーをーをーを再再再再度利用度利用度利用度利用していこうしていこうしていこうしていこう、、、、ああああるいはるいはるいはるいはカカカカススススケケケケーーーードドドド利用利用利用利用するとかするとかするとかするとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは物物物物質質質質転換転換転換転換してしてしてして有効資源有効資源有効資源有効資源としてとしてとしてとして活用活用活用活用するするするする、、、、そういうまそういうまそういうまそういうまちちちちづづづづくくくくりりりり、、、、それにそれにそれにそれに、、、、ももももちろんちろんちろんちろん自然自然自然自然エネルエネルエネルエネルギギギギーをーをーをーを取取取取りりりり組組組組まれておりましてまれておりましてまれておりましてまれておりまして、、、、風風風風力力力力とかとかとかとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは太太太太陽電陽電陽電陽電池池池池とかとかとかとか、、、、そういうものそういうものそういうものそういうもの。。。。ももももちろんちろんちろんちろん、、、、3R というというというというんんんんですかですかですかですか、、、、省省省省エネエネエネエネ、、、、省省省省資源資源資源資源、、、、ああああるいはリサイるいはリサイるいはリサイるいはリサイクルクルクルクル、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リデリデリデリデュュュュースースースース、、、、そういうものもそういうものもそういうものもそういうものも組組組組みみみみ込込込込みましたみましたみましたみました新新新新しいしいしいしい産業産業産業産業をををを川崎川崎川崎川崎がががが先先先先端端端端をををを切切切切ってってってってややややっていっていっていっていくんだくんだくんだくんだというというというという構想構想構想構想、、、、これこれこれこれ、、、、大大大大変変変変にすにすにすにすばばばばらしいらしいらしいらしい実行実行実行実行ででででござござござございましていましていましていまして、、、、私私私私たたたたちちちち、、、、おおいにおおいにおおいにおおいに期期期期待待待待しておりますししておりますししておりますししておりますし、、、、またまたまたまた、、、、それがもとでこういうそれがもとでこういうそれがもとでこういうそれがもとでこういう会会会会がががが計画計画計画計画されたということをされたということをされたということをされたということを大大大大変喜変喜変喜変喜ばばばばししししくくくく思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

21 世世世世紀紀紀紀のののの産業産業産業産業というのはそういうものというのはそういうものというのはそういうものというのはそういうものだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ままままああああ、、、、端端端端的的的的にににに、、、、これはこれはこれはこれは昭昭昭昭和和和和電工電工電工電工ささささんんんん、、、、川崎川崎川崎川崎でなさっていますのででなさっていますのででなさっていますのででなさっていますので、、、、例例例例にににに用用用用いさせていたいさせていたいさせていたいさせていただだだだいておりますけどいておりますけどいておりますけどいておりますけど、、、、これはこれはこれはこれは、、、、廃廃廃廃棄棄棄棄性性性性のプラスのプラスのプラスのプラスチチチチックからックからックからックから水水水水素素素素をおをおをおをおつくつくつくつくりになってりになってりになってりになって、、、、それをアンそれをアンそれをアンそれをアンモモモモニアニアニアニア製製製製造造造造におにおにおにお使使使使いになるといになるといになるといになるというプラントでいうプラントでいうプラントでいうプラントでござござござございましていましていましていまして、、、、世界世界世界世界最最最最大大大大のののの、、、、200ton／／／／日日日日というプラントがというプラントがというプラントがというプラントが稼稼稼稼働働働働しているとしているとしているとしているといういういういうふふふふうにうにうにうに聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。 このこのこのこの例例例例ででででああああらわしますようにらわしますようにらわしますようにらわしますように、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーというものとーというものとーというものとーというものと環境環境環境環境をををを統統統統合合合合したとこしたとこしたとこしたところろろろ、、、、いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる重重重重ねねねね合合合合わせたとこわせたとこわせたとこわせたところろろろ、、、、これがこれがこれがこれが 21 世世世世紀紀紀紀のののの産業産業産業産業でででであろあろあろあろうううう、、、、1つつつつのののの形形形形態態態態でででであろあろあろあろうといううといううといううというふふふふうにうにうにうに
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思思思思いますいますいますいます。。。。それがそれがそれがそれが重重重重なりなりなりなり合合合合うううう量量量量がががが大大大大きけれきけれきけれきければばばば大大大大きいきいきいきいほほほほどどどど、、、、21 世世世世紀紀紀紀型型型型、、、、持続可能型持続可能型持続可能型持続可能型というというというというふふふふうにうにうにうに言言言言われるのではないかというわれるのではないかというわれるのではないかというわれるのではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 こういうこういうこういうこういう例例例例、、、、燃燃燃燃料電池料電池料電池料電池車車車車もそうですしもそうですしもそうですしもそうですし、、、、ハハハハイブリッイブリッイブリッイブリッドカドカドカドカーもそうですしーもそうですしーもそうですしーもそうですし、、、、家家家家電電電電等等等等々々々々でででで大大大大変変変変なななな省省省省エネエネエネエネ機機機機種種種種がががが今今今今出出出出ておりますておりますておりますております。。。。非非非非常常常常にそういうにそういうにそういうにそういう面面面面でのでのでのでの活動活動活動活動がががが強化強化強化強化されておりますされておりますされておりますされております。。。。ししししかしかしかしかし、、、、いいいいろんろんろんろんなななな困困困困難難難難にににに直面直面直面直面しておりますしておりますしておりますしております。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ババババイオイオイオイオママママスにスにスにスに例例例例をとりましてもをとりましてもをとりましてもをとりましても、、、、廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物系系系系、、、、ああああるいはるいはるいはるいは生生生生育育育育系系系系、、、、つくつくつくつくったったったったババババイオイオイオイオママママスをスをスをスを含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、いいいいろんろんろんろんなななな規規規規制制制制ががががあああありますりますりますります。。。。そそそそういうういうういうういう点点点点もももも、、、、今後今後今後今後それをどのようにクリアしていかなきそれをどのようにクリアしていかなきそれをどのようにクリアしていかなきそれをどのようにクリアしていかなきゃゃゃゃいけないかいけないかいけないかいけないか、、、、これはこれはこれはこれは地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体のののの企画力企画力企画力企画力というというというというんんんんですかですかですかですか、、、、実行力実行力実行力実行力にににに大大大大変期変期変期変期待待待待するとこするとこするとこするところろろろででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、市市市市場場場場価格価格価格価格にににに入入入入っっっっていないというものをいかにていないというものをいかにていないというものをいかにていないというものをいかに推進推進推進推進していしていしていしていくくくくかということはかということはかということはかということは大大大大変変変変なななな困困困困難難難難ででででござござござございますいますいますいます。。。。今今今今、、、、家家家家電電電電をををを買買買買うときにうときにうときにうときに、、、、よよよよくくくく店店店店頭頭頭頭でででで、「、「、「、「このクーラーはこのクーラーはこのクーラーはこのクーラーは何万何万何万何万円円円円」」」」とととと出出出出ておりますておりますておりますております。。。。しかししかししかししかし、、、、ややややははははりりりり安安安安いものがいものがいものがいものが売売売売れるそうでれるそうでれるそうでれるそうでござござござございましていましていましていまして、、、、どどどどんんんんなになになになに運転運転運転運転中電中電中電中電力力力力をををを食食食食わないとかわないとかわないとかわないとか、、、、長長長長持持持持ちちちちすすすするとかるとかるとかるとか、、、、そういうそういうそういうそういう基基基基準準準準がががが価格価格価格価格にににに反反反反映映映映されておりませされておりませされておりませされておりませんんんんのでのでのでので、、、、安安安安いものがいものがいものがいものが売売売売れていれていれていれていくくくくというというというということになりことになりことになりことになりますますますます。。。。しかししかししかししかし、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能というというというという面面面面からからからから見見見見ますとますとますとますと、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても、、、、一生一生一生一生のののの間間間間にどれにどれにどれにどれだだだだけけけけ費費費費用用用用がかかるのかということががかかるのかということががかかるのかということががかかるのかということが加加加加味味味味されたものでなけれされたものでなけれされたものでなけれされたものでなければばばば、、、、ほほほほんんんんとうはとうはとうはとうは持続可能持続可能持続可能持続可能なななな製製製製品品品品とはとはとはとは言言言言えないわけでえないわけでえないわけでえないわけでござござござございますしいますしいますしいますし、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様方方方方がががが、、、、それをおそれをおそれをおそれをお求求求求めになってこそめになってこそめになってこそめになってこそ持続可持続可持続可持続可能能能能なななな社会社会社会社会というのはというのはというのはというのは形成形成形成形成できるわけでできるわけでできるわけでできるわけでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、なかなかそのようになっていかないなかなかそのようになっていかないなかなかそのようになっていかないなかなかそのようになっていかない。。。。 ままままああああ、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のののの指導指導指導指導ももももござござござございましていましていましていまして、、、、実実実実はははは、、、、優優優優良製品良製品良製品良製品というというというというんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか、、、、どれどれどれどれだだだだけけけけ省省省省エネエネエネエネ効効効効果果果果ががががああああるというパンフるというパンフるというパンフるというパンフレレレレットもットもットもットも実実実実はははは出出出出ているわけでているわけでているわけでているわけでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、店店店店頭頭頭頭にそれにそれにそれにそれがががが表示表示表示表示されているおされているおされているおされているお店店店店というのはそというのはそというのはそというのはそんんんんなになになになに多多多多くくくくないというないというないというないという問問問問題題題題ももももござござござございますいますいますいます。。。。LCC、、、、ライライライライフサイクルフサイクルフサイクルフサイクルココココストストストストだだだだけではけではけではけでは実実実実ははははだだだだめでめでめでめでござござござございましていましていましていまして、、、、ライフサイクルのライフサイクルのライフサイクルのライフサイクルの間間間間にどれにどれにどれにどれだだだだけけけけ地球地球地球地球、、、、ああああるいはるいはるいはるいは環境環境環境環境にににに負荷負荷負荷負荷をををを与与与与えたかえたかえたかえたか、、、、そのそのそのその負荷負荷負荷負荷をををを与与与与えたえたえたえた、、、、これもこれもこれもこれも考慮考慮考慮考慮しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけないわけでいけないわけでいけないわけでいけないわけでござござござございますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、イニシャルイニシャルイニシャルイニシャルだだだだけではもけではもけではもけではもちろんだちろんだちろんだちろんだめですめですめですめです。。。。ライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクルココココストがストがストがストが幾幾幾幾ららららああああるかるかるかるか、、、、幾幾幾幾らかかるのかということとらかかるのかということとらかかるのかということとらかかるのかということと同同同同時時時時にににに、、、、そのそのそのその間間間間どれどれどれどれだだだだけけけけ地球地球地球地球にににに負荷負荷負荷負荷、、、、環境環境環境環境にどにどにどにどれれれれだだだだけけけけ負荷負荷負荷負荷をををを与与与与えたかえたかえたかえたか、、、、それをそれをそれをそれを加加加加算算算算するするするする、、、、そういうそういうそういうそういう尺尺尺尺度度度度ががががああああってってってって初初初初めてそのめてそのめてそのめてその尺尺尺尺度度度度にににに従従従従ってってってって実行実行実行実行されることによってされることによってされることによってされることによって循環社会循環社会循環社会循環社会というのはというのはというのはというのは構築構築構築構築されていされていされていされていくんだろくんだろくんだろくんだろうといううといううといううというふふふふうにうにうにうに思思思思いまいまいまいますすすす。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、今後今後今後今後、、、、物物物物のののの判断判断判断判断というのはというのはというのはというのは、、、、トータルトータルトータルトータル LCC とととと私私私私たたたたちちちちはははは申申申申しているしているしているしているんんんんですですですですがががが、、、、LCC にににに環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷をををを加加加加算算算算したものしたものしたものしたもの、、、、これがこれがこれがこれがほほほほんんんんとうのとうのとうのとうの循環社会度循環社会度循環社会度循環社会度をををを測測測測定定定定するするするする尺尺尺尺度度度度、、、、ススススケケケケールでールでールでールでああああるというるというるというるというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 しかししかししかししかし、、、、例例例例ええええばばばば温暖温暖温暖温暖化化化化でどれでどれでどれでどれだだだだけけけけ地球地球地球地球にににに、、、、ああああるいはるいはるいはるいは人類人類人類人類にににに、、、、ああああるいはるいはるいはるいは自然界自然界自然界自然界にににに負荷負荷負荷負荷をををを与与与与えたかえたかえたかえたか、、、、これはこれはこれはこれは計計計計算算算算しにしにしにしにくくくくううううござござござございますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか、、、、どれどれどれどれだだだだけけけけ与与与与えたかえたかえたかえたか。。。。例例例例ええええばばばば、、、、下下下下水処水処水処水処理理理理場場場場ををををつくつくつくつくりましたりましたりましたりました。。。。これもこれもこれもこれも下下下下水処水処水処水処理理理理場場場場のののの電電電電力力力力使使使使用用用用量量量量というのはというのはというのはというのは、、、、一一一一般般般般市民市民市民市民、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる東京都東京都東京都東京都ならならならなら東京都東京都東京都東京都のののの市民市民市民市民がががが使使使使用用用用しておりますしておりますしておりますしております電電電電力力力力のののの１１１１％％％％はははは下下下下水処水処水処水処理理理理場場場場でででで消費消費消費消費されされされされているているているている分分分分ででででござござござございましていましていましていまして、、、、膨膨膨膨大大大大なななな電電電電力力力力をををを使使使使っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。しかししかししかししかし、、、、電電電電力力力力ののののココココストストストスト、、、、ここここれはれはれはれは LCC でででで計計計計算算算算できるわけですできるわけですできるわけですできるわけです。。。。しかししかししかししかし、、、、残残残残念念念念なことになことになことになことに、、、、下下下下水処水処水処水処理理理理場場場場はイニシャルがはイニシャルがはイニシャルがはイニシャルが安安安安いいいいかかかか高高高高いかでいかでいかでいかで発発発発注注注注されているようでされているようでされているようでされているようでござござござございましていましていましていまして、、、、LCC ははははああああまりまりまりまり考慮考慮考慮考慮されていないされていないされていないされていない。。。。これはこれはこれはこれは、、、、年年年年々々々々のののの運転運転運転運転経経経経費費費費ということでということでということでということで、、、、別別別別個個個個にににに払払払払われているわけですわれているわけですわれているわけですわれているわけです。。。。ですからですからですからですから、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに LCCでどういうでどういうでどういうでどういう評評評評価価価価になるのかになるのかになるのかになるのか、、、、これはこれはこれはこれは計計計計算算算算しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけないといけないといけないといけないと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、そのそのそのその間間間間にににに、、、、例例例例ええええばばばば、、、、このこのこのこの炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガススススだだだだけけけけじゃじゃじゃじゃないわけですけどないわけですけどないわけですけどないわけですけど、、、、地球地球地球地球にににに負荷負荷負荷負荷をををを与与与与えているものはもっとたえているものはもっとたえているものはもっとたえているものはもっとたくくくく
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ささささんあんあんあんあるわけですけどるわけですけどるわけですけどるわけですけど、、、、せめてせめてせめてせめて、、、、炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスはスはスはスは幾幾幾幾らかかっているらかかっているらかかっているらかかっているんだんだんだんだ、、、、どういうどういうどういうどういう違違違違いがいがいがいがああああるるるるんだんだんだんだ、、、、これもこれもこれもこれも計計計計算算算算されなけれされなけれされなけれされなければばばばならないわけですならないわけですならないわけですならないわけです。。。。しかししかししかししかし、、、、それがそれがそれがそれが地球環境地球環境地球環境地球環境にどれにどれにどれにどれだだだだけけけけ影影影影響響響響したとかしたとかしたとかしたとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは洪洪洪洪水水水水をどれをどれをどれをどれだだだだけけけけ起起起起こしているとかこしているとかこしているとかこしているとか、、、、そういうそういうそういうそういう計計計計算算算算はなかなかできなはなかなかできなはなかなかできなはなかなかできないわけでいわけでいわけでいわけでござござござございましていましていましていまして、、、、炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスをスをスをスを固定化固定化固定化固定化するするするする費費費費用用用用はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。これはこれはこれはこれは単単単単純純純純にににに計計計計算算算算できますできますできますできます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、1 トンのトンのトンのトンの炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスをスをスをスを――――――――いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる、、、、これはこれはこれはこれは炭素炭素炭素炭素をををを固定化固定化固定化固定化するするするする費費費費用用用用はははは幾幾幾幾らかかるからかかるからかかるからかかるか。。。。これはこれはこれはこれは 7,000円円円円ででででござござござございますいますいますいます。。。。これをこれをこれをこれを私私私私たたたたちちちち、、、、限限限限界界界界費費費費用用用用とととと呼呼呼呼んんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷をををを固定化固定化固定化固定化するするするする、、、、ああああるいるいるいるいはははは復復復復旧旧旧旧させるためのさせるためのさせるためのさせるための費費費費用用用用はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる与与与与えたえたえたえた影響影響影響影響度度度度をはをはをはをはかるかるかるかるんんんんじゃじゃじゃじゃござござござございませいませいませいませんんんんでででで、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを、、、、もしもしもしもし無無無無害害害害化化化化することができるならすることができるならすることができるならすることができるならばばばば、、、、そのそのそのその費費費費用用用用はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。これはこれはこれはこれは、、、、工工工工業的業的業的業的にににに現現現現在在在在のののの技術技術技術技術でででで計計計計算算算算できるわけでできるわけでできるわけでできるわけでござござござございましていましていましていまして、、、、それをそれをそれをそれを加加加加算算算算したものしたものしたものしたもの、、、、それがトータルそれがトータルそれがトータルそれがトータル LCC になりますになりますになりますになります。。。。 したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、先先先先ほほほほどのクーラーですとどのクーラーですとどのクーラーですとどのクーラーですと、、、、このクーラーはこのクーラーはこのクーラーはこのクーラーは 15 年年年年間間間間にににに炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスをスをスをスを何何何何トントントントン出出出出しましたしましたしましたしました。。。。例例例例ええええばばばば 1 トントントントン出出出出しましたしましたしましたしました。。。。片片片片一方一方一方一方はははは 2 トントントントン出出出出しましたしましたしましたしました。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、差差差差額額額額のののの 1トンといいますのはトンといいますのはトンといいますのはトンといいますのは、、、、トンをトンをトンをトンを固定化固定化固定化固定化するするするする限限限限界界界界費費費費用用用用、、、、炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスのスのスのスの固定化固定化固定化固定化費費費費用用用用はははは 7,000円円円円ででででああああるるるるとととということになりますということになりますということになりますということになりますと、、、、そのそのそのその 7,000円円円円をををを足足足足したものはしたものはしたものはしたものは少少少少ななななくくくくともともともとも循環社会循環社会循環社会循環社会をををを形成形成形成形成するためするためするためするためにはにはにはには払払払払うううう必要必要必要必要ががががああああるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。ですからですからですからですから、、、、使使使使用用用用者者者者、、、、恩恩恩恩恵恵恵恵をををを浴浴浴浴したしたしたした人人人人がそういうものをがそういうものをがそういうものをがそういうものを払払払払ううううということということということということ、、、、それがそれがそれがそれが、、、、皆皆皆皆ささささんんんんがががが、、、、なるなるなるなるほほほほどこれはもっともどこれはもっともどこれはもっともどこれはもっともだだだだというというというという理解理解理解理解ができるができるができるができる方方方方程程程程式式式式、、、、これがこれがこれがこれが 1 つつつつ求求求求められているめられているめられているめられているんんんんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにうにうにうに思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、今後今後今後今後、、、、循環循環循環循環とかとかとかとか、、、、リサリサリサリサイクルとかイクルとかイクルとかイクルとか、、、、ああああるいはいるいはいるいはいるいはいろんろんろんろんなシステムがゼロエミッションをなシステムがゼロエミッションをなシステムがゼロエミッションをなシステムがゼロエミッションを目指目指目指目指してしてしてして、、、、資源資源資源資源をををを、、、、ああああるいるいるいるいはエネルはエネルはエネルはエネルギギギギーをーをーをーを最最最最小小小小化化化化するためのいするためのいするためのいするためのいろんろんろんろんなななな技術技術技術技術がががが開発開発開発開発しししし、、、、システムがシステムがシステムがシステムが構築構築構築構築されていされていされていされていくくくくわけわけわけわけですけどですけどですけどですけど、、、、どどどどちちちちらがいいからがいいからがいいからがいいか。。。。ややややはりそれははりそれははりそれははりそれは、、、、今今今今のののの循環社会度循環社会度循環社会度循環社会度をををを測測測測定定定定するするするする、、、、例例例例ええええばばばば TLCC とととというようないうようないうようないうような方方方方式式式式でででで比比比比較較較較されてされてされてされて、、、、ここここちちちちらのらのらのらのほほほほうがこれうがこれうがこれうがこれだだだだけいいけいいけいいけいいんだんだんだんだというというというという理解理解理解理解のもとにのもとにのもとにのもとに実施実施実施実施されることをされることをされることをされることを望望望望んんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。 もともともともともともともともと人人人人間間間間生活生活生活生活、、、、これはエントロこれはエントロこれはエントロこれはエントロピピピピーをーをーをーを増増増増大大大大するするするする方方方方向向向向ににににああああるわけでるわけでるわけでるわけでござござござございましていましていましていまして、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの格格格格好好好好でもとにでもとにでもとにでもとに返返返返そうとしますとそうとしますとそうとしますとそうとしますと、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーをーをーをーを使使使使うわけですうわけですうわけですうわけです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、究極究極究極究極ののののゼロエミッションというのはゼロエミッションというのはゼロエミッションというのはゼロエミッションというのは、、、、ややややはりはりはりはり太太太太陽陽陽陽エネルエネルエネルエネルギギギギーとーとーとーと、、、、それでそれでそれでそれで育育育育てられたてられたてられたてられたババババイオイオイオイオママママスススス以以以以外外外外にないとにないとにないとにないと思思思思いますけどいますけどいますけどいますけど、、、、それはそれはそれはそれは夢夢夢夢物物物物語語語語ででででござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、せめてせめてせめてせめて TLCC というようなというようなというようなというような尺尺尺尺度度度度をもとにしてをもとにしてをもとにしてをもとにして、、、、どどどどちちちちらがすらがすらがすらがすばばばばらしいらしいらしいらしい方策方策方策方策ででででああああるかよるかよるかよるかよくくくく考考考考えながらえながらえながらえながら、、、、このこのこのこの川崎川崎川崎川崎におきましにおきましにおきましにおきましてもてもてもても――――――――ももももちろんちろんちろんちろんそういうことをそういうことをそういうことをそういうことを考考考考えてえてえてえてややややっていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃいますのでいますのでいますのでいますので安心安心安心安心はしておりますはしておりますはしておりますはしておりますけどけどけどけど、、、、そういうそういうそういうそういうモモモモデルをデルをデルをデルを早早早早くくくく実現実現実現実現していたしていたしていたしていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、このこのこのこの技術技術技術技術がががが必要必要必要必要としておりますのとしておりますのとしておりますのとしておりますのはははは、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、金金金金ももももあああありりりり、、、、技術技術技術技術ももももああああるわけでるわけでるわけでるわけでござござござございますけどいますけどいますけどいますけど、、、、特特特特にににに必要必要必要必要としていますのはとしていますのはとしていますのはとしていますのはこれからこれからこれからこれから成成成成長長長長するするするする国国国国々々々々ででででござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、そこにそこにそこにそこに模模模模範範範範をををを示示示示していたしていたしていたしていただだだだいていていていて、、、、これこれこれこれぞぞぞぞ川崎川崎川崎川崎モモモモデルというものをデルというものをデルというものをデルというものをつくつくつくつくっていたっていたっていたっていただだだだけれけれけれければばばば大大大大変変変変ににににあああありがたいというりがたいというりがたいというりがたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。大大大大変変変変にににに期期期期待待待待しておりますしておりますしておりますしております。。。。 どうもどうもどうもどうもごごごご清清清清聴聴聴聴あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長、、、、あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。     なおなおなおなお、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市長長長長、、、、阿部孝夫阿部孝夫阿部孝夫阿部孝夫ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、所所所所用用用用のためここでのためここでのためここでのためここで失礼失礼失礼失礼させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 
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 事例事例事例事例発表発表発表発表 

 司司司司会会会会     続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、臨臨臨臨海海海海部部部部にににに立地立地立地立地するするするする企業企業企業企業のののの皆皆皆皆ささささんんんんによるによるによるによる事例事例事例事例発表発表発表発表にににに移移移移りたいとりたいとりたいとりたいと存存存存じじじじますますますます。。。。     初初初初めにめにめにめに、、、、川崎川崎川崎川崎ゼロゼロゼロゼロ・・・・エミッションエミッションエミッションエミッション工工工工業団地業団地業団地業団地にににに立地立地立地立地しししし、、、、難再難再難再難再生生生生古紙古紙古紙古紙のリサイクルにのリサイクルにのリサイクルにのリサイクルに取取取取りりりり組組組組んんんんでおられるでおられるでおられるでおられる、、、、ココココアアアアレレレレックスグループックスグループックスグループックスグループ信栄製紙株式信栄製紙株式信栄製紙株式信栄製紙株式会社会社会社会社常務常務常務常務取取取取締役締役締役締役、、、、黒崎泰黒崎泰黒崎泰黒崎泰様様様様にににに事例報告事例報告事例報告事例報告をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。     黒崎黒崎黒崎黒崎様様様様、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 黒崎常務黒崎常務黒崎常務黒崎常務取取取取締役締役締役締役 たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介ににににああああずかりましたずかりましたずかりましたずかりました、、、、信栄製信栄製信栄製信栄製紙紙紙紙のののの黒崎黒崎黒崎黒崎ですですですです。。。。     今今今今、、、、司司司司会会会会者者者者ののののほほほほうからうからうからうから説説説説明明明明ががががあああありましたけれどもりましたけれどもりましたけれどもりましたけれども、、、、私私私私どものどものどものどもの工場工場工場工場のうのうのうのうちちちちのののの 1 つつつつはははは、、、、日日日日本本本本でででで初初初初めてというゼロエミッションめてというゼロエミッションめてというゼロエミッションめてというゼロエミッション工工工工業団地業団地業団地業団地というというというという中中中中にににに立地立地立地立地しておりますしておりますしておりますしております。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長ののののほほほほうからおうからおうからおうからお話話話話ががががあああありましたがりましたがりましたがりましたが、、、、まずこのまずこのまずこのまずこの川崎川崎川崎川崎ゼロゼロゼロゼロ・・・・エミッションエミッションエミッションエミッション工工工工業団地業団地業団地業団地のののの基基基基本的発本的発本的発本的発想想想想はははは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のののの、、、、今今今今るるるるるるるるごごごご説説説説明明明明ががががあああありましたようにりましたようにりましたようにりましたように、、、、そのそのそのその発想発想発想発想をもとにをもとにをもとにをもとに一一一一番最初番最初番最初番最初にスタにスタにスタにスタートをすることになりましたートをすることになりましたートをすることになりましたートをすることになりました。。。。そのそのそのその後後後後、、、、本本本本日日日日パネリストでパネリストでパネリストでパネリストで出席出席出席出席されますされますされますされます、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のののの環環環環境調和産業境調和産業境調和産業境調和産業室室室室ののののほほほほうからうからうからうから支援支援支援支援ががががあああありましてりましてりましてりまして、、、、それでそれでそれでそれで、、、、当時当時当時当時のののの環境環境環境環境事事事事業団業団業団業団とととと川崎川崎川崎川崎市市市市がががが歩歩歩歩調調調調をををを合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、全全全全国国国国にににに幾幾幾幾つつつつかかかかああああるエるエるエるエココココタタタタウウウウンのンのンのンの中中中中にゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッション工工工工業団地業団地業団地業団地をををを設設設設置置置置するといするといするといするといううううふふふふうなことでうなことでうなことでうなことで、、、、そのそのそのその中中中中のののの一企業一企業一企業一企業としてとしてとしてとして私私私私どもどもどもども、、、、今建今建今建今建設設設設させていたさせていたさせていたさせていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。     川崎川崎川崎川崎ゼロゼロゼロゼロ・・・・エミッションエミッションエミッションエミッション工工工工業団地業団地業団地業団地はははは、、、、全部全部全部全部でででで 12 社社社社でででで構成構成構成構成されておりましてされておりましてされておりましてされておりまして、、、、大大大大ききききくくくく 3つつつつのグループにのグループにのグループにのグループに分分分分かれておりますかれておりますかれておりますかれております。。。。1つつつつはははは、、、、鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼グループというグループというグループというグループという鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼関係関係関係関係をををを中心中心中心中心にしたとこにしたとこにしたとこにしたところろろろ。。。。それからそれからそれからそれから、、、、異異異異業業業業種種種種ということでということでということでということで、、、、異異異異業業業業種種種種グループはグループはグループはグループは、、、、メメメメッッッッキキキキ関係等関係等関係等関係等をををを中心中心中心中心としたグループとしたグループとしたグループとしたグループ。。。。それからもうそれからもうそれからもうそれからもう一一一一つつつつ、、、、私私私私どもがどもがどもがどもがややややっておりますっておりますっておりますっております製紙製紙製紙製紙関連関連関連関連グループということでグループということでグループということでグループということで、、、、このこのこのこの 3 つつつつののののグループグループグループグループ、、、、合計合計合計合計 12 社社社社でででで川崎川崎川崎川崎ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション工工工工業団地業団地業団地業団地はははは成立成立成立成立しておりますしておりますしておりますしております。。。。     そのそのそのその中中中中でででで、、、、当当当当社社社社のののの概概概概要要要要をををを若干若干若干若干ごごごご説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、製紙製紙製紙製紙のののの中中中中でもでもでもでも特特特特にににに家庭家庭家庭家庭紙紙紙紙とととと呼呼呼呼ばばばばれているトイれているトイれているトイれているトイレレレレットットットットペペペペーパーーパーーパーーパー、、、、テテテティィィィッシッシッシッシュュュュペペペペーパーをーパーをーパーをーパーを製製製製造造造造するするするする仕仕仕仕事事事事ををををメメメメインインインインにしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。トイトイトイトイレレレレットットットットペペペペーパーのーパーのーパーのーパーの中中中中でもでもでもでも、、、、再再再再生生生生原料原料原料原料をををを使使使使ってトイってトイってトイってトイレレレレットットットットペペペペーパーをーパーをーパーをーパーをつくつくつくつくっていますっていますっていますっています。。。。全全全全国国国国でででで、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが北北北北海海海海道道道道、、、、それからそれからそれからそれから今今今今度度度度のののの川崎川崎川崎川崎、、、、それからそれからそれからそれから山山山山梨梨梨梨、、、、富士富士富士富士にににに４４４４つつつつほほほほどどどど工場工場工場工場をををを持持持持っていますっていますっていますっています。。。。そそそそんんんんなななな形形形形でででで、、、、私私私私どもどもどもども、、、、全部全部全部全部でででで 6 工場工場工場工場ででででややややっておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、付付付付加加加加価値価値価値価値のののの非非非非常常常常にににに低低低低いいいい商品商品商品商品でででで、、、、運運運運賃賃賃賃負負負負担担担担がががが高高高高いいいい商品商品商品商品ですのでですのでですのでですので、、、、大大大大阪阪阪阪にににに 1工場工場工場工場、、、、姫姫姫姫路路路路にににに 1つつつつ、、、、それからそれからそれからそれから大分大分大分大分にににに 1つつつつというというというというふふふふうなうなうなうな形形形形でででで、、、、全全全全体体体体でででで約約約約 11工場工場工場工場がががが連連連連携携携携をとりながらをとりながらをとりながらをとりながら全全全全国国国国のスーパのスーパのスーパのスーパーーーーママママーーーーケケケケットをットをットをットを中心中心中心中心としたとしたとしたとした売売売売りりりり場場場場にににに供供供供給給給給をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいていますいていますいていますいています。。。。再再再再生生生生紙紙紙紙のトイのトイのトイのトイレレレレットットットットペペペペーパーでーパーでーパーでーパーでちちちちなみになみになみになみに申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは四四四四十十十十数数数数％％％％のシェアをのシェアをのシェアをのシェアを持持持持っておりますっておりますっておりますっております。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、具具具具体的体的体的体的にににに、、、、私私私私どものどものどものどもの今今今今のののの、、、、特特特特にににに川崎川崎川崎川崎のゼロのゼロのゼロのゼロ・・・・エミッションエミッションエミッションエミッション工工工工業団地業団地業団地業団地のののの中中中中ででででややややっているゼロエミッションのっているゼロエミッションのっているゼロエミッションのっているゼロエミッションの活動活動活動活動ににににつつつついていていていて少少少少しおしおしおしお話話話話しさせていたしさせていたしさせていたしさせていただだだだきますきますきますきます。。。。     まずまずまずまず、、、、私私私私どものトイどものトイどものトイどものトイレレレレットットットットペペペペーパーをーパーをーパーをーパーをつくつくつくつくるためのるためのるためのるための原原原原材材材材料料料料はははは、、、、再再再再生生生生紙紙紙紙、、、、古紙古紙古紙古紙でででであああありますりますりますります。。。。古紙古紙古紙古紙でもでもでもでも、、、、普普普普通通通通のののの古紙古紙古紙古紙というのはというのはというのはというのは、、、、通常通常通常通常リサリサリサリサイクルされるのはイクルされるのはイクルされるのはイクルされるのは段段段段ボボボボールでールでールでールであああありりりり、、、、新新新新聞聞聞聞ででででああああ
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りりりり、、、、ああああるいはるいはるいはるいは白白白白系系系系のののの紙紙紙紙ですとですとですとですと、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる産業産業産業産業古紙古紙古紙古紙とととと言言言言われているわれているわれているわれている、、、、印刷印刷印刷印刷屋屋屋屋ささささんんんんとかとかとかとか、、、、製製製製本本本本所所所所からからからから出出出出ててててくくくくるるるる、、、、そういうものそういうものそういうものそういうもの、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる明明明明らかにらかにらかにらかに仕仕仕仕分分分分けができるものをけができるものをけができるものをけができるものを使使使使っているのがっているのがっているのがっているのが今今今今までのまでのまでのまでの古紙古紙古紙古紙のののの使使使使用用用用でしたでしたでしたでした。。。。私私私私どもどもどもども、、、、今今今今回回回回ののののややややりりりり方方方方はははは、、、、今今今今までまでまでまで分分分分別別別別がががが不不不不可能可能可能可能ででででああああったりったりったりったり、、、、いいいいろんろんろんろんなななな紙紙紙紙のののの素素素素材材材材的的的的にににに非非非非常常常常にににに再再再再生生生生がががが難難難難しいというしいというしいというしいというふふふふうなことでリサイクルできないうなことでリサイクルできないうなことでリサイクルできないうなことでリサイクルできない、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てされていたりてされていたりてされていたりてされていたり、、、、焼焼焼焼却却却却されていたされていたされていたされていた、、、、そういうそういうそういうそういう原料原料原料原料をををを使使使使うというのがまずうというのがまずうというのがまずうというのがまず第第第第 1 のののの特徴特徴特徴特徴ですですですです。。。。通常通常通常通常のゼロエミッションといいますとのゼロエミッションといいますとのゼロエミッションといいますとのゼロエミッションといいますと、、、、工場工場工場工場のののの中中中中でのでのでのでの、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるババババージンのージンのージンのージンの原原原原料料料料をををを使使使使ってってってって、、、、工場工場工場工場のののの中中中中でいかにでいかにでいかにでいかに廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを出出出出さないかということですけれどもさないかということですけれどもさないかということですけれどもさないかということですけれども、、、、私私私私どものどものどものどもの 1 つつつつのののの特徴特徴特徴特徴とととと言言言言えることはえることはえることはえることは、、、、入入入入りりりり口口口口のののの原料原料原料原料自体自体自体自体ががががごごごごみになっているものをみになっているものをみになっているものをみになっているものを使使使使っているっているっているっているんだんだんだんだということですということですということですということです。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、2番番番番目目目目にににに、、、、製紙製紙製紙製紙にはにはにはには水水水水がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、製紙製紙製紙製紙のののの産業立地産業立地産業立地産業立地というのはというのはというのはというのは水水水水のののの豊富豊富豊富豊富なとこなとこなとこなところろろろにににに立地立地立地立地してきたわけですしてきたわけですしてきたわけですしてきたわけです。。。。首首首首都都都都圏圏圏圏にににに立地立地立地立地するするするする場場場場合合合合、、、、基基基基本的本的本的本的にはにはにはには工工工工業用業用業用業用水水水水とととといういういういう水水水水はははは確確確確かにかにかにかにあああありますがりますがりますがりますが、、、、それはそれはそれはそれは競競競競合合合合相手相手相手相手関係関係関係関係からするとからするとからするとからすると非非非非常常常常ににににココココストストストスト的的的的にににに難難難難しいものしいものしいものしいものががががああああるということでるということでるということでるということで、、、、したがってしたがってしたがってしたがって、、、、産業産業産業産業はすべてはすべてはすべてはすべて水水水水のののの豊富豊富豊富豊富なとこなとこなとこなところろろろ、、、、例例例例ええええばばばば富士富士富士富士山山山山のののの伏伏伏伏流流流流水水水水をををを利用利用利用利用するよするよするよするようなとこうなとこうなとこうなところろろろというというというというふふふふうなとこうなとこうなとこうなところろろろにににに立地立地立地立地されていたわけですけれどもされていたわけですけれどもされていたわけですけれどもされていたわけですけれども、、、、今今今今度度度度、、、、川崎川崎川崎川崎のののの場場場場合合合合、、、、水水水水はははは下下下下水水水水のののの水水水水をををを使使使使っていますっていますっていますっています。。。。日日日日本本本本にはまにはまにはまにはまだだだだ正式正式正式正式なななな法法法法律律律律がないというがないというがないというがないというふふふふうにうにうにうに聞聞聞聞いていますがいていますがいていますがいていますが、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるヨヨヨヨーロッパでーロッパでーロッパでーロッパで言言言言うとこうとこうとこうところろろろのののの上上上上・・・・中中中中・・・・下下下下のののの中水中水中水中水。。。。下下下下水水水水をランクアをランクアをランクアをランクアップしたップしたップしたップした高高高高度度度度処処処処理理理理水水水水をををを使使使使うううう。。。。これによってこれによってこれによってこれによって、、、、工場工場工場工場ののののほぼほぼほぼほぼ 95％％％％ぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる古紙古紙古紙古紙のののの原原原原料料料料をををを洗洗洗洗うといううといううといううというふふふふうなうなうなうな目的目的目的目的でででで中水中水中水中水をををを利用利用利用利用しておりますしておりますしておりますしております。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、電電電電力力力力ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、いいいいろんろんろんろんなななな方方方方法法法法ががががああああるるるるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが今今今今とっていとっていとっていとっているるるる方方方方法法法法はははは、、、、おおおお隣隣隣隣のののの JFE ささささんんんんのののの民民民民間間間間電電電電力力力力をををを利用利用利用利用させていたさせていたさせていたさせていただだだだいているいているいているいている。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、部部部部分的分的分的分的でででですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、一一一一番上番上番上番上のののの左左左左ののののほほほほうにうにうにうに、、、、黄黄黄黄色色色色いいいい帯帯帯帯がかかっているがかかっているがかかっているがかかっている、、、、ああああれはれはれはれは排排排排水水水水のののの処処処処理理理理ななななんんんんですですですですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、ああああれはれはれはれは、、、、ややややはりはりはりはり当当当当地地地地においてはにおいてはにおいてはにおいては非非非非常常常常にににに土土土土地地地地代代代代がががが高高高高いといういといういといういというふふふふうなことがうなことがうなことがうなことがああああってってってって、、、、縦縦縦縦型型型型のののの排排排排水処水処水処水処理理理理をしているわけですをしているわけですをしているわけですをしているわけです。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる役役役役割割割割はははは 4つあつあつあつありましてりましてりましてりまして、、、、4 層構層構層構層構造造造造になっていになっていになっていになっていましてましてましてまして、、、、普普普普通通通通、、、、常常常常識識識識的的的的にはにはにはには平平平平面面面面にににに置置置置くくくくわけですけれどもわけですけれどもわけですけれどもわけですけれども、、、、立体的立体的立体的立体的にににに使使使使っているっているっているっている。。。。そのそのそのその立体立体立体立体的的的的にににに使使使使ってってってって、、、、最終最終最終最終的的的的にににに使使使使用済用済用済用済みのみのみのみの水水水水をををを浄浄浄浄化化化化してしてしてして海海海海にににに放放放放流流流流するわけですけれどもするわけですけれどもするわけですけれどもするわけですけれども、、、、そのそのそのその落落落落差差差差をををを利用利用利用利用してのしてのしてのしての水水水水力発力発力発力発電電電電ををををややややっているっているっているっている。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、再再再再生生生生紙紙紙紙にはにはにはには、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物、、、、特特特特ににににペペペペーパースラッジをーパースラッジをーパースラッジをーパースラッジを中心中心中心中心ととととしたしたしたした廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの処処処処理理理理といといといというのはうのはうのはうのは、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう絶絶絶絶対的対的対的対的なななな宿宿宿宿命命命命としてとしてとしてとしてああああるわけですけれどもるわけですけれどもるわけですけれどもるわけですけれども、、、、今今今今まではまではまではまでは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる圧圧圧圧縮縮縮縮してしてしてして、、、、なるべなるべなるべなるべくくくく水水水水分分分分をををを減減減減らしてらしてらしてらして、、、、管理管理管理管理型型型型処処処処分地分地分地分地にににに埋埋埋埋めめめめ立立立立てをしていたてをしていたてをしていたてをしていた。。。。ここのここのここのここの工場工場工場工場ではではではでは、、、、回回回回収収収収ボボボボイライライライラ――――――――ああああそこそこそこそこ、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと手手手手前前前前ににににあああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、さっきのさっきのさっきのさっきの排排排排水水水水のののの、、、、黄黄黄黄色色色色のののの帯帯帯帯のののの横横横横ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども――――――――回回回回収収収収ボボボボイラをイラをイラをイラを併併併併設設設設させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、それでそれでそれでそれで燃燃燃燃ややややすすすす。。。。それでそれでそれでそれで、、、、燃燃燃燃ややややしたときにしたときにしたときにしたときに発生発生発生発生するするするする廃熱廃熱廃熱廃熱をををを利用利用利用利用してしてしてして蒸蒸蒸蒸気気気気をををを発生発生発生発生させさせさせさせ、、、、最終最終最終最終的的的的にににに紙紙紙紙のののの乾燥乾燥乾燥乾燥、、、、ちちちちょょょょうどそのうどそのうどそのうどその次次次次、、、、抄抄抄抄紙紙紙紙のののの工工工工程程程程というというというというふふふふうにうにうにうに出出出出ているとているとているとていると思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、ここでここでここでここでドドドドライライライライヤヤヤヤーでーでーでーで紙紙紙紙をををを乾燥乾燥乾燥乾燥させるわけでさせるわけでさせるわけでさせるわけですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、ここここちちちちらのらのらのらの蒸蒸蒸蒸気気気気がこがこがこがこちちちちらにらにらにらに利用利用利用利用されるというされるというされるというされるというふふふふうなうなうなうな形形形形でででで、、、、廃熱廃熱廃熱廃熱をををを利用利用利用利用していますしていますしていますしています。。。。     そのそのそのその後後後後、、、、最終最終最終最終的的的的にににに、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても焼焼焼焼却灰却灰却灰却灰がががが残残残残るるるる。。。。焼焼焼焼却灰却灰却灰却灰ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、これはセこれはセこれはセこれはセメメメメントのントのントのントの原原原原料料料料としてとしてとしてとして利用利用利用利用をしているをしているをしているをしている。。。。ということでということでということでということで焼焼焼焼却灰却灰却灰却灰はははは、、、、近隣近隣近隣近隣のののの第一第一第一第一セセセセメメメメントさントさントさントさんんんん（（（（太太太太平洋平洋平洋平洋セセセセメメメメントグループントグループントグループントグループ））））におにおにおにお願願願願いしているといういしているといういしているといういしているというふふふふうなうなうなうな形形形形ででででややややっておりますっておりますっておりますっております。。。。     通常通常通常通常でででで言言言言うとうとうとうと製紙工場製紙工場製紙工場製紙工場のののの立地立地立地立地というのはというのはというのはというのは、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、静岡静岡静岡静岡のののの富士富士富士富士・・・・
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富士富士富士富士宮地宮地宮地宮地区区区区というというというというふふふふうなとこうなとこうなとこうなところろろろなわけですけれどもなわけですけれどもなわけですけれどもなわけですけれども、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、古紙原料古紙原料古紙原料古紙原料をををを静岡静岡静岡静岡県県県県にににに持持持持っっっっていきていきていきていき、、、、製品製品製品製品ははははメメメメインのインのインのインの消費消費消費消費地地地地はははは、、、、ややややはりはりはりはり大大大大消消消消費費費費地地地地、、、、人人人人口口口口のののの多多多多いとこいとこいとこいところろろろにもうにもうにもうにもう一回一回一回一回リターリターリターリターンされるというンされるというンされるというンされるというふふふふうなことになりますうなことになりますうなことになりますうなことになります。。。。消費消費消費消費地地地地にににに工場工場工場工場がががが立地立地立地立地することによってすることによってすることによってすることによって原料原料原料原料がががが当当当当地地地地でででで確保確保確保確保できできできでき、、、、製品製品製品製品はははは当当当当地地地地でででで消費消費消費消費されるというされるというされるというされるというふふふふうなうなうなうな形形形形のののの、、、、ままままああああ、、、、言言言言ってみれってみれってみれってみればばばば CO2 のののの削減削減削減削減ににににつつつつながっているながっているながっているながっているんんんんじゃじゃじゃじゃないかなというないかなというないかなというないかなというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、私私私私どものどものどものどもの製品製品製品製品のうのうのうのうちちちちのののの 1 つつつつのののの特徴特徴特徴特徴はははは、、、、芯芯芯芯のないトイのないトイのないトイのないトイレレレレットットットットペペペペーパーはーパーはーパーはーパーは私私私私どもどもどもどものののの固有固有固有固有のパテントですのパテントですのパテントですのパテントです。。。。芯芯芯芯のないことによってのないことによってのないことによってのないことによって、、、、芯芯芯芯のののの紙紙紙紙管管管管がむがむがむがむだだだだにならないとかにならないとかにならないとかにならないとか、、、、それかそれかそれかそれからららら、、、、通常通常通常通常のものののものののものののものの 2 倍倍倍倍、、、、3 倍倍倍倍のののの長長長長さのさのさのさの巻巻巻巻いていていていてああああるものですからるものですからるものですからるものですから、、、、輸輸輸輸送送送送ココココストがストがストがストが 2 分分分分のののの 1、、、、3分分分分のののの 1 になになになになっておりますっておりますっておりますっております。。。。     ちちちちょょょょっとここでっとここでっとここでっとここで最最最最大大大大ののののポポポポイントとなるイントとなるイントとなるイントとなる古紙古紙古紙古紙のののの原料原料原料原料のののの件件件件ににににつつつついてもういてもういてもういてもう少少少少しししし説説説説明明明明させてさせてさせてさせて下下下下ささささいいいい。。。。     私私私私どもどもどもども、、、、先先先先ほほほほどどどど、、、、使使使使えないえないえないえない古紙古紙古紙古紙をををを原料原料原料原料にしますとにしますとにしますとにしますと申申申申しししし上上上上げげげげましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、そのそのそのその一一一一つつつつのののの機機機機密密密密文文文文書書書書類類類類（（（（保存文保存文保存文保存文書書書書））））はははは、、、、ききききちちちちっとっとっとっと中中中中身身身身がががが外側外側外側外側にににに出出出出ないようなないようなないようなないような形形形形でででで処処処処分分分分したいというこしたいというこしたいというこしたいということでとでとでとで、、、、それをきそれをきそれをきそれをきちちちちっとっとっとっとややややるとすれるとすれるとすれるとすればばばば膨膨膨膨大大大大ななななココココストがかかってしまうストがかかってしまうストがかかってしまうストがかかってしまう、、、、例例例例ええええばばばばシシシシュュュュレレレレッダーッダーッダーッダーにかけるとかにかけるとかにかけるとかにかけるとか、、、、いいいいろんろんろんろんなななな意意意意味味味味ででででココココストがかかるということでストがかかるということでストがかかるということでストがかかるということで、、、、皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ややややむなむなむなむなくくくく、、、、通常通常通常通常はははは焼焼焼焼却炉却炉却炉却炉ののののほほほほうにうにうにうに回回回回されていたというとこされていたというとこされていたというとこされていたというところろろろがががが大大大大多多多多数数数数だだだだとととと思思思思ううううんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、それをそれをそれをそれを未未未未開開開開封封封封・・・・無無無無選選選選別別別別のままできますのままできますのままできますのままできます。。。。ごごごご承承承承知知知知のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、箱箱箱箱にににに入入入入っているっているっているっている保存文保存文保存文保存文書書書書はははは、、、、フフフファァァァイルでイルでイルでイルでああああるとかるとかるとかるとか、、、、ババババインダーでインダーでインダーでインダーでああああるとかるとかるとかるとか、、、、それからそれからそれからそれからひひひひもがもがもがもがああああったりったりったりったり、、、、クリップがクリップがクリップがクリップがああああったったったったりというりというりというりというふふふふうなうなうなうな書書書書類類類類でででであああありりりり、、、、そのそのそのその書書書書類類類類をををを保保保保管管管管するするするする箱箱箱箱のののの中中中中にはにはにはには金金金金属属属属類類類類、、、、フフフフィィィィルム・ルム・ルム・ルム・廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック類類類類そういうたそういうたそういうたそういうたぐぐぐぐいのものがいのものがいのものがいのものが全部全部全部全部入入入入っているっているっているっている。。。。入入入入っているものをっているものをっているものをっているものを、、、、我我我我々々々々のののの機機機機械械械械のシスのシスのシスのシステムテムテムテム上上上上、、、、そのままそのままそのままそのまま投投投投入入入入してしてしてして自動的自動的自動的自動的にににに分分分分別別別別していしていしていしていくくくくというというというというふふふふうなうなうなうな装装装装置置置置（（（（異異異異物物物物除去除去除去除去装装装装置置置置））））ががががあああありますりますりますります。。。。     それはそれはそれはそれは、、、、一一一一般般般般のののの紙紙紙紙ににににつつつついてもいてもいてもいても言言言言えることでしてえることでしてえることでしてえることでして、、、、例例例例ええええばばばば、、、、私私私私どもどもどもども、、、、こういうものにトラこういうものにトラこういうものにトラこういうものにトライをしようとイをしようとイをしようとイをしようと思思思思ったったったった原原原原点点点点はははは、、、、もとももとももとももともとととと製紙製紙製紙製紙関連関連関連関連のののの機機機機械械械械をををを作作作作っているっているっているっている会社会社会社会社がグループのがグループのがグループのがグループの親親親親会会会会社社社社としてとしてとしてとしてああああるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。そこがそこがそこがそこが、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ機機機機械械械械をををを開発開発開発開発しししし、、、、古紙古紙古紙古紙のののの原料原料原料原料としてとしてとしてとして使使使使用用用用がががが難難難難しいしいしいしい難再難再難再難再生生生生古紙古紙古紙古紙（（（（例例例例ええええばばばば高高高高度化度化度化度化したしたしたした印刷印刷印刷印刷物物物物等等等等、、、、アルミアルミアルミアルミ等等等等のラミネートのラミネートのラミネートのラミネート紙紙紙紙等等等等））））のののの使使使使用用用用をををを解決解決解決解決したしたしたしたのがのがのがのが、、、、今今今今のののの私私私私どものシステムなわけですどものシステムなわけですどものシステムなわけですどものシステムなわけです。。。。これらのこれらのこれらのこれらの原料原料原料原料をタワーでをタワーでをタワーでをタワーで熟熟熟熟成成成成させることによっさせることによっさせることによっさせることによってててて順順順順次次次次異異異異物物物物をををを取取取取っていっていっていっていくくくく、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうなうなうなうなややややりりりり方方方方なわけですなわけですなわけですなわけです。。。。     最後最後最後最後になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、先先先先ほほほほどどどど、、、、藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長とととと市市市市長長長長ともともともともちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいたいたいたいたんんんんでででですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの一一一一番番番番のののの問問問問題題題題点点点点というのはというのはというのはというのは、、、、ややややはりはりはりはりココココストがストがストがストが合合合合わないわないわないわない。。。。経済経済経済経済性性性性ががががなけれなけれなけれなければばばば、、、、ややややはりはりはりはり購入購入購入購入者者者者、、、、いいいいくくくくらグリーンらグリーンらグリーンらグリーン購入購入購入購入法法法法ががががああああるといえどもるといえどもるといえどもるといえども、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいといしいといしいといしいといううううふふふふうなことでしてうなことでしてうなことでしてうなことでして、、、、だだだだからからからから、、、、何何何何とかとかとかとか――――――――私私私私どものトイどものトイどものトイどものトイレレレレットットットットペペペペーパーというのはーパーというのはーパーというのはーパーというのは、、、、一一一一応応応応確確確確固固固固たるたるたるたる需需需需要要要要ががががあああありますりますりますります。。。。ままままああああ、、、、競争競争競争競争はははは非非非非常常常常にににに激激激激戦戦戦戦ですがですがですがですが、、、、需需需需要要要要自体自体自体自体ははははああああるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。そそそそのののの中中中中でででで、、、、ややややはりはりはりはりココココストストストスト意意意意識識識識をををを持持持持ちちちちながらながらながらながら環境環境環境環境をををを絡絡絡絡めためためためた形形形形でででで継継継継続続続続していけしていけしていけしていけばばばば、、、、何何何何とかとかとかとか永永永永続続続続性性性性、、、、連続連続連続連続性性性性がががが保保保保てるてるてるてるんんんんじゃじゃじゃじゃなかなかなかなかろろろろうかといううかといううかといううかというふふふふうなうなうなうな形形形形でででで今今今今ややややっているとこっているとこっているとこっているところろろろですですですです。。。。     以以以以上上上上、、、、大体大体大体大体ここここんんんんなとこなとこなとこなところろろろですがですがですがですが、、、、ごごごご清清清清聴聴聴聴どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 
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黒崎黒崎黒崎黒崎様様様様、、、、あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。     続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックからアンックからアンックからアンックからアンモモモモニアのニアのニアのニアの生成生成生成生成をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております昭昭昭昭和和和和電工株式電工株式電工株式電工株式会社会社会社会社、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックックケケケケミミミミカカカカルリサイクルプロジェクトルリサイクルプロジェクトルリサイクルプロジェクトルリサイクルプロジェクト企画企画企画企画・・・・営営営営業業業業グループリーダーグループリーダーグループリーダーグループリーダー、、、、平倉平倉平倉平倉一一一一夫夫夫夫様様様様にににに事例報告事例報告事例報告事例報告をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。平倉平倉平倉平倉様様様様、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 平倉平倉平倉平倉グループリーダーグループリーダーグループリーダーグループリーダー ごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、昭昭昭昭和和和和電工電工電工電工のののの平倉平倉平倉平倉ででででござござござございますいますいますいます。。。。私私私私どもがどもがどもがどもが昨昨昨昨年年年年よりよりよりより始始始始めましためましためましためました、、、、使使使使用済用済用済用済みプラスみプラスみプラスみプラスチチチチックをックをックをックを利用利用利用利用しましてしましてしましてしまして、、、、これをこれをこれをこれをガガガガスススス化化化化してしてしてして、、、、先先先先ほほほほどどどどちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお話話話話ももももあああありまりまりまりましたけれどもしたけれどもしたけれどもしたけれども、、、、水水水水素素素素をををを得得得得ましてましてましてまして、、、、もともともともともともともともと私私私私どもがどもがどもがどもが川崎川崎川崎川崎でででで行行行行っておりますアンっておりますアンっておりますアンっておりますアンモモモモニアニアニアニア合成合成合成合成事事事事業業業業のののの原料原料原料原料にしようとにしようとにしようとにしようと、、、、こうこうこうこういういういういう事事事事業業業業をををを昨昨昨昨年年年年からからからから始始始始めましためましためましためました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、先先先先ほほほほどどどど来来来来おおおお話話話話ががががあああありますようにりますようにりますようにりますように、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市のエのエのエのエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業のののの一環一環一環一環としてもとしてもとしてもとしても始始始始めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだいておりましていておりましていておりましていておりまして、、、、私私私私どものどものどものどもの事例事例事例事例ににににつつつついていていていて、、、、短短短短いいいい時間時間時間時間ではではではではござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ごごごご紹介紹介紹介紹介をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いいいいますますますます。。。。よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     まずまずまずまず、、、、私私私私どものどものどものどもの川崎事川崎事川崎事川崎事業業業業所所所所のののの概概概概要要要要ににににつつつついていていていて若干若干若干若干触触触触れておきたいとれておきたいとれておきたいとれておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私どもどもどもども、、、、川川川川崎事崎事崎事崎事業業業業所所所所はははは、、、、ごごごごららららんんんんのようにのようにのようにのように、、、、京京京京浜浜浜浜臨臨臨臨海海海海部部部部のののの扇扇扇扇町町町町というとこというとこというとこというところろろろにににに立地立地立地立地をしておりましてをしておりましてをしておりましてをしておりまして、、、、扇扇扇扇町町町町のののの埋埋埋埋立地立地立地立地がががが昭昭昭昭和和和和初期初期初期初期にににに埋埋埋埋めめめめ立立立立てられておるてられておるてられておるてられておるんんんんですがですがですがですが、、、、そのそのそのその埋埋埋埋めめめめ立立立立てとてとてとてと同同同同時時時時にこにこにこにこちちちちらにらにらにらに工場工場工場工場ををををつくつくつくつくりましてりましてりましてりまして、、、、以以以以来来来来七七七七十十十十数数数数年年年年、、、、このこのこのこの地地地地でででで操操操操業業業業しているというしているというしているというしているという事事事事業業業業所所所所ででででござござござございますいますいますいます。。。。     埋埋埋埋めめめめ立立立立てがされましててがされましててがされましててがされまして、、、、昭昭昭昭和和和和５５５５年年年年にににに、、、、私私私私どもどもどもども、、、、前身前身前身前身のののの昭昭昭昭和和和和肥肥肥肥料川崎工場料川崎工場料川崎工場料川崎工場としてとしてとしてとして設立設立設立設立いたいたいたいたしましてしましてしましてしまして、、、、当時当時当時当時はははは、、、、合成合成合成合成アンアンアンアンモモモモニアからニアからニアからニアから肥肥肥肥料料料料用用用用のののの硫硫硫硫安安安安をををを製製製製造造造造するするするする工場工場工場工場ででででござござござございましたいましたいましたいました。。。。今今今今現現現現在在在在はははは、、、、硫硫硫硫安安安安自体自体自体自体はははは川崎川崎川崎川崎ではではではでは製製製製造造造造しておりませしておりませしておりませしておりませんんんんでででで、、、、そのそのそのその原料原料原料原料でででであああありましたアンりましたアンりましたアンりましたアンモモモモニアをニアをニアをニアをははははじじじじめとするめとするめとするめとする各各各各種種種種のののの工工工工業用業用業用業用のののの化学化学化学化学製品製品製品製品をををを製製製製造造造造しているというしているというしているというしているという事事事事業業業業所所所所になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。     今今今今現現現現在在在在のののの主主主主要要要要なななな製製製製造造造造品品品品目目目目、、、、ここここちちちちらにもらにもらにもらにも載載載載せておりますけれどもせておりますけれどもせておりますけれどもせておりますけれども、、、、酸素酸素酸素酸素やややや窒窒窒窒素素素素などのなどのなどのなどの産業産業産業産業用用用用ののののガガガガスですとかスですとかスですとかスですとか、、、、アンアンアンアンモモモモニアニアニアニアやややや苛苛苛苛性性性性ソソソソーダなどのーダなどのーダなどのーダなどの工工工工業業業業薬薬薬薬品品品品、、、、それからそれからそれからそれから電子電子電子電子産業産業産業産業向向向向けのけのけのけの高高高高純純純純度度度度ガガガガスススス、、、、医医医医農農農農薬中薬中薬中薬中間間間間体体体体、、、、化化化化粧粧粧粧品原料品原料品原料品原料、、、、こういったこういったこういったこういった、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる化学化学化学化学製品製品製品製品ををををつくつくつくつくるるるる化学化学化学化学工場工場工場工場ででででござござござございましていましていましていまして、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、各各各各家庭家庭家庭家庭のののの方方方方にににに直直直直接接接接おおおお手手手手にとってにとってにとってにとって使使使使っていたっていたっていたっていただくだくだくだくというようというようというようというようなものはなものはなものはなものは何何何何もないもないもないもないんんんんですがですがですがですが、、、、いいいいろんろんろんろんなななな産業産業産業産業のののの基基基基礎礎礎礎材材材材料料料料ということでということでということでということで製製製製造造造造しししし、、、、販販販販売売売売をさせてをさせてをさせてをさせていたいたいたいただだだだいているといういているといういているといういているという工場工場工場工場ででででござござござございますいますいますいます。。。。     これがこれがこれがこれが、、、、今私今私今私今私どもどもどもども川崎事川崎事川崎事川崎事業業業業所所所所でででで製製製製造造造造するするするする化学化学化学化学製品製品製品製品のののの主主主主なものをなものをなものをなものを挙挙挙挙げげげげておりますておりますておりますております。。。。ちちちちょょょょっっっっとととと前前前前のののの絵絵絵絵ではではではでは見見見見ににににくくくくいといといといと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、おおおお手手手手元元元元のののの資資資資料料料料でででで確認確認確認確認をいたをいたをいたをいただだだだけれけれけれければあばあばあばありがたいとりがたいとりがたいとりがたいと思思思思いますいますいますいます。。。。こういったこういったこういったこういった、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげましたよましたよましたよましたようなうなうなうな基基基基礎礎礎礎化学化学化学化学品品品品をををを 100 種種種種類以類以類以類以上上上上つくつくつくつくるるるる工工工工場場場場ででででござござござございましていましていましていまして、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと時間時間時間時間のののの関係関係関係関係ももももあああありますのですべてはりますのですべてはりますのですべてはりますのですべてはごごごご紹介紹介紹介紹介できないできないできないできないんんんんですがですがですがですが、、、、基基基基礎礎礎礎的的的的なものなものなものなものだだだだけけけけ 3 点点点点ごごごご紹介紹介紹介紹介いたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、まずまずまずまず、、、、このこのこのこの左左左左上上上上にににに「「「「塩塩塩塩」」」」とととと書書書書いたいたいたいた部部部部分分分分ががががござござござございますがいますがいますがいますが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるソソソソーダーダーダーダ工工工工業業業業ででででござござござございましていましていましていまして、、、、塩塩塩塩、、、、家庭家庭家庭家庭でおでおでおでお使使使使いいたいいたいいたいいただくだくだくだく塩塩塩塩とととと全全全全くくくく同同同同じじじじななななんんんんですがですがですがですが、、、、工工工工業用業用業用業用にににに使使使使っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、これをこれをこれをこれを海海海海外外外外からからからから輸輸輸輸入入入入してまいりましてしてまいりましてしてまいりましてしてまいりまして、、、、電電電電気気気気分分分分解解解解、、、、電電電電気気気気をををを通通通通しますとしますとしますとしますと、、、、水水水水素素素素、、、、塩塩塩塩素素素素、、、、苛苛苛苛性性性性ソソソソーダーダーダーダ、、、、主主主主にににに塩塩塩塩素素素素、、、、苛苛苛苛性性性性ソソソソーダをーダをーダをーダを製製製製造造造造すすすすることがることがることがることが可能可能可能可能になりますになりますになりますになります。。。。これらをこれらをこれらをこれらを製製製製造造造造してしてしてして販販販販売売売売するというするというするというするという事事事事業業業業がががが 1つつつつ。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、2つつつつ目目目目にににに、、、、そのそのそのその下下下下にににに「「「「空気空気空気空気」」」」ととととござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、これはこれはこれはこれは大大大大気気気気、、、、空気空気空気空気をををを取取取取りりりり込込込込みましてみましてみましてみまして、、、、深深深深冷冷冷冷分分分分離離離離というというというという方方方方法法法法でででで空気空気空気空気中中中中のののの成分成分成分成分をををを分分分分離離離離してしてしてしてあげあげあげあげますますますます。。。。そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと、、、、酸酸酸酸
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素素素素、、、、窒窒窒窒素素素素、、、、アルアルアルアルゴゴゴゴンとンとンとンと、、、、こういうようなこういうようなこういうようなこういうような化学成分化学成分化学成分化学成分がががが得得得得られましてられましてられましてられまして、、、、工工工工業用業用業用業用途途途途、、、、ないしはないしはないしはないしは医医医医療療療療用用用用途途途途、、、、こういったものにおこういったものにおこういったものにおこういったものにお使使使使いいたいいたいいたいいただくだくだくだくというようなというようなというようなというような、、、、空気空気空気空気分分分分離離離離事事事事業業業業がががが 2つつつつ目目目目ですですですです。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、第第第第 3点点点点目目目目にににに、、、、このこのこのこの左下左下左下左下になりますになりますになりますになります、「、「、「、「アンアンアンアンモモモモニアニアニアニア」」」」とととと書書書書いたとこいたとこいたとこいたところろろろががががござござござございまいまいまいますけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話ししましたようにししましたようにししましたようにししましたように、、、、もともとはもともとはもともとはもともとは肥肥肥肥料料料料用用用用原料原料原料原料としてとしてとしてとして合成合成合成合成しておりましておりましておりましておりましたアンしたアンしたアンしたアンモモモモニアをニアをニアをニアを、、、、今日今日今日今日でもでもでもでも工工工工業業業業用用用用途途途途としてとしてとしてとして製製製製造造造造しししし、、、、販販販販売売売売するするするする事事事事業業業業ででででござござござございますいますいますいます。。。。今今今今回回回回のののの私私私私どものリサイクルどものリサイクルどものリサイクルどものリサイクル事事事事業業業業ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、このアンこのアンこのアンこのアンモモモモニアをニアをニアをニアを七七七七十十十十数数数数年年年年つくつくつくつくりりりり続続続続けてきたわけてきたわけてきたわけてきたわけなけなけなけなんんんんですがですがですがですが、、、、今後今後今後今後もまたもまたもまたもまた同同同同じじじじようにようにようにように安安安安定的定的定的定的にアンにアンにアンにアンモモモモニアをニアをニアをニアを合成合成合成合成しししし、、、、販販販販売売売売していしていしていしていくくくくためのためのためのための原料原料原料原料調調調調達達達達手手手手段段段段というというというという位位位位置置置置づけのもとづけのもとづけのもとづけのもと、、、、このこのこのこの事事事事業業業業をををを開始開始開始開始しておりますしておりますしておりますしております。。。。     ごごごご承承承承知知知知のののの方方方方もももも多多多多いといといといと思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、アンアンアンアンモモモモニアニアニアニア、、、、化学的化学的化学的化学的にににに言言言言いますといますといますといますと NH3 ということにということにということにということになるなるなるなるんんんんですがですがですがですが、、、、窒窒窒窒素素素素とととと水水水水素素素素をををを合成合成合成合成しますとアンしますとアンしますとアンしますとアンモモモモニアができますニアができますニアができますニアができます。。。。そのそのそのその原料原料原料原料のののの 1 つつつつでででであああありりりりますますますます窒窒窒窒素素素素ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました空気空気空気空気分分分分離離離離でででで大大大大気気気気中中中中からからからから取取取取りりりり込込込込んんんんでででで得得得得ておておておておりまりまりまりますすすす。。。。残残残残るるるる水水水水素素素素をどういったをどういったをどういったをどういった形形形形でででで安安安安定的定的定的定的にににに調調調調達達達達するかがするかがするかがするかが私私私私どものアンどものアンどものアンどものアンモモモモニアニアニアニア事事事事業業業業のののの大大大大きなきなきなきなポポポポイントになるわけなイントになるわけなイントになるわけなイントになるわけなんんんんですがですがですがですが、、、、従従従従来来来来はははは、、、、戦戦戦戦前前前前、、、、戦戦戦戦後後後後、、、、いいいいろんろんろんろんななななややややりりりり方方方方でででで水水水水素素素素をををを確保確保確保確保してましてましてましてまいりましていりましていりましていりまして、、、、例例例例ええええばばばば、、、、皆様皆様皆様皆様方方方方ごごごご承承承承知知知知のののの水水水水のののの電電電電気気気気分分分分解解解解とかとかとかとか、、、、こういうこういうこういうこういう形形形形でもでもでもでも水水水水素素素素をををを得得得得たたたた時時時時代代代代ががががござござござございましたがいましたがいましたがいましたが、、、、直近直近直近直近ではではではでは、、、、いわゆるナフサをいわゆるナフサをいわゆるナフサをいわゆるナフサを海海海海外外外外からからからから輸輸輸輸入入入入しましてしましてしましてしまして、、、、これをこれをこれをこれを分分分分解解解解しましましましましてしてしてして、、、、そこからそこからそこからそこから水水水水素素素素をををを得得得得てアンてアンてアンてアンモモモモニアをニアをニアをニアを合成合成合成合成するするするする、、、、こういうことでアンこういうことでアンこういうことでアンこういうことでアンモモモモニアをニアをニアをニアをつくつくつくつくってってってってまいりましたまいりましたまいりましたまいりました。。。。今今今今回回回回はははは、、、、そのナフサからそのナフサからそのナフサからそのナフサからつくつくつくつくるアンるアンるアンるアンモモモモニアにかえましてニアにかえましてニアにかえましてニアにかえまして、、、、使使使使用済用済用済用済みのプラみのプラみのプラみのプラススススチチチチックをックをックをックを分分分分解解解解してしてしてして、、、、そこからそこからそこからそこから水水水水素素素素をををを得得得得てアンてアンてアンてアンモモモモニアをニアをニアをニアをつくつくつくつくっていこうということですっていこうということですっていこうということですっていこうということです。。。。言言言言ってみれってみれってみれってみればばばば、、、、従従従従来来来来ナフサからナフサからナフサからナフサからつくつくつくつくるアンるアンるアンるアンモモモモニアがニアがニアがニアが新品新品新品新品のののの石石石石油油油油からからからからつくつくつくつくるアンるアンるアンるアンモモモモニアならニアならニアならニアなら、、、、これからはこれからはこれからはこれからは、、、、ままままああああ、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックもックもックもックも石石石石油油油油ででででござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、使使使使用済用済用済用済みになりましたみになりましたみになりましたみになりました中古中古中古中古のののの石石石石油油油油からからからからつくつくつくつくるアンるアンるアンるアンモモモモニアとニアとニアとニアと、、、、こういうこういうこういうこういう考考考考ええええ方方方方でアンでアンでアンでアンモモモモニアをニアをニアをニアをつくつくつくつくっていっていっていっていくくくくというというというという事事事事業業業業ででででござござござございますいますいますいます。。。。     それらそれらそれらそれら 3 点点点点ごごごご紹介紹介紹介紹介いたしましたけれどもいたしましたけれどもいたしましたけれどもいたしましたけれども、、、、つくつくつくつくりましたりましたりましたりました化学化学化学化学製品製品製品製品ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、このこのこのこの表表表表のののの中中中中にににに、、、、例例例例ええええばばばば、、、、※※※※印印印印ががががああああるとこるとこるとこるところろろろががががあああありますがりますがりますがりますが、、、、これらはすべてこれらはすべてこれらはすべてこれらはすべて川崎川崎川崎川崎にににに立地立地立地立地するいするいするいするいろろろろんんんんなななな会社会社会社会社ささささんんんん、、、、企業企業企業企業ささささんやんやんやんや、、、、そのそのそのその他他他他横横横横浜浜浜浜やややや東京東京東京東京ののののいいいいろんろんろんろんなななな企業企業企業企業ささささんんんんにににに、、、、地地地地下下下下配配配配管管管管等等等等をををを使使使使いいいいましてましてましてまして、、、、パイプでパイプでパイプでパイプで供供供供給給給給をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいているということでいているということでいているということでいているということで、、、、こういったこういったこういったこういった基基基基礎礎礎礎化学化学化学化学品品品品のののの京京京京浜浜浜浜ココココンンンンビビビビナートへのナートへのナートへのナートへの安安安安定定定定供供供供給給給給工場工場工場工場でもでもでもでもああああるとるとるとると、、、、こういうこういうこういうこういう位位位位置置置置づけでづけでづけでづけで操操操操業業業業しておりますしておりますしておりますしております。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、本題本題本題本題のののの、、、、使使使使用済用済用済用済みのプラスみのプラスみのプラスみのプラスチチチチックのアンックのアンックのアンックのアンモモモモニアニアニアニア原料原料原料原料化化化化事事事事業業業業ににににつつつついていていていてごごごご紹介紹介紹介紹介いいいいたしますたしますたしますたします。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ごごごご承承承承知知知知のののの方方方方もももも多多多多いといといといと思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、日日日日本国内本国内本国内本国内のののの使使使使用済用済用済用済みプラスみプラスみプラスみプラスチチチチックックックックのののの今今今今現現現現在在在在のののの処処処処理理理理方方方方法法法法ににににつつつついていていていて概概概概括括括括的的的的ににににああああらわしておりますらわしておりますらわしておりますらわしております。。。。左側左側左側左側ににににあああありますようにりますようにりますようにりますように、、、、現現現現在在在在日日日日本国内本国内本国内本国内ではではではでは約約約約 1,000万万万万トンのトンのトンのトンの使使使使用済用済用済用済みのプラスみのプラスみのプラスみのプラスチチチチックがックがックがックが排排排排出出出出されていますされていますされていますされています。。。。約約約約 500万万万万トントントントンがががが家庭家庭家庭家庭からからからから出出出出るるるる一一一一般般般般廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物、、、、残残残残りのりのりのりの半半半半分分分分がががが工場工場工場工場からからからから出出出出るるるる産業産業産業産業廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。そそそそのうのうのうのうちちちちのおおよそのおおよそのおおよそのおおよそ半半半半分分分分がががが、、、、下下下下ににににあああありますようにりますようにりますようにりますように、、、、単単単単純純純純焼焼焼焼却却却却やややや埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処処処処分分分分というというというという形形形形になっになっになっになっておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、おおよそおおよそおおよそおおよそ半半半半分分分分がががが何何何何らかしらのらかしらのらかしらのらかしらの有効利用有効利用有効利用有効利用がされているというがされているというがされているというがされているという現現現現状状状状でででであああありますりますりますります。。。。ごごごご承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、有効利用有効利用有効利用有効利用のののの方方方方法法法法にもにもにもにも幾幾幾幾つつつつかのかのかのかの方方方方法法法法ががががござござござございますがいますがいますがいますが、、、、私私私私どもどもどもども昭昭昭昭和和和和電工電工電工電工ではではではでは、、、、そのうそのうそのうそのうちちちちののののケケケケミミミミカカカカルリサイクルルリサイクルルリサイクルルリサイクル、、、、ガガガガスススス化化化化のののの手法手法手法手法をををを使使使使いましていましていましていまして、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックをックをックをックを熱熱熱熱分分分分解解解解しししし、、、、ガガガガスをスをスをスを得得得得てててて、、、、それらのそれらのそれらのそれらのガガガガスをスをスをスを、、、、もともとのもともとのもともとのもともとの私私私私どものどものどものどもの、、、、先先先先ほほほほどどどど来来来来ごごごご説説説説明明明明するするするする化学化学化学化学プラントのプラントのプラントのプラントの原料原料原料原料としてとしてとしてとして活用活用活用活用しししし、、、、化学化学化学化学製品製品製品製品をををを製製製製造造造造しししし、、、、販販販販売売売売するとするとするとすると、、、、こういうこういうこういうこういう事事事事業業業業のののの位位位位置置置置づけでづけでづけでづけであああありますりますりますります。。。。 
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    私私私私どものどものどものどもの設設設設備備備備のののの概概概概要要要要ですですですです。。。。日当日当日当日当たりたりたりたり 195 トントントントン、、、、約約約約 200 トンのトンのトンのトンの回回回回収収収収プラスプラスプラスプラスチチチチックをックをックをックを投投投投入入入入すすすするるるる能力能力能力能力ががががござござござございましていましていましていまして、、、、これをもこれをもこれをもこれをもちちちちましてましてましてまして、、、、液液液液化化化化アンアンアンアンモモモモニアニアニアニアベベベベースなースなースなースなんんんんですがですがですがですが、、、、日当日当日当日当たりたりたりたり
175 トンのトンのトンのトンの液液液液化化化化アンアンアンアンモモモモニアをニアをニアをニアを製製製製造造造造することがすることがすることがすることが可能可能可能可能になりますになりますになりますになります。。。。設設設設備備備備のののの立地立地立地立地はははは、、、、ごごごごららららんんんんのとおのとおのとおのとおりでりでりでりでござござござございましていましていましていまして、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物処処処処理理理理法法法法上上上上のののの許許許許可可可可条件条件条件条件としてはとしてはとしてはとしては、、、、廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック類類類類のののの破破破破砕砕砕砕及及及及びびびび焼焼焼焼却却却却。。。。焼焼焼焼却却却却のののの方方方方法法法法ははははガガガガスススス化化化化改改改改質質質質方方方方式式式式というというというという許許許許可可可可でででで操操操操業業業業しておりますしておりますしておりますしております。。。。     ここでここでここでここで、、、、私私私私どものどものどものどもの原料原料原料原料化化化化プロセスにプロセスにプロセスにプロセスにつつつついていていていて少少少少ししししごごごご説説説説明明明明をしをしをしをしておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。まずまずまずまず、、、、日当日当日当日当たりたりたりたり 195 トンのトンのトンのトンの回回回回収収収収プラスプラスプラスプラスチチチチックをックをックをックを持持持持ってまいりましてってまいりましてってまいりましてってまいりまして、、、、これをこれをこれをこれを、、、、前前前前処処処処理理理理といいましといいましといいましといいましてててて、、、、破破破破砕砕砕砕してしてしてして、、、、一一一一たたたたんんんん粉粉粉粉砕砕砕砕しましてしましてしましてしまして、、、、押押押押しししし出出出出しししし成形成形成形成形をしましてをしましてをしましてをしまして、、、、ここでここでここでここで減容減容減容減容をををを成形成形成形成形――――――――俗俗俗俗にににに、、、、私私私私どもでもどもでもどもでもどもでも RPF とととと呼呼呼呼んんんんでいるでいるでいるでいるんんんんですがですがですがですが――――――――これをこれをこれをこれを一一一一たたたたんんんん製製製製造造造造いたしますいたしますいたしますいたします。。。。そのそのそのその RPFをををを、、、、先先先先ほほほほどどどど少少少少しししし写写写写真真真真をををを出出出出していたしていたしていたしていただだだだきましたけれどもきましたけれどもきましたけれどもきましたけれども、、、、私私私私どものどものどものどものガガガガスススス化設化設化設化設備備備備にににに投投投投じじじじましてましてましてまして、、、、ここここちちちちらでらでらでらで熱熱熱熱分分分分解解解解してしてしてして、、、、ガガガガスススス化化化化してしてしてして、、、、ここでここでここでここで水水水水素素素素とととと一一一一酸酸酸酸化化化化炭素炭素炭素炭素ガガガガスをスをスをスを得得得得ますますますます。。。。それらのそれらのそれらのそれらのガガガガススススをををを、、、、ガガガガスススス洗洗洗洗浄浄浄浄といいましてといいましてといいましてといいまして、、、、アルアルアルアルカカカカリでリでリでリでガガガガスをスをスをスを洗洗洗洗いいいい流流流流すわけですがすわけですがすわけですがすわけですが、、、、いたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、ガガガガスススス中中中中にににに含含含含まれておりますまれておりますまれておりますまれております塩塩塩塩素素素素分分分分――――――――塩塩塩塩ビビビビ等等等等がががが入入入入っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので――――――――塩塩塩塩素素素素分分分分がががが出出出出てまいりまてまいりまてまいりまてまいりますすすす。。。。このこのこのこの塩塩塩塩素素素素分分分分をををを回回回回収収収収いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、先先先先ほほほほどどどど少少少少しししし触触触触れましたけれどもれましたけれどもれましたけれどもれましたけれども、、、、私私私私どもどもどもども、、、、ソソソソーダーダーダーダ工工工工業業業業ををををややややっておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、このこのこのこの原料原料原料原料塩塩塩塩のののの一一一一部部部部としてとしてとしてとして投投投投じじじじててててあげあげあげあげますとますとますとますと、、、、再再再再びびびび苛苛苛苛性性性性ソソソソーダでーダでーダでーダですとかすとかすとかすとか、、、、塩塩塩塩素素素素がががが製製製製造造造造しししし、、、、販販販販売売売売できるとできるとできるとできると、、、、こういうルートでこういうルートでこういうルートでこういうルートでござござござございますいますいますいます。。。。     本流本流本流本流ののののガガガガスのスのスのスのほほほほうはうはうはうは、、、、そのそのそのその後後後後、、、、CO転転転転化化化化といいましてといいましてといいましてといいまして、、、、一一一一酸酸酸酸化化化化炭素炭素炭素炭素ガガガガスにスにスにスに水水水水をををを加加加加えますとえますとえますとえますと、、、、二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素にシフトされましてにシフトされましてにシフトされましてにシフトされまして、、、、水水水水素素素素とととと二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素ガガガガスのスのスのスの混混混混合合合合ガガガガスになりますスになりますスになりますスになります。。。。それをそれをそれをそれを脱脱脱脱硫硫硫硫等等等等でででで硫黄硫黄硫黄硫黄をををを除去除去除去除去しましてしましてしましてしまして、、、、このこのこのこの除去除去除去除去しまししまししまししましたたたた硫黄硫黄硫黄硫黄もももも、、、、私私私私どもどもどもども、、、、硫黄硫黄硫黄硫黄をををを出出出出発発発発原料原料原料原料にするにするにするにする化化化化学学学学製品製品製品製品、、、、例例例例ええええばばばば漂漂漂漂白剤白剤白剤白剤とかとかとかとか、、、、そういったものになるそういったものになるそういったものになるそういったものになる製品製品製品製品ががががござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、それらのそれらのそれらのそれらの原料原料原料原料にににに充充充充てていてていてていてていくくくくというというというというややややりりりり方方方方ででででござござござございますいますいますいます。。。。     硫黄硫黄硫黄硫黄をををを除去除去除去除去したしたしたした後後後後ののののガガガガスススス、、、、水水水水素素素素とととと炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスにスにスにスにつつつつきましてきましてきましてきまして、、、、これらをこれらをこれらをこれらを既既既既存存存存のアンのアンのアンのアンモモモモニアプニアプニアプニアプラントにラントにラントにラントに投投投投じじじじましてましてましてまして、、、、日当日当日当日当たりたりたりたり 175 トンのアントンのアントンのアントンのアンモモモモニアをニアをニアをニアをつくつくつくつくるるるる。。。。水水水水素素素素はははは、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言いましいましいましいましたようにたようにたようにたように、、、、窒窒窒窒素素素素とととと合成合成合成合成しましてアンしましてアンしましてアンしましてアンモモモモニアということになりますけれどもニアということになりますけれどもニアということになりますけれどもニアということになりますけれども、、、、炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスもスもスもスも、、、、私私私私どもどもどもども、、、、炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガススススメメメメーーーーカカカカーでもーでもーでもーでもござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、これをこれをこれをこれを液液液液化化化化炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスススス、、、、ないしはないしはないしはないしはドドドドライアライアライアライアイスというイスというイスというイスという形形形形でででで製品製品製品製品炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガススススとしてとしてとしてとして従従従従来来来来どおりどおりどおりどおり販販販販売売売売をしていをしていをしていをしていくくくくというというというという流流流流れでれでれでれでござござござございますいますいますいます。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、工工工工程程程程ににににつつつついていていていて少少少少しししし詳詳詳詳ししししくごくごくごくご説説説説明明明明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。     これがこれがこれがこれが、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが現現現現在在在在利用利用利用利用しておりますしておりますしておりますしております原料原料原料原料プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック、、、、使使使使用済用済用済用済みのプラスみのプラスみのプラスみのプラスチチチチックのックのックのックの荷荷荷荷姿姿姿姿ででででござござござございますいますいますいます。。。。私私私私どもではどもではどもではどもでは、、、、現現現現在在在在 2 種種種種類類類類のののの使使使使用済用済用済用済みのプラスみのプラスみのプラスみのプラスチチチチックをックをックをックを調調調調達達達達しておりましておりましておりましておりましてしてしてして、、、、大大大大多多多多数数数数がががが、、、、ごごごごららららんんんんのようなのようなのようなのような、、、、ごごごご承承承承知知知知のののの方方方方もももも多多多多いいいいんんんんですがですがですがですが、、、、容器容器容器容器包包包包装装装装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ののののプラスプラスプラスプラスチチチチックックックック性性性性容器容器容器容器包包包包装装装装、、、、俗俗俗俗にににに「「「「そのそのそのその他他他他プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック」」」」とととと言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております、、、、ペペペペットットットットボボボボトトトトルルルル以以以以外外外外のプラスのプラスのプラスのプラスチチチチックになりますックになりますックになりますックになります。。。。例例例例ええええばばばば、、、、家庭家庭家庭家庭でおでおでおでお使使使使いのシャンプーのいのシャンプーのいのシャンプーのいのシャンプーのボボボボトルですとかトルですとかトルですとかトルですとか、、、、パンのパンのパンのパンの袋袋袋袋とかとかとかとか、、、、スーパーのスーパーのスーパーのスーパーのレレレレジジジジ袋袋袋袋とかとかとかとか、、、、こういったこういったこういったこういった、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル以以以以外外外外のののの、、、、いわゆるそのいわゆるそのいわゆるそのいわゆるその他他他他のののの容器容器容器容器やややや包包包包装装装装類類類類、、、、こういうものがこういうものがこういうものがこういうものが主主主主原料原料原料原料ででででござござござございますいますいますいます。。。。それにそれにそれにそれに多多多多少少少少産業産業産業産業廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物もももも加加加加えなえなえなえながらがらがらがらややややっておりますけれどもっておりますけれどもっておりますけれどもっておりますけれども、、、、圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的にににに容器容器容器容器包包包包装装装装プラスプラスプラスプラスチチチチックのそのックのそのックのそのックのその他他他他プラスプラスプラスプラスチチチチックをックをックをックを原原原原料料料料にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。     容容容容リリリリ法法法法ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては後後後後ほほほほどもまたどもまたどもまたどもまた詳詳詳詳ししししくごくごくごくご説説説説明明明明ががががああああるるるるんだろんだろんだろんだろうとうとうとうと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、各各各各住住住住民民民民ささささんんんんがががが分分分分別別別別をしていたをしていたをしていたをしていただだだだいたものをいたものをいたものをいたものを、、、、地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体がががが回回回回収収収収いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、ごごごごららららんんんんのよのよのよのよ



 129

うなうなうなうな、、、、こういうこういうこういうこういう一固一固一固一固まりのサイまりのサイまりのサイまりのサイココココロロロロ状状状状のののの荷荷荷荷姿姿姿姿にににに地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体ががががややややっていたっていたっていたっていただだだだけるというとこけるというとこけるというとこけるというところろろろになりますになりますになりますになります。。。。私私私私どもがどもがどもがどもが担当担当担当担当するするするする自治体自治体自治体自治体ささささんんんんにににに、、、、こういうこういうこういうこういう状状状状態態態態のものをのものをのものをのものを取取取取りにいきましてりにいきましてりにいきましてりにいきまして、、、、そこからそこからそこからそこから処処処処理理理理がががが開始開始開始開始されるというされるというされるというされるという流流流流れになりますれになりますれになりますれになります。。。。     引引引引きききき取取取取ってきたものをってきたものをってきたものをってきたものを、、、、先先先先ほほほほどどどど少少少少しししし説説説説明明明明しましたしましたしましたしました破破破破砕砕砕砕成形設成形設成形設成形設備備備備にににに投投投投じじじじましてましてましてまして、、、、まずはまずはまずはまずは、、、、このこのこのこの破破破破砕砕砕砕機機機機でででで大体大体大体大体 3 センセンセンセンチチチチからからからから 4 センセンセンセンチチチチ角程角程角程角程度度度度にににに粉粉粉粉砕砕砕砕いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、粉粉粉粉砕砕砕砕したものをしたものをしたものをしたものを押押押押しししし出出出出しししし成形成形成形成形機機機機でででで、、、、ままままああああ、、、、若干若干若干若干のののの熱熱熱熱をかけながらをかけながらをかけながらをかけながら、、、、押押押押しししし出出出出しししし成形成形成形成形をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。成形成形成形成形されてでされてでされてでされてできましたものがきましたものがきましたものがきましたものが、、、、このこのこのこの RPF、、、、これはいこれはいこれはいこれはいろんろんろんろんなななな大大大大きさのものがきさのものがきさのものがきさのものが世世世世のののの中中中中にはにはにはにはああああるるるるんんんんですがですがですがですが、、、、私私私私どもではどもではどもではどもでは直直直直径径径径 25 ミリからミリからミリからミリから 30 ミリミリミリミリ程程程程度度度度、、、、長長長長さがさがさがさが 50 ミリからミリからミリからミリから 100 ミリミリミリミリ程程程程度度度度のののの、、、、木木木木炭炭炭炭状状状状といいといいといいといいましましましましょょょょうかうかうかうか、、、、こういったものをこういったものをこういったものをこういったものを一一一一たたたたんんんん製製製製造造造造いたしますいたしますいたしますいたします。。。。     続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、ガガガガスススス化化化化工工工工程程程程ににににつつつついていていていてごごごご紹介紹介紹介紹介いたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、こういったこういったこういったこういったガガガガスススス化設化設化設化設備備備備をををを、、、、同同同同じじじじくくくく私私私私どものどものどものどもの工場工場工場工場内内内内にににに建建建建設設設設しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、ここここちちちちらにらにらにらに先先先先ほほほほどのどのどのどの RPF をををを投投投投じじじじましてましてましてまして、、、、ここでここでここでここで熱熱熱熱分分分分解解解解していしていしていしていくくくくということになりますということになりますということになりますということになります。。。。私私私私どものリサイクルどものリサイクルどものリサイクルどものリサイクル工工工工程程程程のののの心心心心臓臓臓臓部部部部がこのがこのがこのがこのガガガガスススス化分化分化分化分解解解解炉炉炉炉ででででござござござございましていましていましていまして、、、、加加加加圧圧圧圧二二二二段段段段式式式式ガガガガスススス化分化分化分化分解解解解炉炉炉炉とととと言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。このこのこのこの技術技術技術技術はははは私私私私どものどものどものどもの開開開開発技術発技術発技術発技術ではではではではござござござございませいませいませいませんんんんでででで、、、、先先先先ほほほほどどどど基基基基調調調調講演講演講演講演をされましたをされましたをされましたをされました藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長ささささんんんんがいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃるるるる荏荏荏荏原製原製原製原製作作作作所所所所ささささんんんんとととと、、、、化学会社化学会社化学会社化学会社ででででござござござございますいますいますいます宇宇宇宇部部部部興興興興産産産産ささささんんんんのののの共共共共同同同同開発技術開発技術開発技術開発技術をををを、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが技術技術技術技術供供供供与与与与をををを受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、ここここちちちちらでらでらでらで運転運転運転運転をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいているといういているといういているといういているという技術技術技術技術ででででござござござございますいますいますいます。。。。 先先先先ほほほほどどどどつくつくつくつくりましたりましたりましたりました RPF をこをこをこをこちちちちらにらにらにらに持持持持ちちちち込込込込みましてみましてみましてみまして、、、、まずまずまずまず、、、、低温低温低温低温ガガガガスススス化化化化炉炉炉炉とととと高温高温高温高温ガガガガスススス化化化化炉炉炉炉とととと、、、、2 段階段階段階段階でででで構成構成構成構成されておりますけれどもされておりますけれどもされておりますけれどもされておりますけれども、、、、このこのこのこの低温低温低温低温ガガガガスススス化化化化炉炉炉炉にににに最初最初最初最初にににに投投投投じじじじていきますていきますていきますていきます。。。。このこのこのこの低温低温低温低温ガガガガスススス化化化化炉炉炉炉はははは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる流動流動流動流動床床床床式式式式とととと申申申申しましてしましてしましてしまして、、、、このこのこのこの中中中中にににに砂砂砂砂がががが舞舞舞舞っておりますっておりますっておりますっております。。。。そそそそのののの流動流動流動流動床床床床炉炉炉炉のののの中中中中にににに、、、、少量少量少量少量のののの酸素酸素酸素酸素とととと蒸蒸蒸蒸気気気気をををを吹吹吹吹きききき込込込込みましてみましてみましてみまして、、、、蒸蒸蒸蒸気気気気のののの熱熱熱熱でででで砂砂砂砂をををを熱熱熱熱しましてしましてしましてしまして、、、、そそそそのののの砂砂砂砂にプラスにプラスにプラスにプラスチチチチックがックがックがックが触触触触れることでれることでれることでれることで、、、、固体固体固体固体のプラスのプラスのプラスのプラスチチチチックがックがックがックが気気気気化化化化、、、、ガガガガスススス化化化化してしてしてして、、、、このこのこのこの炉炉炉炉のののの中中中中でででで上上上上にににに上上上上がっていがっていがっていがっていくくくく。。。。こういうことでこういうことでこういうことでこういうことで熱熱熱熱分分分分解解解解をしていをしていをしていをしていくくくくということになりますということになりますということになりますということになります。。。。 そのそのそのその後後後後、、、、ガガガガスはスはスはスは、、、、高温高温高温高温ガガガガスススス化化化化炉炉炉炉にににに移移移移っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。申申申申しおしおしおしおくくくくれましたがれましたがれましたがれましたが、、、、ここここちちちちらのらのらのらの低温低温低温低温ガガガガスススス化化化化炉炉炉炉はははは、、、、温温温温度度度度がががが大体大体大体大体 600 度度度度からからからから 800 度度度度程程程程度度度度ですですですです。。。。圧圧圧圧力力力力がががが 1メメメメガガガガパスパスパスパスカカカカルルルル、、、、おおよそおおよそおおよそおおよそ 10気気気気圧圧圧圧ぐぐぐぐらいになりますけれどもらいになりますけれどもらいになりますけれどもらいになりますけれども、、、、1メメメメガガガガパスパスパスパスカカカカルでルでルでルで運転運転運転運転しておりますしておりますしておりますしております。。。。 そのそのそのその後後後後、、、、高温高温高温高温ガガガガスススス化化化化炉炉炉炉、、、、ここここちちちちらはらはらはらは 1,300 度度度度からからからから 1,400 度度度度ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、同同同同じじじじくくくく 1メメメメガガガガパスパスパスパスカカカカルでルでルでルで運転運転運転運転しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、ここここちちちちらでらでらでらで、、、、低温低温低温低温ガガガガスススス化化化化炉炉炉炉でできましたでできましたでできましたでできましたガガガガスをさらにスをさらにスをさらにスをさらに高温高温高温高温でででで分分分分解解解解をををを進進進進めましてめましてめましてめまして、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、水水水水素素素素とととと一一一一酸酸酸酸化化化化炭素炭素炭素炭素ガガガガスススス、、、、ここまでここまでここまでここまで分分分分解解解解をををを進進進進めまめまめまめましてしてしてして、、、、そのそのそのその後後後後、、、、そのそのそのその中中中中ののののガガガガスをスをスをスを急冷急冷急冷急冷いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、200 度度度度程程程程度度度度までまでまでまで急冷急冷急冷急冷しししし、、、、出出出出されましたされましたされましたされましたガガガガスをスをスをスをガガガガスススス洗洗洗洗浄浄浄浄、、、、CO転転転転化化化化、、、、脱脱脱脱硫硫硫硫とととと経経経経ましてましてましてまして、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、アンアンアンアンモモモモニアプラニアプラニアプラニアプラントにントにントにントに製品原料製品原料製品原料製品原料ガガガガスとしてスとしてスとしてスとして供供供供給給給給していしていしていしていくくくく、、、、こういうこういうこういうこういう流流流流れになっておりますれになっておりますれになっておりますれになっております。。。。 これがこれがこれがこれが、、、、最終最終最終最終的的的的なリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクル製品製品製品製品になりますアンになりますアンになりますアンになりますアンモモモモニアをニアをニアをニアを合成合成合成合成するするするする私私私私どものアンどものアンどものアンどものアンモモモモニアニアニアニアプラントでプラントでプラントでプラントでござござござございましていましていましていまして、、、、今使今使今使今使用用用用しておりますアンしておりますアンしておりますアンしておりますアンモモモモニアプラントはニアプラントはニアプラントはニアプラントは、、、、昭昭昭昭和和和和 40 年年年年代代代代のののの初期初期初期初期にににに、、、、ナフサナフサナフサナフサ分分分分解解解解法法法法でででで建建建建設設設設いたしましたアンいたしましたアンいたしましたアンいたしましたアンモモモモニアプラントでニアプラントでニアプラントでニアプラントでござござござございましていましていましていまして、、、、おおおおおおおおよそをおよそをおよそをおよそをお話話話話ししますとししますとししますとししますと、、、、ここここちちちちらでらでらでらで、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの合成合成合成合成ガガガガスからスからスからスから炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスをスをスをスを分分分分離離離離いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、これをこれをこれをこれを、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、液液液液化化化化炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスススス、、、、ないしはないしはないしはないしはドドドドライアイスというライアイスというライアイスというライアイスという形形形形でででで製品製品製品製品化化化化しまししまししまししましてててて、、、、販販販販売売売売していしていしていしていくくくく。。。。残残残残ったったったった水水水水素素素素ガガガガスとスとスとスと空気空気空気空気中中中中からからからから取取取取りましたりましたりましたりました窒窒窒窒素素素素ガガガガスをスをスをスを、、、、ここでアンここでアンここでアンここでアンモモモモニニニニアにアにアにアに合成合成合成合成していしていしていしていくくくくということになりますということになりますということになりますということになります。。。。 
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私私私私どものアンどものアンどものアンどものアンモモモモニアニアニアニア原料原料原料原料化化化化事事事事業業業業のののの位位位位置置置置づけでづけでづけでづけであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、冒冒冒冒頭頭頭頭からからからから申申申申しししし上上上上げげげげておておておておりますとおりりますとおりりますとおりりますとおり、、、、私私私私どもどもどもども、、、、昭昭昭昭和和和和電工電工電工電工にとりましてこのアンにとりましてこのアンにとりましてこのアンにとりましてこのアンモモモモニアニアニアニア事事事事業業業業はははは、、、、七七七七十十十十数数数数年年年年来来来来続続続続いていていていてまいりましたまいりましたまいりましたまいりました基基基基盤盤盤盤事事事事業業業業のののの 1 つつつつででででござござござございますいますいますいます。。。。このこのこのこの基基基基盤盤盤盤事事事事業業業業をををを今後今後今後今後もももも安安安安定的定的定的定的にににに、、、、継継継継続的続的続的続的にににに事事事事業業業業をををを続続続続けるためのけるためのけるためのけるための原料原料原料原料のののの安安安安定定定定供供供供給給給給事事事事業業業業というというというという位位位位置置置置づけでづけでづけでづけで今今今今回回回回のののの事事事事業業業業ををををややややっておりますっておりますっておりますっております。。。。ここここれまではれまではれまではれまでは、、、、ごごごごららららんんんんのようなのようなのようなのような、、、、ままままああああ、、、、新品新品新品新品のののの石石石石油由油由油由油由来来来来のののの合成合成合成合成ガガガガスでアンスでアンスでアンスでアンモモモモニアをニアをニアをニアを製製製製造造造造してましてましてましてまいりましたけれどもいりましたけれどもいりましたけれどもいりましたけれども、、、、今後今後今後今後はははは、、、、使使使使用済用済用済用済みのプラスみのプラスみのプラスみのプラスチチチチックックックック由由由由来来来来のののの合成合成合成合成ガガガガスをスをスをスを主体主体主体主体にににに、、、、これかこれかこれかこれかららららつくつくつくつくるアンるアンるアンるアンモモモモニアということでニアということでニアということでニアということで今後今後今後今後のののの事事事事業業業業をををを安安安安定的定的定的定的にしていきたいというにしていきたいというにしていきたいというにしていきたいというふふふふうにうにうにうに思思思思ってってってっておりますおりますおりますおります。。。。 私私私私どものどものどものどもの事事事事業業業業のののの特徴特徴特徴特徴ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、これまでおこれまでおこれまでおこれまでお話話話話ししてまいりましたことのししてまいりましたことのししてまいりましたことのししてまいりましたことの繰繰繰繰りりりり返返返返ししししになるかもしれませになるかもしれませになるかもしれませになるかもしれませんんんんがががが、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、あくあくあくあくまでまでまでまで製製製製造造造造業業業業としてとしてとしてとして、、、、化学化学化学化学工工工工業業業業としてとしてとしてとして、、、、化学化学化学化学製品製品製品製品ををををつくつくつくつくるるるるためのためのためのための原料原料原料原料調調調調達達達達というというというという位位位位置置置置づけでこのづけでこのづけでこのづけでこの事事事事業業業業をををを始始始始めましたがめましたがめましたがめましたが、、、、そのそのそのその一方一方一方一方でででで、、、、ややややはりはりはりはり廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物処処処処理理理理業業業業ををををややややるというるというるというるという側側側側面面面面もももも当当当当然然然然ああああるわけでるわけでるわけでるわけでござござござございましていましていましていまして、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物処処処処理理理理業業業業というというというという側側側側面面面面からからからから見見見見ますとますとますとますと、、、、最終最終最終最終的的的的なななな化学化学化学化学製品製品製品製品をををを安安安安定的定的定的定的ににににつくつくつくつくることがることがることがることが可能可能可能可能ででででああああるるるる。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製品製品製品製品ををををつくつくつくつくるるるる製製製製造造造造プラントをもともとプラントをもともとプラントをもともとプラントをもともと有有有有しているしているしているしている。。。。それとそれとそれとそれと同同同同時時時時にリサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクル製品製品製品製品のののの販販販販路路路路とととと顧顧顧顧客客客客基基基基盤盤盤盤をををを有有有有しているということがしているということがしているということがしているということが私私私私どものリサイクルどものリサイクルどものリサイクルどものリサイクル事事事事業業業業からからからから見見見見てのてのてのての大大大大きなきなきなきな特徴特徴特徴特徴ではないかとではないかとではないかとではないかといういういういうふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 主主主主製品製品製品製品でででであああありますアンりますアンりますアンりますアンモモモモニアですがニアですがニアですがニアですが、、、、ということでということでということでということで、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物由由由由来来来来のアンのアンのアンのアンモモモモニアというこニアというこニアというこニアということになりましたとになりましたとになりましたとになりましたのでのでのでので、、、、環境調和型環境調和型環境調和型環境調和型のエのエのエのエココココアンアンアンアンモモモモニアニアニアニア、、、、ままままああああ、、、、EcoAnn（（（（エエエエココココアンアンアンアン））））というこというこというこということでとでとでとで、、、、現現現現在在在在商標商標商標商標登登登登録録録録させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、販販販販売売売売活動活動活動活動をををを行行行行っているっているっているっている。。。。いわゆるグリーンいわゆるグリーンいわゆるグリーンいわゆるグリーン製製製製品品品品ででででああああるというるというるというるという位位位位置置置置づけでづけでづけでづけで行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。アンアンアンアンモモモモニアですのでニアですのでニアですのでニアですので、、、、これはこれはこれはこれはごごごご承承承承知知知知のののの方方方方もももも多多多多いといといといと思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、無無無無色色色色透透透透明明明明のののの、、、、状状状状態態態態ではではではでは気気気気体体体体でででであああありましてりましてりましてりまして、、、、温温温温度度度度をををを下下下下げげげげるとるとるとると液液液液体体体体になるになるになるになるんんんんですがですがですがですが、、、、こういうこういうこういうこういう、、、、何何何何のののの変変変変哲哲哲哲もないもないもないもない化学化学化学化学製品製品製品製品ででででござござござございましていましていましていまして、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物になったからといになったからといになったからといになったからといいましていましていましていまして、、、、ももももちろんちろんちろんちろん品品品品質質質質がががが変変変変わるわけでなしわるわけでなしわるわけでなしわるわけでなし、、、、見見見見たたたた目目目目にににに姿姿姿姿がががが変変変変わるわけではないわるわけではないわるわけではないわるわけではないんんんんですがですがですがですが、、、、こういうグリーンこういうグリーンこういうグリーンこういうグリーン製品製品製品製品ででででああああるということでるということでるということでるということで差差差差別別別別化化化化をををを行行行行いましていましていましていまして、、、、販販販販売売売売をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいていていていているということでいるということでいるということでいるということでござござござございますいますいますいます。。。。 最後最後最後最後になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、冒冒冒冒頭頭頭頭申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市ささささんんんんのエのエのエのエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業のののの一環一環一環一環としてこのとしてこのとしてこのとしてこの事事事事業業業業ををををややややらさせていたらさせていたらさせていたらさせていただだだだいておりましていておりましていておりましていておりまして、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、使使使使用用用用するするするする原料原料原料原料はははは、、、、容器容器容器容器包包包包装装装装プラスプラスプラスプラスチチチチックをックをックをックを主主主主原料原料原料原料にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。今今今今現現現現在在在在、、、、これはこれはこれはこれは、、、、このこのこのこの容器容器容器容器包包包包装装装装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法のののの入入入入札札札札のののの仕仕仕仕組組組組みがみがみがみがござござござございましていましていましていまして、、、、全全全全国一国一国一国一区区区区でいでいでいでいろんろんろんろんなななな町町町町からからからから私私私私どもどもどもどもののののほほほほうにうにうにうに原料原料原料原料としてとしてとしてとして供供供供給給給給していたしていたしていたしていただだだだいているといういているといういているといういているという状況状況状況状況ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、ままままだだだだ地地地地元元元元川崎川崎川崎川崎市市市市ささささんんんんののののほほほほうではうではうではうでは、、、、そのそのそのその他他他他プラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックの分分分分別別別別がまがまがまがまだだだだこれからでこれからでこれからでこれからでああああるというこるというこるというこるということでとでとでとでござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、願願願願わわわわくばくばくばくば、、、、早期早期早期早期にプラスにプラスにプラスにプラスチチチチックのックのックのックの分分分分別別別別もおもおもおもお願願願願いできれいできれいできれいできればばばば、、、、地地地地元元元元企業企業企業企業としてとしてとしてとして、、、、川崎川崎川崎川崎のエのエのエのエココココタタタタウウウウンンンン企業企業企業企業としてとしてとしてとして、、、、ぜひぜひぜひぜひそのリサイクルのそのリサイクルのそのリサイクルのそのリサイクルの一一一一端端端端をををを担担担担わせていたわせていたわせていたわせていただだだだきたきたきたきたいなといういなといういなといういなというふふふふうにもうにもうにもうにも思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、最終最終最終最終的的的的なリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクル製品製品製品製品でででであああありますアンりますアンりますアンりますアンモモモモニアでニアでニアでニアでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、川崎川崎川崎川崎をはをはをはをはじじじじめとするめとするめとするめとする京京京京浜浜浜浜臨臨臨臨海海海海部部部部のののの企業企業企業企業のののの皆皆皆皆ささささんんんんにににに、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、パイプラインパイプラインパイプラインパイプライン、、、、ないしないしないしないしはローリーはローリーはローリーはローリー車車車車等等等等でもともとでもともとでもともとでもともと供供供供給給給給をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいておりますがいておりますがいておりますがいておりますが、、、、こういうリサイクルこういうリサイクルこういうリサイクルこういうリサイクル製品製品製品製品をこのをこのをこのをこの地地地地元元元元のののの企業企業企業企業のののの皆皆皆皆ささささんんんんにもよりにもよりにもよりにもより一層一層一層一層おおおお使使使使いいたいいたいいたいいただだだだけれけれけれければばばば、、、、このエこのエこのエこのエココココタタタタウウウウンとしてのンとしてのンとしてのンとしての意意意意
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義義義義やややや、、、、私私私私どものどものどものどもの企業企業企業企業性性性性やややや、、、、そういったものもよりそういったものもよりそういったものもよりそういったものもより一層一層一層一層上上上上がってがってがってがってくくくくるるるるんんんんではなかではなかではなかではなかろろろろうかなとうかなとうかなとうかなといういういういうふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 そういうことでそういうことでそういうことでそういうことでござござござございましていましていましていまして、、、、始始始始めてまめてまめてまめてまだだだだ 2 年目年目年目年目ででででござござござございますいますいますいます。。。。ままままだだだだままままだだだだ技術的技術的技術的技術的にもにもにもにも、、、、経済的経済的経済的経済的にもにもにもにも、、、、今後今後今後今後努努努努力力力力すべきすべきすべきすべき点点点点がががが非非非非常常常常にににに多多多多いのはいのはいのはいのは事事事事実実実実ななななんんんんですがですがですがですが、、、、川崎川崎川崎川崎のののの地地地地元元元元自治体自治体自治体自治体やややや地地地地元元元元企業企業企業企業のののの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆ささささんんんんからよりからよりからよりからより一層一層一層一層ののののごごごご支援支援支援支援をいたをいたをいたをいただだだだきながらきながらきながらきながら精精精精いっいっいっいっぱぱぱぱいがいがいがいがんばんばんばんばっていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。今後今後今後今後ともともともともぜひぜひぜひぜひごごごご支援支援支援支援をいたをいたをいたをいただだだだけれけれけれければあばあばあばありがたいとりがたいとりがたいとりがたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。どうもどうもどうもどうもごごごご清清清清聴聴聴聴あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 平倉平倉平倉平倉様様様様、、、、あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。     続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、使使使使用済用済用済用済みみみみペペペペットットットットボボボボトルをトルをトルをトルを原料原料原料原料としてとしてとしてとして、、、、再再再再利用利用利用利用のためののためののためののためのペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル樹樹樹樹脂脂脂脂をををを生成生成生成生成されますされますされますされますペペペペットリットリットリットリババババースースースース株式株式株式株式会社取会社取会社取会社取締役締役締役締役社社社社長長長長室室室室長長長長、、、、細川洋細川洋細川洋細川洋一一一一様様様様にににに事例報告事例報告事例報告事例報告をおをおをおをお願願願願いいいいいいいいたしますたしますたしますたします。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、細川細川細川細川様様様様、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 細川細川細川細川社社社社長長長長室室室室長長長長 ごごごご紹介紹介紹介紹介ににににああああずかりましたずかりましたずかりましたずかりました、、、、ペペペペットリットリットリットリババババースースースース、、、、細川細川細川細川ででででござござござございますいますいますいます。。。。ししししばばばばららららくくくくのののの間間間間、、、、おおおおつつつつきききき合合合合いいいい願願願願いたいといたいといたいといたいと存存存存じじじじますますますます。。。。     今今今今回回回回、「、「、「、「ペペペペットットットット toペペペペットリサイクルのットリサイクルのットリサイクルのットリサイクルの取組取組取組取組みとみとみとみと課題課題課題課題」」」」というというというという表題表題表題表題をいたをいたをいたをいただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。このこのこのこのペペペペットットットット toペペペペットといいますのはットといいますのはットといいますのはットといいますのは、、、、皆様皆様皆様皆様よよよよくくくくおおおお手手手手にされますにされますにされますにされますペペペペットットットットボボボボトルでトルでトルでトルでござござござございますいますいますいますがががが、、、、このこのこのこのペペペペットをットをットをットを再再再再びびびびペペペペットにットにットにットに戻戻戻戻すというリサイクルすというリサイクルすというリサイクルすというリサイクル、、、、これをこれをこれをこれを当当当当社社社社ががががややややっておりますっておりますっておりますっております関係関係関係関係上上上上、、、、それをそれをそれをそれを表題表題表題表題といたといたといたといただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。     当当当当社社社社、、、、ペペペペットリットリットリットリババババースとースとースとースと申申申申しますしますしますします。。。。このこのこのこのペペペペットリットリットリットリババババースというースというースというースという社社社社名名名名のののの由由由由来来来来ででででござござござございますいますいますいますがこれはがこれはがこれはがこれは、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたいましたいましたいましたペペペペットットットット、、、、ペペペペットットットットボボボボトルにトルにトルにトルに使使使使われるわれるわれるわれるペペペペットですがットですがットですがットですが、、、、このこのこのこのペペペペットットットットといいますのはといいますのはといいますのはといいますのは、、、、実実実実はははは、、、、ポポポポリエリエリエリエチレチレチレチレン・テン・テン・テン・テレレレレフタフタフタフタレレレレートというもののートというもののートというもののートというものの略略略略称称称称ででででござござござございますいますいますいます。。。。このこのこのこのペペペペットをリットをリットをリットをリババババースースースース、、、、再再再再びびびび生生生生まれまれまれまれ返返返返せるせるせるせる、、、、再再再再生生生生するというとこするというとこするというとこするというところろろろからからからからペペペペットリットリットリットリババババースとースとースとースといういういういう社社社社名名名名がががが生生生生まれておりますまれておりますまれておりますまれております。。。。まさしまさしまさしまさしくくくく会会会会社社社社のののの事事事事業目的業目的業目的業目的そのものをそのものをそのものをそのものを社社社社名名名名にしたようなにしたようなにしたようなにしたような次第次第次第次第ででででござござござございますいますいますいます。。。。     循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指すゼロエミッションすゼロエミッションすゼロエミッションすゼロエミッション構想構想構想構想のののの推進推進推進推進のためにのためにのためにのために、、、、エエエエココココタタタタウウウウンンンン、、、、環境調和型環境調和型環境調和型環境調和型ままままちちちちづづづづくくくくりのりのりのりの推進推進推進推進事事事事業業業業としてとしてとしてとして当当当当社社社社のののの事事事事業業業業がががが川崎川崎川崎川崎市市市市よりよりよりよりごごごご認認認認定定定定賜賜賜賜りましてりましてりましてりまして、、、、当当当当市市市市川崎区川崎区川崎区川崎区扇扇扇扇町町町町にににに工場工場工場工場をををを建建建建設設設設したようなしたようなしたようなしたような次第次第次第次第ででででござござござございますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、立地立地立地立地場所場所場所場所はははは、、、、昭昭昭昭和和和和電工電工電工電工ささささんんんんのすのすのすのすぐぐぐぐおおおお隣隣隣隣にににに立地立地立地立地いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。ペペペペットットットットボボボボトルにトルにトルにトルにつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、もうもうもうもう皆様皆様皆様皆様、、、、いいいいつつつつもももも手手手手にとってにとってにとってにとってごごごごららららんんんんいたいたいたいただだだだいているようないているようないているようないているような状状状状態態態態になっておりますがになっておりますがになっておりますがになっておりますが、、、、年年年年間間間間 800 万万万万トンをトンをトンをトンを超超超超えるえるえるえる量量量量がががが世界的世界的世界的世界的にににに消費消費消費消費されておりますされておりますされておりますされております。。。。国内国内国内国内でもでもでもでも 50万万万万トントントントン余余余余りがりがりがりが使使使使用用用用さささされているれているれているれている現現現現状状状状ででででござござござございますいますいますいます。。。。ごごごご承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル、、、、つつつつまりまりまりまりペペペペットはットはットはットは、、、、石石石石油油油油をををを原料原料原料原料としてとしてとしてとしてつくつくつくつくられておりますられておりますられておりますられております。。。。ししししたがってたがってたがってたがって、、、、ペペペペットットットットボボボボトルをリサイクルすることによってトルをリサイクルすることによってトルをリサイクルすることによってトルをリサイクルすることによって、、、、有有有有限限限限ででででああああるるるる石石石石油油油油資源資源資源資源をををを使使使使わずにわずにわずにわずに済済済済ませることができるというとこませることができるというとこませることができるというとこませることができるというところろろろででででござござござございますいますいますいます。。。。     当当当当社社社社のリサイクルののリサイクルののリサイクルののリサイクルの方方方方法法法法ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、従従従従来来来来のリサイクルののリサイクルののリサイクルののリサイクルの方方方方法法法法とととと異異異異なっておりますなっておりますなっておりますなっております。。。。従従従従来来来来のののの方方方方法法法法はははは、、、、ママママテリアルリサイクルというテリアルリサイクルというテリアルリサイクルというテリアルリサイクルというふふふふうにうにうにうに称称称称しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、使使使使用済用済用済用済みのみのみのみのペペペペットットットット
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ボボボボトルをトルをトルをトルを、、、、例例例例ええええばばばば繊繊繊繊維維維維、、、、作作作作業業業業服服服服ですとかですとかですとかですとか、、、、ぬぬぬぬいいいいぐぐぐぐるみのるみのるみのるみの中中中中綿綿綿綿とかとかとかとか、、、、ああああるいはフリースとるいはフリースとるいはフリースとるいはフリースと呼呼呼呼ばばばばれているようなれているようなれているようなれているような繊繊繊繊維維維維、、、、こういうもこういうもこういうもこういうものとかのとかのとかのとか、、、、シートシートシートシート、、、、卵卵卵卵パックにパックにパックにパックに使使使使用用用用するようなシートとするようなシートとするようなシートとするようなシートと称称称称しておりますしておりますしておりますしております、、、、こういったものとかこういったものとかこういったものとかこういったものとか、、、、フフフフィィィィルムとかルムとかルムとかルムとか、、、、こういったものにこういったものにこういったものにこういったものに再商品再商品再商品再商品化化化化されてされてされてされてきておりましたきておりましたきておりましたきておりました。。。。とことことこところろろろがががが、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも、、、、一度一度一度一度リサイクルすることはリサイクルすることはリサイクルすることはリサイクルすることは可能可能可能可能ででででござござござございましたがいましたがいましたがいましたが、、、、
2 度目度目度目度目はははは不不不不可能可能可能可能ででででござござござございましたいましたいましたいました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ペペペペットのットのットのットの品品品品質質質質がががが劣劣劣劣化化化化することによりますすることによりますすることによりますすることによります。。。。したがしたがしたがしたがってってってって、、、、一度一度一度一度リサイクルはいたしましたがリサイクルはいたしましたがリサイクルはいたしましたがリサイクルはいたしましたが、、、、いずれいずれいずれいずれ廃廃廃廃棄棄棄棄しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない運命運命運命運命ににににござござござございましいましいましいましたたたた。。。。     とことことこところろろろがががが、、、、当当当当社社社社のリサイクルののリサイクルののリサイクルののリサイクルの方方方方法法法法ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、化学的化学的化学的化学的なななな方方方方法法法法でリサイクルでリサイクルでリサイクルでリサイクル、、、、ケケケケミミミミカカカカルリサイクルとルリサイクルとルリサイクルとルリサイクルと称称称称しますがしますがしますがしますが、、、、そういったことなのでそういったことなのでそういったことなのでそういったことなので、、、、使使使使用用用用済済済済みみみみペペペペットットットットボボボボトルをトルをトルをトルを再再再再びびびびペペペペッッッットトトトボボボボトルへトルへトルへトルへ戻戻戻戻すすすす方方方方法法法法をとるためをとるためをとるためをとるため、、、、循環型循環型循環型循環型、、、、ぐぐぐぐるるるるぐぐぐぐるるるる回回回回るリサイクルということがるリサイクルということがるリサイクルということがるリサイクルということが言言言言えましえましえましえましてててて、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし何何何何回回回回でもでもでもでも、、、、半永半永半永半永久久久久的的的的にリサイクルがにリサイクルがにリサイクルがにリサイクルが可能可能可能可能となったとなったとなったとなった次第次第次第次第ででででござござござございますいますいますいます。。。。     今今今今、、、、ここここちちちちらにらにらにらに掲掲掲掲示示示示させていたさせていたさせていたさせていただだだだいておりますがいておりますがいておりますがいておりますが、、、、皆皆皆皆ささささんんんんのおのおのおのお手手手手元元元元のののの小小小小冊冊冊冊子子子子にもにもにもにもござござござございまいまいまいますすすす。。。。これはこれはこれはこれは循環型循環型循環型循環型リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの概概概概念念念念図図図図ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、まずこのまずこのまずこのまずこのペペペペットットットットボボボボトルがトルがトルがトルがつくつくつくつくられられられられましてましてましてまして、、、、消費消費消費消費者者者者のおのおのおのお手手手手元元元元にににに参参参参りますりますりますります。。。。それをそれをそれをそれを市市市市町町町町村村村村ののののほほほほうでうでうでうで集集集集めていためていためていためていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、ここここちちちちららららのののの保保保保管管管管場所場所場所場所にににに保保保保管管管管いたいたいたいただだだだいていていていて、、、、当当当当社社社社がががが取取取取りにいりにいりにいりにいくくくくというようなというようなというようなというような寸寸寸寸法法法法ななななんんんんですがですがですがですが、、、、従従従従来来来来ののののママママテリアルテリアルテリアルテリアルリサイクルですとリサイクルですとリサイクルですとリサイクルですと、、、、このようなフリースとかこのようなフリースとかこのようなフリースとかこのようなフリースとか、、、、ああああるいはこういったフるいはこういったフるいはこういったフるいはこういったフィィィィルムとルムとルムとルムとかにはなるかにはなるかにはなるかにはなるんんんんででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、このリサイクルはこのリサイクルはこのリサイクルはこのリサイクルは一度一度一度一度切切切切りしかできないようなりしかできないようなりしかできないようなりしかできないような状況状況状況状況ででででござござござございましたいましたいましたいました。。。。とことことこところろろろがががが、、、、当当当当社社社社ペペペペットリットリットリットリババババースでースでースでースで化学的化学的化学的化学的にににに処処処処理理理理いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、再再再再びびびびペペペペットットットット樹樹樹樹脂脂脂脂、、、、つつつつまりまりまりまりペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの原料原料原料原料となるとなるとなるとなるペペペペットットットット樹樹樹樹脂脂脂脂までまでまでまで当当当当社社社社でででで製製製製造造造造することがすることがすることがすることが可能可能可能可能になったになったになったになった次第次第次第次第ででででござござござございますいますいますいます。。。。     そしてそしてそしてそして、、、、当当当当社社社社はははは、、、、ペペペペットットットット樹樹樹樹脂脂脂脂をををを、、、、ペペペペットットットットボボボボトルをトルをトルをトルを製製製製造造造造するするするする、、、、ボボボボトルをトルをトルをトルをつくつくつくつくるるるるメメメメーーーーカカカカーさーさーさーさんんんんにににに供供供供給給給給することによってすることによってすることによってすることによって、、、、これがこれがこれがこれがぐぐぐぐるるるるぐぐぐぐるとるとるとると循環型循環型循環型循環型にににに回回回回ってまいるというようなってまいるというようなってまいるというようなってまいるというような、、、、今今今今ままままでにないでにないでにないでにない手法手法手法手法でリサイクルでリサイクルでリサイクルでリサイクルをいたすというをいたすというをいたすというをいたすというややややりりりり方方方方ででででござござござございますいますいますいます。。。。当当当当社社社社のののの採用採用採用採用しておりますしておりますしておりますしておりますのはのはのはのは、、、、アイエスアイエスアイエスアイエス型型型型ケケケケミミミミカカカカルリサイクルというルリサイクルというルリサイクルというルリサイクルという手法手法手法手法をををを採用採用採用採用いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、アイエスアイエスアイエスアイエス法法法法ケケケケミミミミカカカカルリサイクルにルリサイクルにルリサイクルにルリサイクルにつつつつきましてきましてきましてきましてごごごご紹介紹介紹介紹介したいとしたいとしたいとしたいと存存存存じじじじますますますます。。。。まずまずまずまず、、、、廃廃廃廃ペペペペットットットットボボボボトルをトルをトルをトルを当当当当社社社社はははは入入入入手手手手いたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、ここここちちちちらをらをらをらを細細細細かかかかくくくく切切切切りりりり刻刻刻刻んんんんでででで、、、、フフフフレレレレークとークとークとークと称称称称ししししますがますがますがますが、、、、おおよそおおよそおおよそおおよそ 8 ミリミリミリミリぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの細細細細かいものにかいものにかいものにかいものに切切切切りりりり刻刻刻刻みますみますみますみます。。。。そのそのそのその上上上上でででで、、、、ここにここにここにここに「「「「EG」」」」とととと書書書書いていていていてござござござございますがいますがいますがいますが、、、、これはエこれはエこれはエこれはエチレチレチレチレングリングリングリングリココココールのことでールのことでールのことでールのことでござござござございますいますいますいます。。。。石石石石油由油由油由油由来来来来のエのエのエのエチレチレチレチレングリングリングリングリココココールというものをまールというものをまールというものをまールというものをまぜぜぜぜ合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、温温温温度度度度をををを加加加加えてえてえてえて、、、、ここにここにここにここに「「「「BHET」」」」というというというという、、、、中中中中間間間間原原原原料料料料ををををつくつくつくつくりますりますりますります。。。。本本本本来来来来ののののペペペペットのットのットのットの素素素素原料原料原料原料ではなではなではなではなくくくくてててて、、、、中中中中間間間間原料原料原料原料ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ここここちちちちらのらのらのらの段階段階段階段階でででで、、、、化学分化学分化学分化学分解解解解をををを行行行行ってってってって生成生成生成生成をををを行行行行いますいますいますいます。。。。そのそのそのその上上上上でででで、、、、今今今今度度度度はエはエはエはエチレチレチレチレングリングリングリングリココココールをールをールをールを取取取取りりりり出出出出してしまってしてしまってしてしまってしてしまって、、、、今今今今度度度度はははは通常通常通常通常ののののペペペペットットットット樹樹樹樹脂脂脂脂にににに仕仕仕仕立立立立てていてていてていてていくくくく、、、、そしてそしてそしてそしてペペペペットットットットボボボボトルをトルをトルをトルをつくつくつくつくるるるる。。。。こういうこういうこういうこういう手法手法手法手法ででででござござござございますいますいますいます。。。。したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、高高高高純純純純度度度度 BHET というものというものというものというもの、、、、このこのこのこの状状状状態態態態でのでのでのでの化化化化学分学分学分学分解解解解によるによるによるによる蒸蒸蒸蒸留留留留精精精精製製製製がががが可能可能可能可能になったためにになったためにになったためにになったために、、、、非非非非常常常常にににに簡単簡単簡単簡単にににに行行行行えるリサイクルえるリサイクルえるリサイクルえるリサイクル法法法法というこというこというこということがとがとがとが言言言言えようかとえようかとえようかとえようかと思思思思いますいますいますいます。。。。     もうもうもうもう一一一一つつつつ言言言言いますといますといますといますと、、、、このエこのエこのエこのエチレチレチレチレングリングリングリングリココココールにールにールにールにつつつつきましてもきましてもきましてもきましても、、、、一度一度一度一度エエエエチレチレチレチレングリングリングリングリココココーーーールをルをルをルを加加加加えてまたえてまたえてまたえてまた取取取取りりりり出出出出すことによりましてすことによりましてすことによりましてすことによりまして、、、、循環循環循環循環してエしてエしてエしてエチレチレチレチレングリングリングリングリココココールにールにールにールにつつつつきましてもきましてもきましてもきましても使使使使用用用用できるできるできるできる。。。。目目目目減減減減りしたりしたりしたりした分分分分をををを足足足足しししし増増増増しするしするしするしするだだだだけでエけでエけでエけでエチレチレチレチレングリングリングリングリココココールのールのールのールの節約節約節約節約もももも可能可能可能可能になるになるになるになる
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というというというという手法手法手法手法ででででござござござございますいますいますいます。。。。     またまたまたまた、、、、アイエスアイエスアイエスアイエス法法法法というというというという手法手法手法手法ににににつつつつきましてのきましてのきましてのきましての特徴特徴特徴特徴ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ペペペペットットットット中中中中間間間間原料原料原料原料、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたいましたいましたいました BHET というというというという中中中中間間間間原料原料原料原料のののの状状状状態態態態でででで化学分化学分化学分化学分解解解解してしてしてして蒸蒸蒸蒸留留留留精精精精製製製製をををを行行行行うがためにうがためにうがためにうがために、、、、非非非非常常常常にシンプルなにシンプルなにシンプルなにシンプルな工工工工程程程程でででであああありましてりましてりましてりまして、、、、使使使使用用用用するエネルするエネルするエネルするエネルギギギギーのーのーのーの消費量消費量消費量消費量がががが少少少少ないということがないということがないということがないということが 1つつつつのののの特徴特徴特徴特徴とととと言言言言えようかとえようかとえようかとえようかと存存存存じじじじますますますます。。。。またまたまたまた、、、、再再再再生生生生工工工工程程程程、、、、ここここちちちちらのらのらのらの途途途途中中中中でででで使使使使いますエいますエいますエいますエチレチレチレチレングングングングリリリリココココールでールでールでールでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、ペペペペットのットのットのットの構成構成構成構成要素要素要素要素ででででござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、分分分分離離離離精精精精製製製製がががが容容容容易易易易ででででござござござございましていましていましていまして、、、、非非非非常常常常にににに制御制御制御制御ししししややややすいすいすいすい手法手法手法手法になになになになろろろろうかといううかといううかといううかというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、当当当当社社社社のののの施設施設施設施設ではではではでは、、、、脱脱脱脱色色色色、、、、金金金金属属属属イオンをイオンをイオンをイオンを、、、、脱脱脱脱イオンをイオンをイオンをイオンを行行行行うこともうこともうこともうことも可能可能可能可能ででででござござござございますいますいますいます。。。。したがいましたがいましたがいましたがいましてしてしてして、、、、色色色色つつつつきのきのきのきのボボボボトルのトルのトルのトルの場場場場合合合合でもでもでもでも、、、、当当当当社社社社のののの工場工場工場工場にににに投投投投入入入入することによってすることによってすることによってすることによって、、、、色色色色をををを抜抜抜抜くくくくことがことがことがことができてできてできてできて、、、、またまたまたまた真真真真っっっっ白白白白のののの、、、、透透透透明明明明なななな樹樹樹樹脂脂脂脂がががが再再再再生可能生可能生可能生可能ででででああああるというとこるというとこるというとこるというところろろろででででござござござございますいますいますいます。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、当当当当社社社社のののの原料原料原料原料のののの調調調調達達達達ににににつつつついてのいてのいてのいてのごごごご説説説説明明明明をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと存存存存じじじじますますますます。。。。当当当当社社社社のののの原料原料原料原料のののの調調調調達達達達ににににつつつつききききましてはましてはましてはましては、、、、先先先先ほほほほどどどど昭昭昭昭和和和和電工電工電工電工ささささんんんんからからからからごごごご説説説説明明明明ががががござござござございましたいましたいましたいました、、、、容器容器容器容器包包包包装装装装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法、、、、略略略略してしてしてして容容容容リリリリ法法法法とととと言言言言っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、容容容容リリリリ法法法法のののの枠枠枠枠組組組組みのみのみのみの中中中中でででで当当当当社社社社はははは調調調調達達達達してしてしてしておりますおりますおりますおります。。。。簡単簡単簡単簡単ににににごごごご説説説説明明明明しますとしますとしますとしますと、、、、ババババージンージンージンージン原料原料原料原料、、、、これはこれはこれはこれは石石石石油由油由油由油由来来来来のののの原料原料原料原料ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、原料原料原料原料からからからから樹樹樹樹脂脂脂脂メメメメーーーーカカカカーがーがーがーがボボボボトルトルトルトル用用用用のののの樹樹樹樹脂脂脂脂ををををつくつくつくつくりますりますりますります。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ボボボボトルトルトルトルメメメメーーーーカカカカーにーにーにーに供供供供給給給給ししししてててて、、、、それからそれからそれからそれから、、、、そのそのそのそのつくつくつくつくったったったったボボボボトルをトルをトルをトルを飲飲飲飲料料料料メメメメーーーーカカカカーにーにーにーに渡渡渡渡しししし、、、、それからそれからそれからそれから消費消費消費消費者者者者へへへへ行行行行ってってってって、、、、飲飲飲飲みみみみ終終終終わったものがわったものがわったものがわったものが当当当当社社社社ののののほほほほうへうへうへうへ入入入入ってってってってくくくくるというとこるというとこるというとこるというところろろろななななんんんんですがですがですがですが、、、、ここでここでここでここで、、、、ここのここのここのここの容器容器容器容器メメメメーーーーカカカカーさーさーさーさんんんん、、、、それからそれからそれからそれから中中中中身身身身メメメメーーーーカカカカーさーさーさーさんんんん、、、、このこのこのこのメメメメーーーーカカカカーさーさーさーさんんんんがががが、、、、日日日日本本本本容器容器容器容器包包包包装装装装リサイクリサイクリサイクリサイクルルルル協会協会協会協会へおへおへおへお金金金金をををを拠拠拠拠出出出出いたいたいたいただだだだきますきますきますきます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、当当当当社社社社はははは、、、、市市市市町町町町村村村村ににににベベベベールのールのールのールの状状状状態態態態、、、、固固固固まりのまりのまりのまりの状状状状態態態態、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうどペペペペットットットットボボボボトルをのしイトルをのしイトルをのしイトルをのしイカカカカみたいなみたいなみたいなみたいなぺぺぺぺししししゃゃゃゃんんんんこにしましてこにしましてこにしましてこにしまして、、、、それをそれをそれをそれを固固固固まりにしまりにしまりにしまりにしたたたた状状状状態態態態、、、、およそおよそおよそおよそ 20キキキキロロロロぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの固固固固まりですがまりですがまりですがまりですが、、、、このこのこのこのベベベベールをールをールをールを取取取取りにまいってりにまいってりにまいってりにまいって、、、、工場工場工場工場へへへへ持持持持ちちちち帰帰帰帰ってってってってくくくくるというとこるというとこるというとこるというところろろろななななんんんんですがですがですがですが、、、、このこのこのこの持持持持ちちちち帰帰帰帰ってきてってきてってきてってきて、、、、再商品再商品再商品再商品化化化化をしておをしておをしておをしてお客様客様客様客様にににに売売売売っっっったたたた段階段階段階段階でででで、、、、日日日日本本本本容器容器容器容器包包包包装装装装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル協会協会協会協会からからからから処処処処理理理理代代代代をいたをいたをいたをいただだだだけるけるけるける、、、、こういうこういうこういうこういう仕仕仕仕組組組組みでみでみでみで今今今今法法法法律律律律がががが成成成成りりりり立立立立っておりますっておりますっておりますっております。。。。こういったこういったこういったこういった、、、、市市市市町町町町村村村村でででで集集集集めていためていためていためていただだだだいたいたいたいた、、、、飲飲飲飲みみみみ終終終終わったわったわったわったペペペペッッッットトトトボボボボトルがトルがトルがトルが当当当当社社社社にににに入入入入荷荷荷荷いたしますいたしますいたしますいたします折折折折にはにはにはには処処処処理理理理代代代代がいたがいたがいたがいただだだだけるというけるというけるというけるという仕仕仕仕組組組組みでみでみでみでござござござございますいますいますいます。。。。     現現現現在在在在、、、、ペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの回回回回収収収収率率率率はははは 61％％％％にににに達達達達しておりますしておりますしておりますしております。。。。これはこれはこれはこれは 2003 年度年度年度年度のののの実実実実態態態態調調調調査査査査ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。合計合計合計合計 26万万万万 7,000 トンでトンでトンでトンでござござござございましていましていましていまして、、、、ペペペペットットットット樹樹樹樹脂脂脂脂のののの生産生産生産生産量量量量がががが 43万万万万 7,000 トントントントンごごごござざざざいますいますいますいます。。。。したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして 61％％％％のののの回回回回収収収収率率率率をををを誇誇誇誇っておりますっておりますっておりますっております。。。。これはこれはこれはこれは全全全全世界的世界的世界的世界的にもにもにもにも一一一一番番番番のののの回回回回収収収収率率率率ででででござござござございましていましていましていまして、、、、ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパ、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカ等等等等をはるかにをはるかにをはるかにをはるかに抜抜抜抜いたいたいたいた回回回回収収収収率率率率ででででござござござございますいますいますいます。。。。     とことことこところろろろがががが、、、、再商品再商品再商品再商品化能力化能力化能力化能力、、、、我我我我々々々々のようなリサイクルのようなリサイクルのようなリサイクルのようなリサイクル業業業業者者者者のののの能力能力能力能力のののの合計合計合計合計がががが 29万万万万 2,000 トントントントンござござござございますいますいますいます。。。。回回回回収収収収量量量量がががが 26万万万万 7,000 トンですのでトンですのでトンですのでトンですので、、、、これはこれはこれはこれは、、、、ペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの原料原料原料原料不不不不足足足足がががが生生生生じじじじておりますておりますておりますております。。。。とことことこところろろろがががが、、、、今後今後今後今後、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省ののののガガガガイイイイドドドドラインにおきましてはラインにおきましてはラインにおきましてはラインにおきましては、、、、10 年年年年後後後後のののの 2014年度年度年度年度にはにはにはには 80％％％％のののの回回回回収収収収率率率率をををを目目目目標標標標とととと定定定定めてめてめてめてござござござございますいますいますいます。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、原料原料原料原料不不不不足足足足はははは年年年年々々々々解消解消解消解消してしてしてしていいいいくくくく傾傾傾傾向向向向ににににあろあろあろあろうかとうかとうかとうかと存存存存じじじじておりますておりますておりますております。。。。ややややはりはりはりはりペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの回回回回収収収収量量量量をををを増増増増ややややしていかなきしていかなきしていかなきしていかなきゃゃゃゃいけないことにはいけないことにはいけないことにはいけないことには間間間間違違違違いいいいござござござございませいませいませいませんんんんがががが、、、、とことことこところろろろがががが、、、、回回回回収収収収量量量量がががが増増増増えれえれえれえればばばば、、、、市市市市町町町町村村村村がががが集集集集めめめめていたていたていたていただくだくだくだくわけでわけでわけでわけでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、そのそのそのその回回回回収収収収にににに要要要要するするするする費費費費用用用用がががが増加増加増加増加するジするジするジするジレレレレンンンンママママががががござござござございますいますいますいます。。。。現現現現在在在在、、、、容器容器容器容器包包包包装装装装リサイリサイリサイリサイクルクルクルクル法法法法のののの見見見見直直直直しししし作作作作業業業業がががが進行進行進行進行中中中中ででででござござござございましていましていましていまして、、、、このこのこのこの法法法法制制制制度度度度のののの中中中中でででで市市市市町町町町村村村村にににに対対対対するするするする回回回回収収収収費費費費用用用用のののの問問問問題題題題、、、、これがこれがこれがこれが盛盛盛盛んんんんにににに議議議議論論論論されているというされているというされているというされているというふふふふうにうにうにうに聞聞聞聞いておりましいておりましいておりましいておりまし



 134

てててて、、、、どういったどういったどういったどういった方方方方法法法法でこれをでこれをでこれをでこれを賄賄賄賄っていっていっていっていくくくくのかということがのかということがのかということがのかということが大大大大きなきなきなきな議議議議論論論論になになになになろろろろうかとうかとうかとうかと存存存存じじじじまままますすすす。。。。当当当当社社社社ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、今今今今ごごごご説説説説明明明明申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました容器容器容器容器包包包包装装装装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法にのっとったにのっとったにのっとったにのっとった原原原原料料料料のののの調調調調達達達達だだだだけではなけではなけではなけではなくくくくてててて、、、、事事事事業業業業系系系系ののののペペペペットットットットボボボボトルをトルをトルをトルを調調調調達達達達いたしたいたしたいたしたいたしたくくくく、、、、川崎川崎川崎川崎市内市内市内市内のののの専専専専門門門門のののの会会会会社社社社ささささんんんんとととと協力協力協力協力しししし合合合合ってってってって検討検討検討検討をををを重重重重ねねねねているているているている最最最最中中中中ででででござござござございますいますいますいます。。。。     最後最後最後最後にににに、、、、皆様皆様皆様皆様方方方方におにおにおにお願願願願いでいでいでいでござござござございますいますいますいますんんんんですがですがですがですが、、、、皆様皆様皆様皆様方方方方がががが飲飲飲飲みみみみ終終終終えられたえられたえられたえられたペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルはははは、、、、すべてすべてすべてすべてキキキキャップをャップをャップをャップを外外外外しししし、、、、ララララベベベベルをルをルをルを取取取取ってってってって、、、、できれできれできれできればばばば軽軽軽軽くくくく水水水水洗洗洗洗いいたいいたいいたいいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、足足足足でででで踏踏踏踏んんんんづけてづけてづけてづけて、、、、ぺぺぺぺししししゃゃゃゃんんんんこにしてこにしてこにしてこにして、、、、分分分分別別別別回回回回収収収収資源資源資源資源ごごごごみのときにおみのときにおみのときにおみのときにお出出出出しいたしいたしいたしいただだだだきたいというきたいというきたいというきたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。私私私私どものどものどものどもの事事事事業業業業はははは、、、、皆様皆様皆様皆様方市民方市民方市民方市民のののの方方方方々々々々のののの協力協力協力協力なしにはなしにはなしにはなしには存存存存在在在在しししし得得得得ませませませませんんんん。。。。よよよよろろろろししししくごくごくごくご協力協力協力協力をををを賜賜賜賜りたいとりたいとりたいとりたいと存存存存じじじじますますますます。。。。ごごごご清清清清聴聴聴聴あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 細川細川細川細川様様様様、、、、あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。     今今今今回回回回のゼロエミッションフォーラムにはのゼロエミッションフォーラムにはのゼロエミッションフォーラムにはのゼロエミッションフォーラムには、、、、姉妹姉妹姉妹姉妹都都都都市市市市ででででああああるるるる中華中華中華中華人民共和国人民共和国人民共和国人民共和国瀋陽瀋陽瀋陽瀋陽市市市市からもからもからもからも参加参加参加参加をおをおをおをお願願願願いしておりますいしておりますいしておりますいしております。。。。瀋陽瀋陽瀋陽瀋陽市市市市はははは、、、、大連大連大連大連とととと同同同同じじじじくくくく、、、、遼寧遼寧遼寧遼寧省省省省ににににあああありますりますりますります。。。。改改改改革革革革開開開開放放放放のののの大大大大きなきなきなきな流流流流れをれをれをれを受受受受けけけけ、、、、今今今今瀋陽瀋陽瀋陽瀋陽市市市市はははは大大大大ききききくくくく変変変変わりわりわりわりつつあつつあつつあつつありますりますりますります。。。。ハハハハイテクサイエンスパークにはイテクサイエンスパークにはイテクサイエンスパークにはイテクサイエンスパークには
4,000 社以社以社以社以上上上上のののの企業企業企業企業がががが立地立地立地立地しししし、、、、ココココンンンンピピピピュュュュータータータータソソソソフトフトフトフトウウウウエアなどエアなどエアなどエアなど、、、、多多多多くくくくのののの企業企業企業企業ががががひひひひしめきしめきしめきしめき合合合合っっっっておりますておりますておりますております。。。。これまでこれまでこれまでこれまで大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題ででででああああったったったった大大大大気気気気、、、、水水水水のののの汚染汚染汚染汚染などのなどのなどのなどの問問問問題題題題もももも克服克服克服克服ししししつつあつつあつつあつつありまりまりまりますすすす。。。。このたびこのたびこのたびこのたび、、、、おおおお二二二二人人人人のののの方方方方ががががごごごご報告報告報告報告されますがされますがされますがされますが、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも瀋陽瀋陽瀋陽瀋陽市市市市のののの環境環境環境環境優優優優良良良良産業産業産業産業のののの方方方方ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。日日日日本企業本企業本企業本企業のののの皆様皆様皆様皆様とのとのとのとの技術技術技術技術交交交交流流流流もももも求求求求めておられますめておられますめておられますめておられます。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、まずまずまずまず、、、、宋美華宋美華宋美華宋美華様様様様、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 宋宋宋宋 皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。私私私私はははは瀋陽瀋陽瀋陽瀋陽化学化学化学化学工工工工業業業業株式株式株式株式会社会社会社会社からからからから参参参参りまりまりまりましたしたしたした。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。     （（（（以以以以後後後後、、、、通通通通訳訳訳訳））））私私私私のテーのテーのテーのテーママママはははは、「、「、「、「クリーンなクリーンなクリーンなクリーンな生産生産生産生産およびおよびおよびおよび循環経済循環経済循環経済循環経済のののの育育育育成成成成によりによりによりにより、、、、会社会社会社会社のののの持持持持続的続的続的続的なななな発展発展発展発展をををを目指目指目指目指すすすす」」」」ことですことですことですことです。。。。瀋陽瀋陽瀋陽瀋陽化化化化工株式工株式工株式工株式会社会社会社会社はははは、、、、中中中中国国国国のクロロアルのクロロアルのクロロアルのクロロアルカカカカリリリリ製製製製造造造造会社会社会社会社のののの 1つつつつでででであああありますりますりますります。。。。1997 年年年年にににに全全全全国国国国ににににＡＡＡＡ株株株株（（（（中中中中国国内国国内国国内国国内投投投投資資資資家家家家限限限限定定定定のののの市市市市場場場場でででで、、、、人民人民人民人民元元元元でででで取取取取引引引引されるされるされるされる株株株株））））をををを発行発行発行発行しししし、、、、株式株式株式株式会社会社会社会社になりましたになりましたになりましたになりました。。。。     現現現現在在在在、、、、弊弊弊弊社社社社のののの固定資産固定資産固定資産固定資産はははは 57,639 万万万万元元元元。。。。会社会社会社会社員員員員はははは 3,492 名名名名ですですですです。。。。主主主主要要要要なななな製品製品製品製品はははは、、、、苛苛苛苛性性性性ソソソソーーーーダダダダ、、、、塩塩塩塩酸酸酸酸、、、、液液液液体体体体塩塩塩塩素素素素などでなどでなどでなどであああありますりますりますります。。。。そのそのそのその中中中中、、、、ペペペペーストーストーストースト状状状状ポポポポリリリリ塩塩塩塩化化化化ビビビビニールニールニールニール、、、、フフフフュュュュームームームームドドドドシリシリシリシリカカカカ、、、、塩塩塩塩素素素素化化化化パラフパラフパラフパラフィィィィンのンのンのンの生産生産生産生産はははは中中中中国国国国のののの先先先先端端端端的的的的ななななレベレベレベレベルになっておりますルになっておりますルになっておりますルになっております。。。。     2004 年年年年前前前前半半半半のののの工工工工業総生産業総生産業総生産業総生産額額額額はははは 40,930万万万万元元元元になりになりになりになり、、、、利利利利益益益益はははは 2,009万万万万元元元元をををを実現実現実現実現しししし、、、、とてもよとてもよとてもよとてもよいいいい経経経経営営営営業業業業績績績績をををを上上上上げげげげましたましたましたました。。。。     弊弊弊弊社社社社はははは、、、、1938 年年年年にににに設立設立設立設立されましたされましたされましたされました。。。。歴史歴史歴史歴史のののの長長長長いいいい会社会社会社会社としてとしてとしてとして、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題もももも比比比比較較較較的的的的多多多多くくくく経経経経験験験験しししし、、、、長長長長年年年年にわたってにわたってにわたってにわたって、、、、汚染防止汚染防止汚染防止汚染防止対策対策対策対策をををを実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに環境環境環境環境状況状況状況状況をををを改改改改善善善善しししし、、、、全全全全国国国国のののの環境環境環境環境保保保保護護護護先進企業先進企業先進企業先進企業のののの仲間入仲間入仲間入仲間入りをりをりをりを果果果果たしましたたしましたたしましたたしました。。。。     1995 年年年年、「、「、「、「クリーンなクリーンなクリーンなクリーンな生産生産生産生産」」」」というというというという概概概概念念念念をををを会社会社会社会社にににに取取取取りりりり入入入入れれれれ、、、、計画的計画的計画的計画的にににに段段段段取取取取りをりをりをりを行行行行いいいい、、、、持続持続持続持続的的的的にクリーンにクリーンにクリーンにクリーン生産生産生産生産のののの検検検検査査査査をををを行行行行いいいい、、、、2002 年年年年からからからから弊弊弊弊社社社社はははは ISO14000 環境環境環境環境管理管理管理管理システムをシステムをシステムをシステムを導導導導入入入入しししし、、、、
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環境環境環境環境にににに負荷負荷負荷負荷をかけないをかけないをかけないをかけない生産生産生産生産をををを推進推進推進推進しましたしましたしましたしました。。。。     そしてそしてそしてそして、、、、環境経済環境経済環境経済環境経済のののの推進推進推進推進をををを環境計画環境計画環境計画環境計画にににに導導導導入入入入しししし、、、、環境環境環境環境管理管理管理管理事事事事業業業業のののの基基基基礎礎礎礎にににに位位位位置置置置付付付付けけけけ、、、、クリークリークリークリーンなンなンなンな生産生産生産生産をををを推進推進推進推進するとするとするとすると同同同同時時時時にににに、、、、循環経済循環経済循環経済循環経済のののの発展発展発展発展をををを推進推進推進推進しておりますしておりますしておりますしております。。。。     弊弊弊弊社社社社はははは、、、、市市市市場場場場経済経済経済経済のののの動動動動向向向向をををを基基基基づいてづいてづいてづいて、、、、製品製品製品製品構成構成構成構成をををを調調調調整整整整することによりすることによりすることによりすることにより、、、、技術技術技術技術革革革革新新新新、、、、企業企業企業企業管理管理管理管理強化強化強化強化、、、、資源資源資源資源、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの再再再再生利用生利用生利用生利用、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの排排排排出出出出のののの減少減少減少減少、、、、企業企業企業企業競争競争競争競争力力力力のののの強化強化強化強化、、、、またまたまたまた企業経済効企業経済効企業経済効企業経済効果果果果をををを創創創創出出出出することをすることをすることをすることを目指目指目指目指しておりますしておりますしておりますしております。。。。     企業企業企業企業のののの競争競争競争競争力力力力のののの強化強化強化強化によってによってによってによって、、、、新新新新しいしいしいしい企業経済効企業経済効企業経済効企業経済効果果果果をををを創創創創出出出出しししし、、、、そのことによりそのことによりそのことによりそのことにより環境環境環境環境保保保保護護護護、、、、社会社会社会社会影響影響影響影響のののの面面面面においてもにおいてもにおいてもにおいても新新新新しいしいしいしい段階段階段階段階にににに入入入入りましたりましたりましたりました。。。。     まずまずまずまず、、、、弊弊弊弊社社社社はははは、、、、水水水水のののの節約節約節約節約をををを改改改改造造造造プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの中心中心中心中心としてとしてとしてとして位位位位置置置置付付付付けけけけ、、、、環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした生生生生産活動産活動産活動産活動をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。     1995 年年年年、、、、瀋陽瀋陽瀋陽瀋陽市市市市のののの環境環境環境環境保護保護保護保護会社会社会社会社としてとしてとしてとして積極的積極的積極的積極的にににに水水水水のののの消費量消費量消費量消費量及及及及びびびび節約節約節約節約のののの量量量量にににに関関関関するするするする具具具具体的体的体的体的なななな目目目目標標標標をををを設定設定設定設定しししし、、、、水水水水のののの節約節約節約節約をををを実現実現実現実現しましたしましたしましたしました。。。。     工工工工業用業用業用業用水水水水のののの利用利用利用利用状況状況状況状況にににに対対対対しししし具具具具体的体的体的体的なななな分分分分析析析析をするとともにをするとともにをするとともにをするとともに、、、、設設設設備備備備およびおよびおよびおよび技術技術技術技術をををを開発開発開発開発しししし、、、、具具具具体的体的体的体的なななな設設設設備備備備・・・・技術技術技術技術改改改改造造造造プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの目目目目標標標標をををを設定設定設定設定しししし、、、、大大大大幅幅幅幅なななな水水水水のののの節約節約節約節約をををを実現実現実現実現しましたしましたしましたしました。。。。     弊弊弊弊社社社社のののの水水水水資源資源資源資源のののの循環利用率循環利用率循環利用率循環利用率はははは、、、、1995 年年年年のののの 75.2％％％％からからからから、、、、2003 年年年年のののの 90.3％％％％にににに上上上上がりがりがりがり、、、、廃水廃水廃水廃水のののの排排排排出出出出量量量量はははは 1995 年年年年のののの 1,328万万万万トンからトンからトンからトンから 2003 年年年年のののの 546万万万万トンにトンにトンにトンに減少減少減少減少しましたしましたしましたしました。。。。     苛苛苛苛性性性性ソソソソーダーダーダーダ水水水水のののの排排排排出出出出量量量量はははは 1995 年年年年にはにはにはには 64.96 トンでしたがトンでしたがトンでしたがトンでしたが、、、、2002 年年年年、、、、会社会社会社会社はははは遼寧遼寧遼寧遼寧省省省省のののの循環循環循環循環経済経済経済経済のののの重重重重点点点点企業企業企業企業としてとしてとしてとして新新新新たなたなたなたな施策施策施策施策をををを制制制制定定定定しししし、、、、循環経済循環経済循環経済循環経済をををを行行行行いながらクリーンないながらクリーンないながらクリーンないながらクリーンな生産生産生産生産をををを実現実現実現実現しましたしましたしましたしました。。。。     塩塩塩塩素素素素ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、原料原料原料原料のののの再再再再利用利用利用利用をををを通通通通じじじじてててて、、、、そのそのそのその利利利利益益益益はははは年年年年間間間間平平平平均均均均 100 万万万万元元元元をををを実現実現実現実現しししし、、、、大大大大幅幅幅幅にににに節約節約節約節約できましたできましたできましたできました。。。。     液液液液体体体体塩塩塩塩素素素素ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、具具具具体的体的体的体的にににに技術技術技術技術のののの改改改改善善善善からからからから、、、、設設設設備備備備のののの改改改改造造造造、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの減量減量減量減量化化化化、、、、またそまたそまたそまたそのののの中中中中のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな元元元元素素素素のののの再再再再利用利用利用利用にににに通通通通じじじじてててて、、、、環境環境環境環境汚染防止汚染防止汚染防止汚染防止をををを実現実現実現実現しましたしましたしましたしました。。。。     まずまずまずまず第一第一第一第一にににに、、、、循環経済循環経済循環経済循環経済のののの目目目目標標標標をををを実施実施実施実施することによりすることによりすることによりすることにより、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい生産活動生産活動生産活動生産活動をををを行行行行うことうことうことうことができましたができましたができましたができました。。。。 弊弊弊弊社社社社のののの総合利用総合利用総合利用総合利用製品製品製品製品のののの算算算算出出出出量量量量はははは年年年年平平平平均均均均 2.5万万万万トンになりトンになりトンになりトンになり、、、、利利利利益益益益をををを 400万万万万元元元元としとしとしとし、、、、またまたまたまた環境環境環境環境保護保護保護保護とととと経済効率経済効率経済効率経済効率両両両両面面面面でよいでよいでよいでよい業業業業績績績績をををを上上上上げげげげましたましたましたました。。。。     2番番番番目目目目はははは、、、、環境環境環境環境にににに調和的調和的調和的調和的なななな発展発展発展発展戦戦戦戦略略略略によってによってによってによって付付付付加加加加価値価値価値価値のののの高高高高いいいい製品製品製品製品開発開発開発開発にににに取組取組取組取組みみみみ、、、、生産構生産構生産構生産構造造造造をををを改改改改善善善善することによりすることによりすることによりすることにより、、、、クリーンなクリーンなクリーンなクリーンな生産生産生産生産をををを推進推進推進推進しますしますしますします。。。。     3 番番番番目目目目はははは、、、、ISO14000 環境環境環境環境管理管理管理管理システムのシステムのシステムのシステムの導導導導入入入入によってによってによってによって、、、、全全全全面面面面的的的的にににに弊弊弊弊社社社社のののの環境環境環境環境状況状況状況状況をををを管理管理管理管理しししし、、、、会社会社会社会社のののの低低低低公公公公害害害害生産生産生産生産ののののレベレベレベレベルをルをルをルを高高高高めめめめますますますます。。。。     4番番番番目目目目はははは、、、、具具具具体的体的体的体的なななな奨奨奨奨励励励励制制制制度度度度をををを設定設定設定設定しししし、、、、各各各各部門部門部門部門のののの環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮型生産型生産型生産型生産のののの生産生産生産生産性性性性をををを高高高高めめめめ、、、、そのこそのこそのこそのことによりとによりとによりとにより、、、、クリーンなクリーンなクリーンなクリーンな生産生産生産生産をををを推進推進推進推進しますしますしますします。。。。     環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした生産生産生産生産をををを行行行行いいいい、、、、環境環境環境環境保護保護保護保護にににに関関関関するするするする生産活動生産活動生産活動生産活動をををを行行行行うううう中中中中でででで、、、、弊弊弊弊社社社社はみずからのはみずからのはみずからのはみずからの技術的技術的技術的技術的なななな面面面面でまでまでまでまだだだだ未未未未熟熟熟熟なななな点点点点ががががああああるとわかりましたるとわかりましたるとわかりましたるとわかりました。。。。例例例例ええええばばばば現現現現在在在在、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの回回回回収収収収率率率率はまはまはまはまだだだだ低低低低いためいためいためいため、、、、資源資源資源資源のののの節約節約節約節約はははは改改改改善善善善するするするする余余余余地地地地ががががあああありますりますりますります。。。。     これからのこれからのこれからのこれからの目目目目標標標標としてとしてとしてとして、、、、まずまずまずまず、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの回回回回収収収収率率率率をををを高高高高めめめめ、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のゼロエミッションをのゼロエミッションをのゼロエミッションをのゼロエミッションを目目目目標標標標としてとしてとしてとして生産活動生産活動生産活動生産活動をををを行行行行ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。 
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    今今今今回回回回のフォーラムへののフォーラムへののフォーラムへののフォーラムへの参加参加参加参加によりによりによりにより、、、、各社各社各社各社のののの環境環境環境環境管理管理管理管理のののの経経経経験験験験をををを学学学学びびびび、、、、瀋陽瀋陽瀋陽瀋陽化学会社化学会社化学会社化学会社のののの環境環境環境環境管理管理管理管理のののの生産活動生産活動生産活動生産活動をををを改改改改善善善善しししし、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの再再再再利用利用利用利用をををを高高高高めるためにめるためにめるためにめるために努努努努めたいとめたいとめたいとめたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     以以以以上上上上ですですですです。。。。あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、劉琰劉琰劉琰劉琰様様様様、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 劉劉劉劉 （（（（通通通通訳訳訳訳））））皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。私私私私のテーのテーのテーのテーママママはははは、「、「、「、「循環経済循環経済循環経済循環経済をををを行行行行いながらいながらいながらいながら企業企業企業企業のののの経済発展経済発展経済発展経済発展とととと環境環境環境環境建建建建設設設設をををを目指目指目指目指すすすす」」」」というものですというものですというものですというものです。。。。     東北製薬東北製薬東北製薬東北製薬総総総総工場工場工場工場はははは、、、、中中中中国国国国のののの国国国国家家家家 500 社社社社最最最最優優優優良良良良企業企業企業企業のののの 1つつつつですですですです。。。。1946 年年年年にににに創創創創立立立立してしてしてして以以以以来来来来、、、、中中中中国国国国のののの化学化学化学化学製薬工製薬工製薬工製薬工業業業業のののの中心中心中心中心企業企業企業企業になりになりになりになりつつあつつあつつあつつありますりますりますります。。。。現現現現在在在在すでにすでにすでにすでに、、、、中中中中国国国国のののの医医医医薬製品薬製品薬製品薬製品のののの重重重重要要要要なななな生産生産生産生産とととと輸輸輸輸出出出出拠点拠点拠点拠点になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。またまたまたまた、、、、当当当当社社社社はははは、、、、瀋陽瀋陽瀋陽瀋陽市市市市のののの西西西西にににに位位位位置置置置しししし、、、、工場工場工場工場面面面面積積積積はははは 137万万万万平平平平方方方方メメメメートルートルートルートル、、、、現現現現在職在職在職在職員員員員はははは 6,300 人人人人、、、、企業資産総企業資産総企業資産総企業資産総額額額額はははは 35億億億億元元元元になっておりになっておりになっておりになっており、、、、2003 年年年年にににに売売売売上高上高上高上高はははは 17.3億億億億元元元元になりましたになりましたになりましたになりました。。。。     当当当当社社社社のののの主主主主要要要要なななな製品製品製品製品はははは、、、、ビビビビタミンタミンタミンタミン剤剤剤剤などのなどのなどのなどの原料薬原料薬原料薬原料薬、、、、医医医医薬薬薬薬などなどなどなど 100 種種種種類類類類ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの製品製品製品製品でででで、、、、製製製製品品品品はははは世界世界世界世界のののの 55カカカカ国国国国とととと地域地域地域地域でででで販販販販売売売売されておりますされておりますされておりますされております。。。。     循環経済循環経済循環経済循環経済はははは、、、、新新新新たなたなたなたな経済発展経済発展経済発展経済発展モモモモデルでデルでデルでデルであああありりりり、、、、またまたまたまた環境環境環境環境保護戦保護戦保護戦保護戦略略略略のののの新新新新たなたなたなたな考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。環環環環境境境境汚染汚染汚染汚染にににに対対対対するとてもするとてもするとてもするとても重重重重要要要要なななな考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。東北製薬東北製薬東北製薬東北製薬総総総総工場工場工場工場はははは、、、、製薬製薬製薬製薬会社会社会社会社としてとしてとしてとして今今今今までまでまでまで持続持続持続持続的的的的なななな発展発展発展発展をををを会社会社会社会社のののの最終最終最終最終目的目的目的目的としてとしてとしてとして、、、、企業経済発展企業経済発展企業経済発展企業経済発展をををを推進推進推進推進するとするとするとすると同同同同時時時時にににに、、、、企業企業企業企業のののの環境環境環境環境保護保護保護保護、、、、またまたまたまた廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの総合利用総合利用総合利用総合利用、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの節約節約節約節約、、、、クリーンなクリーンなクリーンなクリーンな生産生産生産生産、、、、製品製品製品製品構構構構造造造造調調調調整整整整などなどなどなど、、、、一連一連一連一連のののの新新新新しいしいしいしい管理管理管理管理システムシステムシステムシステム、、、、公公公公害害害害防止防止防止防止方方方方法法法法などをなどをなどをなどを開発開発開発開発してしてしてして、、、、会社会社会社会社としてのとしてのとしてのとしての活発活発活発活発なななな経済成経済成経済成経済成長長長長をををを推進推進推進推進しましたしましたしましたしました。。。。そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、環境環境環境環境汚染汚染汚染汚染もももも合合合合理理理理的的的的にににに治治治治めることができましためることができましためることができましためることができました。。。。     今今今今、、、、幾幾幾幾つつつつのののの面面面面からからからから具具具具体的体的体的体的にににに説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。まずまずまずまず、、、、総合利用総合利用総合利用総合利用、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの再再再再利用利用利用利用、、、、企業生産企業生産企業生産企業生産ココココストのストのストのストの削減削減削減削減、、、、またまたまたまた製品製品製品製品のののの競争競争競争競争力力力力のののの強化強化強化強化によるによるによるによる循環経済循環経済循環経済循環経済のののの道道道道をををを説説説説明明明明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。     長長長長いいいい間間間間、、、、東北製薬東北製薬東北製薬東北製薬総総総総工場工場工場工場はははは、、、、製品製品製品製品のののの廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物総合利用総合利用総合利用総合利用にににに力力力力をををを注注注注いでおりますいでおりますいでおりますいでおります。。。。総合利用総合利用総合利用総合利用量量量量はははは年年年年 3万万万万トントントントン以以以以上上上上。。。。東北製薬東北製薬東北製薬東北製薬総総総総工場工場工場工場はははは、、、、ここここここここ 3 年年年年間間間間でででで総合利用総合利用総合利用総合利用量量量量はははは累累累累計計計計でででで 9万万万万 6,971 トンにトンにトンにトンになりなりなりなり、、、、COD はははは 7万万万万トントントントン以以以以上上上上になりましたになりましたになりましたになりました。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその中中中中、、、、ビビビビタミンタミンタミンタミン蛋蛋蛋蛋白液白液白液白液とグロンとグロンとグロンとグロン酸酸酸酸といといといというううう化学化学化学化学製品製品製品製品へのへのへのへの総合利用総合利用総合利用総合利用はははは一一一一番番番番多多多多くくくくなっておりますなっておりますなっておりますなっております。。。。ビビビビタミンタミンタミンタミン蛋蛋蛋蛋白液白液白液白液とグロンとグロンとグロンとグロン酸酸酸酸はははは、、、、東北東北東北東北製薬製薬製薬製薬総総総総工場工場工場工場のののの主主主主要要要要のののの製品製品製品製品でででであああありりりり、、、、またまたまたまた廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物再再再再利用利用利用利用のののの一一一一番低番低番低番低いいいい製品製品製品製品でもでもでもでもあああありましたりましたりましたりました。。。。そのそのそのそのためためためため、、、、当当当当社社社社はははは新新新新しいしいしいしい処処処処理理理理工場工場工場工場ををををつくつくつくつくりりりり、、、、VC 蛋蛋蛋蛋白液白液白液白液にににに対対対対するするするする再処再処再処再処理理理理をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。しかししかししかししかし、、、、資源資源資源資源のののの巨巨巨巨大大大大なななな浪浪浪浪費費費費となりとなりとなりとなり、、、、そのためそのためそのためそのため、、、、会社会社会社会社はははは 98 年年年年にににに新新新新たにたにたにたに総合利総合利総合利総合利用用用用のののの生産活動生産活動生産活動生産活動をををを行行行行いましいましいましいましたたたた。。。。製品製品製品製品のののの再再再再利用利用利用利用にににに対対対対するするするする新新新新しいしいしいしい研究開発研究開発研究開発研究開発をををを行行行行いいいい、、、、最後最後最後最後にににに、、、、瀋陽瀋陽瀋陽瀋陽市市市市のののの丹丹丹丹海海海海北北北北アアアアメメメメリリリリカカカカ貿貿貿貿易易易易有有有有限限限限会社会社会社会社とととと提提提提携携携携してしてしてして、、、、VC 蛋蛋蛋蛋白液白液白液白液生産生産生産生産のののの再再再再生利用生利用生利用生利用のののの技術技術技術技術をををを開発開発開発開発しししし、、、、効効効効果果果果はははは非非非非常常常常にににに良好良好良好良好ですですですです。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、今今今今 VC蛋蛋蛋蛋白液白液白液白液とグロンとグロンとグロンとグロン酸酸酸酸のののの 2つつつつのののの製品製品製品製品ににににつつつついていていていて、、、、当当当当社社社社はははは毎毎毎毎年年年年 COD排排排排出出出出量量量量をををを 8,000トントントントン以以以以上減少上減少上減少上減少することができましたすることができましたすることができましたすることができました。。。。     2つつつつ目目目目はははは、、、、資源利用率資源利用率資源利用率資源利用率をををを高高高高めめめめ、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー節約節約節約節約にににに力力力力をををを注注注注いでいでいでいで、、、、7 年年年年間間間間連続的連続的連続的連続的にににに原料原料原料原料とエネとエネとエネとエネ
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ルルルルギギギギーをーをーをーを大大大大幅幅幅幅にににに節約節約節約節約しましたしましたしましたしました。。。。     東北製薬東北製薬東北製薬東北製薬総総総総工場工場工場工場はははは、、、、化学化学化学化学製品製品製品製品をををを生産生産生産生産するするするする会社会社会社会社ででででああああるためるためるためるため、、、、技術技術技術技術にににに対対対対するするするする要求要求要求要求はははは高高高高いものいものいものいものががががあああありますりますりますります。。。。原料原料原料原料・エネル・エネル・エネル・エネルギギギギーのーのーのーの節約節約節約節約はははは大大大大変変変変難難難難しいことですしいことですしいことですしいことです。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、近近近近年年年年、、、、各各各各製品製品製品製品のののの原料原料原料原料・エネル・エネル・エネル・エネルギギギギーのーのーのーの節約節約節約節約指指指指標標標標ををををつくつくつくつくりりりり、、、、またまたまたまた製品製品製品製品のののの製製製製造造造造ココココストのストのストのストの指指指指標標標標ももももつくつくつくつくりりりり、、、、積極的積極的積極的積極的にににに生産活動生産活動生産活動生産活動をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。そのそのそのその厳厳厳厳しいしいしいしい管理管理管理管理、、、、またまたまたまた技術技術技術技術のののの改改改改善善善善、、、、先進的先進的先進的先進的なななな設設設設備備備備とととと技術技術技術技術のののの導導導導入入入入にににによってよってよってよって、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの節約節約節約節約をををを推進推進推進推進することができましたすることができましたすることができましたすることができました。。。。 エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー方方方方面面面面ではではではでは、、、、1 万万万万元元元元のののの算算算算出出出出額額額額にににに対対対対するするするする消費消費消費消費のののの電電電電力力力力はははは、、、、1997 年年年年のののの 877 千千千千ワットかワットかワットかワットからららら、、、、2003 年年年年のののの 498千千千千ワットにワットにワットにワットに減少減少減少減少しましたしましたしましたしました。。。。減少減少減少減少率率率率はははは 43.22％％％％になりますになりますになりますになります。。。。またまたまたまた、、、、1万万万万元元元元のののの算算算算出出出出にににに対対対対するするするする水水水水蒸蒸蒸蒸気気気気のののの消費量消費量消費量消費量はははは 1997 年年年年のののの 7.61 トンかトンかトンかトンからららら 2003 年年年年 3.59 トンにトンにトンにトンに減少減少減少減少しししし、、、、減少減少減少減少率率率率はははは 53％％％％ですですですです。。。。またまたまたまた、、、、1万万万万元元元元のののの算算算算出出出出にににに対対対対するするするする水水水水のののの消費量消費量消費量消費量はははは、、、、1997 年年年年のののの 0.0154万万万万トンからトンからトンからトンから 2003年年年年のののの 0.0046万万万万トンにトンにトンにトンに減少減少減少減少しましたしましたしましたしました。。。。減少減少減少減少率率率率はははは 70％％％％になりましたになりましたになりましたになりました。。。。 

3つつつつ目目目目はははは、、、、全全全全面面面面的的的的にクリーンなにクリーンなにクリーンなにクリーンな生産活動生産活動生産活動生産活動をををを推進推進推進推進することですすることですすることですすることです。。。。生産生産生産生産がスタートするがスタートするがスタートするがスタートする時点時点時点時点かかかからららら廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの排排排排出出出出をををを厳厳厳厳ししししくくくく管理管理管理管理しますしますしますします。。。。3 年年年年前前前前からからからから、、、、有有有有機機機機溶溶溶溶媒媒媒媒消費消費消費消費のののの削減削減削減削減することをすることをすることをすることを生産生産生産生産のののの重重重重点点点点としてとしてとしてとして、、、、合合合合理理理理的的的的なななな節約節約節約節約をををを行行行行いいいい、、、、生産率生産率生産率生産率をををを高高高高めるとめるとめるとめると同同同同時時時時にににに、、、、環境環境環境環境保護保護保護保護においてもよいにおいてもよいにおいてもよいにおいてもよい経済経済経済経済効効効効果果果果をををを上上上上げげげげておりますておりますておりますております。。。。 環境環境環境環境にににに負荷負荷負荷負荷をかけないをかけないをかけないをかけない生産生産生産生産はははは、、、、循環経済循環経済循環経済循環経済のののの非非非非常常常常にににに重重重重要要要要なななな手手手手段段段段としてとしてとしてとして、、、、東北製薬東北製薬東北製薬東北製薬会社会社会社会社はははは、、、、有有有有機機機機溶溶溶溶媒媒媒媒のののの生産生産生産生産をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして生産活動生産活動生産活動生産活動をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。2001 年年年年からからからから 2003 年年年年までまでまでまで、、、、前前前前年年年年比比比比平平平平均均均均減少減少減少減少率率率率はははは 14.66％％％％になりになりになりになり、、、、節約量節約量節約量節約量はははは 5,786 トントントントン、、、、回回回回収収収収量量量量はははは 1万万万万 75 トンになりましたトンになりましたトンになりましたトンになりました。。。。ままままたたたた、、、、COD のののの減少量減少量減少量減少量はははは 3万万万万トンにもなりましたトンにもなりましたトンにもなりましたトンにもなりました。。。。東北製薬東北製薬東北製薬東北製薬総総総総工場工場工場工場におけるにおけるにおけるにおける有有有有機機機機溶溶溶溶媒媒媒媒消費消費消費消費のののの指指指指導的導的導的導的なななな考考考考ええええ方方方方はははは 3つつつつのののの循環循環循環循環ですですですです。。。。 

1つつつつ目目目目はははは、、、、製品製品製品製品のののの循環循環循環循環ですですですです。。。。化学化学化学化学反反反反応応応応のののの中中中中のののの汚染汚染汚染汚染物物物物、、、、またまたまたまた廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを、、、、東北製薬東北製薬東北製薬東北製薬会社会社会社会社はははは幾幾幾幾つつつつのののの新新新新しいしいしいしい生産方生産方生産方生産方法法法法によってによってによってによって製品製品製品製品のののの再再再再利用利用利用利用をををを可能可能可能可能としましたとしましたとしましたとしました。。。。例例例例ええええばばばば、、、、AZT（（（（Zidovudine））））というというというという商品商品商品商品でででで、、、、それそれそれそれ自体自体自体自体のののの循環循環循環循環によってによってによってによって溶溶溶溶媒媒媒媒消費消費消費消費はははは 70％％％％にににに減少減少減少減少しましたしましたしましたしました。。。。 

2番番番番目目目目はははは、、、、工場工場工場工場内内内内のののの循環循環循環循環使使使使用用用用ですですですです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、ビビビビタミンタミンタミンタミン系系系系のののの製品製品製品製品にににに対対対対するするするする溶溶溶溶媒媒媒媒ととととビビビビタミンをタミンをタミンをタミンを同同同同時時時時にににに生産生産生産生産をををを行行行行いいいい、、、、そのためそのためそのためそのため、、、、溶溶溶溶媒媒媒媒のののの使使使使用用用用料料料料をををを 10％％％％もももも減少減少減少減少させましたさせましたさせましたさせました。。。。またまたまたまた、、、、製品製品製品製品のののの原料原料原料原料のののの使使使使用用用用料料料料もももも 2％％％％減少減少減少減少させましたさせましたさせましたさせました。。。。 

3つつつつ目目目目はははは、、、、地域内地域内地域内地域内のののの循環循環循環循環ですですですです。。。。例例例例ええええばあばあばあばあるるるる溶溶溶溶媒媒媒媒はははは、、、、化学化学化学化学薬品薬品薬品薬品のののの原料原料原料原料にならないためにならないためにならないためにならないため、、、、必必必必ずずずずほほほほかのかのかのかの溶溶溶溶剤剤剤剤、、、、ああああるいはるいはるいはるいは燃燃燃燃焼焼焼焼補補補補助機助機助機助機をををを用用用用いていていていて生産活動生産活動生産活動生産活動をををを行行行行いますいますいますいます。。。。 東北製薬東北製薬東北製薬東北製薬総総総総工場工場工場工場はははは、、、、それらのそれらのそれらのそれらの溶溶溶溶媒媒媒媒をををを通通通通じじじじてててて生産活動生産活動生産活動生産活動をををを行行行行いながらいながらいながらいながら、、、、資源資源資源資源のののの再再再再利用利用利用利用をををを実現実現実現実現しましたしましたしましたしました。。。。 

4つつつつ目目目目はははは、、、、循環経済循環経済循環経済循環経済をををを行行行行うためうためうためうためにににに、、、、人人人人材材材材育育育育成成成成にににに力力力力をををを注注注注いでおりますいでおりますいでおりますいでおります。。。。それによりそれによりそれによりそれにより、、、、生産活生産活生産活生産活動動動動をををを順順順順調調調調にににに推進推進推進推進しておりますしておりますしておりますしております。。。。 化学化学化学化学製薬製薬製薬製薬はははは技術技術技術技術にににに対対対対するするするする要求要求要求要求がががが高高高高いためいためいためいため、、、、人人人人材材材材育育育育成成成成がががが大大大大変変変変重重重重要要要要になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。そのそのそのそのためためためため、、、、東北製薬東北製薬東北製薬東北製薬総総総総工場工場工場工場はははは、、、、人人人人材材材材育育育育成成成成ににににつつつついていていていて、、、、まずまずまずまず環境環境環境環境意意意意識識識識のののの教育教育教育教育からからからから、、、、循環経済循環経済循環経済循環経済のののの重重重重要要要要性性性性、、、、またまたまたまた総合利用技術総合利用技術総合利用技術総合利用技術およびおよびおよびおよび応応応応用用用用することまですることまですることまですることまで教育教育教育教育をををを行行行行いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、事例事例事例事例とととと経経経経験験験験をまとをまとをまとをまとめためためためた上上上上でででで、、、、工場工場工場工場内内内内でででで講講講講座座座座とととと交交交交流会流会流会流会をををを行行行行いいいい、、、、企業企業企業企業のののの各循環経済各循環経済各循環経済各循環経済のののの生産活動生産活動生産活動生産活動をををを推進推進推進推進しましたしましたしましたしました。。。。人人人人材材材材育育育育成成成成によりによりによりにより技術技術技術技術をををを開発開発開発開発しししし、、、、企業企業企業企業のののの発展発展発展発展をををを推進推進推進推進しましたしましたしましたしました。。。。 

5番番番番目目目目はははは、、、、地域地域地域地域のののの経済循環経済循環経済循環経済循環にににに参加参加参加参加しししし、、、、高高高高いいいい生産生産生産生産性性性性、、、、低低低低ココココストストストスト、、、、環境環境環境環境保護保護保護保護などのなどのなどのなどの面面面面においてにおいてにおいてにおいて
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生産活動生産活動生産活動生産活動をををを行行行行いいいい、、、、成成成成果果果果ををををあげあげあげあげましたましたましたました。。。。 近近近近年年年年、、、、瀋陽瀋陽瀋陽瀋陽市市市市はははは、、、、環境経済環境経済環境経済環境経済をををを都都都都市発展市発展市発展市発展戦戦戦戦略略略略のののの 1 つつつつとしてとしてとしてとして提唱提唱提唱提唱しししし、、、、各企業及各企業及各企業及各企業及びびびび個個個個人人人人にににに対対対対すすすするるるる環境経済環境経済環境経済環境経済のののの意意意意識識識識のののの教育教育教育教育をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。そのためそのためそのためそのため当当当当社社社社はははは、、、、政政政政府府府府からからからから各各各各種種種種のののの支援支援支援支援をををを受受受受けけけけながらながらながらながら、、、、積極的積極的積極的積極的にににに環境環境環境環境保護保護保護保護のためのためのためのため生産活動生産活動生産活動生産活動をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。 例例例例ええええばばばば東北製薬東北製薬東北製薬東北製薬総総総総工場工場工場工場はははは瀋陽株式瀋陽株式瀋陽株式瀋陽株式会社会社会社会社のののの製品製品製品製品のののの塩塩塩塩酸酸酸酸などのなどのなどのなどの製品製品製品製品をををを自分自分自分自分のののの会社会社会社会社のののの原料原料原料原料としとしとしとしてててて生産活動生産活動生産活動生産活動をををを行行行行いいいい、、、、新新新新しいしいしいしい製品製品製品製品ををををつくつくつくつくりりりり出出出出しましたしましたしましたしました。。。。またまたまたまた、、、、瀋陽瀋陽瀋陽瀋陽市市市市のののの風風風風順順順順化学化学化学化学工場工場工場工場もももも東北東北東北東北製薬製薬製薬製薬総総総総工場工場工場工場のののの製品製品製品製品をををを利用利用利用利用してしてしてして新新新新しいしいしいしい製品製品製品製品ををををつくつくつくつくりましたりましたりましたりました。。。。 近近近近年年年年のののの循環経済循環経済循環経済循環経済をををを行行行行いながらいながらいながらいながら、、、、私私私私たたたたちちちちがががが感心感心感心感心したことはしたことはしたことはしたことは、、、、時時時時代代代代のののの発展発展発展発展とともにとともにとともにとともに、、、、資源資源資源資源節節節節約約約約社会社会社会社会をををを実現実現実現実現するためするためするためするため、、、、技術技術技術技術はははは大大大大変変変変重重重重要要要要となっているということですとなっているということですとなっているということですとなっているということです。。。。技術開発技術開発技術開発技術開発のののの促進促進促進促進、、、、研究成研究成研究成研究成果果果果をををを生産生産生産生産にににに導導導導入入入入することすることすることすることやややや、、、、またまたまたまた、、、、水水水水、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの節約節約節約節約、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの再再再再利用利用利用利用、、、、資源資源資源資源のかわりにのかわりにのかわりにのかわりに再再再再生資源生資源生資源生資源をををを利用利用利用利用することもすることもすることもすることも可能可能可能可能ですですですです。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、先先先先端端端端技術技術技術技術によってによってによってによって伝伝伝伝統統統統的的的的なななな産産産産業構業構業構業構造造造造をををを改改改改善善善善しししし、、、、資源資源資源資源節約節約節約節約ののののレベレベレベレベルをルをルをルを高高高高めることがめることがめることがめることが企業企業企業企業のののの持続的持続的持続的持続的なななな発展発展発展発展のののの原原原原動力動力動力動力ででででああああるとるとるとると思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 劉琰劉琰劉琰劉琰様様様様、、、、どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、たたたただだだだいまからいまからいまからいまから 10 分分分分間間間間のののの休休休休憩憩憩憩とさとさとさとさせていたせていたせていたせていただだだだきますきますきますきます。。。。再再再再開開開開はははは、、、、ここここちちちちらのらのらのらの時時時時計計計計でででで
15 分分分分とさせていたとさせていたとさせていたとさせていただだだだきますきますきますきます。。。。3時時時時 15 分分分分からからからから再再再再開開開開いたしますいたしますいたしますいたします。。。。よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 （（（（休休休休        憩憩憩憩）））） 
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パネルデパネルデパネルデパネルディィィィススススカカカカッションッションッションッション 

 司司司司会会会会     それではそれではそれではそれでは、、、、後後後後半半半半のののの部部部部をををを開始開始開始開始いたしますいたしますいたしますいたします。。。。     まずまずまずまず、、、、司司司司会会会会をおをおをおをお務務務務めいためいためいためいただだだだきますきますきますきますココココーデーデーデーディィィィネーターをネーターをネーターをネーターをごごごご紹介紹介紹介紹介申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学ゼゼゼゼロエミッションフォーラムロエミッションフォーラムロエミッションフォーラムロエミッションフォーラム運運運運営委員営委員営委員営委員でででで、、、、日日日日本本本本政政政政策策策策投投投投資資資資銀銀銀銀行行行行政政政政策企画策企画策企画策企画部長部長部長部長のののの前前前前田正田正田正田正尚様尚様尚様尚様ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。     続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、パネリストのパネリストのパネリストのパネリストの皆様皆様皆様皆様ををををごごごご紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。まずまずまずまず初初初初めにめにめにめに、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省産業技術産業技術産業技術産業技術環境環境環境環境局局局局環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進室室室室長長長長、、、、中村中村中村中村吉吉吉吉明明明明様様様様ででででござござござございますいますいますいます。。。。     続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、JFE ススススチチチチールールールール株式株式株式株式会社総合会社総合会社総合会社総合リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事事事事業業業業センターセンターセンターセンター長長長長、、、、林林林林明明明明夫夫夫夫様様様様ででででござござござございいいいますますますます。。。。     続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、川崎川崎川崎川崎・・・・ごごごごみをみをみをみを考考考考えるえるえるえる市民連市民連市民連市民連絡絡絡絡会会会会代代代代表表表表、、、、飯飯飯飯田田田田和和和和子子子子様様様様ででででござござござございますいますいますいます。。。。     続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、川崎川崎川崎川崎市経済市経済市経済市経済局長局長局長局長、、、、植松了植松了植松了植松了ででででござござござございますいますいますいます。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、前前前前田田田田様様様様、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター     たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました前前前前田田田田ででででござござござございますいますいますいます。。。。これからこれからこれからこれから、、、、今今今今ごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきましたパネリストのパネリストのパネリストのパネリストの方方方方 4 名名名名とパネルデとパネルデとパネルデとパネルディィィィススススカカカカッションをッションをッションをッションを 17 時時時時 20 分分分分ごろごろごろごろまでまでまでまで、、、、始始始始めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきますきますきますきます。。。。     今今今今までまでまでまで、、、、藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長のゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ全全全全体体体体のおのおのおのお話話話話、、、、それからそれからそれからそれから各企業各企業各企業各企業のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたけれどもきましたけれどもきましたけれどもきましたけれども、、、、これからこれからこれからこれから国国国国、、、、地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体、、、、企業企業企業企業、、、、市民市民市民市民のそれのそれのそれのそれぞぞぞぞれのれのれのれのおおおお立立立立場場場場からからからから、、、、川崎川崎川崎川崎のゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッション、、、、エエエエココココタタタタウウウウンンンン、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をどうをどうをどうをどうつくつくつくつくっていっていっていっていくくくくかとかとかとかということにいうことにいうことにいうことにつつつついていていていて少少少少しししし具具具具体的体的体的体的にににに話話話話をををを展開展開展開展開していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。     最初最初最初最初にににに、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれパネリストのれパネリストのれパネリストのれパネリストの方方方方々々々々からからからから、、、、まずまずまずまず 15 分分分分ずずずずつつつつおおおお話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、そそそそれからデれからデれからデれからディィィィススススカカカカッションにッションにッションにッションに入入入入りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     ではではではでは、、、、最初最初最初最初にににに、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のののの中村中村中村中村様様様様からからからからごごごご発表発表発表発表をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 中村中村中村中村室室室室長長長長     ごごごご紹介紹介紹介紹介ににににああああずかりましたずかりましたずかりましたずかりました、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のののの環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進室室室室長長長長のののの中村中村中村中村ででででござござござございますいますいますいます。。。。そそそそれではれではれではれでは、、、、15 分分分分程程程程度度度度おおおお時間時間時間時間をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、私私私私どもがどもがどもがどもがややややっているっているっているっている事事事事業業業業のののの概概概概要要要要をををを説説説説明明明明させてさせてさせてさせていたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     私私私私どもがどもがどもがどもが、、、、まずまずまずまず何何何何をををを目目目目標標標標にしているかということなのですがにしているかということなのですがにしているかということなのですがにしているかということなのですが、、、、環境立国環境立国環境立国環境立国をををを目目目目標標標標としておとしておとしておとしておりますりますりますります。。。。たたたただだだだ、、、、そのそのそのその際際際際にはにはにはには、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな制約要因制約要因制約要因制約要因ががががああああるとるとるとると認認認認識識識識しておりますしておりますしておりますしております。。。。そのそのそのその 1つつつつはははは、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化問問問問題題題題でででであああありますりますりますります。。。。先先先先ごろごろごろごろ、、、、ロシアがロシアがロシアがロシアが批准批准批准批准にににに向向向向けてけてけてけて作作作作業業業業をををを始始始始めているというめているというめているというめているという動動動動ききききががががあああありましたがりましたがりましたがりましたが、、、、今今今今月月月月頭頭頭頭ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに批准批准批准批准したとしてしたとしてしたとしてしたとして、、、、90 日後日後日後日後にににに発効発効発効発効するということになりまするということになりまするということになりまするということになりますのですのですのですので、、、、来来来来年年年年のののの 2 月月月月にはにはにはには京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書がががが発効発効発効発効するするするする可能可能可能可能性性性性がががが出出出出てきておりますてきておりますてきておりますてきております。。。。京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書がががが発効発効発効発効するということになりますとするということになりますとするということになりますとするということになりますと、、、、第第第第 1 次次次次約約約約束束束束期間期間期間期間、、、、2008 年年年年からからからから 2012 年年年年のののの間間間間にににに温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガスにスにスにスに関関関関してしてしてして我我我我がががが国国国国はははは 1990 年年年年比比比比ででででママママイナスイナスイナスイナス 6％％％％のののの削減削減削減削減をををを達達達達成成成成しなけれしなけれしなけれしなければばばばなりませなりませなりませなりませんんんん。。。。現現現現在在在在のののの
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状況状況状況状況をををを申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、2002 年年年年でででで大体大体大体大体 7.6％％％％増加増加増加増加ということになっておりますのでということになっておりますのでということになっておりますのでということになっておりますので、、、、6％％％％ののののママママイナスということはイナスということはイナスということはイナスということは 13.6％％％％削減削減削減削減しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけないということですいけないということですいけないということですいけないということです。。。。非非非非常常常常にににに厳厳厳厳しいわけしいわけしいわけしいわけでででであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、更更更更にににに一層一層一層一層努努努努力力力力していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばならないとならないとならないとならないと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。現現現現在在在在、、、、地地地地球球球球温暖温暖温暖温暖化大化大化大化大綱綱綱綱にににに基基基基づいてづいてづいてづいて 200 ものものものもの施策施策施策施策をををを実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。そのそのそのその地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化大化大化大化大綱綱綱綱がががが今今今今年度年度年度年度末末末末にににに改改改改定定定定するするするする予予予予定定定定ですのでですのでですのでですので、、、、そこでさまそこでさまそこでさまそこでさまざざざざまなまなまなまな施策施策施策施策をををを投投投投入入入入してしてしてして、、、、ママママイナスイナスイナスイナス 6％％％％達達達達成成成成にににに向向向向けてけてけてけて努努努努力力力力したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、技術開発技術開発技術開発技術開発でででで革革革革新新新新的的的的なななな技術技術技術技術をををを開発開発開発開発してしてしてして、、、、目目目目標標標標をををを達達達達成成成成したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。例例例例ええええばばばば CO2 にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、地地地地中中中中にににに固定化固定化固定化固定化してしまうしてしまうしてしまうしてしまう、、、、地地地地中中中中にににに埋埋埋埋めめめめ込込込込んんんんでしまうというようなでしまうというようなでしまうというようなでしまうというような技術開発技術開発技術開発技術開発もしておりますしもしておりますしもしておりますしもしておりますし、、、、さらにさらにさらにさらに、、、、CDM/JI のようにのようにのようにのように、、、、発展発展発展発展途途途途上上上上国国国国とととと共共共共同同同同でででで温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガスをスをスをスを削減削減削減削減してしてしてして、、、、そのそのそのその排排排排出出出出ククククレレレレジットをジットをジットをジットを獲獲獲獲得得得得するとかするとかするとかするとか、、、、先進国先進国先進国先進国同同同同士士士士でででで共共共共同同同同でででで温暖温暖温暖温暖効効効効果果果果ガガガガスをスをスをスを削減削減削減削減してしてしてして、、、、排排排排出出出出権権権権のクのクのクのクレレレレジットをジットをジットをジットを獲獲獲獲得得得得するとするとするとするとかかかか、、、、そのようなそのようなそのようなそのような手法手法手法手法をををを活用活用活用活用してしてしてして、、、、ママママイナスイナスイナスイナス 6％％％％のののの目目目目標標標標達達達達成成成成にににに向向向向けてけてけてけて努努努努力力力力したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。     たたたただだだだ、、、、京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書のののの問問問問題題題題点点点点としてはとしてはとしてはとしては幾幾幾幾つつつつかかかか指指指指摘摘摘摘をされているのですがをされているのですがをされているのですがをされているのですが、、、、1つつつつはははは、、、、最最最最大大大大のののの温温温温室室室室効効効効果果果果ガガガガスのスのスのスの排排排排出出出出国国国国ででででああああるアるアるアるアメメメメリリリリカカカカがががが本議定本議定本議定本議定書書書書にににに批准批准批准批准していないということですしていないということですしていないということですしていないということです。。。。加加加加えてえてえてえて、、、、大大大大量量量量にににに温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガスをスをスをスを排排排排出出出出しているしているしているしている発展発展発展発展途途途途上上上上国国国国ににににつつつついてもいてもいてもいても本議定本議定本議定本議定書書書書のののの義義義義務務務務がががが課課課課せられていせられていせられていせられていないということですないということですないということですないということです。。。。以以以以上上上上のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化問問問問題題題題はははは我我我我々々々々のののの将来将来将来将来にににに関関関関してしてしてして制約制約制約制約イッシイッシイッシイッシュュュューになるとーになるとーになるとーになると考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。     もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物とリサイクルのとリサイクルのとリサイクルのとリサイクルの問問問問題題題題でででであああありますりますりますります。。。。皆皆皆皆ささささんごんごんごんご承承承承知知知知のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、最終最終最終最終処処処処分分分分場場場場にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては非非非非常常常常にににに逼逼逼逼迫迫迫迫をしておりましてをしておりましてをしておりましてをしておりまして、、、、一一一一般般般般廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ででででああああれれれればあばあばあばあとととと 12.5 年年年年でいっでいっでいっでいっぱぱぱぱいになってしまいますしいになってしまいますしいになってしまいますしいになってしまいますし、、、、産業産業産業産業廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ででででああああれれれればばばば 4.3 年年年年でいっでいっでいっでいっぱぱぱぱいになってしまいますいになってしまいますいになってしまいますいになってしまいます。。。。特特特特にににに首首首首都都都都圏圏圏圏のののの逼逼逼逼迫迫迫迫度合度合度合度合いがいがいがいが大大大大きいきいきいきい、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市もそうもそうもそうもそうだだだだとととと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、東京東京東京東京近近近近郊郊郊郊ではではではでは非非非非常常常常にににに逼逼逼逼迫迫迫迫度合度合度合度合いがいがいがいが大大大大きいのですきいのですきいのですきいのです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、このようなこのようなこのようなこのような廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの問問問問題題題題もももも避避避避けてけてけてけて通通通通れないれないれないれない問問問問題題題題となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。     もうもうもうもう一一一一つつつつのののの問問問問題題題題はははは、、、、化学化学化学化学物物物物質質質質のののの管理管理管理管理のののの問問問問題題題題ですですですです。。。。化学化学化学化学物物物物質質質質というのはというのはというのはというのは非非非非常常常常にににに便便便便利利利利なものなものなものなものなのでなのでなのでなので、、、、使使使使いようによってはいようによってはいようによってはいようによっては我我我我々々々々のののの生活生活生活生活水水水水準準準準をををを高高高高めるとめるとめるとめると思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、様様様様々々々々なななな弊弊弊弊害害害害ももももあああありりりりますますますます。。。。数数数数年年年年前前前前ですかですかですかですか、、、、所沢所沢所沢所沢のダイオのダイオのダイオのダイオキキキキシンシンシンシン問問問問題題題題というのがというのがというのがというのがあああありましたけれどもりましたけれどもりましたけれどもりましたけれども、、、、低温低温低温低温度度度度でででで燃燃燃燃焼焼焼焼することによってダイオすることによってダイオすることによってダイオすることによってダイオキキキキシンというシンというシンというシンという非非非非常常常常にににに有有有有害害害害なななな物物物物質質質質をををを放放放放出出出出してしまったというしてしまったというしてしまったというしてしまったという問問問問題題題題ももももござござござございますしいますしいますしいますし、、、、以以以以前前前前有用有用有用有用だだだだとととと考考考考えてえてえてえて活用活用活用活用していたしていたしていたしていた PCB もももも、、、、適適適適正正正正なななな管理管理管理管理をしてをしてをしてをして処処処処理理理理をしをしをしをしなけれなけれなけれなければばばば人体人体人体人体にににに影響影響影響影響をををを与与与与えるということがえるということがえるということがえるということが明明明明らかになりらかになりらかになりらかになり、、、、特別特別特別特別なななな法法法法律律律律をををを作作作作っていますっていますっていますっています。。。。でででですからすからすからすから、、、、化学化学化学化学物物物物質質質質はははは非非非非常常常常にににに有用有用有用有用なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、しっかりしっかりしっかりしっかり管理管理管理管理をしてをしてをしてをして対対対対応応応応しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけないいけないいけないいけないということでということでということでということであああありますりますりますります。。。。以以以以上上上上のののの３３３３つつつつのののの制約要因制約要因制約要因制約要因からからからから考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、我我我我々々々々がががが生活生活生活生活するするするする上上上上でででで経済経済経済経済成成成成長長長長もしなけれもしなけれもしなけれもしなければばばばならないならないならないならない一一一一方方方方、、、、環境環境環境環境のののの負荷負荷負荷負荷をできるをできるをできるをできるだだだだけけけけ低減低減低減低減させてさせてさせてさせて環境環境環境環境とととと調和調和調和調和をしなけをしなけをしなけをしなけれれれればばばばいけないといけないといけないといけないと思思思思いますいますいますいます。。。。最終最終最終最終的的的的にはにはにはには、、、、我我我我々々々々のののの国国国国家家家家目目目目標標標標といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、我我我我々々々々がががが目指目指目指目指すすすす道道道道とととというのはいうのはいうのはいうのは、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの両両両両立立立立しかしかしかしかあああありりりり得得得得ないのではないかとないのではないかとないのではないかとないのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私どものどものどものどもの政政政政策策策策もももも、、、、このようなこのようなこのようなこのような環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの両両両両立立立立にににに向向向向けてけてけてけて努努努努力力力力をしなけれをしなけれをしなけれをしなければばばばいけないといけないといけないといけないと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。     以以以以下下下下循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会にににに向向向向けてけてけてけて、、、、我我我我がががが国国国国のののの対対対対応応応応ににににつつつついていていていて特特特特にににに絞絞絞絞ってってってって申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、処処処処分分分分場場場場のののの逼逼逼逼迫迫迫迫というというというという問問問問題題題題ももももあああありますりますりますります。。。。ああああともうともうともうともう一一一一つつつつのののの問問問問題題題題はははは、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄のののの問問問問題題題題ですですですです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、青青青青森森森森県県県県とととと岩手岩手岩手岩手県県県県のののの県境県境県境県境にはにはにはには非非非非常常常常にににに大規大規大規大規模模模模なななな不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄現現現現場場場場ががががあああありりりり、、、、そのそのそのその処処処処分分分分にはにはにはには 10 年以年以年以年以上上上上のののの年月年月年月年月がががが要要要要するとされていますしするとされていますしするとされていますしするとされていますし、、、、ああああるいはるいはるいはるいは豊豊豊豊島島島島ではではではでは、、、、シシシシュュュュレレレレ
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ッダーダストがたッダーダストがたッダーダストがたッダーダストがたくくくくささささんんんん埋埋埋埋められていてめられていてめられていてめられていて、、、、そのそのそのその処処処処分分分分にににに 10 年以年以年以年以上上上上かかるとかかるとかかるとかかると言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれておりますしししし、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外にはにはにはには、、、、岐阜岐阜岐阜岐阜県県県県でもでもでもでも最最最最大規模大規模大規模大規模のののの廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄ががががああああるとるとるとると聞聞聞聞いておりいておりいておりいており、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄のののの問問問問題題題題がががが国国国国家家家家的的的的なななな問問問問題題題題になりになりになりになりつつあつつあつつあつつありますりますりますります。。。。それにそれにそれにそれに加加加加えてえてえてえて資源資源資源資源制約制約制約制約のののの問問問問題題題題ががががあああありますりますりますります。。。。石石石石油油油油のののの可採年可採年可採年可採年数数数数ははははああああとととと 40 年年年年ですですですです。。。。以以以以上上上上をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、我我我我々々々々はどういうようなはどういうようなはどういうようなはどういうような道道道道筋筋筋筋をををを考考考考えていえていえていえていかなけれかなけれかなけれかなければばばばいけないかというといけないかというといけないかというといけないかというと、、、、ややややはりはりはりはり廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をできるをできるをできるをできるだだだだけけけけ出出出出さないようにするさないようにするさないようにするさないようにする、、、、リデリデリデリデュュュュースとースとースとースと、、、、何何何何回回回回もももも使使使使うリうリうリうリユユユユースとースとースとースと、、、、ああああとととと再再再再びびびび資源資源資源資源としてとしてとしてとして利用利用利用利用するリサイクルのするリサイクルのするリサイクルのするリサイクルの 3R のののの進展進展進展進展によによによによるるるる循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会のののの構築構築構築構築がががが不不不不可可可可欠欠欠欠ではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考えておりえておりえておりえており、、、、我我我我々々々々はそれにはそれにはそれにはそれに従従従従ってってってって施策施策施策施策をををを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。     循環型経済社会形成循環型経済社会形成循環型経済社会形成循環型経済社会形成にににに向向向向けたさまけたさまけたさまけたさまざざざざまなまなまなまな法法法法整備整備整備整備をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。これはこれはこれはこれは経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省、、、、環環環環境境境境省省省省、、、、国国国国土土土土交交交交通省通省通省通省、、、、農農農農林林林林水水水水産産産産省省省省等等等等、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな省庁省庁省庁省庁がががが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって努努努努力力力力しているのですがしているのですがしているのですがしているのですが、、、、生産生産生産生産、、、、ああああるいはるいはるいはるいは消費消費消費消費・・・・使使使使用用用用のののの段階段階段階段階、、、、回回回回収収収収・リサイクルの・リサイクルの・リサイクルの・リサイクルの段階段階段階段階、、、、廃廃廃廃棄棄棄棄のののの段階段階段階段階においてさまにおいてさまにおいてさまにおいてさまざざざざまなまなまなまな法法法法律律律律をををを制制制制定定定定しておりますしておりますしておりますしております。。。。それらのそれらのそれらのそれらの全全全全体体体体をををを束束束束ねねねねるるるる法法法法律律律律としてとしてとしてとして、、、、循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進法法法法というのがというのがというのがというのがあああありますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれは 2000 年年年年にできたにできたにできたにできた法法法法律律律律ですですですです。。。。生産生産生産生産段階段階段階段階ではではではでは、、、、資源有効利用促進資源有効利用促進資源有効利用促進資源有効利用促進法法法法、、、、いわゆるリサイクルいわゆるリサイクルいわゆるリサイクルいわゆるリサイクル法法法法というのがというのがというのがというのがあああありますしりますしりますしりますし、、、、ああああとはとはとはとは、、、、消費消費消費消費・・・・使使使使用用用用のののの段階段階段階段階でででで、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ環境環境環境環境配慮製品配慮製品配慮製品配慮製品をををを買買買買うことをうことをうことをうことを義義義義務務務務付付付付けたグリーンけたグリーンけたグリーンけたグリーン購入購入購入購入法法法法ががががあああありますりますりますります。。。。回回回回収収収収・リサイクル・リサイクル・リサイクル・リサイクル段階段階段階段階ではではではでは、、、、先先先先ほほほほどもどもどもども何何何何回回回回もももも話話話話にににに出出出出てきておりますけれどもてきておりますけれどもてきておりますけれどもてきておりますけれども、、、、容器容器容器容器包包包包装装装装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ががががござござござございますしいますしいますしいますし、、、、家家家家電製品電製品電製品電製品のリサイクルをのリサイクルをのリサイクルをのリサイクルを義義義義務務務務付付付付けたけたけたけた法法法法律律律律としてとしてとしてとして、、、、家家家家電電電電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ががががあああありますりますりますります。。。。またまたまたまた、、、、来来来来年年年年のののの 1 月月月月にににに完完完完全全全全施行施行施行施行されるされるされるされる自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法というというというという法法法法律律律律ががががあああありますりますりますります。。。。それにそれにそれにそれに加加加加えてえてえてえて、、、、廃廃廃廃棄棄棄棄段階段階段階段階ではではではでは廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物処処処処理理理理法法法法というというというという法法法法律律律律ががががあああありりりりますますますます。。。。以以以以上上上上のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、政政政政府府府府がががが一体一体一体一体となとなとなとなってってってって、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな法法法法律律律律をををを制制制制定定定定しししし、、、、循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会にににに向向向向けたけたけたけた努努努努力力力力をしていますをしていますをしていますをしています。。。。     私私私私はははは、、、、環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進室室室室にににに属属属属していますしていますしていますしています。。。。当室当室当室当室はははは名名名名前前前前のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、産業産業産業産業のののの環境化環境化環境化環境化をををを進進進進めめめめるということとるということとるということとるということと、、、、環境環境環境環境のののの産業化産業化産業化産業化をををを進進進進めるということをめるということをめるということをめるということを主主主主なななな仕仕仕仕事事事事としていますとしていますとしていますとしています。。。。産業産業産業産業のののの環境環境環境環境化化化化をををを進進進進めるということはどういうものかといいますとめるということはどういうものかといいますとめるということはどういうものかといいますとめるということはどういうものかといいますと、、、、例例例例ええええばばばば民民民民間間間間企業企業企業企業のののの中中中中でででで ISO14001 をををを取取取取得得得得するするするする企業企業企業企業がたがたがたがたくくくくささささんんんん増増増増えてきましたがえてきましたがえてきましたがえてきましたが、、、、そのそのそのその導導導導入入入入のためのおのためのおのためのおのためのお手手手手伝伝伝伝いをすることもいをすることもいをすることもいをすることも、、、、そそそそのののの一一一一つつつつですですですです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、低低低低利利利利融融融融資資資資をををを行行行行ってってってって、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ大企業大企業大企業大企業、、、、中小中小中小中小企業企業企業企業がががが ISO14001 をををを取取取取得得得得ししししややややすいようなすいようなすいようなすいような環境環境環境環境ををををつくつくつくつくるということもるということもるということもるということも私私私私どものどものどものどもの仕仕仕仕事事事事のののの一一一一つつつつですですですです。。。。基基基基調調調調講演講演講演講演のののの中中中中でもおでもおでもおでもお話話話話ががががああああったのですけれどもったのですけれどもったのですけれどもったのですけれども、、、、特特特特にににに環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、現現現現在在在在、、、、どのどのどのどの段階段階段階段階でででで環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷がががが大大大大ききききくくくくかかるかわかっていませかかるかわかっていませかかるかわかっていませかかるかわかっていませんんんん。。。。例例例例ええええばばばば、、、、生産生産生産生産段階段階段階段階でででで大大大大ききききくくくく環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷がかかるがかかるがかかるがかかる場場場場合合合合ももももあああありまりまりまりますしすしすしすし、、、、ああああるいはるいはるいはるいは使使使使用用用用段階段階段階段階でででで大大大大ききききくくくく環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷がかかるがかかるがかかるがかかる場場場場合合合合ももももあああありますりますりますります。。。。このようにこのようにこのようにこのように、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな段階段階段階段階でででで環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷がかかりますのでがかかりますのでがかかりますのでがかかりますので、、、、それをそれをそれをそれを総合的総合的総合的総合的にアセスにアセスにアセスにアセスメメメメントするントするントするントする手法手法手法手法をををを現現現現在在在在開発開発開発開発していますしていますしていますしています。。。。例例例例ええええばばばば、、、、仮仮仮仮にこのにこのにこのにこのペペペペンでンでンでンでああああれれれればばばば、、、、そのそのそのその原料原料原料原料のののの調調調調達達達達のとこのとこのとこのところろろろ、、、、採採採採掘掘掘掘のののの段階段階段階段階、、、、仮仮仮仮にににに鉄鉄鉄鉄をををを使使使使っているとしたっているとしたっているとしたっているとしたらららら、、、、そのそのそのその鉄鉄鉄鉄のののの採採採採掘掘掘掘のののの段階段階段階段階からからからから環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷をををを計計計計測測測測しししし、、、、それをそれをそれをそれを使使使使用用用用してしてしてして廃廃廃廃棄棄棄棄するまでするまでするまでするまで、、、、全部全部全部全部のののの環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷をををを計計計計測測測測するするするする手法手法手法手法ですですですです。。。。これをこれをこれをこれを我我我我 々々々々はははは、、、、LCA（（（（life cycle 

assessment））））といっていますがといっていますがといっていますがといっていますが、、、、このこのこのこの手法手法手法手法をををを現現現現在在在在、、、、研究研究研究研究しているとこしているとこしているとこしているところろろろですですですです。。。。更更更更にそのにそのにそのにその LCAのののの結結結結果果果果をををを消費消費消費消費者者者者のののの皆皆皆皆ささささんんんんにわかりにわかりにわかりにわかりややややすすすすくくくく説説説説明明明明するためにエするためにエするためにエするためにエココココリーフというラリーフというラリーフというラリーフというラベベベベルをルをルをルを作作作作ってってってって、、、、そのそのそのその普及普及普及普及にににに努努努努めていますめていますめていますめています。。。。     環境環境環境環境のののの産業化産業化産業化産業化をををを支援支援支援支援するするするする事事事事業業業業としてとしてとしてとして、、、、我我我我々々々々はははは 2つつつつのののの事事事事業業業業をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。1つつつつはははは、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市もももも実施実施実施実施しているエしているエしているエしているエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業ですですですです。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、環境環境環境環境ココココミミミミュュュュニテニテニテニティビィビィビィビジネスジネスジネスジネス支援支援支援支援事事事事業業業業
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ですですですです。。。。エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業はははは、、、、どどどどちちちちらかというとらかというとらかというとらかというと大規模大規模大規模大規模なリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクル施設施設施設施設にににに対対対対してしてしてして支援支援支援支援をさせをさせをさせをさせていたていたていたていただだだだいておりますがいておりますがいておりますがいておりますが、、、、一方一方一方一方でででで、、、、市民市民市民市民レベレベレベレベルのルのルのルの小小小小規模規模規模規模なリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクル、、、、リリリリユユユユースもースもースもースも非非非非常常常常にににに重重重重要要要要だだだだとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。例例例例ええええばばばば NPO がががが地域地域地域地域でででで発生発生発生発生するするするする廃廃廃廃油油油油のリサイクルをしたいとかのリサイクルをしたいとかのリサイクルをしたいとかのリサイクルをしたいとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは祭祭祭祭りでリりでリりでリりでリユユユユースースースース食食食食器器器器をををを使使使使ってってってってごごごごみをみをみをみを出出出出さないようにしたいとかさないようにしたいとかさないようにしたいとかさないようにしたいとか、、、、そういうそういうそういうそういう運運運運動動動動にににに対対対対してもしてもしてもしても支援支援支援支援しておりますしておりますしておりますしております。。。。ですからですからですからですから、、、、エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業のようなのようなのようなのような大規模大規模大規模大規模なリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクル施設施設施設施設へのへのへのへの支援支援支援支援とととと、、、、小小小小規模規模規模規模なななな市民市民市民市民レベレベレベレベルでのリサイクル・リルでのリサイクル・リルでのリサイクル・リルでのリサイクル・リユユユユースースースース運運運運動動動動へのへのへのへの支援支援支援支援をををを、、、、車車車車のののの両両両両輪輪輪輪ととととしてしてしてして、、、、循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会をををを構築構築構築構築ししししたいとたいとたいとたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会をををを構築構築構築構築するためにするためにするためにするためにはははは、、、、法法法法律律律律もももも必要必要必要必要ですがですがですがですが、、、、このようなこのようなこのようなこのような事事事事業業業業をををを総合的総合的総合的総合的にににに行行行行うこともうこともうこともうことも必要必要必要必要だだだだとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。     以以以以上上上上ででででござござござございますいますいますいます。。。。 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター どうもどうもどうもどうも、、、、中村中村中村中村様様様様、、、、あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。中村中村中村中村様様様様からはからはからはからは、、、、キキキキーワーーワーーワーーワードドドドとしてとしてとしてとして産業産業産業産業のののの環環環環境化境化境化境化、、、、それからそれからそれからそれから環境環境環境環境のののの産業化産業化産業化産業化というようなおというようなおというようなおというようなお話話話話がががが出出出出てまいりましたがてまいりましたがてまいりましたがてまいりましたが、、、、またまたまたまた後後後後ほほほほどそのどそのどそのどその辺辺辺辺のののの議議議議論論論論もももも深深深深めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     ではではではでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、JFE のののの林様林様林様林様、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 林林林林センターセンターセンターセンター長長長長     それではそれではそれではそれでは、、、、JFE のののの再再再再資源化資源化資源化資源化のののの取組取組取組取組みにみにみにみにつつつついてのいてのいてのいてのごごごご説説説説明明明明をさせてをさせてをさせてをさせていたいたいたいただだだだきますきますきますきます。。。。時間時間時間時間のののの関関関関係係係係ももももああああるのでるのでるのでるので、、、、少少少少しはししはししはししはしょょょょったったったった説説説説明明明明になるかもわかりませになるかもわかりませになるかもわかりませになるかもわかりませんんんんけどけどけどけど、、、、ごごごご容容容容赦赦赦赦いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     ききききょょょょうはうはうはうは３３３３点点点点おおおお話話話話ししたいとししたいとししたいとししたいと思思思思いますいますいますいます。。。。まずまずまずまず初初初初めにめにめにめに、、、、JFE ススススチチチチールのールのールのールの概概概概要要要要、、、、それからそれからそれからそれから我我我我がががが社社社社のののの再再再再資源化資源化資源化資源化のののの基基基基本方本方本方本方針針針針ににににつつつついていていていて。。。。2点点点点目目目目としてとしてとしてとして、、、、鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼業業業業においてどのようなにおいてどのようなにおいてどのようなにおいてどのような形形形形でのプラでのプラでのプラでのプラススススチチチチックのックのックのックの利用利用利用利用がががが行行行行われているかわれているかわれているかわれているか。。。。JFE でのプラスでのプラスでのプラスでのプラスチチチチックのックのックのックの利用利用利用利用としてとしてとしてとして、、、、1つつつつはははは高高高高炉炉炉炉吹吹吹吹きききき込込込込みということをみということをみということをみということを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。それからもうそれからもうそれからもうそれからもう一一一一つつつつはははは、、、、材材材材料料料料リサイクルということもリサイクルということもリサイクルということもリサイクルということも行行行行ってってってっていますいますいますいます。。。。最後最後最後最後にににに、、、、JFE グループとしてグループとしてグループとしてグループとして再再再再資源化資源化資源化資源化をどのようにをどのようにをどのようにをどのように行行行行っているかとっているかとっているかとっているかということにいうことにいうことにいうことにつつつついてのおいてのおいてのおいてのお話話話話をををを申申申申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     まずまずまずまず、、、、JFE のののの紹介紹介紹介紹介ででででござござござございますいますいますいます。。。。ななななじじじじみのないみのないみのないみのない方方方方もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃるかもわかりませるかもわかりませるかもわかりませるかもわかりませんんんん。。。。ここここちちちちらららら川崎川崎川崎川崎でででで 90 年以年以年以年以上上上上のののの歴史歴史歴史歴史ががががああああるるるる NKK とととと川崎製川崎製川崎製川崎製鉄鉄鉄鉄がががが一一一一緒緒緒緒になりましてになりましてになりましてになりまして、、、、昨昨昨昨年年年年のののの 4 月月月月にでにでにでにできましたきましたきましたきました。。。。現現現現在在在在、、、、粗鋼粗鋼粗鋼粗鋼生産生産生産生産量量量量でででで 2,700万万万万トントントントンつくつくつくつくっておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、世界第世界第世界第世界第 4位位位位のののの鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼ののののメメメメーーーーカカカカーですーですーですーです。。。。これがこれがこれがこれが高高高高炉炉炉炉というものというものというものというもの、、、、ここでプラスここでプラスここでプラスここでプラスチチチチックをックをックをックを吹吹吹吹きききき込込込込んんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。     我我我我がががが社社社社のののの再再再再資源化資源化資源化資源化のののの基基基基本方本方本方本方針針針針ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼業業業業のインフラのインフラのインフラのインフラ、、、、設設設設備備備備技術技術技術技術をををを活用活用活用活用してしてしてして未未未未利用資源利用資源利用資源利用資源をををを効率的効率的効率的効率的にリサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクル、、、、またまたまたまた製製製製鉄鉄鉄鉄原料原料原料原料化化化化するするするする事事事事業業業業によっによっによっによってててて循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会のののの構築構築構築構築にににに貢献貢献貢献貢献していしていしていしていくくくく、、、、これがこれがこれがこれが我我我我がががが社社社社ののののモモモモットーですットーですットーですットーです。。。。ここにここにここにここに、、、、今今今今申申申申しましたしましたしましたしました設設設設備備備備とかとかとかとか技術技術技術技術をををを生生生生かしたリサイクルかしたリサイクルかしたリサイクルかしたリサイクル事事事事業業業業をまとめておりますをまとめておりますをまとめておりますをまとめております。。。。例例例例ええええばばばば、、、、可可可可燃性燃性燃性燃性のののの建建建建設設設設廃廃廃廃材材材材のようなものものようなものものようなものものようなものもああああれれれればばばば、、、、またまたまたまたペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル、、、、廃廃廃廃プラプラプラプラ、、、、廃廃廃廃家家家家電電電電、、、、廃廃廃廃塩塩塩塩ビビビビといったようなものからといったようなものからといったようなものからといったようなものから、、、、いいいいろんろんろんろんなななな原原原原料料料料化化化化工場工場工場工場をををを通通通通じじじじましてましてましてまして還還還還元元元元剤剤剤剤ををををつくつくつくつくったりったりったりったり、、、、スクラップをスクラップをスクラップをスクラップをつくつくつくつくったりったりったりったり、、、、またまたまたまた塩塩塩塩酸酸酸酸ををををつくつくつくつくっっっったりしてたりしてたりしてたりして、、、、これをこれをこれをこれを、、、、特徴特徴特徴特徴としてはとしてはとしてはとしては製製製製鉄鉄鉄鉄プロセスにプロセスにプロセスにプロセスに使使使使っていっていっていっていくくくく。。。。そしてそしてそしてそして鉄鉄鉄鉄ををををつくつくつくつくってってってって、、、、またまたまたまた皆様皆様皆様皆様ユユユユーーーーザザザザーにこのーにこのーにこのーにこの鉄鉄鉄鉄のののの製品製品製品製品としてとしてとしてとして還還還還元元元元していしていしていしていくくくく、、、、こういうことですこういうことですこういうことですこういうことです。。。。 
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    プラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックの話話話話でででで言言言言いいいいますとますとますとますと、、、、どのどのどのどのぐぐぐぐらいらいらいらい使使使使われてわれてわれてわれて、、、、どのどのどのどのぐぐぐぐらいらいらいらい発生発生発生発生しているかしているかしているかしているか。。。。先先先先ほほほほどもどもどもどもごごごご説説説説明明明明ががががあああありましたけれどもりましたけれどもりましたけれどもりましたけれども、、、、年年年年間間間間にににに約約約約 1,000万万万万トントントントン出出出出ておりますておりますておりますております。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、再再再再利利利利用用用用されているのがされているのがされているのがされているのが約約約約 55％％％％、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てとかてとかてとかてとか焼焼焼焼却却却却でででで未未未未利用利用利用利用のののの分分分分がががが 45％％％％ああああるということでするということでするということでするということです。。。。     次次次次にににに、、、、先先先先ほほほほどらいよどらいよどらいよどらいよくくくく出出出出ておりますておりますておりますております容器容器容器容器包包包包装装装装のプラスのプラスのプラスのプラスチチチチックックックック、、、、これはこれはこれはこれは皆様皆様皆様皆様、、、、家庭家庭家庭家庭からからからから出出出出るるるる、、、、例例例例ええええばばばばシャンプーのシャンプーのシャンプーのシャンプーの容器容器容器容器ででででああああるとかるとかるとかるとか、、、、スーパーのスーパーのスーパーのスーパーのレレレレジジジジ袋袋袋袋のようなもののようなもののようなもののようなもの、、、、そういうものそういうものそういうものそういうものをををを容器容器容器容器包包包包装装装装プラスプラスプラスプラスチチチチックとックとックとックと言言言言うのですけどうのですけどうのですけどうのですけど、、、、それをそれをそれをそれを自治体自治体自治体自治体ささささんんんんがががが集集集集められてめられてめられてめられて、、、、それでそれでそれでそれで再再再再資資資資源化源化源化源化しているですけどしているですけどしているですけどしているですけど、、、、このこのこのこの量量量量がががが、、、、2003 年度年度年度年度、、、、昨昨昨昨年年年年ですとですとですとですと 37万万万万トントントントンあああありますりますりますります。。。。本年度本年度本年度本年度ですですですですとこれがとこれがとこれがとこれが 47～～～～48万万万万トントントントンああああるのですけれどもるのですけれどもるのですけれどもるのですけれども、、、、そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、どこでどこでどこでどこで使使使使っているかといいまっているかといいまっているかといいまっているかといいますとすとすとすと、、、、実実実実はははは鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼業業業業がそのがそのがそのがその内内内内 77％％％％、、、、このこのこのこの再再再再資源化資源化資源化資源化のおのおのおのお役役役役にににに立立立立っているというかっているというかっているというかっているというか、、、、そういうそういうそういうそういう事事事事業業業業をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。量量量量としてとしてとしてとして、、、、20 万万万万トントントントン処処処処理理理理しておりますしておりますしておりますしております。。。。具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、ココココークスークスークスークス炉炉炉炉にににに入入入入れたりれたりれたりれたり、、、、我我我我がががが社社社社でででで行行行行っているっているっているっている高高高高炉炉炉炉にににに入入入入れたりれたりれたりれたり、、、、またまたまたまた一一一一部部部部、、、、我我我我がががが社社社社でででで行行行行っているっているっているっている材材材材料料料料リサイリサイリサイリサイクルをクルをクルをクルを行行行行ったりしているということですったりしているということですったりしているということですったりしているということです。。。。     これがこれがこれがこれが鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼業業業業によるによるによるによる容容容容リプラのリプラのリプラのリプラの再再再再資源化資源化資源化資源化のののの推推推推移移移移ででででござござござございますいますいますいます。。。。始始始始まったときはこのまったときはこのまったときはこのまったときはこの辺辺辺辺かかかからならならならなんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、2000 年度年度年度年度からからからから始始始始まりましてまりましてまりましてまりまして、、、、2003 年度年度年度年度、、、、原料原料原料原料としてとしてとしてとして使使使使ったったったった量量量量でででで言言言言いますいますいますいますとととと 20数万数万数万数万トンということでトンということでトンということでトンということでござござござございますけどいますけどいますけどいますけど、、、、そのうそのうそのうそのうちちちちのののの 77％％％％をををを鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼業業業業でででで使使使使っているというっているというっているというっているということですことですことですことです。。。。     ではではではでは、、、、具具具具体的体的体的体的にどういうにどういうにどういうにどういうふふふふうにうにうにうに我我我我がががが社社社社でででで使使使使っているかにっているかにっているかにっているかにつつつついていていていてごごごご説説説説明明明明しますしますしますします。。。。製製製製鉄鉄鉄鉄プロプロプロプロセスをセスをセスをセスを簡単簡単簡単簡単ににににごごごご説説説説明明明明しますとしますとしますとしますと、、、、先先先先ほほほほどどどど冒冒冒冒頭頭頭頭でででで写写写写真真真真ががががござござござございましたいましたいましたいました高高高高炉炉炉炉、、、、これにこれにこれにこれに鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼石石石石、、、、そそそそれにれにれにれにココココークスをークスをークスをークスを入入入入れてれてれてれて、、、、鉄鉄鉄鉄鉱鉱鉱鉱石石石石をををを還還還還元元元元してしてしてして、、、、溶溶溶溶銑銑銑銑というものをというものをというものをというものをつくつくつくつくりますりますりますります。。。。それをさらにそれをさらにそれをさらにそれをさらに転転転転炉炉炉炉でででで炭素炭素炭素炭素をををを飛飛飛飛ばばばばしましてしましてしましてしまして、、、、そしてそしてそしてそして圧延圧延圧延圧延してしてしてして、、、、このようなこのようなこのようなこのような鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼製品製品製品製品ををををつくつくつくつくるということでるということでるということでるということですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、実実実実はははは、、、、ここのとこここのとこここのとこここのところろろろがががが、、、、羽羽羽羽口口口口といってといってといってといって、、、、空気空気空気空気をををを吹吹吹吹きききき込込込込むときにむときにむときにむときに同同同同時時時時にににに微粉微粉微粉微粉炭炭炭炭をををを入入入入れていますれていますれていますれています。。。。ここのここのここのここの中中中中にににに微粉微粉微粉微粉炭炭炭炭とととと一一一一緒緒緒緒にこのプラスにこのプラスにこのプラスにこのプラスチチチチックをックをックをックを入入入入れてれてれてれてあげあげあげあげるるるる。。。。そうしまそうしまそうしまそうしますとすとすとすと、、、、ここでここでここでここで使使使使ううううココココークスでークスでークスでークスでああああるとかるとかるとかるとか、、、、ここでここでここでここで使使使使うううう微粉微粉微粉微粉炭炭炭炭のののの量量量量をををを代代代代替替替替できるできるできるできる。。。。これがこのこれがこのこれがこのこれがこのプラスプラスプラスプラスチチチチックックックック吹吹吹吹きききき込込込込みのエッセンスですみのエッセンスですみのエッセンスですみのエッセンスです。。。。     このこのこのこの技術技術技術技術はははは、、、、省省省省資源資源資源資源になるになるになるになる。。。。またまたまたまた CO2削減削減削減削減にもにもにもにも寄与寄与寄与寄与するということでするということでするということでするということで、、、、つつつついこのいこのいこのいこの 10 月月月月にににに、、、、経済大経済大経済大経済大臣賞臣賞臣賞臣賞をいたをいたをいたをいただだだだいたりいたりいたりいたり、、、、またまたまたまた 99 年年年年にはにはにはには環境環境環境環境庁庁庁庁のののの長官長官長官長官賞賞賞賞をいたをいたをいたをいただだだだいておりましていておりましていておりましていておりまして、、、、いいいいろろろろんんんんなとこなとこなとこなところろろろでででで評評評評価価価価していたしていたしていたしていただだだだきききき賞賞賞賞をいたをいたをいたをいただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。     そのそのそのその原原原原理理理理ですけどですけどですけどですけど、、、、簡単簡単簡単簡単ににににごごごご説説説説明明明明しますしますしますします。。。。先先先先ほほほほどどどど鉄鉄鉄鉄鉱鉱鉱鉱石石石石といいましたがといいましたがといいましたがといいましたが、、、、これはこれはこれはこれは原子原子原子原子記記記記号号号号でででで書書書書くくくくとととと Fe2O3 といいましてといいましてといいましてといいまして、、、、このこのこのこの O というというというという酸素酸素酸素酸素ががががあああありますりますりますります。。。。このこのこのこの酸素酸素酸素酸素をををを還還還還元元元元剤剤剤剤ののののココココーーーークスクスクスクス、、、、C、、、、これでこれでこれでこれで抜抜抜抜きききき去去去去るというのがるというのがるというのがるというのが、、、、いわいわいわいわばばばば鉄鉄鉄鉄鉱鉱鉱鉱石石石石のののの高高高高炉炉炉炉におけるにおけるにおけるにおける反反反反応応応応ですですですです。。。。ここのここのここのここの Oをこのをこのをこのをこの C でででで抜抜抜抜いていていていて鉄鉄鉄鉄にするにするにするにする。。。。逆逆逆逆にににに、、、、抜抜抜抜かれたものはどういうことかというとかれたものはどういうことかというとかれたものはどういうことかというとかれたものはどういうことかというと、、、、CO2 というというというという形形形形になってになってになってになって、、、、二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素、、、、炭素炭素炭素炭素とととと酸素酸素酸素酸素がががが結結結結びびびびつつつついたいたいたいた形形形形でででで出出出出るということでするということでするということでするということです。。。。ここのとこここのとこここのとこここのところろろろのののの、、、、このこのこのこの還還還還元元元元剤剤剤剤のののの一一一一部部部部をををを、、、、かわりにプラスかわりにプラスかわりにプラスかわりにプラスチチチチックをックをックをックを使使使使おうということがおうということがおうということがおうということが今今今今回回回回のののの高高高高炉炉炉炉吹吹吹吹きききき込込込込みのみのみのみの技術技術技術技術ですけどですけどですけどですけど、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックというのはックというのはックというのはックというのは、、、、皆様皆様皆様皆様ごごごご承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、炭素炭素炭素炭素だだだだけではなけではなけではなけではなくくくくてててて、、、、水水水水素素素素ももももあああありますりますりますります。。。。炭炭炭炭化化化化水水水水素素素素化化化化物物物物といってといってといってといって、、、、炭素炭素炭素炭素とととと水水水水素素素素のののの化合化合化合化合物物物物でしてでしてでしてでして、、、、このこのこのこの特徴特徴特徴特徴はははは、、、、炭素炭素炭素炭素だだだだけですとけですとけですとけですと、、、、ここのここのここのここの酸素酸素酸素酸素をををを奪奪奪奪うとうとうとうと、、、、全部全部全部全部二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素がががが出出出出てきますてきますてきますてきます。。。。とことことこところろろろがががが、、、、水水水水素素素素でででですとすとすとすと、、、、ここのここのここのここの水水水水素素素素もまたこのもまたこのもまたこのもまたこの酸素酸素酸素酸素をををを取取取取りますのでりますのでりますのでりますので、、、、出出出出ててててくくくくるものはるものはるものはるものは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、水水水水がががが出出出出ててててくくくくるということになりまするということになりまするということになりまするということになります。。。。水水水水素素素素とととと酸素酸素酸素酸素のののの化合化合化合化合物物物物。。。。このこのこのこの分分分分、、、、このこのこのこの酸素酸素酸素酸素をををを取取取取りますのでりますのでりますのでりますので、、、、
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鉄鉄鉄鉄のののの還還還還元元元元にはにはにはには寄与寄与寄与寄与するのですけどするのですけどするのですけどするのですけど、、、、二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素のののの出出出出るるるる量量量量がこのがこのがこのがこの炭素炭素炭素炭素だだだだけをけをけをけを使使使使うよりもうよりもうよりもうよりも少少少少なななないいいい、、、、ココココークスよりもークスよりもークスよりもークスよりも少少少少ないないないない。。。。こういうことによってもこういうことによってもこういうことによってもこういうことによっても、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化にににに影響影響影響影響をををを与与与与えるえるえるえる CO2 のののの削減削減削減削減ににににつつつつながるといながるといながるといながるということがうことがうことがうことがごごごご理解理解理解理解いたいたいたいただだだだけるとけるとけるとけると思思思思いますいますいますいます。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、具具具具体的体的体的体的にどうにどうにどうにどうややややってってってって処処処処理理理理しているかということですけれどもしているかということですけれどもしているかということですけれどもしているかということですけれども、、、、ここにここにここにここにあああありまりまりまりますようにすようにすようにすように、、、、市市市市町町町町村村村村からからからから集集集集められるめられるめられるめられるベベベベールがールがールがールがあああありますりますりますります。。。。このこのこのこの中中中中にににに、、、、実実実実はははは、、、、結結結結構構構構異異異異物物物物がががが入入入入ってってってっていますいますいますいます。。。。金金金金属属属属とかとかとかとか紙紙紙紙とかとかとかとか、、、、こういうこういうこういうこういう異異異異物物物物をををを取取取取るということでるということでるということでるということで、、、、破破破破砕砕砕砕したしたしたした後後後後、、、、塩塩塩塩ビビビビ等等等等をををを分分分分離離離離してしてしてして、、、、造造造造粒粒粒粒しますしますしますします、、、、始始始始めにフめにフめにフめにフィィィィルムルムルムルム系系系系とととと固形固形固形固形とにとにとにとに分分分分けますけどけますけどけますけどけますけど、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうなうなうなうな形形形形でででで、、、、高高高高炉炉炉炉にににに吹吹吹吹ききききややややすいすいすいすい形形形形にしますにしますにしますにします。。。。後後後後でででで写写写写真真真真がががが出出出出ますけどますけどますけどますけど、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形でででで吹吹吹吹きききき込込込込みますみますみますみます。。。。これがこれがこれがこれが京京京京浜浜浜浜地地地地区区区区ににににああああるるるる高高高高炉炉炉炉のののの原料原料原料原料化化化化工場工場工場工場ですですですです。。。。プロセスはこのとおりでプロセスはこのとおりでプロセスはこのとおりでプロセスはこのとおりで、、、、どどどどんんんんなものをなものをなものをなものを吹吹吹吹きききき込込込込むむむむかといいますとかといいますとかといいますとかといいますと。。。。ここここんんんんなものにしているなものにしているなものにしているなものにしているんんんんですですですですねねねね。。。。このこのこのこの粒粒粒粒はははは、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど皆様皆様皆様皆様のののの小小小小指指指指のののの頭頭頭頭ぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。半半半半径径径径がががが 6 ミリミリミリミリぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで、、、、長長長長さがさがさがさが 1 センセンセンセンチチチチ、、、、2 センセンセンセンチぐチぐチぐチぐらいのものらいのものらいのものらいのもの、、、、これにしてこれにしてこれにしてこれにして、、、、ここここここここのののの高高高高炉炉炉炉のののの羽羽羽羽口口口口からからからから吹吹吹吹きききき込込込込むむむむ、、、、こういうことをこういうことをこういうことをこういうことを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。     これがこれがこれがこれが我我我我がががが社社社社のののの使使使使用済用済用済用済みのプラスみのプラスみのプラスみのプラスチチチチックのックのックのックの利用利用利用利用状況状況状況状況ですですですです。。。。昔昔昔昔からからからから産産産産廃廃廃廃もももも使使使使っておりますっておりますっておりますっておりますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、現現現現在在在在でででで言言言言うとうとうとうと約約約約 12万万万万トントントントン使使使使っておりますっておりますっておりますっております。。。。12万万万万トントントントン使使使使うというとうというとうというとうというと、、、、どのどのどのどのぐぐぐぐらいらいらいらいのののの省省省省エネエネエネエネ効効効効果果果果ががががああああるかということですけどるかということですけどるかということですけどるかということですけど、、、、処処処処理量理量理量理量でででで 12 万万万万トントントントン、、、、使使使使用用用用量量量量でででで約約約約 10 万万万万トンでトンでトンでトンでござござござございますいますいますいます。。。。そういたしますとそういたしますとそういたしますとそういたしますと、、、、省省省省エネエネエネエネ効効効効果果果果、、、、ココココークスのークスのークスのークスの代代代代替替替替としてはとしてはとしてはとしては 12万万万万トントントントンぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのココココークスークスークスークス代代代代替替替替になるになるになるになる。。。。それからそれからそれからそれから、、、、CO2 のののの削減削減削減削減でででで言言言言うとうとうとうと、、、、これはこれはこれはこれは環境環境環境環境省省省省のののの研究研究研究研究機機機機関関関関のののの方方方方からからからからのデータでのデータでのデータでのデータで試試試試算算算算しますとしますとしますとしますと、、、、約約約約 17万万万万トンのトンのトンのトンの CO2削減削減削減削減になるになるになるになる、、、、このようなこのようなこのようなこのような効効効効果果果果ががががああああるるるる、、、、こういこういこういこういうことですうことですうことですうことです。。。。     以以以以上上上上がががが高高高高炉炉炉炉吹吹吹吹きききき込込込込みですけどみですけどみですけどみですけど、、、、我我我我がががが社社社社はははは、、、、これにこれにこれにこれに加加加加えましてえましてえましてえまして材材材材料料料料リサイクルというのもリサイクルというのもリサイクルというのもリサイクルというのもござござござございますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれはごごごごららららんんんんになったになったになったになった方方方方いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるかどうかわかりませるかどうかわかりませるかどうかわかりませるかどうかわかりませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、ココココンンンンクリートのクリートのクリートのクリートの建物建物建物建物ををををつくつくつくつくるときにるときにるときにるときに、、、、こういうパネルをこういうパネルをこういうパネルをこういうパネルをつくつくつくつくってってってって、、、、このこのこのこの中中中中ににににココココンクリをンクリをンクリをンクリを打打打打ちちちち込込込込んんんんでいでいでいでいくくくくということをしておりますということをしておりますということをしておりますということをしております。。。。そのパネルそのパネルそのパネルそのパネル、、、、今今今今ままままでででで南南南南洋洋洋洋材材材材、、、、南南南南ののののほほほほうでとれたうでとれたうでとれたうでとれたベベベベニニニニアをアをアをアを使使使使っていますっていますっていますっています。。。。このこのこのこのベベベベニアをニアをニアをニアを、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックからックからックからックからつくつくつくつくったったったった、、、、こういうようなこういうようなこういうようなこういうような再再再再生生生生のののの型型型型枠枠枠枠でででで代代代代替替替替できないかというのができないかというのができないかというのができないかというのが、、、、我我我我々々々々のののの今今今今行行行行っているっているっているっている材材材材料料料料リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの技術技術技術技術ですですですです。。。。     型型型型枠枠枠枠パネルはパネルはパネルはパネルは、、、、どのどのどのどのぐぐぐぐらいらいらいらい使使使使われているかというとわれているかというとわれているかというとわれているかというと、、、、年年年年間間間間にににに 1 億億億億枚枚枚枚ぐぐぐぐらいらいらいらい使使使使われていまわれていまわれていまわれていますすすす。。。。我我我我々々々々はははは、、、、これをこれをこれをこれを、、、、このこのこのこの一一一一部部部部、、、、今今今今ちちちちょょょょうどうどうどうど 50 万万万万枚枚枚枚ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで、、、、ままままだだだだ比比比比率率率率でででで言言言言うとうとうとうと 0.5％％％％ぐぐぐぐらいならいならいならいなんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、これをこれをこれをこれを増増増増ややややしていきたいなということでこのしていきたいなということでこのしていきたいなということでこのしていきたいなということでこの事事事事業業業業にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでおりまでおりまでおりまでおりますすすす。。。。     具具具具体的体的体的体的にどにどにどにどんんんんなイなイなイなイメメメメージかといいますとージかといいますとージかといいますとージかといいますと、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック、、、、このこのこのこの中中中中ににににあああありりりりますますますます。。。。これをこれをこれをこれをババババージンのージンのージンのージンのポポポポリプロリプロリプロリプロピピピピレレレレンでンでンでンで挟挟挟挟みましてみましてみましてみまして、、、、ここここんんんんなようななようななようななような形形形形ででででつくつくつくつくっていきますっていきますっていきますっていきます。。。。ここここれがれがれがれが板板板板のののの製製製製造造造造ラインですラインですラインですラインです。。。。これがこれがこれがこれがボボボボーーーードドドド工場工場工場工場ですですですです。。。。先先先先ほほほほどどどど廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックをックをックをックを高高高高炉炉炉炉にににに入入入入れるれるれるれることをことをことをことを説説説説明明明明しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、これでもこれでもこれでもこれでも非非非非常常常常にににに省省省省資源資源資源資源、、、、CO2 削減削減削減削減になりますになりますになりますになります。。。。今今今今回回回回のアイデアとのアイデアとのアイデアとのアイデアというのはいうのはいうのはいうのは、、、、1 回回回回これをこれをこれをこれを型型型型枠枠枠枠ににににつくつくつくつくってってってって、、、、それをさらにそれをさらにそれをさらにそれをさらに使使使使ったものをもうったものをもうったものをもうったものをもう一回回一回回一回回一回回収収収収しますしますしますします。。。。そそそそしてもうしてもうしてもうしてもう一回一回一回一回使使使使うううう。。。。これをこれをこれをこれをカカカカススススケケケケーーーードドドド利用利用利用利用といいましてといいましてといいましてといいまして、、、、1粒粒粒粒でででで 2 度度度度おいしいおいしいおいしいおいしい。。。。直直直直ちちちちにににに使使使使ううううよりもよりもよりもよりも、、、、ここでここでここでここで 1 回世回世回世回世のののの中中中中のおのおのおのお役役役役にににに立立立立ってってってって、、、、さらにさらにさらにさらに使使使使うううう、、、、こういうシステムですこういうシステムですこういうシステムですこういうシステムです。。。。どういどういどういどういうことかといいますとうことかといいますとうことかといいますとうことかといいますと、、、、つくつくつくつくったものをったものをったものをったものを、、、、友友友友のののの会会会会というというというという、、、、これはこれはこれはこれは会会会会員員員員制制制制にしましてにしましてにしましてにしまして、、、、おおおお売売売売りしてりしてりしてりして、、、、それをそれをそれをそれを全全全全量量量量、、、、ここでここでここでここで大大大大事事事事ななななポポポポイントはイントはイントはイントは、、、、使使使使ったものをったものをったものをったものを全部引全部引全部引全部引きききき取取取取ってってってって、、、、製製製製鉄鉄鉄鉄原料原料原料原料
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としてとしてとしてとして利用利用利用利用するするするする。。。。完完完完全全全全リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション化化化化ををををねねねねらっているらっているらっているらっている、、、、こういうことでこういうことでこういうことでこういうことでござござござございますいますいますいます。。。。     これがこれがこれがこれが私私私私どものどものどものどもの、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市のののの水水水水江江江江地地地地区区区区のののの工場工場工場工場でしてでしてでしてでして、、、、今今今今おおおお示示示示ししたししたししたしした NFボボボボーーーードドドドのののの工場工場工場工場がこのがこのがこのがこの辺辺辺辺ににににあああありますりますりますります。。。。それからそれからそれからそれから、、、、塩塩塩塩ビビビビのののの工場工場工場工場ががががあああありますりますりますります。。。。それからそれからそれからそれから、、、、このこのこのこの容器容器容器容器包包包包装装装装のののの原料原料原料原料化化化化とととと、、、、それからそれからそれからそれからペペペペットットットット、、、、家家家家電電電電等等等等々々々々、、、、ここにここにここにここにちちちちょょょょうどうどうどうど集集集集まっているまっているまっているまっている、、、、集集集集積積積積しているということですしているということですしているということですしているということです。。。。     これはこれはこれはこれは塩塩塩塩ビビビビのののの原料原料原料原料化化化化工場工場工場工場、、、、これはこれはこれはこれは皆皆皆皆ささささんんんんのとこのとこのとこのところろろろからからからから出出出出ててててくくくくるるるる塩塩塩塩ビビビビからからからから塩塩塩塩酸酸酸酸をををを回回回回収収収収するするするするということですということですということですということです。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、これはこれはこれはこれはペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル。。。。我我我我々々々々はフはフはフはフレレレレークまでークまでークまでークまでつくつくつくつくってってってって、、、、世世世世のののの中中中中におにおにおにお出出出出ししてししてししてしして、、、、繊繊繊繊維維維維原料原料原料原料とかシートとかシートとかシートとかシート材材材材料料料料とかにとかにとかにとかに使使使使われているということですわれているということですわれているということですわれているということです。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、これがこれがこれがこれが家家家家電電電電ででででござござござございますいますいますいます。。。。皆様皆様皆様皆様からからからから出出出出ててててくくくくるるるる家家家家電電電電、、、、いいいいろんろんろんろんなななな大大大大事事事事なものをなものをなものをなものを取取取取ったったったったああああとととと、、、、鉄鉄鉄鉄とかとかとかとか銅銅銅銅はははは原料原料原料原料にににに使使使使いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、出出出出てきたプラスてきたプラスてきたプラスてきたプラスチチチチックックックック、、、、これはこれはこれはこれは製製製製鉄鉄鉄鉄原料原料原料原料にににに使使使使っていっていっていっていくくくくというようなというようなというようなというような形形形形でででで、、、、フロンもフロンもフロンもフロンも回回回回収収収収しているということですしているということですしているということですしているということです。。。。     以以以以上上上上がががが弊弊弊弊社社社社でででで行行行行っているリサイクルっているリサイクルっているリサイクルっているリサイクル事事事事業業業業、、、、再再再再生生生生事事事事業業業業ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、最後最後最後最後にこのエにこのエにこのエにこのエココココタタタタウウウウンンンンににににつつつついていていていて話話話話しますしますしますします。。。。このこのこのこの川崎川崎川崎川崎地地地地区区区区というのはというのはというのはというのは、、、、ガガガガラスラスラスラス工工工工業業業業ががががああああったりったりったりったり、、、、電電電電力力力力ががががああああったりったりったりったり、、、、ガガガガスススス事事事事業業業業ががががああああったりったりったりったり、、、、セセセセメメメメントントントント、、、、石石石石油油油油化学化学化学化学、、、、石石石石油精油精油精油精製製製製、、、、またゼロエミッションまたゼロエミッションまたゼロエミッションまたゼロエミッション団地団地団地団地ももももござござござございますいますいますいます。。。。こういうこういうこういうこういう意意意意味味味味でででで、、、、非非非非常常常常にににに資源資源資源資源・エネル・エネル・エネル・エネルギギギギーーーー産業産業産業産業がががが集集集集積積積積されておりますされておりますされておりますされております。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、我我我我々々々々もももも、、、、またまたまたまた後後後後ほほほほどどどどごごごご説説説説明明明明しますけどしますけどしますけどしますけど、、、、エエエエココココココココンンンンビビビビナートナートナートナート構想構想構想構想というようなというようなというようなというような形形形形でででで、、、、我我我我がががが社社社社でのリサイクルのみならずでのリサイクルのみならずでのリサイクルのみならずでのリサイクルのみならず、、、、地域地域地域地域のののの企業企業企業企業のののの皆様皆様皆様皆様とととと一一一一緒緒緒緒になりましてになりましてになりましてになりまして、、、、企業連企業連企業連企業連携携携携によによによによるるるる環境環境環境環境エネルエネルエネルエネルギギギギーネットワークをーネットワークをーネットワークをーネットワークを組組組組んんんんでいこうとでいこうとでいこうとでいこうと、、、、このようなこのようなこのようなこのような事事事事業業業業にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるとこでいるとこでいるとこでいるところろろろですですですです。。。。     ちちちちょょょょっとはしっとはしっとはしっとはしょょょょったったったった説説説説明明明明になりましたけどになりましたけどになりましたけどになりましたけど、、、、我我我我がががが社社社社のののの再再再再資源化資源化資源化資源化事事事事業業業業ににににつつつついていていていてごごごご説説説説明明明明させさせさせさせいたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター 林様林様林様林様、、、、どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの企業企業企業企業のののの皆様皆様皆様皆様のおのおのおのお話話話話とととと同同同同様様様様にににに、、、、従従従従来来来来のののの、、、、まさにまさにまさにまさに基基基基礎礎礎礎素素素素材材材材型産業型産業型産業型産業がががが持持持持っているっているっているっている技術技術技術技術、、、、設設設設備備備備をををを使使使使ってってってって、、、、新新新新たにたにたにたに環境環境環境環境をををを産業化産業化産業化産業化しているしているしているしている取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが進進進進んんんんでいるということがでいるということがでいるということがでいるということがほほほほんんんんとうによとうによとうによとうによくくくくわかったとわかったとわかったとわかったと思思思思いますいますいますいます。。。。     ではではではでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、川崎川崎川崎川崎・・・・ごごごごみをみをみをみを考考考考えるえるえるえる市民連市民連市民連市民連絡絡絡絡会会会会のののの飯飯飯飯田田田田様様様様、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしまいいたしまいいたしまいいたしますすすす。。。。 

 飯飯飯飯田代田代田代田代表表表表     ごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました飯飯飯飯田田田田ででででござござござございますいますいますいます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     私私私私はははは、、、、たったたったたったたった一人一人一人一人のののの市民市民市民市民としてきとしてきとしてきとしてきょょょょうおうおうおうお招招招招きいたきいたきいたきいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、皆様皆様皆様皆様とととと一一一一緒緒緒緒にににに川崎川崎川崎川崎のゼロのゼロのゼロのゼロエミッションにエミッションにエミッションにエミッションにつつつついておいておいておいてお話話話話しできることをとてもしできることをとてもしできることをとてもしできることをとても光光光光栄栄栄栄にににに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。私私私私たたたたちちちちのののの団体団体団体団体はははは、、、、川崎川崎川崎川崎・・・・ごごごごみをみをみをみを考考考考えるえるえるえる市民連市民連市民連市民連絡絡絡絡会会会会、、、、名名名名前前前前のとおりでのとおりでのとおりでのとおりでござござござございましていましていましていまして、、、、ごごごごみにこみにこみにこみにこだだだだわってわってわってわって、、、、基基基基本本本本的的的的にはにはにはには生活生活生活生活からからからから出出出出るるるるごごごごみをなるべみをなるべみをなるべみをなるべくくくく減減減減らしていこうというらしていこうというらしていこうというらしていこうという試試試試みをみをみをみを、、、、ずっとずっとずっとずっと、、、、12 年年年年にわたっにわたっにわたっにわたってててて続続続続けているけているけているけている者者者者ででででござござござございますいますいますいます。。。。     もともともともともともともともと自然界自然界自然界自然界にはにはにはには廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物というものはというものはというものはというものは存存存存在在在在しなかったしなかったしなかったしなかった。。。。私私私私たたたたちちちちのののの、、、、地球地球地球地球上上上上にににに生生生生きるきるきるきる、、、、
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生生生生きとしきとしきとしきとし生生生生けるものすべてけるものすべてけるものすべてけるものすべて、、、、生生生生態態態態系系系系のののの中中中中にににに組組組組みみみみ込込込込まれていますまれていますまれていますまれています。。。。ああああるとこるとこるとこるところろろろではではではではごごごごみとなみとなみとなみとなったもったもったもったものでものでものでものでも、、、、次次次次のとこのとこのとこのところろろろではそれがではそれがではそれがではそれが食食食食べられたりべられたりべられたりべられたり、、、、微微微微生生生生物物物物にににに分分分分解解解解されたりしてされたりしてされたりしてされたりして、、、、ババババランランランランスがとれていたわけですスがとれていたわけですスがとれていたわけですスがとれていたわけですねねねね。。。。ごごごごみになるものはなかったみになるものはなかったみになるものはなかったみになるものはなかった。。。。しかししかししかししかし、、、、人類人類人類人類はははは豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを求求求求めめめめ、、、、生産生産生産生産性性性性をををを高高高高めめめめ大大大大量量量量生産生産生産生産、、、、大大大大量消費量消費量消費量消費、、、、大大大大量量量量廃廃廃廃棄棄棄棄のののの社会社会社会社会ををををつくつくつくつくってしまいましたってしまいましたってしまいましたってしまいました。。。。現現現現在在在在のののの状況状況状況状況をををを見見見見るとるとるとると、、、、循環循環循環循環からはみからはみからはみからはみ出出出出ているているているている、、、、循環循環循環循環のののの輪輪輪輪のののの中中中中にににに入入入入らないものがたらないものがたらないものがたらないものがたくくくくささささんんんん出出出出てきてしまてきてしまてきてしまてきてしまっていますっていますっていますっています。。。。このこのこのこの流流流流れをれをれをれを変変変変えてえてえてえて、、、、次世次世次世次世代代代代にににに負負負負のののの遺遺遺遺産産産産をををを残残残残さないためにさないためにさないためにさないために掲掲掲掲げげげげているのがゼロているのがゼロているのがゼロているのがゼロエミッションのエミッションのエミッションのエミッションの構想構想構想構想だだだだとととと私私私私はははは理解理解理解理解しておりますしておりますしておりますしております。。。。     ああああるるるる産業産業産業産業でででで出出出出てきたてきたてきたてきたごごごごみがみがみがみが、、、、次次次次のののの産業産業産業産業ではではではでは資源資源資源資源になってになってになってになって使使使使われるわれるわれるわれる。。。。それがそれがそれがそれが順順順順々々々々にににに繰繰繰繰りりりり返返返返されていけされていけされていけされていけばばばば、、、、社会社会社会社会のののの中中中中からからからからごごごごみはみはみはみは出出出出ないわけですないわけですないわけですないわけです。。。。資源資源資源資源のののの有効利用有効利用有効利用有効利用がががが図図図図られられられられ、、、、資源資源資源資源がむがむがむがむだだだだななななくくくく使使使使われるわれるわれるわれる。。。。私私私私たたたたちちちちはそういうはそういうはそういうはそういう社会社会社会社会をををを目指目指目指目指したいというしたいというしたいというしたいという強強強強いいいい気気気気持持持持ちちちちをををを持持持持っておりましっておりましっておりましっておりましてててて、、、、1997 年年年年にににに、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市がエがエがエがエココココタタタタウウウウンのンのンのンの認認認認証証証証をををを受受受受けてからずっとけてからずっとけてからずっとけてからずっと、、、、97 年年年年にはにはにはには、、、、そのそのそのその担当担当担当担当でいでいでいでいらっしらっしらっしらっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいました経済経済経済経済局局局局のののの担当担当担当担当者者者者のののの宮内宮内宮内宮内ささささんんんんをおをおをおをお呼呼呼呼びしておびしておびしておびしてお話話話話をををを聞聞聞聞くくくくなどしてなどしてなどしてなどして、、、、ごごごごみをみをみをみを考考考考えるえるえるえる会会会会なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、経済経済経済経済局局局局にににに熱熱熱熱いいいい視視視視野野野野をををを向向向向けていたわけですけていたわけですけていたわけですけていたわけです。。。。 ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの考考考考えのえのえのえの基基基基本本本本というのはというのはというのはというのは、、、、循環循環循環循環ににににああああるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。私私私私たたたたちちちちのののの会会会会はははは、、、、ごごごごみみみみをををを資源資源資源資源としてとしてとしてとして生生生生かしたいというかしたいというかしたいというかしたいという思思思思いでいますいでいますいでいますいでいます。。。。川崎川崎川崎川崎市市市市はははは、、、、焼焼焼焼却却却却にににに頼頼頼頼ったったったったごごごごみみみみ処処処処理理理理をずっとをずっとをずっとをずっと続続続続けてきましたがけてきましたがけてきましたがけてきましたが、、、、いまいまいまいまだだだだにににに総総総総ごごごごみみみみ量量量量のののの 85 パーセントはパーセントはパーセントはパーセントは焼焼焼焼却却却却されていますされていますされていますされています。。。。日日日日本本本本のののの他他他他のののの自自自自治体治体治体治体でもでもでもでも同同同同じじじじようなようなようなような状況状況状況状況でしたがでしたがでしたがでしたが川崎川崎川崎川崎はははは、、、、清掃清掃清掃清掃先進先進先進先進都都都都市市市市とととと言言言言われたようにわれたようにわれたようにわれたように、、、、焼焼焼焼却却却却技術技術技術技術もすもすもすもすぐぐぐぐれていたということがれていたということがれていたということがれていたということがあああありましたりましたりましたりました。。。。しかししかししかししかしごごごごみみみみ、、、、それはそれはそれはそれは資源資源資源資源ですですですです、、、、それをそれをそれをそれを生生生生かすようなかすようなかすようなかすような技術技術技術技術がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか、、、、産業産業産業産業のののの中中中中でできなかったのですがでできなかったのですがでできなかったのですがでできなかったのですが、、、、今今今今、、、、産業産業産業産業のののの方方方方がおがおがおがお話話話話ししししくだくだくだくださっていさっていさっていさっていたようにたようにたようにたように、、、、最近最近最近最近それができるようにはなってきたそれができるようにはなってきたそれができるようにはなってきたそれができるようにはなってきた。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、自治体自治体自治体自治体がががが、、、、ごごごごみみみみ処処処処理理理理のののの一一一一つつつつととととしてしてしてして資源資源資源資源をををを生生生生かそうとしてもできないかそうとしてもできないかそうとしてもできないかそうとしてもできない。。。。それがそれがそれがそれが産業産業産業産業のののの中中中中でででで可能可能可能可能になりましたになりましたになりましたになりました。。。。すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい技術技術技術技術のののの進進進進歩歩歩歩ががががああああってってってって初初初初めてめてめてめて資源資源資源資源がががが生生生生かされるかされるかされるかされる。。。。それがまたそれがまたそれがまたそれがまた産業連関産業連関産業連関産業連関していしていしていしていくくくく、、、、こういうここういうここういうここういうことがとがとがとが今今今今実現実現実現実現されるようになったのかなとされるようになったのかなとされるようになったのかなとされるようになったのかなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 私私私私たたたたちちちちのののの、、、、市民市民市民市民のののの活動活動活動活動をををを少少少少しおしおしおしお話話話話ししてししてししてしして、、、、市民市民市民市民のののの生活生活生活生活のののの中中中中でゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションを目指目指目指目指ししししているているているている例例例例をををを皆様皆様皆様皆様ににににごごごご紹介紹介紹介紹介したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     これはこれはこれはこれは、、、、神神神神奈奈奈奈川新川新川新川新聞聞聞聞がががが 2003 年年年年 8 月月月月にににに出出出出してしてしてしてくだくだくだくださったさったさったさった、、、、連連連連絡絡絡絡会会会会をををを紹介紹介紹介紹介するするするする新新新新聞聞聞聞記記記記事事事事ですですですです。。。。「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指すすすす」」」」とととと見出見出見出見出しにしにしにしに書書書書いていていていてあああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、連連連連絡絡絡絡会会会会にににに所所所所属属属属すすすするるるる団体団体団体団体はさまはさまはさまはさまざざざざまなまなまなまな活動活動活動活動をしていますをしていますをしていますをしています。。。。牛乳牛乳牛乳牛乳パックのリサイクルをすすめたりパックのリサイクルをすすめたりパックのリサイクルをすすめたりパックのリサイクルをすすめたり、、、、古古古古着着着着古古古古布布布布のリのリのリのリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを実実実実践践践践したりしたりしたりしたり、、、、ああああるいはリるいはリるいはリるいはリユユユユースびースびースびースびんんんん、、、、再再再再使使使使用可能用可能用可能用可能なななな瓶瓶瓶瓶をををを普及普及普及普及するためのするためのするためのするための生生生生協活動協活動協活動協活動をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、ああああるいはるいはるいはるいは生生生生ごごごごみをみをみをみを自分自分自分自分のおのおのおのお庭庭庭庭でででで自自自自家家家家処処処処理理理理したりしたりしたりしたり、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな団体団体団体団体のののの活動活動活動活動ががががあああありますがりますがりますがりますが、、、、そのそのそのその団体団体団体団体がががが連連連連絡絡絡絡会会会会をををを作作作作っていますっていますっていますっています。。。。ここのここのここのここの新新新新聞聞聞聞にににに出出出出ておりますておりますておりますております右側右側右側右側にににに座座座座っっっっているているているている方方方方たたたたちちちちはははは、、、、そのそのそのその活動活動活動活動をををを紹介紹介紹介紹介しているとこしているとこしているとこしているところろろろですですですです。。。。こういうこういうこういうこういう、、、、川崎川崎川崎川崎市内市内市内市内のののの、、、、市民発市民発市民発市民発ののののすすすすばばばばらしいらしいらしいらしい取組取組取組取組みをしているみをしているみをしているみをしている方方方方たたたたちちちちがががが集集集集まっているのがまっているのがまっているのがまっているのが市民連市民連市民連市民連絡絡絡絡会会会会ででででござござござございますいますいますいます。。。。     1992 年年年年にににに市民連市民連市民連市民連絡絡絡絡会会会会はははは発発発発足足足足しておりますしておりますしておりますしております。。。。20 団体団体団体団体とととと個個個個人人人人 30 人人人人余余余余りでりでりでりで発発発発足足足足しししし、、、、そのそのそのその背背背背景景景景にはにはにはには、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市ののののごごごごみみみみ非非非非常事常事常事常事態態態態宣言宣言宣言宣言ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。川崎川崎川崎川崎市市市市はははは 1990 年年年年にににに、、、、これこれこれこれ以以以以上上上上ごごごごみがみがみがみが増増増増ええええ続続続続けるとけるとけるとけると焼焼焼焼却却却却処処処処理理理理がががが不不不不可能可能可能可能になるになるになるになる。。。。市民市民市民市民のののの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ごごごごみはみはみはみは非非非非常事常事常事常事態態態態ですですですです。。。。ぜひぜひぜひぜひごごごごみみみみ減量減量減量減量ににににごごごご協力協力協力協力くだくだくだくださいというさいというさいというさいという宣言宣言宣言宣言をををを出出出出しましたしましたしましたしました。。。。それにそれにそれにそれに対対対対応応応応するするするする形形形形でできておりますでできておりますでできておりますでできております。。。。     したがってしたがってしたがってしたがって、、、、まずまずまずまず、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市にににに、、、、政政政政策提言策提言策提言策提言しましたしましたしましたしました。。。。そのそのそのその当時当時当時当時行行行行われていたわれていたわれていたわれていた毎日毎日毎日毎日収集収集収集収集・・・・全全全全
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量量量量焼焼焼焼却却却却をををを改改改改めてめてめてめて、、、、資源資源資源資源物物物物のののの日日日日のののの設定設定設定設定とととと循環型循環型循環型循環型ごごごごみみみみ処処処処理理理理へへへへ転換転換転換転換することをすることをすることをすることを提提提提案案案案することからすることからすることからすることから始始始始めましためましためましためました。。。。しかししかししかししかし、、、、市民市民市民市民のののの生活生活生活生活からまからまからまからまだだだだままままだだだだたたたたくくくくささささんんんんののののごごごごみがみがみがみが出出出出ておりますておりますておりますております。。。。市民市民市民市民のののの生生生生活活活活をををを見見見見たときにたときにたときにたときに、、、、まずまずまずまず買買買買いいいい物物物物、、、、買買買買うときにうときにうときにうときに一一一一番番番番注注注注目目目目するするするする必要必要必要必要ががががああああるるるるだろだろだろだろうとうとうとうということでいうことでいうことでいうことで、、、、スーパースーパースーパースーパーやややや生協生協生協生協のおのおのおのお店店店店のののの売売売売りりりり方方方方、、、、ああああるいはどのようなるいはどのようなるいはどのようなるいはどのような環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮をしているかということををしているかということををしているかということををしているかということを調調調調べるようなべるようなべるようなべるような活動活動活動活動をををを始始始始めましためましためましためました。「。「。「。「私私私私たたたたちちちちがががが変変変変われわれわれわればばばばおおおお店店店店がががが変変変変わるわるわるわる」」」」というタイトルのというタイトルのというタイトルのというタイトルの冊冊冊冊子子子子ををををつくつくつくつくりりりり、、、、活動活動活動活動をををを続続続続けておりますがけておりますがけておりますがけておりますが、、、、市内市内市内市内全区全区全区全区のののの約約約約 120 店店店店のおのおのおのお店店店店ととととココココンンンンビビビビニをニをニをニを対対対対象象象象にしてにしてにしてにしておりますおりますおりますおります。。。。調調調調査項査項査項査項目目目目はははは、、、、はかりはかりはかりはかり売売売売りりりりやレやレやレやレジジジジ袋袋袋袋のののの削減削減削減削減対策対策対策対策、、、、ああああるいはるいはるいはるいは再再再再生生生生製品製品製品製品をををを売売売売っているっているっているっているかいないかというようなことからかいないかというようなことからかいないかというようなことからかいないかというようなことから、、、、店店店店頭頭頭頭回回回回収収収収などなどなどなど、、、、ああああるいはるいはるいはるいは環境環境環境環境管理管理管理管理システムのシステムのシステムのシステムの取組取組取組取組みまみまみまみまででででござござござございますいますいますいます。。。。それをこのようなそれをこのようなそれをこのようなそれをこのような一一一一覧覧覧覧表表表表にしてにしてにしてにして、、、、最終最終最終最終的的的的にはにはにはには総合総合総合総合評評評評価価価価をををを私私私私たたたたちちちちのののの観観観観点点点点からからからからしてしてしてして、、、、並並並並べてべてべてべてござござござございますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは市民市民市民市民のののの方方方方にににに歓迎歓迎歓迎歓迎されましてされましてされましてされまして、、、、このようなこのようなこのようなこのような活動活動活動活動はははは、、、、地域地域地域地域版版版版買買買買いいいい物物物物ガガガガイイイイドドドド作作作作成成成成というのですがというのですがというのですがというのですが、、、、このこのこのこの活動活動活動活動はははは、、、、川崎川崎川崎川崎市内市内市内市内にとどまらずにとどまらずにとどまらずにとどまらず、、、、全全全全国的国的国的国的なななな運運運運動動動動ににににつつつつながっていきましてながっていきましてながっていきましてながっていきまして、、、、全全全全国国国国ネットワークができましたネットワークができましたネットワークができましたネットワークができました。。。。それでそれでそれでそれで、、、、そこがそこがそこがそこが中心中心中心中心ににににつくつくつくつくったったったったものがものがものがものが「「「「グリーングリーングリーングリーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーになるーになるーになるーになる買買買買いいいい物物物物ガガガガイイイイドドドド」（」（」（」（小小小小学学学学館館館館発行発行発行発行））））というものでというものでというものでというもので、、、、これこれこれこれもももも日日日日本本本本全全全全国国国国のののの 50 団体団体団体団体ぐぐぐぐらいがかかわっておりますがらいがかかわっておりますがらいがかかわっておりますがらいがかかわっておりますが、、、、このようなこのようなこのようなこのような、「、「、「、「グリーングリーングリーングリーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーになるーになるーになるーになる 10原原原原則則則則」」」」ををををつくつくつくつくりながらりながらりながらりながら、、、、みみみみんんんんなでなでなでなで活動活動活動活動をををを続続続続けてまいりましたけてまいりましたけてまいりましたけてまいりました。。。。     それはそれはそれはそれは、「、「、「、「必要必要必要必要なものをなものをなものをなものを必要必要必要必要なななな量量量量だだだだけけけけ買買買買うううう」」」」からからからから始始始始まりまりまりまりましてましてましてまして、「、「、「、「使使使使いいいい捨捨捨捨てててて商品商品商品商品ではなではなではなではなくくくく長長長長くくくく使使使使えるものをえるものをえるものをえるものを選選選選ぶぶぶぶ」、」、」、」、環境環境環境環境にににに熱心熱心熱心熱心なななな取組取組取組取組みみみみ、、、、環境環境環境環境情情情情報報報報をををを公公公公開開開開しているしているしているしているメメメメーーーーカカカカーーーーややややおおおお店店店店をををを選選選選ぶぶぶぶ」」」」というようなとこというようなとこというようなとこというようなところろろろまでまでまでまで、、、、私私私私たたたたちちちちのののの提提提提案案案案をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。でもでもでもでも、、、、川崎川崎川崎川崎市内市内市内市内のののの中中中中ででででごごごごみがみがみがみがぐぐぐぐーーーーんんんんとととと減減減減ったかったかったかったか、、、、ああああるいはグリーンるいはグリーンるいはグリーンるいはグリーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーがーがーがーが増増増増えたかというとえたかというとえたかというとえたかというと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなかそそそそんんんんなになになになに簡単簡単簡単簡単ではではではではござござござございませいませいませいませんんんん。。。。川崎川崎川崎川崎市内市内市内市内でででで資源資源資源資源物物物物のののの収集収集収集収集がががが始始始始まりまりまりまり、、、、国国国国全全全全体体体体――――――――先先先先ほほほほどどどど経経経経済産業済産業済産業済産業省省省省のののの方方方方のおのおのおのお話話話話ががががあああありましたようにりましたようにりましたようにりましたように――――――――国国国国のののの取組取組取組取組みもみもみもみも進進進進むとむとむとむと、、、、それにそれにそれにそれに従従従従ってってってって資源資源資源資源物物物物がががが集集集集まりまりまりまり過過過過ぎぎぎぎるるるる、、、、特特特特にににに 1990 年年年年代代代代後後後後半半半半にはにはにはには古紙古紙古紙古紙がががが集集集集まりまりまりまり過過過過ぎぎぎぎましてましてましてまして、、、、集集集集めたけれどもめたけれどもめたけれどもめたけれども、、、、焼焼焼焼却却却却処処処処理理理理されたようなことがされたようなことがされたようなことがされたようなことがあああありましてりましてりましてりまして、、、、ではではではでは、、、、元元元元からからからからごごごごみをみをみをみを出出出出さないようにするにはどうしたさないようにするにはどうしたさないようにするにはどうしたさないようにするにはどうしたらいいかということをらいいかということをらいいかということをらいいかということを考考考考えてえてえてえて、「、「、「、「川崎川崎川崎川崎発発発発 ごごごごみをみをみをみを出出出出さないさないさないさない 燃燃燃燃ややややさないさないさないさない市民市民市民市民プランプランプランプラン」」」」をををを作作作作成成成成すすすすることになりましたることになりましたることになりましたることになりました。。。。97 年度年度年度年度、、、、98 年度年度年度年度にかけてにかけてにかけてにかけて、、、、先進的先進的先進的先進的なななな自治体自治体自治体自治体やややや企業企業企業企業のののの取組取組取組取組みのみのみのみの見見見見学学学学、、、、学学学学習習習習会会会会、、、、シンシンシンシンポポポポジジジジウウウウムなどをムなどをムなどをムなどを開催開催開催開催しししし、、、、さらにさらにさらにさらに市民市民市民市民のののの方方方方ののののごごごご協力協力協力協力をををを得得得得てててて、、、、家庭家庭家庭家庭ごごごごみのみのみのみの発生源発生源発生源発生源調調調調査査査査、、、、450 人人人人くくくくらいのらいのらいのらいの方方方方がががが参加参加参加参加してしてしてしてくだくだくだくださいましたけれどもさいましたけれどもさいましたけれどもさいましたけれども、、、、そのようなそのようなそのようなそのような調調調調査査査査をしながらをしながらをしながらをしながらつつつつくくくくりましたりましたりましたりました。。。。     ここのここのここのここの基基基基本本本本ココココンセプトのンセプトのンセプトのンセプトの１１１１番番番番目目目目はははは、、、、リデリデリデリデュュュュースースースース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、このこのこのこの優優優優先先先先順位順位順位順位にににに従従従従ってってってって政政政政策策策策がががが展開展開展開展開されされされされ、、、、市民市民市民市民のののの活動活動活動活動もももも行行行行われることというわれることというわれることというわれることというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。つつつつままままりりりり、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルだだだだけがけがけがけが進進進進むとむとむとむと、、、、それはそれはそれはそれはああああるるるる意意意意味味味味ではではではでは、、、、社会的社会的社会的社会的にはにはにはには便便便便利利利利にはなってもにはなってもにはなってもにはなっても、、、、かえかえかえかえってってってって環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷がががが増増増増大大大大することもすることもすることもすることもあああありますからりますからりますからりますから。。。。それからそれからそれからそれから、、、、拡大生産拡大生産拡大生産拡大生産者者者者責任責任責任責任ですですですです。。。。生産生産生産生産者者者者はははは、、、、ごごごごみになったときまでそのみになったときまでそのみになったときまでそのみになったときまでその製品製品製品製品のののの責任責任責任責任をををを持持持持つつつつことことことこと。。。。そのためにそのためにそのためにそのために設計設計設計設計のののの段階段階段階段階からからからからごごごごみになりみになりみになりみになりににににくくくくいものいものいものいもの、、、、ああああるいはるいはるいはるいは再再再再生生生生されたされたされたされた材材材材料料料料をををを使使使使うなどのうなどのうなどのうなどの生産生産生産生産者者者者のののの責任責任責任責任。。。。それからそれからそれからそれから、、、、市民市民市民市民としてとしてとしてとしてはははは、、、、ああああるいはるいはるいはるいは事事事事業業業業者者者者としてとしてとしてとして、、、、排排排排出者出者出者出者のののの責任責任責任責任というものがというものがというものがというものが大大大大事事事事だだだだとととと。。。。だだだだれもれもれもれも自分自分自分自分のののの出出出出すすすすごごごごみみみみににににつつつついてはいてはいてはいては責任責任責任責任をををを持持持持とうということとうということとうということとうということがががが基基基基本的本的本的本的ななななココココンセプトのンセプトのンセプトのンセプトの 2 番番番番目目目目でででで、、、、そのそのそのその基基基基本本本本ににににああああるこるこるこることはとはとはとは、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指そうということですそうということですそうということですそうということです。。。。     このプランはこのプランはこのプランはこのプランは、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちののののごごごごみをまずみをまずみをまずみをまず見見見見つつつつめるということをめるということをめるということをめるということをややややってみましたってみましたってみましたってみました。。。。それからそれからそれからそれから、、、、
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次次次次にににに、、、、事例事例事例事例ををををつくつくつくつくりながらりながらりながらりながら提提提提案案案案するするするする。。。。プランをプランをプランをプランを描描描描くだくだくだくだけならけならけならけなら易易易易しいのですがしいのですがしいのですがしいのですが、、、、事例事例事例事例ををををつくつくつくつくるのはるのはるのはるのは難難難難しいのですしいのですしいのですしいのです。。。。ゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッションにつつつついてもいてもいてもいても、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに、、、、私私私私たたたたちちちちはこのはこのはこのはこの川崎川崎川崎川崎でででで事事事事例例例例ををををつくつくつくつくっていっていっていっていくくくくということがすということがすということがすということがすばばばばらしいなとらしいなとらしいなとらしいなと思思思思うのですけれどもうのですけれどもうのですけれどもうのですけれども、、、、1つつつつでもでもでもでも事例事例事例事例ができれができれができれができればばばばそれがそれがそれがそれが展開展開展開展開できるできるできるできる、、、、ああああるいはるいはるいはるいは大大大大ききききくくくくなることができるわけですからなることができるわけですからなることができるわけですからなることができるわけですから、、、、事例事例事例事例ををををつくつくつくつくりながりながりながりながらららら、、、、とととということをいうことをいうことをいうことを大大大大事事事事にしましたにしましたにしましたにしました。。。。     これはこれはこれはこれは朝朝朝朝日日日日新新新新聞聞聞聞にににに 1999 年年年年 3 月月月月にににに載載載載ったったったった記記記記事事事事ですですですです。。。。2000 年年年年にににに冊冊冊冊子子子子「「「「生生生生ごごごごみ・み・み・み・落落落落ちちちち葉葉葉葉堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化のすすめのすすめのすすめのすすめ」」」」をををを発行発行発行発行したりしたりしたりしたり、、、、ごごごごみみみみ連連連連のののの生生生生ごごごごみにみにみにみにつつつついてのいてのいてのいての独独独独自自自自ルートをルートをルートをルートをつくつくつくつくったりったりったりったり、、、、落落落落ちちちち葉葉葉葉をををを農農農農家家家家にににに運運運運んんんんでもらったりでもらったりでもらったりでもらったり、、、、先先先先ほほほほどどどどあああありましたようにりましたようにりましたようにりましたように、、、、環境環境環境環境にににに易易易易しいおしいおしいおしいお祭祭祭祭りということでりということでりということでりということで、、、、使使使使いいいい捨捨捨捨てのおてのおてのおてのお皿皿皿皿をををを使使使使わないでわないでわないでわないで、、、、使使使使いいいい回回回回しをするおしをするおしをするおしをするお皿皿皿皿をををを使使使使うということうということうということうということ、、、、それからそれからそれからそれから環境環境環境環境教育教育教育教育もももも市民市民市民市民もももも担担担担いいいい手手手手になになになになろろろろうとうとうとうと「「「「ごごごごみのみのみのみの授授授授業業業業」」」」をををを学学学学校校校校でさせてもらうというようなことをでさせてもらうというようなことをでさせてもらうというようなことをでさせてもらうというようなことを提提提提案案案案しましたしましたしましたしました。。。。     これはこれはこれはこれは、、、、私私私私たたたたちちちちのののの生生生生ごごごごみみみみ堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化のののの取取取取りりりり組組組組みですみですみですみです。。。。集集集集合合合合住住住住宅宅宅宅にににに住住住住むむむむ方方方方がががが、、、、自分自分自分自分ではではではでは自自自自家家家家処処処処理理理理できないできないできないできない方方方方とととと一一一一緒緒緒緒ににににチチチチームをームをームをームを組組組組んんんんでででで、、、、生生生生ごごごごみをみをみをみを横横横横浜浜浜浜のののの農農農農家家家家へへへへ車車車車でででで運運運運びびびび、、、、農農農農家家家家のののの方方方方がこのがこのがこのがこのようなようなようなような畑畑畑畑にににに戻戻戻戻しているのしているのしているのしているの例例例例ですですですです。。。。そこでそこでそこでそこで出出出出来来来来たたたた野野野野菜菜菜菜をををを配配配配達達達達してもらいしてもらいしてもらいしてもらい地域内地域内地域内地域内のののの資源循環資源循環資源循環資源循環がががができましたできましたできましたできました。。。。     これはこれはこれはこれは私私私私のののの庭庭庭庭ですがですがですがですが、、、、近近近近くくくくのののの、、、、ひひひひのきのきのきのき山公山公山公山公園園園園からからからから落落落落ちちちち葉葉葉葉をををを集集集集めさらにめさらにめさらにめさらに私私私私のののの家家家家のののの生生生生ごごごごみとみとみとみと混混混混ぜぜぜぜてててて堆肥堆肥堆肥堆肥ををををつくつくつくつくってってってって、、、、このようなこのようなこのようなこのような、、、、庭庭庭庭のおのおのおのお花花花花のののの堆肥堆肥堆肥堆肥代代代代をををを節約節約節約節約しししし、、、、かかかかつつつつエエエエココココロジロジロジロジカカカカルなルなルなルな生生生生活活活活をををを楽楽楽楽ししししんんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。     時間時間時間時間がもうがもうがもうがもう来来来来てしまいましたのでてしまいましたのでてしまいましたのでてしまいましたので、、、、ゼロエミッションへのゼロエミッションへのゼロエミッションへのゼロエミッションへの市民市民市民市民のののの期期期期待待待待ににににつつつついてはパネルいてはパネルいてはパネルいてはパネルデデデディィィィススススカカカカッションのッションのッションのッションの中中中中でででで、、、、おおおお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましいましいましいましたたたた。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター 飯飯飯飯田田田田様様様様、、、、どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。1992 年年年年からおからおからおからお取組取組取組取組みをみをみをみを始始始始めたというめたというめたというめたという、、、、非非非非常常常常にににに日日日日本本本本のののの中中中中でもでもでもでも早早早早いいいい取組取組取組取組みでみでみでみで、、、、そのそのそのその後後後後、、、、おおおお店店店店をををを変変変変えたりえたりえたりえたり、、、、事例事例事例事例ををををつくつくつくつくったりったりったりったり、、、、先進的先進的先進的先進的なななな取組取組取組取組みをみをみをみを進進進進めていらしたことがめていらしたことがめていらしたことがめていらしたことが良良良良くくくく理解理解理解理解できましたできましたできましたできました。。。。あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市のののの植松様植松様植松様植松様、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 植松植松植松植松局長局長局長局長     たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介ににににああああずかりましたずかりましたずかりましたずかりました、、、、経済経済経済経済局長局長局長局長をををを務務務務めておりますめておりますめておりますめております、、、、植松植松植松植松とととと申申申申しますしますしますします。。。。私私私私かかかからはらはらはらは、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市がががが現現現現在在在在精精精精力的力的力的力的にににに進進進進めておりますエめておりますエめておりますエめておりますエココココタタタタウウウウンンンン構想構想構想構想とアジとアジとアジとアジアアアア起起起起業業業業家家家家村村村村ににににつつつついていていていてごごごご報告報告報告報告させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。     川崎川崎川崎川崎のののの臨臨臨臨海海海海部部部部はははは、、、、約約約約 2,800ヘヘヘヘクタールのクタールのクタールのクタールの広広広広がりをがりをがりをがりを持持持持っておりますっておりますっておりますっております、、、、首首首首都都都都圏圏圏圏をををを代代代代表表表表するするするする産業産業産業産業集集集集積積積積拠点拠点拠点拠点ででででござござござございますいますいますいます。。。。1980 年年年年代代代代からからからから見見見見ますとますとますとますと、、、、工場工場工場工場数数数数ではではではでは 52％％％％、、、、事事事事業業業業所所所所数数数数ではではではでは 53％％％％のののの減減減減少少少少をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。出荷出荷出荷出荷額額額額ではではではでは 40％％％％のののの減少減少減少減少ということでということでということでということで、、、、まさにまさにまさにまさに空空空空洞洞洞洞化化化化そのものでそのものでそのものでそのものでござござござございいいいましたましたましたました。。。。しかししかししかししかし、、、、最近最近最近最近、、、、臨臨臨臨海海海海部部部部をををを歩歩歩歩いてみますといてみますといてみますといてみますと、、、、今今今今までいまでいまでいまでいろろろろいいいいろろろろととととごごごご報告報告報告報告ののののあああありましたりましたりましたりましたリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル施設施設施設施設などのなどのなどのなどの立地立地立地立地もももも進進進進みましてみましてみましてみまして、、、、既既既既存存存存のののの企業企業企業企業、、、、特特特特にににに鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼などなどなどなど、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの JFE ささささんんんんなどもかなりフルなどもかなりフルなどもかなりフルなどもかなりフル稼稼稼稼動動動動をしているとをしているとをしているとをしていると聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、一一一一時時時時叫叫叫叫ばばばばれたれたれたれた空空空空
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洞洞洞洞化化化化もももも改改改改善善善善されてきたのかとされてきたのかとされてきたのかとされてきたのかと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。     このこのこのこの臨臨臨臨海海海海部部部部はははは、、、、今今今今新新新新たなたなたなたな再再再再生生生生にににに向向向向けてけてけてけて動動動動ききききつつあつつあつつあつつありますりますりますります。。。。そのそのそのその背背背背景景景景のののの第第第第 1 はははは、、、、本本本本日日日日もももも多多多多数数数数ごごごご参加参加参加参加されておりますされておりますされておりますされております活力活力活力活力ああああるるるる企業企業企業企業のののの集集集集積積積積ででででござござござございますいますいますいます。。。。技術力技術力技術力技術力ののののああああるるるる大大大大手手手手、、、、さらにさらにさらにさらに中中中中小工場小工場小工場小工場がががが集集集集積積積積しているしているしているしている点点点点ででででござござござございますいますいますいます。。。。     第第第第 2 のののの背背背背景景景景といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、大大大大消費消費消費消費地地地地にににに隣隣隣隣接接接接しておりますししておりますししておりますししておりますし、、、、情情情情報報報報のののの集集集集積率積率積率積率がががが非非非非常常常常にににに高高高高いということでいということでいということでいということで、、、、企業企業企業企業にとってにとってにとってにとって最最最最もももも必要必要必要必要としているとしているとしているとしている情情情情報報報報ネットワークにアプローネットワークにアプローネットワークにアプローネットワークにアプローチチチチがでがでがでができることがきることがきることがきることが挙挙挙挙げげげげられますられますられますられます。。。。     第第第第 3 にはにはにはには、、、、当当当当該該該該地域地域地域地域はははは工工工工業業業業専専専専用地域用地域用地域用地域としてとしてとしてとして操操操操業環境業環境業環境業環境がががが大大大大変変変変優優優優れているということでれているということでれているということでれているということでござござござございましていましていましていまして、、、、各各各各種種種種のののの厳厳厳厳しいしいしいしい法法法法規規規規制制制制ももももござござござございますがいますがいますがいますが、、、、もともともともともともともともと物物物物づづづづくくくくりにりにりにりに適適適適したしたしたした環境環境環境環境になってになってになってになっておりおりおりおり、、、、今後今後今後今後特特特特区区区区制制制制度度度度のののの導導導導入入入入などによりましてなどによりましてなどによりましてなどによりまして、、、、新新新新たなたなたなたな局局局局面面面面へとへとへとへと展開展開展開展開がががが期期期期待待待待されるとこされるとこされるとこされるところろろろででででござござござございますいますいますいます。。。。     第第第第 4 としてはとしてはとしてはとしては、、、、既既既既ににににごごごご説説説説明明明明ののののあああありましたりましたりましたりました環境循環型施設環境循環型施設環境循環型施設環境循環型施設のののの立地立地立地立地ででででござござござございますいますいますいます。。。。単単単単体体体体のリのリのリのリサイクルサイクルサイクルサイクル施設施設施設施設ではなではなではなではなくくくく、、、、石石石石油油油油ココココンンンンビビビビナートによるナートによるナートによるナートによる各企業各企業各企業各企業のののの工場工場工場工場がパイプラインでがパイプラインでがパイプラインでがパイプラインで結結結結ばばばばれれれれ、、、、またまたまたまた、、、、別別別別のののの業業業業種種種種のののの企業企業企業企業同同同同士士士士でででで一方一方一方一方のののの企業企業企業企業のののの副副副副生生生生物物物物、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを他他他他社社社社がががが原料原料原料原料としてとしてとしてとして使使使使用用用用するとするとするとするといったいったいったいった、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの連連連連鎖鎖鎖鎖がががが存存存存在在在在していることがしていることがしていることがしていることが挙挙挙挙げげげげられますられますられますられます。。。。     第第第第 5 はははは環環環環境技術境技術境技術境技術のののの蓄蓄蓄蓄積積積積ででででござござござございましていましていましていまして、、、、公公公公害害害害をををを克服克服克服克服するするするする過程過程過程過程でででで、、、、市内市内市内市内のののの企業企業企業企業はははは先先先先端端端端的的的的なななな環境技術環境技術環境技術環境技術をををを開発開発開発開発してまいりましたしてまいりましたしてまいりましたしてまいりました。。。。     第第第第 6 はははは、、、、基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備のののの充充充充実実実実ででででござござござございますいますいますいます。。。。港港港港湾湾湾湾やややや道道道道路路路路、、、、またまたまたまた電電電電気気気気、、、、水水水水道道道道といったエネルといったエネルといったエネルといったエネルギギギギーなどーなどーなどーなど、、、、企業企業企業企業にとってにとってにとってにとって欠欠欠欠くくくくことのできないことのできないことのできないことのできない基基基基盤盤盤盤施設施設施設施設がががが整備整備整備整備されておりますされておりますされておりますされております。。。。ままままだだだだ課題課題課題課題はははは多多多多々々々々あろあろあろあろうかとうかとうかとうかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、今後今後今後今後神神神神奈奈奈奈川川川川口口口口構想構想構想構想のののの具具具具現化現化現化現化やややや、、、、都都都都市市市市再再再再生生生生緊急緊急緊急緊急整備整備整備整備地域地域地域地域としてとしてとしてとして浜浜浜浜川川川川崎崎崎崎駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺地地地地区区区区とととと殿殿殿殿町町町町・・・・大大大大師師師師河河河河原原原原地地地地区区区区がががが指定指定指定指定されておりされておりされておりされており、、、、緊急緊急緊急緊急にににに整備整備整備整備するするするする地域地域地域地域としてとしてとしてとして今後今後今後今後臨臨臨臨海海海海部部部部のののの拠点整備拠点整備拠点整備拠点整備のののの諸諸諸諸条件条件条件条件がががが整整整整いいいいつつあつつあつつあつつあるということでるということでるということでるということで、、、、今後今後今後今後大大大大きなきなきなきな展開展開展開展開がががが予予予予測測測測されますされますされますされます。。。。     ここここうしたうしたうしたうした数数数数々々々々ののののポポポポテンシャルをどのようにテンシャルをどのようにテンシャルをどのようにテンシャルをどのように生生生生かしていかしていかしていかしていくくくくかかかか、、、、そのためのそのためのそのためのそのための答答答答えのえのえのえの 1 つつつつとしとしとしとしてエてエてエてエココココタタタタウウウウンンンン構想構想構想構想のののの推進推進推進推進ががががああああるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。21 世世世世紀紀紀紀のののの成成成成長長長長産業産業産業産業とととと言言言言われるわれるわれるわれる環境関連環境関連環境関連環境関連ビビビビジネジネジネジネスのスのスのスの振振振振興興興興にににに向向向向けてけてけてけて、、、、現現現現在在在在このこのこのこの臨臨臨臨海海海海部部部部にににに立地立地立地立地するするするする企業企業企業企業がががが培培培培ってきたってきたってきたってきた技術技術技術技術をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる展開展開展開展開をををを期期期期待待待待しているとこしているとこしているとこしているところろろろででででござござござございますいますいますいます。。。。     川崎川崎川崎川崎市市市市はははは、、、、平平平平成成成成 9 年年年年、、、、1997 年年年年にににに国国国国からからからから日日日日本本本本初初初初のエのエのエのエココココタタタタウウウウンンンン地域地域地域地域のののの指定指定指定指定をををを受受受受けてけてけてけて、、、、環境調環境調環境調環境調和型和型和型和型ままままちちちちづづづづくくくくりりりり、、、、いわゆるエいわゆるエいわゆるエいわゆるエココココタタタタウウウウンンンン構想構想構想構想をををを策定策定策定策定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。このこのこのこの基基基基本方本方本方本方針針針針はははは 4 つつつつのスのスのスのステップにテップにテップにテップに分分分分かれておりましてかれておりましてかれておりましてかれておりまして、、、、第第第第 1 のステップはのステップはのステップはのステップは、、、、企業自企業自企業自企業自身身身身がエがエがエがエココココ化化化化をををを推進推進推進推進すすすすることでることでることでることでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、環境環境環境環境ママママネジネジネジネジメメメメントのントのントのントの体体体体制整備制整備制整備制整備やややや、、、、工場工場工場工場内内内内のののの廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ゼロゼロゼロゼロ化化化化、、、、環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした諸諸諸諸システムのシステムのシステムのシステムの構築構築構築構築などをしていなどをしていなどをしていなどをしていくくくくことでことでことでことでござござござございますいますいますいます。。。。     第第第第 2 のステップはのステップはのステップはのステップは、、、、企業企業企業企業間間間間のののの連連連連携携携携でででで地地地地区区区区のエのエのエのエココココ化化化化をををを推進推進推進推進することですることですることですることでござござござございますいますいますいます。。。。資源循資源循資源循資源循環環環環のためにのためにのためにのために臨臨臨臨海海海海部全部全部全部全体体体体のののの企業企業企業企業間間間間でででで連連連連携携携携することですることですることですることでござござござございますいますいますいます。。。。     第第第第 3 のステップはのステップはのステップはのステップは、、、、環境環境環境環境をををを軸軸軸軸としてとしてとしてとして、、、、持続的持続的持続的持続的にににに発展発展発展発展するするするする地地地地区区区区のののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた研究研究研究研究のののの実施実施実施実施ででででござござござございますいますいますいます。。。。エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの有効活用有効活用有効活用有効活用としてとしてとしてとして工場工場工場工場のののの排排排排熱熱熱熱ののののカカカカススススケケケケーーーードドドド利用利用利用利用、、、、資資資資材材材材のリサイのリサイのリサイのリサイクルとそのクルとそのクルとそのクルとその事事事事業化業化業化業化にににに向向向向けたけたけたけた製品製品製品製品リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル体体体体系系系系へのへのへのへの取組取組取組取組みにみにみにみにつつつついていていていて、、、、企業企業企業企業間間間間でででで共共共共同同同同研究研究研究研究をををを行行行行うものでうものでうものでうものでござござござございますいますいますいます。。。。     第第第第 4 のステップといたしましてのステップといたしましてのステップといたしましてのステップといたしまして、、、、これらをこれらをこれらをこれらを踏踏踏踏まえましてまえましてまえましてまえまして、、、、環境関連技術環境関連技術環境関連技術環境関連技術のののの情情情情報報報報提提提提供供供供をはをはをはをは
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じじじじめめめめ環境環境環境環境パフォーパフォーパフォーパフォーママママンスのンスのンスのンスの評評評評価価価価などなどなどなど、、、、エエエエココココタタタタウウウウンンンン内内内内のののの成成成成果果果果をををを情情情情報報報報化化化化しししし、、、、積極的積極的積極的積極的にににに発発発発信信信信するするするすることによりましてことによりましてことによりましてことによりまして、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会やややや環境環境環境環境問問問問題題題題にこれからにこれからにこれからにこれから取取取取りりりり組組組組もうとしているもうとしているもうとしているもうとしている開発開発開発開発途途途途上上上上国国国国にににに貢貢貢貢献献献献をしていをしていをしていをしていくくくくものでものでものでものでござござござございますいますいますいます。。。。     次次次次にににに、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション工工工工業団地業団地業団地業団地ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、エエエエココココタタタタウウウウンンンン構想構想構想構想ののののモモモモデルデルデルデル施設施設施設施設としてとしてとしてとして、、、、約約約約 253億円億円億円億円をををを投投投投資資資資いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、15 社社社社がががが参加参加参加参加しししし、、、、約約約約 8ヘヘヘヘクタールのクタールのクタールのクタールの中中中中でででで展開展開展開展開されておりまされておりまされておりまされておりますすすす。。。。先先先先ほほほほどどどどごごごご紹介紹介紹介紹介ががががあああありましたりましたりましたりました、、、、ココココアアアアレレレレックックックックスグループのスグループのスグループのスグループの信栄製紙信栄製紙信栄製紙信栄製紙のののの黒崎代黒崎代黒崎代黒崎代表取表取表取表取締役締役締役締役からからからからももももごごごご報告報告報告報告ががががあああありましたがりましたがりましたがりましたが、、、、2002 年年年年 11 月月月月にはにはにはには、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを資源資源資源資源としてとしてとしてとして利用利用利用利用するするするする循環型循環型循環型循環型・・・・省省省省資源資源資源資源型型型型のゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッション工工工工業団地業団地業団地業団地がががが稼稼稼稼働働働働したとこしたとこしたとこしたところろろろででででござござござございますいますいますいます。。。。このこのこのこの事事事事業活動業活動業活動業活動からからからから発生発生発生発生すすすするるるる排排排排出出出出物物物物やややや廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを可能可能可能可能なななな限限限限りりりり抑抑抑抑制制制制することによりましてすることによりましてすることによりましてすることによりまして、、、、これらのこれらのこれらのこれらの再再再再利用利用利用利用、、、、再再再再資源化資源化資源化資源化ややややエネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの循環活用循環活用循環活用循環活用をををを図図図図りりりり、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの最最最最小小小小化化化化をををを実現実現実現実現するというするというするというするという新新新新たなたなたなたな発想発想発想発想によるによるによるによる工工工工業業業業団地団地団地団地ででででござござござございますいますいますいます。。。。     このこのこのこの団地内団地内団地内団地内でででで行行行行われているわれているわれているわれている資源循環資源循環資源循環資源循環のののの特特特特色色色色といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、既既既既ににににごごごご報告報告報告報告ががががああああったようにったようにったようにったように、、、、古紙再古紙再古紙再古紙再生生生生にににに関関関関するするするする先導的先導的先導的先導的なななな取組取組取組取組みみみみやややや、、、、メメメメッッッッキキキキ工場工場工場工場のののの設設設設備備備備ではではではでは、、、、廃廃廃廃液液液液をををを一一一一滴滴滴滴もももも外外外外部部部部にににに出出出出さなさなさなさないいいい循環型循環型循環型循環型クローズクローズクローズクローズドドドドシステムがシステムがシステムがシステムが稼稼稼稼働働働働していることなどしていることなどしていることなどしていることなど、、、、またまたまたまた企業内企業内企業内企業内にににに立地立地立地立地しておりますしておりますしておりますしておりますユユユユタタタタカカカカ工事工事工事工事ささささんんんんではではではでは、、、、天天天天然然然然ガガガガスのスのスのスの供供供供給給給給をををを行行行行っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、本市本市本市本市のののの清掃清掃清掃清掃車車車車にににに天天天天然然然然ガガガガスをスをスをスを供供供供給給給給しておりますしておりますしておりますしております。。。。またまたまたまた、、、、JFE ささささんんんんからはからはからはからは、、、、団地団地団地団地全全全全体体体体にににに、、、、そのそのそのその製製製製鉄鉄鉄鉄のののの過程過程過程過程でででで排排排排出出出出されますされますされますされます廃熱廃熱廃熱廃熱からからからから出出出出来来来来たたたた電電電電気気気気のののの供供供供給給給給をををを受受受受けておりますしけておりますしけておりますしけておりますし、、、、そのそのそのその他他他他、、、、近近近近くくくくのののの下下下下水水水水道道道道施設施設施設施設からはからはからはからは、、、、高高高高度度度度処処処処理理理理、、、、三次三次三次三次処処処処理理理理のののの供供供供給給給給をををを受受受受けておりますけておりますけておりますけております。。。。このようにこのようにこのようにこのように、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション工工工工業団地業団地業団地業団地のののの各企業各企業各企業各企業ささささんんんんはははは、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの最最最最小限小限小限小限化化化化にににに大大大大変変変変努努努努力力力力をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろででででござござござございますいますいますいます。。。。     次次次次にににに、、、、エエエエココココタタタタウウウウンンンン構想構想構想構想にににに基基基基づいてづいてづいてづいて整備整備整備整備されたリサイクルされたリサイクルされたリサイクルされたリサイクル施設施設施設施設のののの一一一一覧覧覧覧ででででござござござございましていましていましていまして、、、、廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック高高高高炉還炉還炉還炉還元元元元施設施設施設施設、、、、家家家家電電電電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル施設施設施設施設、、、、廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック製製製製ののののココココンクリートンクリートンクリートンクリート型型型型枠枠枠枠用用用用パネルパネルパネルパネル製製製製造造造造施設施設施設施設、、、、廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックアンックアンックアンックアンモモモモニアニアニアニア原料原料原料原料化施設化施設化施設化施設、、、、難再難再難再難再生生生生古紙古紙古紙古紙リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル施設施設施設施設、、、、ペペペペットットットット toペペペペットリサイクルットリサイクルットリサイクルットリサイクル施設施設施設施設、、、、このこのこのこの 6つつつつのののの施設施設施設施設がエがエがエがエココココタタタタウウウウンンンン構想構想構想構想にににに基基基基づいてづいてづいてづいて整備整備整備整備されてされてされてされておりますおりますおりますおります。。。。     内内内内容容容容ににににつつつついてはいてはいてはいては既既既既ににににごごごご紹介紹介紹介紹介ががががあああありましたのでりましたのでりましたのでりましたので、、、、詳詳詳詳細細細細はははは省省省省かせていたかせていたかせていたかせていただだだだきますがきますがきますがきますが、、、、まとめまとめまとめまとめというというというという意意意意味味味味でででで、、、、再再再再度度度度簡単簡単簡単簡単ににににごごごご紹介紹介紹介紹介をををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。     まずまずまずまず、、、、JFE ささささんんんんのののの廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック製製製製ココココンクリートンクリートンクリートンクリート型型型型枠枠枠枠用用用用パネパネパネパネルルルル製製製製造造造造施設施設施設施設ででででござござござございますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどどどど林林林林ささささんんんんからからからからごごごご説説説説明明明明ががががあああありましたがりましたがりましたがりましたが、、、、特特特特にににに従従従従来来来来のののの南南南南洋洋洋洋材材材材をををを原料原料原料原料としたとしたとしたとした型型型型枠枠枠枠用用用用パネルのパネルのパネルのパネルの代代代代替替替替品品品品としてとしてとしてとして活用活用活用活用されておりましてされておりましてされておりましてされておりまして、、、、熱熱熱熱帯帯帯帯雨林雨林雨林雨林のののの保護保護保護保護、、、、ああああるいはるいはるいはるいは資源資源資源資源のののの有効利用有効利用有効利用有効利用にににに貢献貢献貢献貢献すすすすることがることがることがることが期期期期待待待待されるものでされるものでされるものでされるものでござござござございますいますいますいます。。。。このパネルにこのパネルにこのパネルにこのパネルにつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、グリーングリーングリーングリーン購入購入購入購入のののの調調調調達達達達品品品品目目目目になるようになるようになるようになるよう、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市もできるもできるもできるもできる限限限限りりりりあちあちあちあちここここちちちちでででで紹介紹介紹介紹介をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。     次次次次にににに、、、、これもこれもこれもこれも先先先先ほほほほどどどどごごごご紹介紹介紹介紹介ののののあああありましたりましたりましたりました、、、、昭昭昭昭和和和和電工電工電工電工ささささんんんんのののの廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックアンックアンックアンックアンモモモモニアニアニアニア原原原原料料料料化施設化施設化施設化施設ででででござござござございますいますいますいます。。。。原料原料原料原料化化化化するするするする際際際際にににに排排排排出出出出されるされるされるされる金金金金属属属属およびスラグをおよびスラグをおよびスラグをおよびスラグを周辺周辺周辺周辺企業等企業等企業等企業等にににに供供供供給給給給することですることですることですることで、、、、残残残残渣渣渣渣のののの全全全全くくくく出出出出ないないないない廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックリサイクルックリサイクルックリサイクルックリサイクル施設施設施設施設としてとしてとしてとして大大大大変変変変評評評評価価価価がががが高高高高いものいものいものいものででででござござござございますいますいますいます。。。。     次次次次にににに、、、、ペペペペットリットリットリットリババババースのースのースのースのペペペペットットットット toペペペペットリサイクルットリサイクルットリサイクルットリサイクル施設施設施設施設ででででござござござございますいますいますいます。。。。これもこれもこれもこれも先先先先ほほほほどどどどごごごご紹介紹介紹介紹介ががががござござござございましたいましたいましたいました。。。。石石石石油油油油からからからから作作作作られるられるられるられるペペペペットットットット樹樹樹樹脂脂脂脂とととと同同同同等等等等のののの品品品品質質質質をををを有有有有するするするするペペペペットットットット樹樹樹樹脂脂脂脂にリにリにリにリサイクルしサイクルしサイクルしサイクルし、、、、これをこれをこれをこれをペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルのメメメメーーーーカカカカーにーにーにーに供供供供給給給給することによりましてすることによりましてすることによりましてすることによりまして、、、、飲飲飲飲料料料料用用用用ペペペペットットットット
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ボボボボトルのトルのトルのトルの半永半永半永半永久久久久的的的的なリサイクルをしていなリサイクルをしていなリサイクルをしていなリサイクルをしていくくくく施設施設施設施設ででででござござござございますいますいますいます。。。。     これらのリサイクルこれらのリサイクルこれらのリサイクルこれらのリサイクル施設施設施設施設ととととああああわせましてわせましてわせましてわせまして、、、、東京電東京電東京電東京電力力力力にもにもにもにも、、、、テプテプテプテプココココリサイクルセンターとリサイクルセンターとリサイクルセンターとリサイクルセンターといういういういう変変変変圧圧圧圧器器器器のののの油油油油のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル施設施設施設施設ががががござござござございますいますいますいます。。。。そそそそれらをれらをれらをれらを加加加加えますとえますとえますとえますと、、、、約約約約 20ヘヘヘヘクタールのクタールのクタールのクタールの地域地域地域地域にににに 650 億円億円億円億円近近近近いリサイクルいリサイクルいリサイクルいリサイクル施設施設施設施設のののの設設設設備備備備投投投投資資資資がなされておりますがなされておりますがなされておりますがなされております。。。。エエエエココココタタタタウウウウンンンン構想構想構想構想のののの推推推推進進進進はははは、、、、行行行行政政政政とととと企業企業企業企業のののの相相相相互互互互信信信信頼頼頼頼のもとにのもとにのもとにのもとに展開展開展開展開をしていをしていをしていをしていくくくくものでものでものでもので、、、、行行行行政政政政だだだだけでできるものではけでできるものではけでできるものではけでできるものではあああありませりませりませりませんんんん。。。。JFE ささささんんんんももももメメメメンンンンババババーのーのーのーの一一一一員員員員になっておりますになっておりますになっておりますになっております NPO法法法法人人人人「「「「産業産業産業産業・・・・環境環境環境環境創造創造創造創造リエリエリエリエゾゾゾゾンセンターンセンターンセンターンセンター」」」」がこのがこのがこのがこの 8 月月月月 2 日日日日にににに認認認認可可可可されましたされましたされましたされました。。。。そこではリサイクルそこではリサイクルそこではリサイクルそこではリサイクル関係関係関係関係のののの各各各各種種種種調調調調査査査査をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。このこのこのこの調調調調査査査査がががが進進進進むとむとむとむと、、、、副副副副生生生生物物物物、、、、ああああるいはるいはるいはるいは廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの原料原料原料原料とするとするとするとする企業企業企業企業間間間間ののののママママッッッッチチチチングがングがングがングが進進進進んんんんでいでいでいでいくくくくものとものとものとものと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。このこのこのこのママママッッッッチチチチングがうまングがうまングがうまングがうまくくくくいきますといきますといきますといきますと、、、、まさにまさにまさにまさに環境環境環境環境問問問問題題題題をををを抱抱抱抱えておりますえておりますえておりますえております瀋陽瀋陽瀋陽瀋陽市市市市をはをはをはをはじじじじめめめめ中中中中国国国国ややややアジアのアジアのアジアのアジアの各国各国各国各国にうまにうまにうまにうまくくくく技術技術技術技術移移移移転転転転できれできれできれできればばばばとととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。     次次次次にににに、、、、アジアアジアアジアアジア起起起起業業業業家家家家村村村村ににににつつつついていていていてごごごご説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。     エエエエココココタタタタウウウウンンンン構想構想構想構想のののの最終最終最終最終的的的的なななな目目目目標標標標ともともともとも深深深深くくくく関連関連関連関連いたしますがいたしますがいたしますがいたしますが、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市ではではではでは、、、、現現現現在在在在アジアアジアアジアアジア起起起起業業業業家家家家村村村村構想構想構想構想をををを進進進進めておりましてめておりましてめておりましてめておりまして、、、、このこのこのこの構想構想構想構想はははは、、、、産業産業産業産業やややや市市市市場場場場がががが急速急速急速急速にににに発展発展発展発展しておりますアジしておりますアジしておりますアジしておりますアジアのアのアのアの頭脳頭脳頭脳頭脳、、、、パワーをパワーをパワーをパワーを取取取取りりりり込込込込みながらみながらみながらみながら、、、、アジアアジアアジアアジア地域地域地域地域のののの起起起起業業業業家家家家をををを中心中心中心中心とするとするとするとするベベベベンンンンチチチチャーャーャーャー企業企業企業企業のののの創創創創業業業業とととと、、、、ややややがてがてがてがて国際的国際的国際的国際的にににに活動活動活動活動するでするでするでするであろあろあろあろうううう企業企業企業企業のののの立地立地立地立地をををを図図図図りましてりましてりましてりまして、、、、最終最終最終最終的的的的にはにはにはには川崎川崎川崎川崎でのでのでのでの共共共共同同同同研究研究研究研究やややや産業産業産業産業ののののココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィのののの形成形成形成形成をををを図図図図りりりり、、、、世界世界世界世界にににに貢献貢献貢献貢献するするするする新新新新産業産業産業産業をををを育育育育てていこうとすてていこうとすてていこうとすてていこうとするものでるものでるものでるものでござござござございますいますいますいます。。。。     本市本市本市本市ではではではでは、、、、環境環境環境環境・・・・起起起起業業業業・・・・国際国際国際国際貢献貢献貢献貢献ををををキキキキーワーーワーーワーーワードドドドといたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、このこのこのこの構想構想構想構想をををを推進推進推進推進するこするこするこすることによりとによりとによりとにより、、、、アジアのアジアのアジアのアジアの都都都都市市市市とととと川崎川崎川崎川崎市市市市のののの間間間間においてにおいてにおいてにおいてビビビビジネスジネスジネスジネスやややや人的人的人的人的交交交交流流流流、、、、起起起起業業業業家家家家のののの育育育育成成成成などをなどをなどをなどを通通通通じじじじてててて対対対対日日日日投投投投資資資資のののの拡拡拡拡充充充充、、、、ビビビビジネスジネスジネスジネスチチチチャンスのャンスのャンスのャンスの拡大拡大拡大拡大をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、臨臨臨臨海海海海部部部部のののの立地企業等立地企業等立地企業等立地企業等がががが保保保保有有有有するするするする環境関連技術環境関連技術環境関連技術環境関連技術のののの海海海海外移外移外移外移転転転転などによりましてなどによりましてなどによりましてなどによりまして、、、、国際国際国際国際貢献貢献貢献貢献ににににつつつつななななげげげげてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。     こうしたエこうしたエこうしたエこうしたエココココタタタタウウウウンのンのンのンの推進推進推進推進によりましてによりましてによりましてによりまして、「、「、「、「川崎川崎川崎川崎にににに行行行行けけけけばばばば環境技術環境技術環境技術環境技術にににに関関関関するすべてがわかするすべてがわかするすべてがわかするすべてがわかるるるる」」」」とととと言言言言われるようにわれるようにわれるようにわれるように、、、、企業企業企業企業のののの皆皆皆皆ささささんんんんとととと相相相相互互互互にににに協力協力協力協力しししし合合合合いながらいながらいながらいながら環境関連産業環境関連産業環境関連産業環境関連産業のののの集集集集積積積積をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。またまたまたまた、、、、先先先先ほほほほどのアジアどのアジアどのアジアどのアジア起起起起業業業業家家家家村村村村のののの創創創創設設設設によりましてによりましてによりましてによりまして、、、、アジアアジアアジアアジア諸諸諸諸国国国国ともともともとも補補補補完完完完しししし合合合合いいいい、、、、助助助助けけけけ合合合合いいいい、、、、ともにともにともにともに発展発展発展発展するするするする 21 世世世世紀紀紀紀型型型型のののの経済経済経済経済のののの創造創造創造創造をををを行行行行ってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいと考考考考えてえてえてえておりますおりますおりますおります。。。。     次次次次にににに、、、、これはこれはこれはこれは現現現現在在在在進進進進めておりますめておりますめておりますめております新新新新総合計画総合計画総合計画総合計画のののの改改改改定定定定案案案案のののの一一一一部部部部ででででござござござございますいますいますいます。。。。特特特特にににに臨臨臨臨海海海海部部部部再再再再生生生生のののの概概概概念念念念図図図図ででででござござござございますいますいますいます。。。。大大大大ききききくくくく分分分分けますとけますとけますとけますと、、、、産業産業産業産業再再再再生生生生、、、、都都都都市市市市再再再再生生生生、、、、それからそれからそれからそれから安全安全安全安全でででで快快快快適適適適なななな環境環境環境環境再再再再生生生生というというというという、、、、大大大大きなきなきなきな 3つつつつのののの視点視点視点視点でででで整理整理整理整理をしてをしてをしてをしてござござござございますいますいますいます。。。。 産業産業産業産業再再再再生生生生ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、研究開発研究開発研究開発研究開発拠点拠点拠点拠点のののの促進促進促進促進とととと、、、、環境対環境対環境対環境対応応応応型型型型産業産業産業産業へのへのへのへの転換転換転換転換によるによるによるによる産業産業産業産業再再再再生生生生をををを推進推進推進推進するということでするということでするということでするということでござござござございますいますいますいます。。。。 都都都都市市市市再再再再生生生生ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、先先先先ほほほほどもどもどもどもごごごご紹介紹介紹介紹介いたしましたがいたしましたがいたしましたがいたしましたが、、、、緊急緊急緊急緊急整備整備整備整備地地地地区区区区としてとしてとしてとして指定指定指定指定をををを受受受受けておりますけておりますけておりますけております浜浜浜浜川崎川崎川崎川崎駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺やややや、、、、ああああるいはるいはるいはるいは殿殿殿殿町町町町、、、、大大大大師師師師河河河河原原原原地地地地区区区区のののの整備整備整備整備促進促進促進促進、、、、それからそれからそれからそれから羽羽羽羽田田田田空空空空港港港港のののの連連連連絡絡絡絡路路路路のののの整備整備整備整備推進推進推進推進などなどなどなど、、、、企業等企業等企業等企業等のののの集集集集積積積積をををを誘誘誘誘導導導導するするするする臨臨臨臨海海海海部部部部拠点拠点拠点拠点のののの形成形成形成形成とととと産業産業産業産業をををを支支支支えるえるえるえる基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備をををを進進進進めていめていめていめていくくくくことでことでことでことでござござござございますいますいますいます。。。。     環境環境環境環境再再再再生生生生といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、魅魅魅魅力力力力ああああるるるる緑緑緑緑地地地地、、、、親親親親水水水水空間空間空間空間のののの形成形成形成形成とととと基基基基幹幹幹幹的的的的広広広広域域域域防防防防災災災災拠点拠点拠点拠点ででででああああ
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りますりますりますります東東東東扇扇扇扇島島島島のののの東東東東緑緑緑緑地地地地のののの整備整備整備整備などをなどをなどをなどを行行行行うことをうことをうことをうことを考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。     こうしたこうしたこうしたこうした臨臨臨臨海海海海部部部部のののの再再再再生生生生にににに向向向向けてのけてのけてのけてのフフフフレレレレームでームでームでームでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、こうしたこうしたこうしたこうした中中中中でででで環境産業環境産業環境産業環境産業、、、、ああああるいはエるいはエるいはエるいはエココココココココンンンンビビビビナートナートナートナート、、、、特特特特にににに環境対環境対環境対環境対応応応応型型型型のののの産業産業産業産業のののの育育育育成成成成をををを図図図図ってまいりたいということでってまいりたいということでってまいりたいということでってまいりたいということで、、、、現現現現在在在在策定策定策定策定しておりますしておりますしておりますしております総合計画総合計画総合計画総合計画のののの中中中中でででで位位位位置置置置づけをしておりますづけをしておりますづけをしておりますづけをしております。。。。     以以以以上上上上ででででござござござございますいますいますいます。。。。 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター 植松様植松様植松様植松様、、、、どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。川崎川崎川崎川崎市市市市がががが今後今後今後今後取取取取りりりり組組組組もうとしていますゼロエもうとしていますゼロエもうとしていますゼロエもうとしていますゼロエミッションミッションミッションミッション、、、、エエエエココココココココンンンンビビビビナートナートナートナート、、、、それからアジアそれからアジアそれからアジアそれからアジア起起起起業業業業家家家家村村村村構想構想構想構想がががが、、、、新新新新総合計画総合計画総合計画総合計画ににににつつつつながっながっながっながっていていていていくくくくということでおということでおということでおということでお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。 

4 名名名名のパネリストののパネリストののパネリストののパネリストの方方方方におにおにおにお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだきましたがきましたがきましたがきましたが、、、、皆様皆様皆様皆様、、、、時間時間時間時間どおりおどおりおどおりおどおりお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだいいいいてててて、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど始始始始まってまってまってまって 1時間時間時間時間がたがたがたがたちちちちましたましたましたました。。。。進行進行進行進行役役役役としてはとしてはとしてはとしては大大大大変変変変助助助助かっておりますかっておりますかっておりますかっております。。。。 ではではではでは、、、、これからデこれからデこれからデこれからディィィィススススカカカカッションにッションにッションにッションに移移移移りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、議議議議論論論論としましてとしましてとしましてとしまして 3 つつつつににににつつつついいいいてててて行行行行いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。1つつつつはははは、、、、ききききょょょょうはうはうはうは企業企業企業企業、、、、市民市民市民市民、、、、地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体、、、、国国国国からいらっしからいらっしからいらっしからいらっしゃゃゃゃってってってっていますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、各主体各主体各主体各主体のののの役役役役割割割割、、、、それからそれからそれからそれから連連連連携携携携というようなことをこのというようなことをこのというようなことをこのというようなことをこの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にどうにどうにどうにどう生生生生かしていかしていかしていかしていくくくくかというようなかというようなかというようなかというような点点点点がががが 1点点点点ですですですです。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、おおおお話話話話がががが出出出出ていますエていますエていますエていますエココココココココンンンンビビビビナートナートナートナート構想構想構想構想というのがというのがというのがというのが臨臨臨臨海海海海部部部部においてにおいてにおいてにおいて動動動動いてきいてきいてきいてきておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、それをそれをそれをそれを実現実現実現実現するためのするためのするためのするための方策方策方策方策というようなことでというようなことでというようなことでというようなことで議議議議論論論論したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、3点点点点目目目目はははは、、、、ききききょょょょうはうはうはうは瀋陽瀋陽瀋陽瀋陽市市市市のののの方方方方もいらしていますがもいらしていますがもいらしていますがもいらしていますが、、、、中中中中国国国国、、、、それからそれからそれからそれから東東東東アジアアジアアジアアジアにおけるにおけるにおけるにおける川崎川崎川崎川崎市市市市とのとのとのとの連連連連携携携携ににににつつつついていていていて議議議議論論論論をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 ではではではでは、、、、まずまずまずまず最初最初最初最初にににに、、、、各各各各それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの主体主体主体主体のののの役役役役割割割割とかとかとかとか連連連連携携携携ということでということでということでということで少少少少しししし議議議議論論論論していきたしていきたしていきたしていきたいといといといと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、初初初初めにめにめにめに、、、、飯飯飯飯田田田田様様様様、、、、先先先先ほほほほどどどど、、、、非非非非常常常常にににに早早早早いおいおいおいお取取取取りりりり組組組組みでみでみでみで、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市、、、、それからそれからそれからそれからおおおお店店店店とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな働働働働きかけをされてきたきかけをされてきたきかけをされてきたきかけをされてきたごごごご経経経経験験験験からからからから、、、、大大大大変変変変ごごごご苦労苦労苦労苦労とかとかとかとか、、、、ままままああああ、、、、実際実際実際実際、、、、最終最終最終最終的的的的にはかなりうまにはかなりうまにはかなりうまにはかなりうまくくくくいったということないったということないったということないったということなんんんんでしでしでしでしょょょょうけれどもうけれどもうけれどもうけれども、、、、そのそのそのそのああああたりのたりのたりのたりの経経経経験験験験とととと、、、、それをそれをそれをそれを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、今後今後今後今後のののの連連連連携携携携、、、、協協協協働働働働にににに向向向向けてけてけてけて、、、、何何何何かかかか具具具具体的体的体的体的ななななごごごご示示示示唆唆唆唆がいたがいたがいたがいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いいいいますますますます。。。。 

 飯飯飯飯田代田代田代田代表表表表     （（（（すみませすみませすみませすみませんんんん、、、、パワーパワーパワーパワーポポポポイントをイントをイントをイントを入入入入れていたれていたれていたれていただだだだけますかけますかけますかけますか。）。）。）。）本本本本日日日日のののの資資資資料料料料のののの 81 ペペペページからージからージからージからのことになりますがのことになりますがのことになりますがのことになりますが、、、、私私私私たたたたちちちちのののの、、、、市民市民市民市民のゼロエミッションへののゼロエミッションへののゼロエミッションへののゼロエミッションへの期期期期待待待待ということでおということでおということでおということでお話話話話をさをさをさをさせていたせていたせていたせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。産業産業産業産業とととと環境環境環境環境のののの共生共生共生共生、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済とのとのとのとの共生共生共生共生ということがということがということがということが一一一一番番番番私私私私たたたたちちちちのののの期期期期待待待待するとこするとこするとこするところろろろででででござござござございますいますいますいます。。。。将来将来将来将来的的的的にはにはにはには資源資源資源資源がががが枯渇枯渇枯渇枯渇するするするする、、、、ああああるいはるいはるいはるいは廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場ももももああああとととと二二二二十十十十数数数数年年年年しかないというようなこともしかないというようなこともしかないというようなこともしかないというようなこともあああありましてりましてりましてりまして、「、「、「、「ごごごごみみみみ焼焼焼焼却却却却」」」」をををを「「「「資源化資源化資源化資源化」」」」にににに急急急急転換転換転換転換しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃならないならないならないならない。。。。そこにおいてそこにおいてそこにおいてそこにおいて産業産業産業産業にににに対対対対するするするする期期期期待待待待がががが大大大大きいということできいということできいということできいということでござござござございいいいますますますます。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル産業産業産業産業、、、、ああああるいはるいはるいはるいは環境産業環境産業環境産業環境産業とととと言言言言われるものですわれるものですわれるものですわれるものです。。。。さらにさらにさらにさらに加加加加えてえてえてえて私私私私はははは、、、、このこのこのこのゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション、、、、ああああるいはエるいはエるいはエるいはエココココタタタタウウウウンにンにンにンに対対対対するするするする期期期期待待待待としてはとしてはとしてはとしては、、、、環境調和型環境調和型環境調和型環境調和型製品製品製品製品のののの製製製製造造造造産産産産業業業業をもっとをもっとをもっとをもっと推進推進推進推進してしてしてしてほほほほしいなというのもしいなというのもしいなというのもしいなというのもあああありますりますりますります。。。。それはそれはそれはそれは、、、、具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、再再再再生可能生可能生可能生可能なエネなエネなエネなエネルルルルギギギギーをーをーをーをつくつくつくつくりりりり出出出出すためのすためのすためのすための太太太太陽陽陽陽光光光光発発発発電電電電パネルパネルパネルパネルだだだだとかとかとかとか、、、、風風風風力発力発力発力発電機電機電機電機だだだだとかとかとかとか、、、、それからそれからそれからそれから燃燃燃燃料電料電料電料電
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池池池池のようなものののようなものののようなものののようなものの産業産業産業産業がががが川崎川崎川崎川崎にもっとにもっとにもっとにもっと育育育育ってってってってほほほほしいしいしいしい、、、、それをそれをそれをそれを支援支援支援支援してしてしてしてほほほほしいなというしいなというしいなというしいなというふふふふううううにににに思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル産業産業産業産業だだだだけではなけではなけではなけではなくくくくてててて、、、、リリリリユユユユースースースース産業産業産業産業のののの可能可能可能可能性性性性はないのはないのはないのはないのだろだろだろだろうかということでうかということでうかということでうかということで、、、、例例例例ええええばばばば九州九州九州九州ににににあああありますりますりますります、、、、リターナブルリターナブルリターナブルリターナブル瓶瓶瓶瓶をををを進進進進めるめるめるめる事事事事業業業業ががががござござござございまいまいまいますけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、そういうのもそういうのもそういうのもそういうのも導導導導入入入入できたらいいなというできたらいいなというできたらいいなというできたらいいなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市のののの中中中中ににににああああるのですからるのですからるのですからるのですから、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市のののの環境型環境型環境型環境型ままままちちちちづづづづくくくくりにりにりにりに貢献貢献貢献貢献してしてしてしてほほほほしいしいしいしいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。川崎川崎川崎川崎市市市市でででで廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの発生発生発生発生抑抑抑抑制制制制、、、、減量減量減量減量化化化化、、、、資源化資源化資源化資源化ということにエということにエということにエということにエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業がががが貢献貢献貢献貢献してしてしてしてほほほほしいしいしいしい。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市のののの廃廃廃廃棄物政棄物政棄物政棄物政策策策策とととと連動連動連動連動してしてしてしてほほほほしいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。前前前前ののののごごごご報告報告報告報告のののの中中中中でもでもでもでもあああありましたけれどもりましたけれどもりましたけれどもりましたけれども、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市においてまにおいてまにおいてまにおいてまだだだだ行行行行われていないプラスわれていないプラスわれていないプラスわれていないプラスチチチチックックックック容容容容器器器器包包包包装装装装のののの分分分分別収集別収集別収集別収集がががが急急急急務務務務かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。他都他都他都他都市市市市のののの「「「「そのそのそのその他他他他プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック」、「」、「」、「」、「そのそのそのその他紙他紙他紙他紙」」」」ががががエエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業のののの中中中中でででで資源資源資源資源になりになりになりになり原料原料原料原料になっているわけですけれどもになっているわけですけれどもになっているわけですけれどもになっているわけですけれども、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市のものにのものにのものにのものにつつつついてはまいてはまいてはまいてはまだだだだ来来来来ていないのですていないのですていないのですていないのですねねねね。。。。ぜひぜひぜひぜひ川崎川崎川崎川崎市市市市のののの廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物行行行行政政政政とととと連動連動連動連動したしたしたした形形形形でおでおでおでお願願願願いできれいできれいできれいできればばばばうれしいなとうれしいなとうれしいなとうれしいなと思思思思いますいますいますいます。。。。川崎川崎川崎川崎市民市民市民市民がががが、、、、それによってそれによってそれによってそれによって適適適適切切切切なななな分分分分別別別別排排排排出出出出をををを行行行行えるようになるえるようになるえるようになるえるようになる。。。。これがとてもこれがとてもこれがとてもこれがとても大大大大事事事事だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私のとこのとこのとこのところろろろにはいにはいにはいにはいろろろろいいいいろろろろなななな方方方方からおからおからおからお話話話話ががががああああるのですがるのですがるのですがるのですが、、、、「「「「どうしてどうしてどうしてどうして川崎川崎川崎川崎市市市市はははは分分分分別別別別がががが少少少少ないのないのないのないの？？？？」」」」というというというという声声声声がががが多多多多くくくく聞聞聞聞かれますかれますかれますかれます。。。。過過過過去去去去にににに於於於於いていていていて焼焼焼焼却却却却にににに頼頼頼頼っていたっていたっていたっていた、、、、ああああるいはるいはるいはるいは焼焼焼焼却却却却技術技術技術技術がすがすがすがすぐぐぐぐれていたかられていたかられていたかられていたから転換転換転換転換しにしにしにしにくくくくいとこいとこいとこいところろろろももももあああありましりましりましりましょょょょうけうけうけうけれどもれどもれどもれども、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市がこのようながこのようながこのようながこのような企業企業企業企業をををを誘誘誘誘致致致致しししし、、、、エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業をををを進進進進めるならめるならめるならめるならばばばば、、、、そそそそちちちちらのらのらのらのほほほほうにうにうにうにぜひぜひぜひぜひ連動連動連動連動してしてしてしてほほほほしいなというのがしいなというのがしいなというのがしいなというのが市民市民市民市民のののの願願願願いでいでいでいであああありますりますりますります。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、事事事事業業業業をするにをするにをするにをするに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、原料原料原料原料のののの運運運運搬搬搬搬のののの際際際際のののの排排排排ガガガガスススス対策対策対策対策、、、、ああああるいはいるいはいるいはいるいはいろろろろいいいいろろろろなななな騒騒騒騒音音音音対策対策対策対策もももも含含含含まれますけれどもまれますけれどもまれますけれどもまれますけれども、、、、鉄鉄鉄鉄道道道道とかとかとかとか船船船船舶舶舶舶利用利用利用利用、、、、ああああるいはるいはるいはるいは道道道道路路路路整備整備整備整備などなどなどなど、、、、そういうそういうそういうそういうようなようなようなような総合的総合的総合的総合的なものがなものがなものがなものが不不不不可可可可欠欠欠欠だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、PRTR のようなのようなのようなのような仕仕仕仕組組組組みができみができみができみができつつあつつあつつあつつありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、工場工場工場工場からからからから出出出出るるるる有有有有害害害害化学化学化学化学物物物物質質質質、、、、ああああるいはるいはるいはるいは廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物対策対策対策対策をををを徹底徹底徹底徹底していたしていたしていたしていただくだくだくだくということがということがということがということが大大大大事事事事だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、ここここのののの施設施設施設施設がががが見見見見学学学学されることによってされることによってされることによってされることによって、、、、小小小小・・・・中中中中・・・・高高高高、、、、大学生大学生大学生大学生のののの環境学環境学環境学環境学習習習習のののの場場場場になってになってになってになってほほほほしいとしいとしいとしいといういういういう願願願願いがいがいがいがあああありますりますりますります。。。。町町町町会会会会とかとかとかとか、、、、廃廃廃廃棄物減量棄物減量棄物減量棄物減量指導指導指導指導員員員員のののの制制制制度度度度ががががあああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、そのそのそのその人人人人たたたたちちちちのののの研研研研修修修修にににに役役役役立立立立ててててててててほほほほしいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。地域地域地域地域のののの産業産業産業産業をををを理解理解理解理解することによってすることによってすることによってすることによって、、、、ともにともにともにともに協協協協働働働働してしてしてして、、、、暮暮暮暮らしらしらしらしややややすいすいすいすい地域社会地域社会地域社会地域社会ををををつくつくつくつくるということにるということにるということにるということにつつつつながっていながっていながっていながっていくくくく。。。。必必必必ずずずずつつつつながっていながっていながっていながっていくくくくとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ココココアアアアレレレレックスさックスさックスさックスさんんんんのののの見見見見学学学学にににに参参参参りましたけれどもりましたけれどもりましたけれどもりましたけれども、、、、大大大大変変変変すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい取組取組取組取組みをしみをしみをしみをしていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃってってってって、、、、私私私私もももも大大大大変変変変うれしうれしうれしうれしくくくく思思思思いましたいましたいましたいました。。。。そのようなすそのようなすそのようなすそのようなすばばばばらしいらしいらしいらしい工場工場工場工場をををを持持持持ちちちちながながながながらららら、、、、それがそれがそれがそれが環境学環境学環境学環境学習習習習のののの場場場場にににに生生生生かされるというこかされるというこかされるというこかされるということがいいなととがいいなととがいいなととがいいなと思思思思いますいますいますいます。。。。情情情情報報報報のののの公公公公開開開開というというというということですけれどもことですけれどもことですけれどもことですけれども、、、、国国国国はははは莫莫莫莫大大大大なななな税税税税金金金金をこのをこのをこのをこの事事事事業業業業にににに投投投投入入入入してしてしてしてくだくだくだくださっていますさっていますさっていますさっています。。。。ですからですからですからですから、、、、経済効経済効経済効経済効果果果果分分分分析析析析というようなものがというようなものがというようなものがというようなものが適適適適切切切切にににに行行行行われることがわれることがわれることがわれることが望望望望ましいとましいとましいとましいと思思思思いますいますいますいます。。。。環境環境環境環境報告報告報告報告書書書書などでなどでなどでなどで、、、、環境環境環境環境改改改改善善善善のののの報告報告報告報告もしていたもしていたもしていたもしていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     最後最後最後最後にににに、、、、これはこれはこれはこれは国連大学国連大学国連大学国連大学のののの副副副副学学学学長長長長のののの安井至安井至安井至安井至先生先生先生先生のののの「「「「循環循環循環循環のののの問問問問題題題題点点点点のののの指指指指摘摘摘摘」」」」をををを、、、、私私私私はこれはこれはこれはこれをををを、、、、深深深深くくくく市民市民市民市民もももも受受受受けとめたいとけとめたいとけとめたいとけとめたいと思思思思っていることですっていることですっていることですっていることです。。。。私私私私たたたたちちちちのののの目指目指目指目指すすすす循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会、、、、よよよよくくくく言言言言われるのですがわれるのですがわれるのですがわれるのですが、、、、ここではここではここではここでは、「、「、「、「循環循環循環循環でででで解決解決解決解決できることとできないことができることとできないことができることとできないことができることとできないことがああああるるるる」。」。」。」。それからそれからそれからそれから、「、「、「、「循循循循環環環環にはエネルにはエネルにはエネルにはエネルギギギギーがーがーがーが必要必要必要必要ででででああああるるるる」」」」ということということということということ。「。「。「。「循環循環循環循環はははは完完完完全全全全にににに元元元元にににに戻戻戻戻ることをることをることをることを意意意意味味味味しないしないしないしない」。」。」。」。「「「「循環循環循環循環にはにはにはには劣劣劣劣化化化化をををを伴伴伴伴うううう」」」」ことことことこと、、、、それからそれからそれからそれから、「、「、「、「リサイクルはリサイクルはリサイクルはリサイクルは問問問問題題題題解決解決解決解決のののの切切切切りりりり札札札札ではないではないではないではない」。」。」。」。ももももちろんちろんちろんちろん解決解決解決解決のののの 1つつつつのののの手手手手段段段段でででであああありますがりますがりますがりますが、、、、解決解決解決解決のののの切切切切りりりり札札札札ではないではないではないではない。。。。それからそれからそれからそれから、「、「、「、「排排排排出出出出制御制御制御制御からからからから、、、、
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資源資源資源資源投投投投入量入量入量入量をををを減減減減らすがらすがらすがらすが、、、、資源生産資源生産資源生産資源生産量量量量はははは高高高高くくくくするするするする」、」、」、」、これはこれはこれはこれは循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進循環型社会形成推進基基基基本計画本計画本計画本計画のののの中中中中のことですけれどものことですけれどものことですけれどものことですけれども、、、、そのようなことをそのようなことをそのようなことをそのようなことを目指目指目指目指すべきですべきですべきですべきでああああるるるる。「。「。「。「いかにいかにいかにいかに地地地地下下下下資源資源資源資源をををを掘掘掘掘らないでらないでらないでらないで循環循環循環循環をををを行行行行うかをうかをうかをうかを考考考考えるえるえるえる」、」、」、」、大大大大変変変変重重重重いいいい言言言言葉葉葉葉ででででござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、このようなこのようなこのようなこのようなごごごご指指指指摘摘摘摘ががががああああるこるこるこることをとをとをとを皆様皆様皆様皆様ににににちちちちょょょょっとっとっとっとごごごご紹介紹介紹介紹介いたしいたしいたしいたしましたましたましたました。。。。あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター     どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。大大大大変広変広変広変広範範範範なななな問問問問題提題提題提題提起起起起をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。またまたまたまた、、、、各各各各パネパネパネパネリストのリストのリストのリストの方方方方々々々々、、、、おおおお答答答答えされることがえされることがえされることがえされることがああああれれれればばばば、、、、そのそのそのその場場場場でででで、、、、ごごごご自分自分自分自分のとこのとこのとこのところろろろでまたおでまたおでまたおでまたお答答答答えいたえいたえいたえいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、林様林様林様林様、、、、先先先先ほほほほどどどど、、、、産業環境総合産業環境総合産業環境総合産業環境総合リエリエリエリエゾゾゾゾンセンターといンセンターといンセンターといンセンターというううう NPO がががが 8 月月月月にににに新新新新ししししくくくくできたということでできたということでできたということでできたということで、、、、当面当面当面当面企業企業企業企業中心中心中心中心というようなことでというようなことでというようなことでというようなことで伺伺伺伺っていまっていまっていまっていますがすがすがすが、、、、産産産産・・・・官官官官・・・・学学学学・・・・市民市民市民市民のののの連連連連携携携携というようなことでというようなことでというようなことでというようなことで、、、、具具具具体的体的体的体的にどういうことをにどういうことをにどういうことをにどういうことを考考考考えてえてえてえてややややらららられるのかれるのかれるのかれるのか、、、、そのそのそのそのああああたりをたりをたりをたりを少少少少ししししごごごご説説説説明明明明をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 林林林林センターセンターセンターセンター長長長長     簡単簡単簡単簡単ににににごごごご説説説説明明明明しますしますしますします。。。。今今今今、、、、正正正正会会会会員員員員ですとですとですとですと 13 社社社社、、、、これはこれはこれはこれは企業企業企業企業ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、弊弊弊弊社社社社もグルーもグルーもグルーもグループとしてプとしてプとしてプとして入入入入っておりますっておりますっておりますっております。。。。ああああとはとはとはとは、、、、電電電電力力力力ささささんんんんででででああああるとかるとかるとかるとか、、、、ガガガガスさスさスさスさんんんんででででああああるとかるとかるとかるとか、、、、またまたまたまた、、、、ここここちちちちらのらのらのらの石石石石油精油精油精油精製製製製とかとかとかとか、、、、化学関係化学関係化学関係化学関係のののの企業企業企業企業ささささんんんん等等等等々々々々、、、、おおおお入入入入りになっておりますりになっておりますりになっておりますりになっております。。。。このこのこのこの目的目的目的目的といといといというのはうのはうのはうのは、、、、産産産産・・・・官官官官・・・・学学学学というかというかというかというか、、、、官官官官というかというかというかというか、、、、自治体自治体自治体自治体ですですですですねねねね、、、、そこのそこのそこのそこの連連連連携携携携。。。。それからそれからそれからそれから、、、、市民市民市民市民のののの連連連連携携携携ということでということでということでということで、、、、地域地域地域地域としてのとしてのとしてのとしての環境環境環境環境ででででああああるとかるとかるとかるとか、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー問問問問題題題題ににににつつつついていていていて連連連連携携携携してしてしてして取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいくくくくということでということでということでということで、、、、具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーとかーとかーとかーとか環境環境環境環境問問問問題題題題のののの連連連連携携携携プロジェクトをプロジェクトをプロジェクトをプロジェクトを提提提提案案案案していこしていこしていこしていこうということがうということがうということがうということが 1 つござつござつござつございますしいますしいますしいますし、、、、またそういうまたそういうまたそういうまたそういう中中中中でででで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな、、、、いわいわいわいわばばばばこのようなこのようなこのようなこのような提言提言提言提言がががが出出出出てきたてきたてきたてきた場場場場合合合合のののの普及普及普及普及ででででああああるとかるとかるとかるとか、、、、広広広広報報報報ででででああああるとかるとかるとかるとか、、、、またまたまたまた、、、、今今今今までまでまでまで行行行行ってってってっておりますようなおりますようなおりますようなおりますような地地地地元元元元でのでのでのでの活動活動活動活動といったようなものをといったようなものをといったようなものをといったようなものを皆様皆様皆様皆様にににに PR していしていしていしていくくくく、、、、こういうことがこういうことがこういうことがこういうことが目目目目的的的的ででででござござござございますいますいますいます。。。。ままままだだだだこのこのこのこの 8 月月月月にスタートしたとこにスタートしたとこにスタートしたとこにスタートしたところろろろででででござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、できれできれできれできればばばば、、、、抽抽抽抽象象象象的的的的なものよりもなものよりもなものよりもなものよりも、、、、小小小小ささささくくくくてもいいてもいいてもいいてもいいんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、具具具具体的体的体的体的なななな提言提言提言提言、、、、それをそれをそれをそれを一一一一歩歩歩歩一一一一歩歩歩歩実実実実現現現現にににに近近近近づけていづけていづけていづけていくくくく、、、、これがこれがこれがこれがほほほほんんんんとうのとうのとうのとうの意意意意味味味味でのでのでのでの産産産産・・・・官官官官・・・・学学学学、、、、またまたまたまた市民市民市民市民のののの連連連連携携携携によるによるによるによる環境環境環境環境、、、、またエネルまたエネルまたエネルまたエネルギギギギーへのーへのーへのーへの対対対対応応応応ということになるのでということになるのでということになるのでということになるのではないかとはないかとはないかとはないかと、、、、このようにこのようにこのようにこのように考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター 林様林様林様林様、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ああああるるるる企業企業企業企業のののの廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物というかというかというかというか、、、、副副副副産産産産物物物物とととと、、、、例例例例ええええばあばあばあばあるるるる企業企業企業企業がインプットでがインプットでがインプットでがインプットで、、、、原料原料原料原料でででで欲欲欲欲しいとかしいとかしいとかしいとか、、、、そういうインとアそういうインとアそういうインとアそういうインとアウウウウトのトのトのトの、、、、何何何何がががが欲欲欲欲しいとかしいとかしいとかしいとか、、、、何何何何がががが出出出出ててててくくくくるかとかるかとかるかとかるかとか、、、、そそそそういうようなういうようなういうようなういうような調調調調査査査査ともともともともややややられるられるられるられるんんんんですかですかですかですか。。。。 

 林林林林センターセンターセンターセンター長長長長     はいはいはいはい、、、、そういうこともそういうこともそういうこともそういうことも視視視視野野野野にににに入入入入ってってってってござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、今今今今はははは、、、、そのそのそのその点点点点ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、後後後後ででででちちちちょょょょっとっとっとっとごごごご説説説説明明明明しますエしますエしますエしますエココココココココンンンンビビビビナートのナートのナートのナートのほほほほうでうでうでうで、、、、これはこれはこれはこれは NEDO ささささんんんんがががが中心中心中心中心となってとなってとなってとなって、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のののの調調調調査査査査をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろででででござござござございますいますいますいます。。。。 
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 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター     はいはいはいはい、、、、わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。。。。あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございますいますいますいます。。。。     飯飯飯飯田田田田様様様様とととと林様林様林様林様、、、、市民市民市民市民とととと企業企業企業企業のののの方方方方からおからおからおからお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだきましたけれどもきましたけれどもきましたけれどもきましたけれども、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省ののののほほほほううううでででで、、、、先先先先ほほほほどどどどちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお話話話話ががががあああありましたがりましたがりましたがりましたが、、、、環境環境環境環境のののの産業化産業化産業化産業化ということでということでということでということで、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる企業企業企業企業、、、、そそそそれかられかられかられから市民市民市民市民、、、、NPO、、、、こういうこういうこういうこういう主体主体主体主体がまさにがまさにがまさにがまさに地域循環地域循環地域循環地域循環ビビビビジネスをどうジネスをどうジネスをどうジネスをどうつくつくつくつくっていっていっていっていくくくくかというかというかというかというようなことでようなことでようなことでようなことで検討検討検討検討をされたということでをされたということでをされたということでをされたということでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、そのそのそのその辺辺辺辺をををを少少少少しししし、、、、中村中村中村中村様様様様ののののほほほほうでうでうでうでごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだけますでしけますでしけますでしけますでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 中村中村中村中村室室室室長長長長     以以以以前前前前、、、、今後今後今後今後のののの地域循環地域循環地域循環地域循環ビビビビジネスジネスジネスジネス支援支援支援支援ののののあああありりりり方方方方ににににつつつついていていていて議議議議論論論論したのでそのしたのでそのしたのでそのしたのでその時時時時のののの結結結結果果果果をおをおをおをお話話話話したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。そそそそこではこではこではこでは行行行行政政政政、、、、市民市民市民市民、、、、企業企業企業企業がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれどういうれどういうれどういうれどういう形形形形でででで役役役役割割割割分分分分担担担担をすれをすれをすれをすればばばば、、、、循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会をををを迎迎迎迎えることができるかということをえることができるかということをえることができるかということをえることができるかということを検討検討検討検討しましたしましたしましたしました。。。。まずまずまずまず、、、、右右右右上上上上ののののほほほほうにうにうにうに、、、、「「「「多多多多様様様様なななな循環循環循環循環ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの萌萌萌萌芽芽芽芽」」」」というというというという欄欄欄欄ががががあああありますがりますがりますがりますが、、、、そのそのそのその中中中中にににに「「「「動動動動脈脈脈脈産業産業産業産業におけるにおけるにおけるにおける循環循環循環循環ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの新新新新たなたなたなたな展開展開展開展開」」」」というというというという記記記記述述述述ががががあああありますりますりますります。。。。先先先先ほほほほどどどど JFE のののの林林林林ささささんんんんからからからからごごごご説説説説明明明明ががががあああありまりまりまりましたがしたがしたがしたが、、、、鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼メメメメーーーーカカカカーはーはーはーは、、、、今今今今までまでまでまで鉄鉄鉄鉄鉱鉱鉱鉱石石石石ととととココココークスをークスをークスをークスを原料原料原料原料としてとしてとしてとして鉄鉄鉄鉄をををを生産生産生産生産しておりしておりしておりしており、、、、いわいわいわいわゆるゆるゆるゆる動動動動脈脈脈脈ビビビビジネスでジネスでジネスでジネスでああああったのですけれどもったのですけれどもったのですけれどもったのですけれども、、、、最近最近最近最近はははは、、、、例例例例ええええばばばばそのそのそのそのココココークスのークスのークスのークスの代代代代わりにわりにわりにわりに、、、、廃廃廃廃プラをプラをプラをプラを吹吹吹吹きききき込込込込むとかむとかむとかむとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは廃廃廃廃プラをプラをプラをプラを活用活用活用活用してしてしてしてボボボボーーーードドドドををををつくつくつくつくるなどしてるなどしてるなどしてるなどして、、、、静静静静脈脈脈脈産業産業産業産業にもにもにもにも進進進進出出出出してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会にににに向向向向けたけたけたけた新新新新たなたなたなたな企業企業企業企業のののの努努努努力力力力ののののああああらわれらわれらわれらわれだだだだとととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。     先先先先ほほほほどどどど、、、、飯飯飯飯田田田田ささささんんんんががががココココミミミミュュュュニテニテニテニティレベィレベィレベィレベルのルのルのルの取組取組取組取組みのおみのおみのおみのお話話話話をされていましたをされていましたをされていましたをされていました。。。。最近最近最近最近はははは皆皆皆皆ささささんんんん非非非非常常常常にににに問問問問題題題題意意意意識識識識がががが高高高高くくくくてててて、、、、リサイクルとかリサイクルとかリサイクルとかリサイクルとか、、、、リリリリユユユユースとかースとかースとかースとか、、、、リデリデリデリデュュュュースにースにースにースに関関関関してしてしてして、、、、市民市民市民市民レベレベレベレベルでルでルでルで様様様様々々々々なななな努努努努力力力力をされていますをされていますをされていますをされています。。。。そういうこともそういうこともそういうこともそういうことも循環循環循環循環ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの役役役役にににに立立立立つつつつとととと考考考考えていえていえていえていますますますます。。。。     加加加加えてえてえてえて、、、、植松植松植松植松局長局長局長局長ののののごごごご説説説説明明明明ににににああああったようにったようにったようにったように、、、、ややややはりはりはりはり、、、、地方地方地方地方公公公公共団体共団体共団体共団体がががが先導的先導的先導的先導的にプランをにプランをにプランをにプランをつくつくつくつくってってってって実行実行実行実行するということがするということがするということがするということが非非非非常常常常にににに重重重重要要要要だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。地地地地域域域域にににに密着密着密着密着したしたしたした、、、、そのそのそのその地域地域地域地域にににに合合合合ったプランをったプランをったプランをったプランを打打打打ちちちち立立立立てるということがてるということがてるということがてるということが非非非非常常常常にににに重重重重要要要要だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今それがそれがそれがそれが徐徐徐徐々々々々にににに動動動動ききききつつつつつつつつああああるとるとるとると考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。     たたたただだだだ、、、、そのプランをそのプランをそのプランをそのプランを実現実現実現実現するにするにするにするにああああたってはいたってはいたってはいたってはいろろろろいいいいろろろろなななな問問問問題題題題点点点点ががががあああありますりますりますります。。。。第一第一第一第一にににに、、、、一一一一番番番番小小小小さいさいさいさい字字字字でででで書書書書いていていていてあああありますがりますがりますがりますが、「、「、「、「原料原料原料原料調調調調達達達達のののの量量量量的的的的・・・・質質質質的的的的なななな不不不不安安安安定定定定性性性性」」」」ということですということですということですということです。。。。ビビビビジジジジネスとしてネスとしてネスとしてネスとして成成成成りりりり立立立立つつつつにはにはにはにはああああるるるる程程程程度度度度のののの量量量量がないとがないとがないとがないと難難難難しいのですけれどもしいのですけれどもしいのですけれどもしいのですけれども、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか量量量量のののの調調調調達達達達がががが難難難難しいということがしいということがしいということがしいということがあああありますりますりますります。。。。それとそれとそれとそれとああああわせてわせてわせてわせて考考考考えられるのはえられるのはえられるのはえられるのは、「、「、「、「循環循環循環循環ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの経済経済経済経済性性性性」」」」のののの確保確保確保確保ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは循環循環循環循環ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの採採採採算算算算性性性性をををを確保確保確保確保するためにはするためにはするためにはするためには、、、、そのそのそのそのココココストをどのようにストをどのようにストをどのようにストをどのように低減低減低減低減していしていしていしていくくくくかというかというかというかという問問問問題題題題ももももあああありますりますりますります。。。。     例例例例ええええばばばば、、、、最近最近最近最近、、、、トトトトヨヨヨヨタのプリタのプリタのプリタのプリウウウウスがスがスがスが売売売売れていますがれていますがれていますがれていますが、、、、ももももちろんちろんちろんちろんトトトトヨヨヨヨタのプリタのプリタのプリタのプリウウウウスはスはスはスは環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮型型型型製品製品製品製品だだだだからからからから売売売売れているということもれているということもれているということもれているということもあああありますがりますがりますがりますが、、、、それそれそれそれ以以以以上上上上にににに、、、、リッターリッターリッターリッター35 キキキキロロロロぐぐぐぐららららいいいい走走走走るのでるのでるのでるので、、、、消費消費消費消費者者者者にとってもにとってもにとってもにとっても省省省省エネエネエネエネ性性性性能能能能がががが高高高高いからいからいからいから買買買買われるのわれるのわれるのわれるのだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。例例例例ええええばばばば性性性性能能能能ががががああああまりまりまりまり変変変変わらないのにわらないのにわらないのにわらないのに値値値値段段段段がががが高高高高いいいい環境環境環境環境配慮製品配慮製品配慮製品配慮製品をををを消費消費消費消費者者者者がががが買買買買うかというとうかというとうかというとうかというと、、、、そこはそこはそこはそこは難難難難
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しいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。それにそれにそれにそれに関関関関してはしてはしてはしては、、、、先先先先ほほほほどどどど飯飯飯飯田田田田ささささんんんんがおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃっていたようにっていたようにっていたようにっていたように、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育がががが非非非非常常常常にににに重重重重要要要要だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。     それそれそれそれ以以以以外外外外にににに、「、「、「、「リサリサリサリサイクルイクルイクルイクル製品製品製品製品のののの需需需需要要要要のののの開開開開拓拓拓拓」」」」がががが挙挙挙挙げげげげられるとられるとられるとられると思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの「「「「原料原料原料原料調調調調達達達達のののの量量量量的的的的・・・・質質質質的的的的なななな不不不不安安安安定定定定性性性性」」」」をををを入入入入りりりり口口口口とするととするととするととすると、、、、ここここちちちちらはらはらはらは出出出出口口口口のののの問問問問題題題題なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、ややややははははりりりり先先先先ほほほほどのプリどのプリどのプリどのプリウウウウスのスのスのスの話話話話のようにのようにのようにのように、、、、出出出出口口口口としてとしてとしてとしてつくつくつくつくったリサイクルったリサイクルったリサイクルったリサイクル製品製品製品製品ををををちちちちゃゃゃゃんんんんとととと買買買買ってってってってくくくくれるようなシステムがれるようなシステムがれるようなシステムがれるようなシステムが必要必要必要必要だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ももももちろんちろんちろんちろんグリーングリーングリーングリーン購入購入購入購入法法法法ををををつくつくつくつくってってってって、、、、市市市市町町町町村村村村をはをはをはをはじじじじめとしてめとしてめとしてめとして地方地方地方地方公公公公共団体共団体共団体共団体、、、、国国国国もももも率先率先率先率先してグリーンしてグリーンしてグリーンしてグリーン購入購入購入購入をををを行行行行っているのですけれどもっているのですけれどもっているのですけれどもっているのですけれども、、、、さらにさらにさらにさらに消費消費消費消費者者者者もリサイクルもリサイクルもリサイクルもリサイクル製品製品製品製品をををを率先率先率先率先購入購入購入購入しないとしないとしないとしないと循環循環循環循環がうまがうまがうまがうまくくくく回回回回っていかないとっていかないとっていかないとっていかないと考考考考えてえてえてえておりますおりますおりますおります。。。。     次次次次にににに、、、、ステークステークステークステークホホホホルダーがどういうようルダーがどういうようルダーがどういうようルダーがどういうようなななな役役役役割割割割をををを果果果果たさなけれたさなけれたさなけれたさなければばばばならないのかにならないのかにならないのかにならないのかにつつつついていていていて話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。リサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルを行行行行うううう企業企業企業企業はははは、、、、まずはまずはまずはまずはビビビビジネスとしてジネスとしてジネスとしてジネスとして回回回回るようなるようなるようなるようなビビビビジネスジネスジネスジネスモモモモデルをまずデルをまずデルをまずデルをまずつくつくつくつくるということがるということがるということがるということが重重重重要要要要ではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。地地地地方自治体方自治体方自治体方自治体にににに関関関関してしてしてして言言言言ええええばばばば、、、、例例例例ええええばばばば、、、、先先先先ほほほほどどどど入入入入りりりり口口口口のののの問問問問題題題題でででで、、、、原料原料原料原料調調調調達達達達がががが難難難難しいというしいというしいというしいという話話話話ががががあああありましたりましたりましたりました。。。。そのそのそのその解決解決解決解決策策策策としてとしてとしてとして、、、、例例例例ええええばばばば、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物にににに関関関関してしてしてして、、、、県県県県ででででああああれれれればばばば県県県県のののの中中中中のののの廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ののののみをみをみをみを処処処処理理理理するというのをするというのをするというのをするというのを原原原原則則則則としていますけれどもとしていますけれどもとしていますけれどもとしていますけれども、、、、ああああるるるる程程程程度度度度それをそれをそれをそれを広広広広域化域化域化域化することがすることがすることがすることが必必必必要要要要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。それはそれはそれはそれは、、、、ほほほほかのかのかのかの都都都都道道道道府府府府県県県県とかとかとかとか市市市市町町町町村村村村のののの領領領領域域域域をををを越越越越えてえてえてえて広広広広域化域化域化域化するということもするということもするということもするということも考考考考えられますしえられますしえられますしえられますし、、、、最後最後最後最後のののの議題議題議題議題にもにもにもにも関係関係関係関係ががががああああるのですけれどもるのですけれどもるのですけれどもるのですけれども、、、、外外外外国国国国とととと廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの輸輸輸輸入入入入・・・・輸輸輸輸出出出出をををを考考考考えるなどえるなどえるなどえるなど、、、、ああああるるるる程程程程度度度度広広広広域的域的域的域的にににに考考考考えていかないとえていかないとえていかないとえていかないと、、、、入口問入口問入口問入口問題題題題というのというのというのというのはははは解決解決解決解決できないのではないかとできないのではないかとできないのではないかとできないのではないかと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。     最後最後最後最後にににに、、、、市民市民市民市民レベレベレベレベルのルのルのルの話話話話なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、ややややはりはりはりはり地地地地道道道道にににに循環循環循環循環ビビビビジネスをサジネスをサジネスをサジネスをサポポポポートするようなートするようなートするようなートするような形形形形でででで市民市民市民市民運運運運動動動動をしていたをしていたをしていたをしていただくだくだくだくことがことがことがことが必要必要必要必要だだだだとととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。加加加加えてえてえてえて、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育をこれからをこれからをこれからをこれからさらにさらにさらにさらに充充充充実実実実させていさせていさせていさせていくくくくということがということがということがということが重重重重要要要要だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。国国国国はははは、、、、そういうそういうそういうそういう各各各各ステークステークステークステークホホホホルダルダルダルダーをサーをサーをサーをサポポポポートすることもートすることもートすることもートすることも必要必要必要必要ですしですしですしですし、、、、法法法法律律律律をををを制制制制定定定定しししし、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルとかリとかリとかリとかリユユユユースとかリデースとかリデースとかリデースとかリデュュュュースがうまースがうまースがうまースがうまくくくくいいいいくくくく仕仕仕仕組組組組みをきみをきみをきみをきちんちんちんちんとととと作作作作っていっていっていっていくくくくことがことがことがことが必要必要必要必要だだだだとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター     どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。植松様植松様植松様植松様、、、、おおおお三方三方三方三方のののの話話話話をををを受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、まさにまさにまさにまさに川崎川崎川崎川崎市市市市でででで今今今今後後後後主体主体主体主体のののの連連連連携携携携というようなというようなというようなというような観観観観点点点点でのでのでのでの取組取組取組取組みをおみをおみをおみをお聞聞聞聞かせかせかせかせ願願願願えますでしえますでしえますでしえますでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 植松植松植松植松局長局長局長局長     川崎川崎川崎川崎市市市市ではではではでは、、、、1972 年年年年にににに公公公公害害害害防止防止防止防止条条条条例例例例をををを制制制制定定定定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。翌翌翌翌年年年年にはにはにはには、、、、自然環境回自然環境回自然環境回自然環境回復復復復・・・・保保保保全全全全にににに関関関関するするするする条条条条例例例例をををを制制制制定定定定しししし、、、、さらにさらにさらにさらに、、、、1976 年年年年ではではではでは、、、、いわゆるアセスいわゆるアセスいわゆるアセスいわゆるアセスメメメメントントントント条条条条例例例例をををを制制制制定定定定いたしいたしいたしいたしましたましたましたました。。。。1991 年年年年にににに、、、、環境環境環境環境基基基基本本本本条条条条例例例例をををを制制制制定定定定いたしましいたしましいたしましいたしましてててて、、、、総合的総合的総合的総合的なななな環境行環境行環境行環境行政政政政をををを進進進進めてきたとめてきたとめてきたとめてきたとこここころろろろででででござござござございますいますいますいます。。。。いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、企業企業企業企業、、、、市民市民市民市民、、、、行行行行政政政政がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれのれのれのれの立立立立場場場場でででで環境環境環境環境保全保全保全保全にににに務務務務めていめていめていめていくくくくというというというという責責責責務務務務をををを負負負負うことになっておりますうことになっておりますうことになっておりますうことになっております。。。。こうしたこうしたこうしたこうした環境行環境行環境行環境行政政政政をををを進進進進めるめるめるめる一方一方一方一方でででで、、、、先先先先ほほほほどもどもどもどもごごごご紹介紹介紹介紹介いたしましたいたしましたいたしましたいたしました資源資源資源資源のののの有効利用有効利用有効利用有効利用、、、、ああああるいはるいはるいはるいは持続的持続的持続的持続的なななな社会社会社会社会にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みというみというみというみという視点視点視点視点からからからから、、、、エエエエココココタタタタウウウウンンンン構想構想構想構想、、、、それにそれにそれにそれに基基基基づづづづくくくくゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション工工工工業団地業団地業団地業団地やややや各各各各種種種種のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル
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施設施設施設施設がががが整備整備整備整備されたわけですがされたわけですがされたわけですがされたわけですが、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、川崎川崎川崎川崎のののの臨臨臨臨海海海海部部部部がががが持持持持つつつつ企業企業企業企業のののの特特特特性性性性といたしといたしといたしといたしましてましてましてまして、、、、公公公公害害害害にににに立立立立ちちちち向向向向かったかったかったかった環境関連技術環境関連技術環境関連技術環境関連技術のののの蓄蓄蓄蓄積積積積ががががああああるものですからるものですからるものですからるものですから、、、、それをいかにそれをいかにそれをいかにそれをいかに生生生生かかかかしていしていしていしていくくくくかということでかということでかということでかということで、、、、現現現現在在在在、、、、企業企業企業企業もももも行行行行政政政政もももも含含含含めてめてめてめて、、、、連連連連携携携携しながらしながらしながらしながら環境調和型環境調和型環境調和型環境調和型のののの産業産業産業産業育育育育成成成成にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるとこでいるとこでいるとこでいるところろろろででででござござござございますいますいますいます。。。。     またまたまたまた、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市ではではではでは、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境をををを地域地域地域地域からからからから取取取取りりりり組組組組むということでむということでむということでむということで、、、、市民市民市民市民、、、、事事事事業業業業者者者者、、、、学学学学校校校校、、、、行行行行政政政政のののの各主体各主体各主体各主体のののの協協協協働働働働によりましてによりましてによりましてによりまして、、、、1998 年年年年にににに川崎川崎川崎川崎市市市市のののの地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化防止防止防止防止へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境保全保全保全保全のためののためののためののための行動計画行動計画行動計画行動計画をををを策定策定策定策定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。このこのこのこの行動計画行動計画行動計画行動計画ではではではでは、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市におけるにおけるにおけるにおける地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化防止防止防止防止にににに関関関関するするするする一次計画一次計画一次計画一次計画としてとしてとしてとして策定策定策定策定されたわけでされたわけでされたわけでされたわけでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、取取取取りりりり組組組組むむむむ 5 つつつつののののテーテーテーテーママママとしてとしてとしてとして、、、、ライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイル、、、、交交交交通通通通、、、、緑緑緑緑、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーにーにーにーにつつつついいいいてててて、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの 4 つつつつのののの主体主体主体主体によるによるによるによる行動指行動指行動指行動指針針針針をををを提示提示提示提示したとこしたとこしたとこしたところろろろででででござござござございますいますいますいます。。。。     またまたまたまた、、、、2002 年年年年にはにはにはには、、、、川崎川崎川崎川崎市環境市環境市環境市環境基基基基本計画本計画本計画本計画がががが改改改改定定定定されましてされましてされましてされまして、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化防止防止防止防止対策対策対策対策をををを優優優優先先先先的的的的にににに解決解決解決解決すべきすべきすべきすべき、、、、緊急性緊急性緊急性緊急性のののの高高高高いいいい分野分野分野分野としてとしてとしてとして、、、、重重重重点点点点分野分野分野分野のののの 1 つつつつといたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、CO2 のののの排排排排出出出出量量量量をををを 2010 年年年年までにまでにまでにまでに、、、、1990 年年年年にににに対対対対しましてしましてしましてしまして 6％％％％削減削減削減削減するというするというするというするという削減削減削減削減目目目目標標標標をををを定定定定めているとこめているとこめているとこめているところろろろでででで、、、、このこのこのこの目目目目標標標標達達達達成成成成をするためにをするためにをするためにをするために、、、、現現現現在在在在行動計画行動計画行動計画行動計画のののの改改改改定定定定をををを進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。     いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、市民市民市民市民、、、、事事事事業業業業者者者者、、、、学学学学校校校校、、、、行行行行政政政政もももも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、こうしたこうしたこうしたこうした行動主体行動主体行動主体行動主体ごごごごとのとのとのとの自自自自主的主的主的主的なななな取組取組取組取組みをみをみをみを一方一方一方一方でででで進進進進めているめているめているめている状況状況状況状況ががががござござござございいいいますますますます。。。。 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。     ごごごご参考参考参考参考までにまでにまでにまでに、、、、実実実実はははは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムではゼロエミッションフォーラムではゼロエミッションフォーラムではゼロエミッションフォーラムでは、、、、こういうこういうこういうこういう「「「「ゼロエミゼロエミゼロエミゼロエミッションッションッションッションママママニニニニュュュュアルアルアルアル」」」」というのをというのをというのをというのを去去去去年年年年出出出出版版版版しておりますしておりますしておりますしております。。。。このこのこのこの中中中中でででで、、、、今今今今おおおお話話話話にににに出出出出ているよているよているよているようなうなうなうな市民市民市民市民、、、、企業企業企業企業、、、、自治体自治体自治体自治体、、、、国等国等国等国等のまさにそういうのまさにそういうのまさにそういうのまさにそういう役役役役割割割割、、、、連連連連携携携携ということでということでということでということで、、、、工工工工業団地業団地業団地業団地とかとかとかとか、、、、地域地域地域地域をゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッション化化化化していしていしていしていくくくくためのためのためのためのママママニニニニュュュュアルをアルをアルをアルをつくつくつくつくりましたりましたりましたりました。。。。 実実実実はははは、、、、これをこれをこれをこれをつくつくつくつくったったったった経経経経緯緯緯緯はははは、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの理理理理念念念念はよはよはよはよくくくくわかるわかるわかるわかるんだんだんだんだけどけどけどけど、、、、ああああしたしたしたしたからからからから具具具具体的体的体的体的にににに企業企業企業企業とかとかとかとか市民市民市民市民はどうしたらいいかわからないということはどうしたらいいかわからないということはどうしたらいいかわからないということはどうしたらいいかわからないということがががが、、、、実実実実はははは、、、、中中中中国国国国のののの天天天天津津津津工工工工業団地業団地業団地業団地でででで 2001 年年年年にゼロエミッションシンにゼロエミッションシンにゼロエミッションシンにゼロエミッションシンポポポポジジジジウウウウムをムをムをムをややややったときにったときにったときにったときに先方先方先方先方からからからから言言言言われてわれてわれてわれて、、、、それでこれをそれでこれをそれでこれをそれでこれをつくつくつくつくったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。現現現現在在在在、、、、英語英語英語英語版版版版、、、、韓韓韓韓国国国国語語語語版版版版もできましたもできましたもできましたもできました。。。。ごごごご参考参考参考参考までにまでにまでにまでにごごごご紹介紹介紹介紹介いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。     今今今今おおおお話話話話ににににござござござございましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、川崎川崎川崎川崎でまさにこういうでまさにこういうでまさにこういうでまさにこういう各主体各主体各主体各主体間間間間のののの連連連連携携携携というというというという、、、、1つつつつのののの動動動動ききききとしてとしてとしてとして、、、、新新新新ししししくくくくエエエエココココココココンンンンビビビビナートナートナートナート構想構想構想構想というのがというのがというのがというのが臨臨臨臨海海海海部部部部においてにおいてにおいてにおいて始始始始まってきているわけなまってきているわけなまってきているわけなまってきているわけなんんんんですがですがですがですが、、、、第第第第 2 のののの論点論点論点論点としてとしてとしてとして、、、、そのそのそのそのああああたりのたりのたりのたりの実現実現実現実現にににに向向向向けてのけてのけてのけての議議議議論論論論をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     最初最初最初最初にににに、、、、林様林様林様林様、、、、エエエエココココココココンンンンビビビビナートナートナートナート構想構想構想構想というのがというのがというのがというのが、、、、ままままだだだだ皆様皆様皆様皆様もよもよもよもよくくくくわからないとわからないとわからないとわからないと思思思思ううううんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そのそのそのそのああああたりからたりからたりからたりから少少少少ししししごごごご説説説説明明明明をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 林林林林センターセンターセンターセンター長長長長     まずまずまずまず、、、、エエエエココココココココンンンンビビビビナートのアイデアはナートのアイデアはナートのアイデアはナートのアイデアは、、、、どのどのどのどの辺辺辺辺からからからから出出出出てきたかといいますとてきたかといいますとてきたかといいますとてきたかといいますと、、、、もともともともともともともともとはははは鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼協会協会協会協会、、、、これはこれはこれはこれは鉄鉄鉄鉄のののの学会学会学会学会ででででござござござございますけどいますけどいますけどいますけど、、、、そこでそういうそこでそういうそこでそういうそこでそういう構想構想構想構想がががが数数数数年年年年前前前前からからからから練練練練られられられられ
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ていてていてていてていて、、、、いわいわいわいわばばばば産産産産・・・・学学学学・・・・官官官官のののの連連連連携携携携をををを通通通通じじじじてててて、、、、鉄鉄鉄鉄ででででああああるとかるとかるとかるとか、、、、セセセセメメメメントでントでントでントでああああるとかるとかるとかるとか、、、、化学化学化学化学、、、、こういったとここういったとここういったとここういったところろろろがうまがうまがうまがうまくくくく連連連連携携携携をしてをしてをしてをして、、、、エエエエココココロジーもロジーもロジーもロジーも含含含含めためためためたココココンンンンビビビビナートができないかとナートができないかとナートができないかとナートができないかというようなことのいうようなことのいうようなことのいうようなことの検討検討検討検討ががががああああったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。 このこのこのこの話話話話がががが具具具具体的体的体的体的にににに政政政政府府府府のののの中中中中でででで取取取取りりりり上上上上げげげげられましたのがられましたのがられましたのがられましたのが、、、、2002 年年年年のののの 6 月月月月のののの閣閣閣閣議議議議決決決決定定定定でででで、、、、産産産産業発展業発展業発展業発展戦戦戦戦略略略略ををををつくつくつくつくれというれというれというれというごごごご指示指示指示指示ががががああああってってってって、、、、それがまとめられたのがそのそれがまとめられたのがそのそれがまとめられたのがそのそれがまとめられたのがその年年年年のののの 12 月月月月ななななんんんんでででですけどすけどすけどすけど、、、、そこのそこのそこのそこの中中中中でででで、「、「、「、「産業産業産業産業ののののポポポポテンシャルをテンシャルをテンシャルをテンシャルを活用活用活用活用したしたしたした産業産業産業産業間間間間連連連連携携携携」」」」――――――――ここでここでここでここで、、、、括括括括弧弧弧弧してしてしてして「（「（「（「（エエエエココココココココンンンンビビビビナートナートナートナート）」）」）」）」というというというという言言言言葉葉葉葉がががが出出出出ましてましてましてまして――――――――「「「「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成のののの促進促進促進促進をををを図図図図れれれれ」」」」とととというようなことがいうようなことがいうようなことがいうようなことが決決決決められたわけですめられたわけですめられたわけですめられたわけです。。。。そのそのそのその具具具具体的体的体的体的なななな、、、、イイイイメメメメージージージージ化化化化ににににつつつついてもいてもいてもいても、、、、NEDO ささささんんんんののののほほほほうでうでうでうで、、、、2003 年年年年にににに調調調調査査査査されてされてされてされて、、、、産業産業産業産業間間間間連連連連携携携携ののののあああありりりり方方方方にににに関関関関するするするする調調調調査査査査研究研究研究研究というのをというのをというのをというのを 3 地地地地区区区区ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで行行行行いましたいましたいましたいました。。。。そのそのそのその中中中中のののの 1 地地地地区区区区がががが、、、、実実実実はこのはこのはこのはこの川崎川崎川崎川崎地地地地区区区区ででででござござござございましていましていましていまして、、、、そこにはそこにはそこにはそこには、、、、
JFE をはをはをはをはじじじじめめめめ、、、、セセセセメメメメントントントント、、、、ガガガガスススス、、、、電電電電力力力力、、、、それからそれからそれからそれから石石石石油精油精油精油精製製製製、、、、石石石石油油油油化学化学化学化学、、、、またまたまたまた川崎川崎川崎川崎市市市市ささささんんんん等等等等々々々々がががが参加参加参加参加してしてしてして、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ、、、、エエエエココココココココンンンンビビビビナートってどナートってどナートってどナートってどんんんんなものがイなものがイなものがイなものがイメメメメージとしてージとしてージとしてージとして描描描描けるかといけるかといけるかといけるかということにうことにうことにうことにつつつついていていていて、、、、ごごごご議議議議論論論論されたされたされたされた、、、、調調調調査査査査されたとこされたとこされたとこされたところろろろですですですです。。。。     そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市のののの特徴特徴特徴特徴ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、3点挙点挙点挙点挙げげげげられましたられましたられましたられました。。。。まずまずまずまず、、、、1点点点点はははは、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返ししししになりますけれどもになりますけれどもになりますけれどもになりますけれども、、、、既既既既存存存存のののの資源資源資源資源エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー産業産業産業産業のののの集集集集積積積積がこのがこのがこのがこの場場場場にはにはにはにはああああるるるる。。。。これがこれがこれがこれが川崎川崎川崎川崎とととというとこいうとこいうとこいうところろろろのののの特徴特徴特徴特徴のののの第第第第 1 点点点点。。。。それからそれからそれからそれから、、、、第第第第 2 点点点点、、、、これもこれもこれもこれも今今今今までずっとまでずっとまでずっとまでずっとごごごご議議議議論論論論になっていまになっていまになっていまになっていますけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、自治体自治体自治体自治体、、、、産業界産業界産業界産業界、、、、企業企業企業企業、、、、それかそれかそれかそれからららら市民市民市民市民でででで、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向けてこのけてこのけてこのけてこの地地地地区区区区でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでいこうということにでいこうということにでいこうということにでいこうということにつつつついていていていて、、、、非非非非常常常常にににに先進的先進的先進的先進的なななな取組取組取組取組みみみみ、、、、意意意意識識識識もももも含含含含めてですけれどもめてですけれどもめてですけれどもめてですけれども、、、、これがこのこれがこのこれがこのこれがこの地地地地ではではではでは早早早早くくくく行行行行われたわれたわれたわれた。。。。一一一一般般般般にににに、、、、東東東東のののの川崎川崎川崎川崎、、、、西西西西のののの北北北北九州九州九州九州とととと、、、、こうこうこうこう、、、、日日日日本本本本ではではではでは、、、、意意意意識識識識とととと取組取組取組取組みのみのみのみの進進進進んんんんでいるとこでいるとこでいるとこでいるところろろろでででで 2 つつつつ、、、、よよよよくくくく例例例例にににに挙挙挙挙げげげげられますけどられますけどられますけどられますけど、、、、そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、川川川川崎崎崎崎市市市市はははは非非非非常常常常にににに先進的先進的先進的先進的なななな取組取組取組取組みのみのみのみの地域地域地域地域でででであああありますりますりますります。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、3点点点点目目目目、、、、これはこれはこれはこれは、、、、このこのこのこの地地地地帯帯帯帯がががが都都都都市市市市とととと隣隣隣隣接接接接しているということでしているということでしているということでしているということで、、、、いわいわいわいわばばばば消費消費消費消費地地地地とととと近近近近接接接接したとこしたとこしたとこしたところろろろににににココココンンンンビビビビナートがナートがナートがナートが立地立地立地立地しているしているしているしている。。。。このこのこのこの 3 つつつつがががが特徴特徴特徴特徴ででででござござござございますいますいますいます。。。。こういこういこういこういうううう 3 つつつつのののの特徴特徴特徴特徴のののの中中中中でででで、、、、どどどどんんんんなエなエなエなエココココココココンンンンビビビビナートがナートがナートがナートが描描描描けるかということでけるかということでけるかということでけるかということで、、、、いいいいろろろろいいいいろごろごろごろご議議議議論論論論ははははあああありましたけれどもりましたけれどもりましたけれどもりましたけれども、、、、そこのそこのそこのそこの中中中中のののの 1 つつつつとしてとしてとしてとして、、、、市民市民市民市民からからからから、、、、先先先先ほほほほどどどど出出出出ててててくくくくるるるる、、、、例例例例ええええばばばば、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物、、、、容器容器容器容器包包包包装装装装プラスプラスプラスプラスチチチチックのようなものをうまックのようなものをうまックのようなものをうまックのようなものをうまくくくく使使使使ってってってって、、、、いいいいろんろんろんろんなななな原料原料原料原料にできないかにできないかにできないかにできないか。。。。これはこれはこれはこれは、、、、都都都都市市市市とととと近隣近隣近隣近隣していることからしていることからしていることからしていることから、、、、そういうことができないかそういうことができないかそういうことができないかそういうことができないか。。。。それからそれからそれからそれから、、、、先先先先ほほほほどどどどココココーデーデーデーディィィィネーターのネーターのネーターのネーターのほほほほうからもうからもうからもうからもごごごご指指指指摘摘摘摘ががががござござござございましたいましたいましたいました、、、、企業企業企業企業からからからから出出出出ててててくくくくるるるる副副副副産産産産物物物物のようなものようなものようなものようなものがのがのがのが、、、、隣隣隣隣りのりのりのりの企業企業企業企業のうまいのうまいのうまいのうまい原料原料原料原料にならないかというようなことでのにならないかというようなことでのにならないかというようなことでのにならないかというようなことでの、、、、いわいわいわいわばばばばおおおお互互互互いのいのいのいの企業企業企業企業間間間間のののの副副副副生生生生物物物物のののの利用利用利用利用ができないかというようなことがができないかというようなことがができないかというようなことがができないかというようなことが出出出出ましたましたましたました。。。。そこでそこでそこでそこで 1 つつつつののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドととととしてしてしてして上上上上がってきましたのががってきましたのががってきましたのががってきましたのが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと先先先先のののの話話話話なのですけどなのですけどなのですけどなのですけど、、、、水水水水素素素素というというというという言言言言葉葉葉葉ですですですです。。。。このこのこのこの水水水水素素素素エネルエネルエネルエネルギギギギーをーをーをーを、、、、先先先先ほほほほどどどど昭電昭電昭電昭電ささささんんんん、、、、1 回回回回水水水水素素素素ををををつくつくつくつくられてられてられてられて、、、、それからアンそれからアンそれからアンそれからアンモモモモニアをおニアをおニアをおニアをおつくつくつくつくりりりりになるということになるということになるということになるということだだだだったのですけどったのですけどったのですけどったのですけど、、、、ややややはりはりはりはり今後今後今後今後はこのクリーンエネルはこのクリーンエネルはこのクリーンエネルはこのクリーンエネルギギギギーのーのーのーの水水水水素素素素というというというというものをどうものをどうものをどうものをどうややややってうまってうまってうまってうまくくくくこのこのこのこの地域地域地域地域でででで、、、、うまうまうまうまくくくく生生生生みみみみ出出出出しししし、、、、うまうまうまうまくくくく使使使使っていっていっていっていくくくくかというとこかというとこかというとこかというところろろろがががが、、、、何何何何かかかか 1 つつつつののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドになるのではないかとになるのではないかとになるのではないかとになるのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。それをそれをそれをそれを軸軸軸軸にしてにしてにしてにして産業産業産業産業間間間間連連連連携携携携ののののようなものができないかようなものができないかようなものができないかようなものができないか、、、、というとこというとこというとこというところろろろでででで今今今今レポレポレポレポートがートがートがートが終終終終わっていますわっていますわっていますわっています。。。。たたたただだだだ、、、、具具具具体的体的体的体的なななな難難難難ししししさというのはさというのはさというのはさというのは、、、、水水水水素素素素をををを使使使使ううううほほほほうのタイミングとそれがうのタイミングとそれがうのタイミングとそれがうのタイミングとそれが生生生生みみみみ出出出出されるタイミングされるタイミングされるタイミングされるタイミング、、、、それそれそれそれ
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のののの同同同同期期期期化化化化というというというというんんんんですかですかですかですか、、、、タイミングがタイミングがタイミングがタイミングが必必必必ずずずず一一一一致致致致しませしませしませしませんんんん。。。。またまたまたまた量量量量的的的的にもにもにもにも合合合合わないとわないとわないとわないと思思思思いいいいますのでますのでますのでますので、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、先先先先ほほほほどどどどココココーデーデーデーディィィィネーターのネーターのネーターのネーターのほほほほうからおうからおうからおうからお話話話話ののののござござござございましたいましたいましたいました、、、、ううううちちちちはははは大体大体大体大体いいいいつごろつごろつごろつごろまでにどのまでにどのまでにどのまでにどのぐぐぐぐらいらいらいらい使使使使うかとかうかとかうかとかうかとか、、、、ううううちちちちのののの設設設設備備備備をををを使使使使うとうとうとうと今後今後今後今後どういうことどういうことどういうことどういうことのののの設設設設備備備備投投投投資資資資をすれをすれをすれをすればばばば新新新新しいしいしいしい水水水水素素素素源源源源としてのとしてのとしてのとしての供供供供給給給給がががが可能可能可能可能になるかになるかになるかになるか、、、、このこのこのこの辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろをををを、、、、少少少少ししししそれそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの企業企業企業企業なりなりなりなり、、、、またこのまたこのまたこのまたこの地域地域地域地域でそれでそれでそれでそれぞぞぞぞれがデータをれがデータをれがデータをれがデータを持持持持ちちちち寄寄寄寄ってってってって検討検討検討検討していかなしていかなしていかなしていかなくくくくててててはいけないなというとこはいけないなというとこはいけないなというとこはいけないなというところろろろがががが今今今今のののの進進進進捗捗捗捗でででですすすす。。。。 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター どうもどうもどうもどうも有有有有りりりり難難難難ううううござござござございましたいましたいましたいました。。。。経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省ではエではエではエではエココココタタタタウウウウンのンのンのンの認認認認定定定定というのをというのをというのをというのをややややられていられていられていられていますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、こういうエこういうエこういうエこういうエココココココココンンンンビビビビナートナートナートナート構想構想構想構想ににににつつつついてはどういういてはどういういてはどういういてはどういうふふふふうにおうにおうにおうにお考考考考えになってえになってえになってえになっていらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるるるるんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 中村中村中村中村室室室室長長長長     まずまずまずまず、、、、エエエエココココココココンンンンビビビビナートのナートのナートのナートの前前前前にににに、、、、エエエエココココタタタタウウウウンのンのンのンの説説説説明明明明をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。エエエエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業はははは、、、、皆皆皆皆ささささんんんんももももごごごご承承承承知知知知のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、地域地域地域地域振振振振興興興興とととと、、、、リデリデリデリデュュュュースースースース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサリサリサリサイクルをイクルをイクルをイクルを通通通通じじじじたたたた地域地域地域地域のののの資源循環型経済社会資源循環型経済社会資源循環型経済社会資源循環型経済社会のののの構築構築構築構築をををを目的目的目的目的としてとしてとしてとしてつくつくつくつくったったったった施策施策施策施策ですですですです。。。。平平平平成成成成 9年度年度年度年度にににに本本本本制制制制度度度度ををををつくつくつくつくりましたがりましたがりましたがりましたが、、、、平平平平成成成成 9 年度年度年度年度中中中中にににに川崎川崎川崎川崎市市市市のエのエのエのエココココタタタタウウウウンプランをンプランをンプランをンプランを承承承承認認認認させてさせてさせてさせて頂頂頂頂いておりますいておりますいておりますいております。。。。今今今今までにまでにまでにまでに、、、、23 地域地域地域地域のエのエのエのエココココタタタタウウウウンプランをンプランをンプランをンプランを承承承承認認認認させてさせてさせてさせて頂頂頂頂いておりますいておりますいておりますいております。。。。     まずまずまずまず、、、、地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体がががが策定策定策定策定したエしたエしたエしたエココココタタタタウウウウンプランをンプランをンプランをンプランを経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省とととと環境環境環境環境省省省省でででで承承承承認認認認させていたさせていたさせていたさせていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。次次次次にににに、、、、エエエエココココタタタタウウウウンプランにンプランにンプランにンプランに沿沿沿沿ったったったったハハハハーーーードドドド事事事事業業業業、、、、ソソソソフトフトフトフト事事事事業業業業ににににつつつついてはいてはいてはいては経経経経済産業済産業済産業済産業省省省省、、、、ああああるいはるいはるいはるいは環境環境環境環境省省省省がががが支援支援支援支援をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、どういうエどういうエどういうエどういうエココココタタタタウウウウンプランをンプランをンプランをンプランをつくつくつくつくるかということにるかということにるかということにるかということにつつつついてはいてはいてはいては全部全部全部全部地地地地元元元元にににに委委委委ねねねねられていますられていますられていますられています。。。。ですからですからですからですから、、、、地地地地元元元元はははは、、、、国国国国にににに押押押押ししししつつつつけられてけられてけられてけられてつくつくつくつくるのではなるのではなるのではなるのではなくくくくてててて、、、、地地地地元元元元のののの産業産業産業産業状況状況状況状況とかとかとかとか、、、、ああああるいるいるいるいはははは地域地域地域地域のののの特特特特性性性性をををを活活活活かしたプランをかしたプランをかしたプランをかしたプランを策定策定策定策定することがすることがすることがすることが可能可能可能可能ですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市がががが、、、、例例例例ええええばばばばエエエエココココココココンンンンビビビビナートナートナートナート構想構想構想構想というのをというのをというのをというのをつくつくつくつくるのでるのでるのでるのでああああれれれればばばば、、、、それはそれはそれはそれは地地地地元元元元のののの発発発発意意意意でででで、、、、地地地地元元元元のののの合合合合意意意意をををを得得得得ててててつくつくつくつくられるということなのでられるということなのでられるということなのでられるということなので、、、、私私私私どもとしてはどもとしてはどもとしてはどもとしては、、、、可能可能可能可能なななな限限限限りりりり支援支援支援支援をしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと思思思思っていっていっていっていますますますます。。。。     いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、具具具具体的体的体的体的なななな支援支援支援支援のののの仕仕仕仕方方方方ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、今後今後今後今後議議議議論論論論していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばならないならないならないならない事事事事項項項項だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。本本本本プランでおもしプランでおもしプランでおもしプランでおもしろろろろいといといといと思思思思うのはうのはうのはうのは、、、、産業産業産業産業間間間間連連連連携携携携のののの活用活用活用活用とととと、、、、未未未未利用利用利用利用エネエネエネエネルルルルギギギギーのーのーのーの活用活用活用活用ですですですです。。。。これはエこれはエこれはエこれはエココココタタタタウウウウンのンのンのンの支援支援支援支援のののの範囲範囲範囲範囲をををを越越越越えるものなのでえるものなのでえるものなのでえるものなので、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー施策施策施策施策などなどなどなど、、、、ほほほほかのかのかのかの施策施策施策施策をフルをフルをフルをフル活用活用活用活用してエしてエしてエしてエココココココココンンンンビビビビナートナートナートナート構想構想構想構想をををを実現実現実現実現させてはどうかとさせてはどうかとさせてはどうかとさせてはどうかと考考考考えておえておえておえておりますりますりますります。。。。     以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター     どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。     飯飯飯飯田田田田様様様様、、、、先先先先ほほほほどどどど、、、、ああああるるるる意意意意味味味味でまとめてでまとめてでまとめてでまとめて産業産業産業産業にににに対対対対するするするする期期期期待待待待というのをおというのをおというのをおというのをお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだきましきましきましきましたけれどもたけれどもたけれどもたけれども、、、、改改改改めてめてめてめて、、、、エエエエココココココココンンンンビビビビナートナートナートナート構想構想構想構想ににににつつつつきましてきましてきましてきまして、、、、何何何何かかかかごごごご意見意見意見意見等等等等ござござござございますでしいますでしいますでしいますでし
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ょょょょうかうかうかうか。。。。 

 飯飯飯飯田代田代田代田代表表表表     今今今今、、、、国国国国ののののほほほほうからおうからおうからおうからお話話話話ががががあああありましたがりましたがりましたがりましたが、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの利用利用利用利用ににににつつつついていていていて、、、、私私私私はははは非非非非常常常常にににに関関関関心心心心をををを持持持持っておりますっておりますっておりますっております。。。。川崎川崎川崎川崎市市市市はははは、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化防止防止防止防止のののの地域推進計画地域推進計画地域推進計画地域推進計画をををを立立立立てましたてましたてましたてました。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、川川川川崎崎崎崎市市市市のののの出出出出しているしているしているしている CO2 はははは、、、、日日日日本本本本のののの他他他他のとこのとこのとこのところろろろとととと非非非非常常常常にににに違違違違うとこうとこうとこうところろろろはははは、、、、産業産業産業産業のののの出出出出しているとしているとしているとしているとこここころろろろがすがすがすがすごくごくごくごく大大大大きいということですきいということですきいということですきいということです。。。。産業活動産業活動産業活動産業活動がががが非非非非常常常常にににに盛盛盛盛んだんだんだんだということになるわけですということになるわけですということになるわけですということになるわけですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市はははは国国国国のののの、、、、1990 年年年年レベレベレベレベルにルにルにルに比比比比べてべてべてべて 6％％％％削減削減削減削減をををを実行実行実行実行しなけしなけしなけしなけれれれればばばばならないというとこならないというとこならないというとこならないというところろろろでででで、、、、市民市民市民市民がいがいがいがいくくくくらがらがらがらがんばんばんばんばってもってもってもっても、、、、産業産業産業産業のののの部部部部分分分分がががが非非非非常常常常にににに大大大大きいもきいもきいもきいものですからのですからのですからのですから、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか追追追追いいいいつつつつかないというとこかないというとこかないというとこかないというところろろろががががあああありますりますりますります。。。。特特特特にににに、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー産業産業産業産業のののの廃廃廃廃熱熱熱熱をどうをどうをどうをどう利用利用利用利用するかというのはこれからのするかというのはこれからのするかというのはこれからのするかというのはこれからの大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今回回回回ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、ままままだだだだこのエこのエこのエこのエココココココココンンンンビビビビナートナートナートナート構想構想構想構想のののの中中中中にはにはにはには入入入入っていないでっていないでっていないでっていないで、、、、多多多多分分分分鉄鉄鉄鉄工工工工業業業業のとこのとこのとこのところろろろかとかとかとかと思思思思いますいますいますいますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、温暖温暖温暖温暖化対策化対策化対策化対策としてとしてとしてとして CO2 をいかにをいかにをいかにをいかに削減削減削減削減していしていしていしていくくくくかにかにかにかに関関関関しましてしましてしましてしまして捨捨捨捨てているエネルてているエネルてているエネルてているエネルギギギギーをどうーをどうーをどうーをどう活用活用活用活用していしていしていしていくくくくかというのがこれからのかというのがこれからのかというのがこれからのかというのがこれからの川崎川崎川崎川崎のののの 1 つつつつのののの課題課題課題課題でででであああありますりますりますります。。。。CO2 のののの削削削削減減減減というとこというとこというとこというところろろろからからからから、、、、電電電電力会社力会社力会社力会社だだだだけけけけじゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、ももももちろんちろんちろんちろんこのエこのエこのエこのエココココココココンンンンビビビビナートナートナートナート構想構想構想構想ににににああああるるるる製製製製鉄鉄鉄鉄会社会社会社会社のののの方方方方もがもがもがもがんばんばんばんばっていたっていたっていたっていただだだだいていていていて、、、、ぜひぜひぜひぜひ CO2 のののの削減削減削減削減、、、、これはこれはこれはこれはほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに人類人類人類人類のののの問問問問題題題題ですですですです。。。。日日日日本本本本ではではではでは 2004 年年年年のののの夏夏夏夏はははは、、、、非非非非常常常常にににに暑暑暑暑くくくく、、、、長長長長くくくくてててて、、、、そしてそしてそしてそして台台台台風風風風がたがたがたがたくくくくささささんんんん到到到到来来来来しししし、、、、そのそのそのその上上上上大地大地大地大地震震震震にににに見見見見舞舞舞舞われましたわれましたわれましたわれました。。。。私私私私たたたたちちちち、、、、ほほほほんんんんとうにどういうとうにどういうとうにどういうとうにどういう時時時時代代代代にこれからにこれからにこれからにこれから突突突突入入入入すすすするのかわるのかわるのかわるのかわからないからないからないからない。。。。でもでもでもでも、、、、今今今今歴史歴史歴史歴史のののの教教教教訓訓訓訓をををを見見見見れれれればばばば、、、、備備備備えなけれえなけれえなけれえなければばばばならないのですならないのですならないのですならないのです。。。。でもでもでもでも、、、、気気気気候候候候変変変変動動動動のののの原原原原因因因因となるとなるとなるとなる温暖温暖温暖温暖化化化化にににに対対対対してどうしてどうしてどうしてどうややややってってってって備備備備えたらいいのかえたらいいのかえたらいいのかえたらいいのか。。。。それはそれはそれはそれは CO2排排排排出出出出をををを少少少少ななななくくくくするするするするようなようなようなような生活生活生活生活をををを市民市民市民市民はははは目指目指目指目指したいわけですけどしたいわけですけどしたいわけですけどしたいわけですけど、、、、市民市民市民市民だだだだけではとてもけではとてもけではとてもけではとても実行実行実行実行しししし切切切切れないですかれないですかれないですかれないですからららら、、、、このエこのエこのエこのエココココココココンンンンビビビビナートナートナートナート構想構想構想構想がががが未未未未利用利用利用利用のエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーーーー利用利用利用利用ににににつつつついてのいてのいてのいての連連連連鎖鎖鎖鎖ができてができてができてができて、、、、鎖鎖鎖鎖のののの輪輪輪輪ががががつつつつながれながれながれながればばばばすすすすばばばばらしいことになるのではないかというらしいことになるのではないかというらしいことになるのではないかというらしいことになるのではないかという期期期期待待待待をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございますいますいますいます。。。。     川崎川崎川崎川崎市市市市のののの植松様植松様植松様植松様はまさにはまさにはまさにはまさに取取取取りりりり組組組組まれているわけですがまれているわけですがまれているわけですがまれているわけですが――――――――多多多多分分分分エエエエココココココココンンンンビビビビナートナートナートナート構想構想構想構想ににににはエネルはエネルはエネルはエネルギギギギーのーのーのーのカカカカススススケケケケーーーードドドド利用利用利用利用というのもというのもというのもというのも入入入入っているとっているとっているとっていると思思思思ううううんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そのそのそのそのああああたりたりたりたりをををを含含含含めてめてめてめて、、、、エエエエココココココココンンンンビビビビナートへのナートへのナートへのナートへの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつついておいておいておいてお考考考考えをおえをおえをおえをお聞聞聞聞かせいたかせいたかせいたかせいただだだだけますでしけますでしけますでしけますでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 植松植松植松植松局長局長局長局長     エエエエココココココココンンンンビビビビナートというよりもナートというよりもナートというよりもナートというよりも、、、、臨臨臨臨海海海海部部部部のののの再再再再生生生生をどうしていをどうしていをどうしていをどうしていくくくくかということをかということをかということをかということを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、そこにはそこにはそこにはそこにはややややはりエはりエはりエはりエココココココココンンンンビビビビナートのナートのナートのナートの機機機機能連能連能連能連携携携携のののの話話話話とととと、、、、環境調和型産業環境調和型産業環境調和型産業環境調和型産業のののの創創創創出出出出、、、、育育育育成成成成というというというという課題課題課題課題にににに突突突突きききき当当当当たるとたるとたるとたると考考考考えておりましてえておりましてえておりましてえておりまして、、、、今今今今策定策定策定策定中中中中のののの総合計画総合計画総合計画総合計画のののの中中中中でもでもでもでも、、、、これからこれからこれからこれから臨臨臨臨海海海海部部部部のののの競争競争競争競争力強化力強化力強化力強化のののの 1 つつつつとしてとしてとしてとして企業連企業連企業連企業連携携携携をををを高高高高めめめめ、、、、環境循環型環境循環型環境循環型環境循環型システムをいかにシステムをいかにシステムをいかにシステムをいかに組組組組みみみみ入入入入れていれていれていれていくくくくかかかかということとということとということとということと、、、、環境環境環境環境ベベベベンンンンチチチチャーのャーのャーのャーの起起起起業業業業やややや、、、、環境環境環境環境ビビビビジネスをいかにジネスをいかにジネスをいかにジネスをいかに臨臨臨臨海海海海部部部部のののの環境技術環境技術環境技術環境技術のののの蓄蓄蓄蓄積積積積をもとにをもとにをもとにをもとに展開展開展開展開していしていしていしていくくくくかということをかということをかということをかということを検討検討検討検討しておりますしておりますしておりますしております。。。。後後後後者者者者はははは国際国際国際国際貢献貢献貢献貢献にもにもにもにもつつつつながるながるながるながる話話話話
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かもしれませかもしれませかもしれませかもしれませんんんんがががが、、、、そのようなそのようなそのようなそのような展開展開展開展開をををを考考考考えておりましてえておりましてえておりましてえておりまして、、、、具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの共共共共同同同同利用利用利用利用やややや、、、、未未未未利用利用利用利用エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの利用活動利用活動利用活動利用活動のののの実実実実態態態態をををを調調調調査査査査しながらしながらしながらしながら、、、、副副副副産産産産物物物物、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの相相相相互互互互ママママッッッッチチチチングなどのングなどのングなどのングなどのココココストストストスト低減低減低減低減をををを図図図図りりりり、、、、新新新新エネルエネルエネルエネルギギギギーーーーやややや新新新新素素素素材材材材、、、、新製新製新製新製造造造造プロセスプロセスプロセスプロセス等等等等にににに関関関関するするするする技術技術技術技術開発開発開発開発ににににつつつついていていていて共共共共同同同同研究研究研究研究ココココーデーデーデーディィィィネートをネートをネートをネートを支援支援支援支援するというようなするというようなするというようなするというような、、、、行行行行政政政政がががが側側側側面面面面からいからいからいからいろろろろいいいいろろろろなななな形形形形でのでのでのでの連連連連携携携携、、、、ああああるいはるいはるいはるいは環境関連技術環境関連技術環境関連技術環境関連技術のののの開発開発開発開発にににに対対対対するするするする支援支援支援支援をしていかなけれをしていかなけれをしていかなけれをしていかなければばばばいけないといけないといけないといけないと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。またまたまたまた、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの NPO法法法法人人人人「「「「産業産業産業産業・・・・環境環境環境環境創造創造創造創造リエリエリエリエゾゾゾゾンセンターンセンターンセンターンセンター」」」」でもでもでもでも、、、、臨臨臨臨海海海海部全部全部全部全体体体体のエのエのエのエココココココココンンンンビビビビナートにナートにナートにナートに関関関関するいするいするいするいろろろろいいいいろろろろなななな調調調調査査査査をををを様様様様々々々々なななな視点視点視点視点からからからから行行行行っておりますのっておりますのっておりますのっておりますのでででで、、、、そことのそことのそことのそことの連連連連携携携携もももも深深深深めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、環境調和型産業環境調和型産業環境調和型産業環境調和型産業のののの創創創創出出出出、、、、育育育育成成成成というもうというもうというもうというもう一方一方一方一方のテーのテーのテーのテーママママででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、これこれこれこれににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、現現現現在在在在臨臨臨臨海海海海部部部部のののの主主主主要要要要企業企業企業企業ににににつつつついていいていいていいていろろろろいいいいろろろろとととと調調調調査査査査をしておりましてをしておりましてをしておりましてをしておりまして、、、、各企各企各企各企業業業業がががが持持持持っておりますっておりますっておりますっております環境関連技術環境関連技術環境関連技術環境関連技術にににに一体一体一体一体どのようなものがどのようなものがどのようなものがどのようなものがああああるのかということのるのかということのるのかということのるのかということの調調調調査査査査をををを今今今今進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。環境関連技術環境関連技術環境関連技術環境関連技術にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、今今今今 77 社社社社ほほほほどどどど把握把握把握把握しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、そのそのそのその企業企業企業企業をををを含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、大学大学大学大学やややや研究研究研究研究機機機機関関関関とととと連連連連携携携携しながらしながらしながらしながら、、、、環境調和型産業環境調和型産業環境調和型産業環境調和型産業フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム、、、、ああああるいはるいはるいはるいは別別別別なななな名名名名称称称称でででで言言言言うとすれうとすれうとすれうとすればばばば、、、、環境技術環境技術環境技術環境技術移移移移転転転転活用推進協議会活用推進協議会活用推進協議会活用推進協議会のようなのようなのようなのような、、、、枠枠枠枠組組組組みをみをみをみを立立立立ちちちち上上上上げげげげてててて、、、、そこそこそこそこからからからから情情情情報報報報発発発発信信信信、、、、ああああるいはるいはるいはるいは研究活動研究活動研究活動研究活動をををを支援支援支援支援していこうとしていこうとしていこうとしていこうと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。またまたまたまた、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな形形形形でででで、、、、当当当当然然然然海海海海外外外外へのへのへのへの技術技術技術技術移移移移転転転転ののののココココーデーデーデーディィィィネートもネートもネートもネートも、、、、そのそのそのその枠枠枠枠組組組組みをうまみをうまみをうまみをうまくくくく活用活用活用活用しながらしながらしながらしながら行行行行っっっっていていていていくくくくということということということということやややや、、、、様様様様々々々々なななな製品製品製品製品がががが市市市市場場場場にににに出出出出ておりますリサイクルておりますリサイクルておりますリサイクルておりますリサイクル製品製品製品製品のグリーンのグリーンのグリーンのグリーン購入購入購入購入ももももそこからそこからそこからそこから啓啓啓啓発発発発、、、、発発発発信信信信していしていしていしていくくくくとととということなどいうことなどいうことなどいうことなど、、、、多多多多種種種種多多多多様様様様なことをなことをなことをなことを進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考えてえてえてえているとこいるとこいるとこいるところろろろででででござござござございますいますいますいます。。。。 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター     あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。ぜひぜひぜひぜひ、、、、先先先先ほほほほどのリエどのリエどのリエどのリエゾゾゾゾンセンターとかンセンターとかンセンターとかンセンターとか、、、、今今今今おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃったったったった協議協議協議協議会会会会とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな場場場場でででで、、、、まさにまさにまさにまさに企業企業企業企業をををを中心中心中心中心にににに、、、、市民市民市民市民のののの間間間間でもいでもいでもいでもいろろろろいいいいろろろろ議議議議論論論論がなされてがなされてがなされてがなされて、、、、取組取組取組取組みがみがみがみが進進進進むということをむということをむということをむということをぜひぜひぜひぜひ期期期期待待待待したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     ではではではでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、第第第第 3 のののの論点論点論点論点、、、、エエエエココココココココンンンンビビビビナートナートナートナート構想構想構想構想のののの先先先先にはにはにはには、、、、先先先先ほほほほどどどど植松様植松様植松様植松様からおからおからおからお話話話話ががががああああったアジアったアジアったアジアったアジア企業企業企業企業家家家家村村村村構想構想構想構想ももももござござござございますいますいますいます。。。。環境環境環境環境問問問問題題題題、、、、まさにまさにまさにまさに日日日日本本本本だだだだけでけでけでけで解決解決解決解決できるできるできるできる問問問問題題題題ではもではもではもではもちろんござちろんござちろんござちろんございませいませいませいませんんんんしししし、、、、アジアもアジアもアジアもアジアも環境環境環境環境問問問問題題題題にまさににまさににまさににまさに取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいくくくく。。。。特特特特にににに日日日日本本本本、、、、それからこのそれからこのそれからこのそれからこの川崎川崎川崎川崎がどういうがどういうがどういうがどういう役役役役にににに立立立立てるかというようなてるかというようなてるかというようなてるかというような観観観観点点点点ががががああああるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。     最初最初最初最初にににに、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省、、、、中村中村中村中村様様様様ののののほほほほうでうでうでうで、、、、少少少少しアジアにしアジアにしアジアにしアジアにつつつついてのいてのいてのいての問問問問題題題題をををを整理整理整理整理していたしていたしていたしていただだだだいいいいていますのでていますのでていますのでていますので、、、、それをそれをそれをそれを少少少少ししししごごごご説説説説明明明明いたいたいたいただだだだけますでしけますでしけますでしけますでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 中村中村中村中村室室室室長長長長     それではそれではそれではそれでは、、、、アジアのアジアのアジアのアジアの資源循環資源循環資源循環資源循環をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく状況状況状況状況ににににつつつついておいておいておいてお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いいいいますますますます。。。。     数数数数カカカカ月月月月前前前前ですがですがですがですが、、、、NHK特集特集特集特集でででで、、、、日日日日本本本本のののの廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物がががが大大大大量量量量にににに中中中中国国国国にににに輸輸輸輸出出出出されているというされているというされているというされているという話話話話がががが出出出出ておりましたけれどもておりましたけれどもておりましたけれどもておりましたけれども、、、、一一一一般般般般論論論論としてとしてとしてとして、、、、経済活動経済活動経済活動経済活動というのはグローというのはグローというのはグローというのはグローババババルルルル化化化化していておしていておしていておしていておりりりり、、、、国境国境国境国境がががが希希希希薄薄薄薄化化化化してきておりますしてきておりますしてきておりますしてきております。。。。それにそれにそれにそれにああああわせてわせてわせてわせて、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ににににつつつついてもいてもいてもいても国境国境国境国境をををを越越越越えていえていえていえていろろろろいいいいろろろろなななな問問問問題題題題がががが生生生生じじじじてきていますてきていますてきていますてきています。。。。具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、最終最終最終最終処処処処分分分分場場場場がががが少少少少ないとかないとかないとかないとか、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物処処処処理理理理技術技術技術技術がががが
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ないなどないなどないなどないなど廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの問問問問題題題題がががが深深深深刻刻刻刻化化化化してきていますしてきていますしてきていますしてきています。。。。そのようなそのようなそのようなそのような問問問問題題題題にににに関関関関してどのようにしてどのようにしてどのようにしてどのように考考考考ええええたらいいかをたらいいかをたらいいかをたらいいかを話話話話させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。     そもそもそもそもそもそもそもそも有有有有害害害害廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、ババババーゼルーゼルーゼルーゼル条条条条約約約約というというというという国際国際国際国際条条条条約約約約ががががあああありりりり、、、、そのそのそのその条条条条約約約約によるによるによるによるとととと、、、、例例例例ええええばばばば有有有有害害害害廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを輸輸輸輸出出出出するするするする際際際際にはにはにはには、、、、相手相手相手相手国国国国政政政政府府府府のののの承承承承認認認認をををを得得得得てからてからてからてから輸輸輸輸出出出出しなけれしなけれしなけれしなければばばばなななならないというらないというらないというらないという規定規定規定規定ががががあああありますがりますがりますがりますが、、、、有有有有害害害害廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ではないではないではないではない廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物にににに関関関関してはしてはしてはしては特特特特段段段段取取取取りりりり決決決決めがなめがなめがなめがなくくくく、、、、例例例例ええええばばばば最近最近最近最近ではではではでは、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックックくくくくずとかずとかずとかずとか、、、、古紙古紙古紙古紙などのなどのなどのなどの日日日日本本本本からのからのからのからの輸輸輸輸出出出出がががが増増増増大大大大してきてしてきてしてきてしてきていますいますいますいます。。。。これらはこれらはこれらはこれらは主主主主にににに中中中中国国国国、、、、香港香港香港香港、、、、台台台台湾湾湾湾へへへへ輸輸輸輸出出出出されていますされていますされていますされています。。。。     それはそれはそれはそれは、、、、どういうどういうどういうどういう問問問問題題題題点点点点ががががああああるかというとるかというとるかというとるかというと、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの輸輸輸輸出出出出がががが急急急急激激激激にににに増増増増大大大大しているというしているというしているというしているということとこととこととことと、、、、一一一一部部部部にににに不適不適不適不適正正正正なななな廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物等等等等のののの越越越越境境境境移移移移動動動動がががが見見見見られるということですられるということですられるということですられるということです。。。。     もうもうもうもう一一一一点点点点言言言言えることはえることはえることはえることは、、、、例例例例ええええばばばばブラブラブラブラウウウウンンンン管管管管テテテテレビレビレビレビはははは今日今日今日今日本本本本でででで全全全全くくくく生産生産生産生産されておらずされておらずされておらずされておらず、、、、主主主主にににに ASEAN 諸諸諸諸国国国国でででで生産生産生産生産されていますされていますされていますされています。。。。物物物物をリサイクルするをリサイクルするをリサイクルするをリサイクルする場場場場合合合合にはにはにはには、、、、生産設生産設生産設生産設備備備備をををを持持持持っていっていっていっているサイトでリサイクルするのがるサイトでリサイクルするのがるサイトでリサイクルするのがるサイトでリサイクルするのが一一一一番番番番いいのですいいのですいいのですいいのですがががが、、、、ブラブラブラブラウウウウンンンン管管管管ははははババババーゼルーゼルーゼルーゼル法法法法のののの対対対対象象象象になっになっになっになっておりておりておりており、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか輸輸輸輸出出出出ができなができなができなができなくくくくてててて、、、、最終最終最終最終的的的的にはリサイクルができなにはリサイクルができなにはリサイクルができなにはリサイクルができなくくくくなってしまっていなってしまっていなってしまっていなってしまっていますますますます。。。。これをどのようにこれをどのようにこれをどのようにこれをどのように対対対対処処処処するかがするかがするかがするかが最近最近最近最近のののの論点論点論点論点になっていますになっていますになっていますになっています。。。。     我我我我々々々々のののの考考考考えはえはえはえは以以以以下下下下のののの 2 点点点点ですですですです。。。。そのそのそのその第第第第 1 点点点点はははは、、、、まずまずまずまず、、、、原原原原則則則則としてはとしてはとしてはとしては廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物等等等等にかかるにかかるにかかるにかかる不不不不適適適適正処正処正処正処理理理理をいかにしてをいかにしてをいかにしてをいかにして根根根根絶絶絶絶するかするかするかするか、、、、すなわすなわすなわすなわちちちち汚染性汚染性汚染性汚染性へのへのへのへの対対対対応応応応ということですということですということですということです。。。。もうもうもうもう１１１１点点点点はははは、、、、資源有効利用資源有効利用資源有効利用資源有効利用をいかにしてをいかにしてをいかにしてをいかにして促進促進促進促進するかするかするかするか、、、、すなわすなわすなわすなわちちちち資源資源資源資源性性性性へのへのへのへの対対対対応応応応ということですということですということですということです。。。。     まずはまずはまずはまずは、、、、各国各国各国各国単単単単位位位位でででで循環型経済社会構循環型経済社会構循環型経済社会構循環型経済社会構造造造造へのへのへのへの転換転換転換転換にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ。。。。すなわすなわすなわすなわちちちち、、、、自国自国自国自国でででで、、、、できできできできるるるるだだだだけリサイクけリサイクけリサイクけリサイクル・リル・リル・リル・リユユユユースをースをースをースを進進進進めるというのがめるというのがめるというのがめるというのが大大大大原原原原則則則則。。。。たたたただだだだ、、、、それそれそれそれだだだだけではけではけではけでは必必必必ずしもずしもずしもずしも十十十十分分分分にリサイクル・リにリサイクル・リにリサイクル・リにリサイクル・リユユユユースができないースができないースができないースができない場場場場合合合合はははは、、、、ああああるるるる程程程程度度度度広広広広域域域域でででで考考考考えるべきでえるべきでえるべきでえるべきでああああるとるとるとると考考考考えてえてえてえておりますおりますおりますおります。。。。言言言言ってみれってみれってみれってみればばばば、、、、このこのこのこの図図図図にににに示示示示されたとおりされたとおりされたとおりされたとおり、、、、基基基基本的本的本的本的にはにはにはには、、、、A 国国国国ででででああああれれれればばばば A 国国国国がががが自自自自国内国内国内国内でリサイクル・リでリサイクル・リでリサイクル・リでリサイクル・リユユユユースができるようにースができるようにースができるようにースができるように努努努努力力力力するするするする。。。。またまたまたまた、、、、B 国国国国はははは B 国国国国でリサイクル・でリサイクル・でリサイクル・でリサイクル・リリリリユユユユースをースをースをースを進進進進めるのですけれどもめるのですけれどもめるのですけれどもめるのですけれども、、、、必必必必ずしもそれずしもそれずしもそれずしもそれだだだだけけけけだだだだとうまとうまとうまとうまくくくく循環循環循環循環していかないというしていかないというしていかないというしていかないということでことでことでことでああああれれれればばばば、、、、A 国国国国とととと B 国国国国もももも含含含含めめめめ広広広広域域域域でででで廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のリサイクルをのリサイクルをのリサイクルをのリサイクルを行行行行うということをうということをうということをうということを考考考考えるとえるとえるとえるということですいうことですいうことですいうことです。。。。     日日日日本本本本はははは、、、、相相相相対的対的対的対的にリサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクル法法法法制制制制とかとかとかとか、、、、ああああるいはリサイクルるいはリサイクルるいはリサイクルるいはリサイクル技術技術技術技術がががが進進進進んんんんでいますのででいますのででいますのででいますので、、、、例例例例ええええばばばばリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法制制制制にににに関関関関してはしてはしてはしては我我我我がががが国国国国のののの法法法法律律律律をををを参考参考参考参考にしていたにしていたにしていたにしていただくだくだくだくということもということもということもということも重重重重要要要要だだだだとととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。またまたまたまた技術技術技術技術にににに関関関関してもしてもしてもしても、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ技術技術技術技術移移移移転転転転するというするというするというするという形形形形でででで広広広広域的域的域的域的なリサなリサなリサなリサイクルのイクルのイクルのイクルの輪輪輪輪ををををつくつくつくつくっていっていっていっていくくくくということがということがということがということが、、、、必要必要必要必要ででででああああるとるとるとると考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター     どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。アジアとのアジアとのアジアとのアジアとの資源循環資源循環資源循環資源循環のののの問問問問題題題題というのはというのはというのはというのは状況状況状況状況がががが大大大大ききききくくくく動動動動いているということでいているということでいているということでいているということで、、、、現現現現状状状状がよがよがよがよくくくく理解理解理解理解できたわけでできたわけでできたわけでできたわけでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、飯飯飯飯田田田田様様様様、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる市市市市民民民民のののの立立立立場場場場からずっとからずっとからずっとからずっとごごごごみみみみ問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃっっっってててて、、、、このアジアとのこのアジアとのこのアジアとのこのアジアとの関係関係関係関係ににににつつつついていていていてはどういうはどういうはどういうはどういうふふふふうにおうにおうにおうにお考考考考えになりますでしえになりますでしえになりますでしえになりますでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 飯飯飯飯田代田代田代田代表表表表     はいはいはいはい。。。。そもそもそもそもそもそもそもそも日日日日本本本本はははは循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向かっているわけですけれどもかっているわけですけれどもかっているわけですけれどもかっているわけですけれども、、、、大大大大量量量量生産生産生産生産・・・・大大大大量消量消量消量消
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費費費費・・・・大大大大量量量量廃廃廃廃棄棄棄棄のののの方方方方向向向向をををを改改改改めるめるめるめる、、、、使使使使いいいい捨捨捨捨てててて社会社会社会社会からからからから転換転換転換転換するといいながらするといいながらするといいながらするといいながら、、、、ままままだだだだ大大大大量量量量生産生産生産生産・・・・大大大大量消費量消費量消費量消費・・・・大大大大量量量量リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの状況状況状況状況がががが続続続続いていますいていますいていますいています。。。。そのそのそのその結結結結果果果果、、、、国国国国のののの中中中中でででで循環循環循環循環ができないでができないでができないでができないで、、、、外外外外国国国国にににに、、、、特特特特にアジアのにアジアのにアジアのにアジアの発展発展発展発展途途途途上上上上国国国国にににに輸輸輸輸出出出出されるということになっているというされるということになっているというされるということになっているというされるということになっているという認認認認識識識識をををを持持持持っっっっておりますておりますておりますております。。。。例例例例ええええばばばば、、、、このこのこのこの間間間間のののの NHK のののの「「「「クローズアップクローズアップクローズアップクローズアップ現現現現代代代代」」」」ではではではでは、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルやややや家家家家電電電電製品製品製品製品がががが中中中中国国国国にににに輸輸輸輸出出出出されされされされてててて、、、、そこではそこではそこではそこでは、、、、人人人人件件件件費費費費がががが安安安安いのでいのでいのでいので人人人人のののの力力力力をををを使使使使ってってってって人人人人海海海海戦戦戦戦術術術術といいまといいまといいまといいまししししょょょょうかうかうかうか、、、、資源資源資源資源をををを分分分分けるけるけるける作作作作業業業業をををを行行行行っているのですっているのですっているのですっているのです。。。。ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに分分分分けけけけ尽尽尽尽くくくくすというすというすというすという感感感感じじじじでしでしでしでしたたたた。。。。日日日日本本本本はははは、、、、天天天天然資源然資源然資源然資源がががが非非非非常常常常にににに少少少少ないにもかかわらずないにもかかわらずないにもかかわらずないにもかかわらず、、、、それをそれをそれをそれを輸輸輸輸入入入入しながらしながらしながらしながら、、、、それでできそれでできそれでできそれでできたたたた製品製品製品製品ががががごごごごみになったときにみになったときにみになったときにみになったときに十十十十分分分分にににに国内国内国内国内でリサイクルできないというでリサイクルできないというでリサイクルできないというでリサイクルできないという状況状況状況状況なのかなとなのかなとなのかなとなのかなと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。     ですからですからですからですから、、、、根根根根本的本的本的本的にににに言言言言ええええばばばば、、、、新新新新しいしいしいしい資源資源資源資源にににに対対対対してしてしてして資源資源資源資源税税税税をかけるようなをかけるようなをかけるようなをかけるような――――――――将来将来将来将来的的的的なななな話話話話ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども――――――――そのようなことでそのようなことでそのようなことでそのようなことで、、、、日日日日本本本本はもうはもうはもうはもうほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに資源資源資源資源のののの少少少少ないないないない国国国国ですからですからですからですから、、、、いいいいつつつつ資源資源資源資源がががが来来来来ななななくくくくなるかわからないなるかわからないなるかわからないなるかわからない、、、、戦争戦争戦争戦争ななななどがどがどがどが将来将来将来将来的的的的にににに起起起起こったこったこったこった場場場場合合合合にににに、、、、来来来来るかわからなるかわからなるかわからなるかわからないわけですからいわけですからいわけですからいわけですから、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような国内国内国内国内のののの状況状況状況状況というのもよというのもよというのもよというのもよくくくく考考考考えていえていえていえていくくくくべきべきべきべきじゃじゃじゃじゃないかなないかなないかなないかなというのはというのはというのはというのは、、、、前前前前提提提提としてとしてとしてとしてあああありますりますりますります。。。。それとそれとそれとそれと、、、、ややややはりはりはりはり外外外外国国国国にににに廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物がががが行行行行ったときにったときにったときにったときに、、、、そこでそこでそこでそこで正正正正しいしいしいしい、、、、環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした形形形形でででで行行行行われないならわれないならわれないならわれないならばばばば、、、、私私私私たたたたちちちち市民市民市民市民としてとてもとしてとてもとしてとてもとしてとても心心心心痛痛痛痛むことでむことでむことでむことでごごごござざざざいますいますいますいます。「。「。「。「適適適適正正正正なトなトなトなトレレレレーサーサーサーサビビビビリテリテリテリティィィィーーーー体体体体制制制制をををを構築構築構築構築するするするする」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉がががが中村中村中村中村室室室室長長長長おおおお話話話話しのしのしのしの中中中中ににににあああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、食食食食べべべべ物物物物のトのトのトのトレレレレーサーサーサーサビビビビリテリテリテリティィィィーーーーだだだだけではなけではなけではなけではなくくくくてててて、、、、私私私私たたたたちちちちがががが使使使使いいいい終終終終わっわっわっわったもののどういうたもののどういうたもののどういうたもののどういうふふふふうなうなうなうな形形形形でリサイクルされるかというとこでリサイクルされるかというとこでリサイクルされるかというとこでリサイクルされるかというところろろろににににつつつついてまでいてまでいてまでいてまで、、、、市民市民市民市民としてとしてとしてとしてはははは責任責任責任責任をををを持持持持たなけれたなけれたなけれたなければばばばならないならないならないならない。。。。責任責任責任責任をををを持持持持てるようなてるようなてるようなてるような形形形形にににに、、、、確確確確実実実実性性性性、、、、信信信信頼性頼性頼性頼性がががが是是是是非非非非ああああってってってってほほほほしいなとしいなとしいなとしいなと。。。。そのそのそのその上上上上でででで、、、、現現現現状状状状、、、、ややややむをむをむをむを得得得得ずずずず、、、、例例例例ええええばばばば古紙古紙古紙古紙などはなどはなどはなどは約約約約 1 割割割割がががが外外外外国国国国にににに輸輸輸輸出出出出されてされてされてされていますがいますがいますがいますが、、、、そこでそこでそこでそこで初初初初めてめてめてめて日日日日本本本本のリサイクルがのリサイクルがのリサイクルがのリサイクルが成成成成りりりり立立立立っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。輸輸輸輸出出出出できなできなできなできなくくくくなっなっなっなってしまったらてしまったらてしまったらてしまったら、、、、日日日日本本本本のののの中中中中でででで燃燃燃燃ややややされるということになるわけでされるということになるわけでされるということになるわけでされるということになるわけで、、、、輸輸輸輸出出出出はははは、、、、私私私私はははは仕仕仕仕方方方方がないがないがないがない処処処処置置置置だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。しかしトしかしトしかしトしかしトレレレレーサーサーサーサビビビビリテリテリテリティィィィーをしっかりーをしっかりーをしっかりーをしっかり構築構築構築構築していしていしていしていくくくくということがということがということがということが一一一一番番番番大大大大事事事事なことかなとっておりますなことかなとっておりますなことかなとっておりますなことかなとっております。。。。     地球地球地球地球というのはというのはというのはというのは 1 つつつつのののの閉閉閉閉じじじじられたられたられたられた球球球球ですからですからですからですから、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、アジアのアジアのアジアのアジアの人人人人、、、、日日日日本本本本、、、、ほほほほかのかのかのかの国国国国のののの方方方方たたたたちちちちとととと、、、、資源資源資源資源をををを分分分分けけけけ合合合合っていっていっていっていくくくくわけですわけですわけですわけです。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、ももももちろんちろんちろんちろん私私私私たたたたちちちちのののの廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物になったものがになったものがになったものがになったものが外外外外国国国国でででで使使使使われるということでわれるということでわれるということでわれるということで助助助助けていたけていたけていたけていただだだだいているのかなといているのかなといているのかなといているのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。ででででもももも、、、、今今今今申申申申しししし上上上上げげげげたようなたようなたようなたような、、、、現地現地現地現地においてにおいてにおいてにおいて環境環境環境環境汚染汚染汚染汚染をををを引引引引きききき起起起起こさないことはこさないことはこさないことはこさないことは大大大大事事事事なこととなこととなこととなことと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。     林様林様林様林様、、、、企業企業企業企業のおのおのおのお立立立立場場場場からからからから、、、、まさにアジアでのまさにアジアでのまさにアジアでのまさにアジアでの資源循環資源循環資源循環資源循環ににににつつつついてのおいてのおいてのおいてのお考考考考えとえとえとえと、、、、ああああとととと、、、、技術技術技術技術移移移移転転転転ににににつつつついてのおいてのおいてのおいてのお考考考考ええええ、、、、そのそのそのそのああああたりたりたりたり、、、、いかがでいかがでいかがでいかがでござござござございますでしいますでしいますでしいますでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 林林林林センターセンターセンターセンター長長長長     まずまずまずまず、、、、具具具具体的体的体的体的事例事例事例事例でででで中村中村中村中村ささささんんんんももももごごごご指指指指摘摘摘摘されていましたがされていましたがされていましたがされていましたが、、、、私私私私どものどものどものどものほほほほうではうではうではうでは家家家家電電電電のリサのリサのリサのリサイクルをイクルをイクルをイクルをややややっておりますっておりますっておりますっております。。。。そこでブラそこでブラそこでブラそこでブラウウウウンンンン管管管管のリサイクルをのリサイクルをのリサイクルをのリサイクルを考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、そこでそこでそこでそこで出出出出ててててくくくくるるるる



 164

ガガガガラスのラスのラスのラスの利用利用利用利用がががが、、、、ブラブラブラブラウウウウンンンン管管管管ををををつくつくつくつくっているとこっているとこっているとこっているところろろろですとできるのですがですとできるのですがですとできるのですがですとできるのですが、、、、日日日日本本本本ででででつくつくつくつくららららななななくくくくなってしまいますとなってしまいますとなってしまいますとなってしまいますと、、、、そのそのそのその利用利用利用利用がががが難難難難ししししくくくくなるなるなるなる。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、ごごごご指指指指摘摘摘摘のようなのようなのようなのような、、、、ややややはりはりはりはり早早早早くくくくアジアアジアアジアアジア内内内内でのでのでのでの連連連連携携携携というのをというのをというのをというのを、、、、うまいうまいうまいうまい仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをつくつくつくつくっていたっていたっていたっていただだだだけたらというけたらというけたらというけたらという、、、、具具具具体的体的体的体的事事事事情情情情ももももござござござございますいますいますいます。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、技術技術技術技術移移移移転転転転ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、そういうこともそういうこともそういうこともそういうことも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、我我我我々々々々、、、、家家家家電電電電のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル、、、、それからそれからそれからそれからペペペペットのリサイクルにットのリサイクルにットのリサイクルにットのリサイクルにつつつつきましきましきましきましてもてもてもても、、、、いいいいろんろんろんろんなななな技術技術技術技術をををを持持持持っていますっていますっていますっています。。。。省省省省エネルエネルエネルエネルギギギギーーーーつつつつきましてもきましてもきましてもきましても、、、、そういったそういったそういったそういった技術技術技術技術はははは積極的積極的積極的積極的にににに海海海海外外外外ののののほほほほうにもうにもうにもうにもごごごご利用利用利用利用いたいたいたいただだだだけるものはけるものはけるものはけるものはごごごご提提提提供供供供してしてしてして、、、、日日日日本本本本だだだだけでなけでなけでなけでなくくくくてててて、、、、トータルでトータルでトータルでトータルで地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化なりなりなりなり、、、、またまたまたまた省省省省資源資源資源資源、、、、省省省省エネルエネルエネルエネルギギギギーといーといーといーということにうことにうことにうことに対対対対応応応応していしていしていしていくくくくことがことがことがことが大大大大事事事事だだだだとととと、、、、考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター     あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。     植松様植松様植松様植松様、、、、おおおお三方三方三方三方のののの話話話話をををを受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、まさにまさにまさにまさに川崎川崎川崎川崎市市市市ではではではでは、、、、アジアとのアジアとのアジアとのアジアとの連連連連携携携携、、、、アジアアジアアジアアジア起起起起業業業業家家家家村村村村構想構想構想構想というのをうたわれているわけなというのをうたわれているわけなというのをうたわれているわけなというのをうたわれているわけなんんんんですがですがですがですが、、、、そのそのそのそのああああたりたりたりたり、、、、今後今後今後今後のののの展開展開展開展開とおとおとおとお考考考考ええええ、、、、ごごごござざざざいますでしいますでしいますでしいますでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 植松植松植松植松局長局長局長局長     アジアアジアアジアアジア起起起起業業業業家家家家村村村村はははは、、、、先先先先ほほほほどもどもどもども申申申申しししし上上上上げげげげたとおりたとおりたとおりたとおり、、、、アジアのパワーをいかにアジアのパワーをいかにアジアのパワーをいかにアジアのパワーをいかに活用活用活用活用していしていしていしていくくくくかということでかということでかということでかということで当初当初当初当初進進進進めておりましてめておりましてめておりましてめておりまして、、、、そのそのそのその中中中中ののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドとしてはとしてはとしてはとしては、、、、ややややはりはりはりはり企業企業企業企業、、、、環境環境環境環境、、、、それをそれをそれをそれを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた国際国際国際国際貢献貢献貢献貢献というというというという、、、、3つつつつののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドでででで進進進進めているとこめているとこめているとこめているところろろろででででござござござございますいますいますいます。。。。そうそうそうそうしたしたしたした中中中中でででで、、、、今今今今年年年年のののの 5 月月月月にににに上上上上海海海海へへへへ市市市市長長長長がシテがシテがシテがシティィィィーセールスにーセールスにーセールスにーセールスに行行行行ってまいりましたってまいりましたってまいりましたってまいりました。。。。そこでもそこでもそこでもそこでも、、、、ややややはりはりはりはり非非非非常常常常にににに関関関関心心心心のののの高高高高かったのはかったのはかったのはかったのは環境関連技術環境関連技術環境関連技術環境関連技術にににに対対対対するするするする川崎川崎川崎川崎市市市市へのへのへのへの期期期期待待待待ででででござござござございましたいましたいましたいました。。。。幸幸幸幸いいいい、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市ではではではでは、、、、既既既既存存存存のののの企業企業企業企業のののの公公公公害害害害をををを克服克服克服克服したしたしたした技術技術技術技術ももももあああありますしりますしりますしりますし、、、、もともともともともともともともと研究開発型研究開発型研究開発型研究開発型企業企業企業企業がたがたがたがたくくくくささささんんんん川崎川崎川崎川崎市市市市にはにはにはには立地立地立地立地しておしておしておしておりましてりましてりましてりまして、、、、環境関連技術環境関連技術環境関連技術環境関連技術をををを持持持持っているっているっているっている企業企業企業企業もももも、、、、先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話したとおりしたとおりしたとおりしたとおり、、、、77 社社社社をををを数数数数えているわけですがえているわけですがえているわけですがえているわけですが、、、、様様様様々々々々なななな環境環境環境環境プラントプラントプラントプラント、、、、先先先先端端端端的技術的技術的技術的技術をををを持持持持っているっているっているっている企業企業企業企業ももももござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、そのようなそのようなそのようなそのような企業企業企業企業のののの技術技術技術技術をいかにトランスフをいかにトランスフをいかにトランスフをいかにトランスファァァァーしていーしていーしていーしていくくくくかというかというかというかという、、、、仕仕仕仕組組組組みづみづみづみづくくくくりがこれからアジアりがこれからアジアりがこれからアジアりがこれからアジア起起起起業業業業家家家家村村村村のののの 1 つつつつのパーのパーのパーのパーツツツツとしてとしてとしてとして必要必要必要必要になってになってになってになってくくくくるとるとるとると考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。     必必必必ずしもずしもずしもずしも環境技術環境技術環境技術環境技術者者者者だだだだけをアジアけをアジアけをアジアけをアジア起起起起業業業業家家家家村村村村にににに招招招招くくくく、、、、ああああるいはそこからるいはそこからるいはそこからるいはそこから生生生生みみみみ育育育育てるというてるというてるというてるというわけではわけではわけではわけではござござござございませいませいませいませんんんんがががが、、、、立地立地立地立地のののの特特特特性性性性からからからから考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、臨臨臨臨海海海海部部部部にににに起起起起業業業業家家家家村村村村をををを展開展開展開展開するといするといするといするということでうことでうことでうことで、、、、大大大大変変変変環境関連技術環境関連技術環境関連技術環境関連技術がががが大大大大きなきなきなきな要素要素要素要素になになになになってってってってくくくくるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。イイイイメメメメージとしてはージとしてはージとしてはージとしては、、、、アジアからアジアからアジアからアジアから環境関連技術環境関連技術環境関連技術環境関連技術のののの研究研究研究研究者者者者をををを招招招招いていていていて、、、、例例例例ええええばばばば共共共共同同同同研究研究研究研究ののののママママッッッッチチチチングをさせてングをさせてングをさせてングをさせて、、、、そのそのそのその場場場場でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな技術技術技術技術やややや環境環境環境環境ビビビビジネスにジネスにジネスにジネスに発展発展発展発展するようなするようなするようなするような企業企業企業企業をををを起起起起こさせこさせこさせこさせ、、、、そこでそこでそこでそこで成成成成功功功功したしたしたした人人人人がががが自国自国自国自国にににに帰帰帰帰ってってってって、、、、自国自国自国自国のののの環境環境環境環境にににに貢献貢献貢献貢献をしていたをしていたをしていたをしていただくだくだくだく、、、、そのようなスそのようなスそのようなスそのようなスキキキキームをームをームをームを考考考考えておりまえておりまえておりまえておりましてしてしてして、、、、これからこれからこれからこれから、、、、アジアアジアアジアアジア起起起起業業業業家家家家村村村村自自自自身身身身、、、、ままままだだだだスタートしたスタートしたスタートしたスタートしたばばばばかりでかりでかりでかりでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、このこのこのこの基基基基本本本本ココココンセプトのンセプトのンセプトのンセプトの 1 つつつつでででであああありますりますりますります環境環境環境環境のトランフのトランフのトランフのトランファァァァーにーにーにーにつつつついてはいてはいてはいては多多多多種種種種多多多多様様様様なななな支援支援支援支援ができるのができるのができるのができるのではないかということでではないかということでではないかということでではないかということで、、、、今今今今検討検討検討検討しているとこしているとこしているとこしているところろろろででででござござござございますいますいますいます。。。。 
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前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、中村中村中村中村様様様様のののの話話話話にもにもにもにもあああありましたりましたりましたりました、、、、アジアでのアジアでのアジアでのアジアでの資源資源資源資源循環循環循環循環をををを考考考考えるときにえるときにえるときにえるときに、、、、汚染性汚染性汚染性汚染性のののの問問問問題題題題とととと資源資源資源資源性性性性のののの問問問問題題題題ですかですかですかですか、、、、そういうことがそういうことがそういうことがそういうことがあああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、多多多多分分分分、、、、資源循環資源循環資源循環資源循環ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、まずまずまずまず川崎川崎川崎川崎地域地域地域地域、、、、それからそれからそれからそれから日日日日本本本本、、、、それからアジアというそれからアジアというそれからアジアというそれからアジアという、、、、多多多多分分分分そういうそういうそういうそういう順順順順番番番番できできできできちんちんちんちんとととと考考考考えていえていえていえていくくくくということがということがということがということが必要必要必要必要かなとかなとかなとかなと思思思思いますいますいますいます。。。。一方一方一方一方、、、、環境技術環境技術環境技術環境技術のののの移移移移転転転転やややや共共共共同同同同研究研究研究研究そういうことにそういうことにそういうことにそういうことにつつつついてはいてはいてはいては、、、、もうもうもうもう国境国境国境国境ななななくくくく、、、、まさにまさにまさにまさに相相相相互互互互にににに連連連連携携携携していしていしていしていくくくくといといといというようなことがうようなことがうようなことがうようなことが必要必要必要必要かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。     さてさてさてさて、、、、時間時間時間時間がかなりがかなりがかなりがかなり押押押押しししし迫迫迫迫ってまいりましたけれどもってまいりましたけれどもってまいりましたけれどもってまいりましたけれども、、、、会会会会場場場場のののの皆様皆様皆様皆様からからからから、、、、今今今今までいまでいまでいまでいろろろろいいいいろろろろななななごごごご議議議議論論論論をををを聞聞聞聞いていていていて、、、、ぜひぜひぜひぜひごごごご質質質質問問問問とかとかとかとか、、、、ごごごご意見意見意見意見とかとかとかとか、、、、ござござござございますれいますれいますれいますればばばば、、、、おおおお受受受受けしたいとけしたいとけしたいとけしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、どなたかいらっしどなたかいらっしどなたかいらっしどなたかいらっしゃゃゃゃいませいませいませいませんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。 

 質質質質問問問問     ホホホホンダとンダとンダとンダと申申申申しましてしましてしましてしまして、、、、海海海海外外外外へのへのへのへの技術技術技術技術移移移移転転転転、、、、特特特特にににに環境環境環境環境とかとかとかとか省省省省エネルエネルエネルエネルギギギギーにーにーにーに 30 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらいややややっっっってきたてきたてきたてきた者者者者ななななんんんんですがですがですがですが、、、、たたたただだだだいまのおいまのおいまのおいまのお話話話話をををを聞聞聞聞きましてきましてきましてきまして、、、、ややややはりはりはりはり海海海海外外外外へのへのへのへの環境技術環境技術環境技術環境技術のののの移移移移転転転転とととと絡絡絡絡みましてみましてみましてみまして、、、、今今今今、、、、京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書をををを何何何何としてでもクリアしていかなきとしてでもクリアしていかなきとしてでもクリアしていかなきとしてでもクリアしていかなきゃゃゃゃならないというならないというならないというならないという大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題ががががああああるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今大体大体大体大体 13億億億億トンのトンのトンのトンの炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスがスがスがスが日日日日本本本本ではではではでは出出出出ているているているている。。。。先先先先ほほほほどどどど中村中村中村中村ささささんんんんががががおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃったったったった、、、、これのこれのこれのこれの約約約約 17％％％％をををを下下下下げげげげていかなきていかなきていかなきていかなきゃゃゃゃいけないといういけないといういけないといういけないという、、、、これはこれはこれはこれは大大大大変変変変なななな量量量量ななななんんんんでででですすすすねねねね。。。。環境環境環境環境税税税税のののの問問問問題題題題もももも、、、、今今今今週土週土週土週土曜曜曜曜日日日日、、、、環境大環境大環境大環境大臣臣臣臣、、、、虎虎虎虎ノノノノ門門門門パストラルにパストラルにパストラルにパストラルに来来来来られましてられましてられましてられまして、、、、タタタタウウウウンミーテンミーテンミーテンミーティィィィングングングング、、、、私私私私もももも出出出出るるるるんんんんですがですがですがですが、、、、環境環境環境環境税税税税、、、、大体大体大体大体 1 兆兆兆兆円円円円ぐぐぐぐらいらいらいらい出出出出してもらわなきしてもらわなきしてもらわなきしてもらわなきゃゃゃゃいかいかいかいかんんんんとととと。。。。片片片片やややや、、、、ききききょょょょうううう、、、、会会会会長長長長ささささんんんんがががが最初最初最初最初におにおにおにお話話話話しになられましたようにしになられましたようにしになられましたようにしになられましたように、、、、固定化固定化固定化固定化するのにするのにするのにするのに 1トントントントン 7,000円円円円かかるというかかるというかかるというかかるというんんんんですですですですねねねね。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり大体大体大体大体 1兆兆兆兆何何何何千千千千億円億円億円億円かかるかかるかかるかかるんだろんだろんだろんだろうとうとうとうと。。。。片片片片やややや、、、、欧欧欧欧州州州州でででで、、、、今今今今環境環境環境環境排排排排出出出出権権権権のののの問問問問題題題題がががが取取取取りりりり合合合合いになっているいになっているいになっているいになっているんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、これがこれがこれがこれが何何何何とととと 1 トンわずトンわずトンわずトンわずかかかか 1,100円円円円ななななんんんんですよですよですよですよ。。。。こういうこういうこういうこういうベベベベーシスもーシスもーシスもーシスもああああるるるるんんんんですですですですけどけどけどけど、、、、我我我我々々々々、、、、いかにそういうものをいかにそういうものをいかにそういうものをいかにそういうものをクリアしていクリアしていクリアしていクリアしていくくくくかということがかということがかということがかということが大大大大事事事事なことですなことですなことですなことですねねねね。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物もももも燃燃燃燃ややややすとエネルすとエネルすとエネルすとエネルギギギギーになるーになるーになるーになる。。。。廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物発発発発電電電電がががが今今今今年年年年からからからから新新新新エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの扱扱扱扱いになっていますいになっていますいになっていますいになっていますねねねね。。。。そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、中村中村中村中村ささささんんんんもいもいもいもいろろろろいいいいろろろろききききょょょょううううごごごご指指指指摘摘摘摘いいいいたたたただだだだきましたきましたきましたきました。。。。林林林林ささささんんんん、、、、いいいいろろろろいいいいろごろごろごろご指導指導指導指導いたいたいたいただくだくだくだく立立立立場場場場ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、地地地地元元元元におりましてにおりましてにおりましてにおりまして、、、、そういったそういったそういったそういった見通見通見通見通しにしにしにしにつつつつきましてきましてきましてきまして、、、、1 人大体人大体人大体人大体 1万万万万円円円円でででで、、、、1億億億億でででで 1兆兆兆兆円円円円ななななんんんんですですですですねねねね。。。。そのそのそのそのくくくくらいらいらいらいのものをのものをのものをのものを出出出出せせせせばばばば排排排排出出出出権権権権がががが買買買買えるのかどうかえるのかどうかえるのかどうかえるのかどうか、、、、そのそのそのその辺辺辺辺もももも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、技術技術技術技術移移移移転転転転もももも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、我我我我々々々々、、、、実際実際実際実際あああありりりり得得得得ることにることにることにることに挑挑挑挑戦戦戦戦していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうにうにうにうに思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、消費消費消費消費者者者者のののの方方方方ののののごごごご意見意見意見意見もよもよもよもよくくくくわかりましたのでわかりましたのでわかりましたのでわかりましたので、、、、地地地地元元元元におりましてにおりましてにおりましてにおりまして、、、、少少少少しずしずしずしずつやつやつやつやっていきたいっていきたいっていきたいっていきたい。。。。またまたまたまた、、、、川崎川崎川崎川崎のゼロエミッションにのゼロエミッションにのゼロエミッションにのゼロエミッションにつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、県内県内県内県内のいのいのいのいろんろんろんろんなとこなとこなとこなところろろろでででで同同同同じじじじようなようなようなような構想構想構想構想をををを持持持持っっっっておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、ぜひぜひぜひぜひ連連連連携携携携してしてしてして、、、、ごごごご支援支援支援支援をいたをいたをいたをいただだだだきながらきながらきながらきながら実現実現実現実現していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。それにそれにそれにそれにつつつつききききましてましてましてまして、、、、とりとりとりとりああああえずえずえずえず中村中村中村中村ささささんんんんののののごごごご意見意見意見意見でもでもでもでもちちちちょょょょっといたっといたっといたっといただだだだけれけれけれければあばあばあばありがたいとりがたいとりがたいとりがたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター ちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお待待待待ちちちちいたいたいたいただだだだけますかけますかけますかけますか。。。。もうもうもうもう一方一方一方一方ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、ごごごご質質質質問問問問ののののああああるるるる方方方方いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃいますかいますかいますかいますか。。。。 じゃじゃじゃじゃ、、、、ごごごご質質質質問問問問をををを先先先先におにおにおにお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 
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 質質質質問問問問     すみませすみませすみませすみませんんんん、、、、桜桜桜桜井井井井とととと申申申申しますしますしますします。。。。飯飯飯飯田田田田ささささんんんんにおにおにおにお尋尋尋尋ねねねねしたいしたいしたいしたいんんんんですがですがですがですが、、、、循環型循環型循環型循環型をををを考考考考えたときえたときえたときえたとき、、、、
3R をををを考考考考えたリえたリえたリえたリユユユユースというースというースというースという言言言言葉葉葉葉ががががあああありますりますりますります。。。。リリリリユユユユースするースするースするースする場場場場合合合合にはにはにはには、、、、ややややはりはりはりはり修修修修理理理理というというというというふふふふうなうなうなうな問問問問題題題題、、、、それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、リリリリユユユユースというースというースというースという場場場場合合合合にはにはにはには、、、、地地地地元元元元でまたそれをでまたそれをでまたそれをでまたそれを使使使使われてわれてわれてわれていいいいくくくくというというというというふふふふうなうなうなうな仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをつくつくつくつくっていかなきっていかなきっていかなきっていかなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。というとというとというとというと、、、、住住住住居居居居とととと共生共生共生共生するするするする場所場所場所場所のののの必要必要必要必要性性性性とかとかとかとか、、、、恒恒恒恒常常常常化化化化とかとかとかとか、、、、それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一点点点点はははは、、、、今今今今、、、、集集集集荷場所荷場所荷場所荷場所というというというというんんんんですかですかですかですか、、、、廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物をををを集集集集めているめているめているめている回回回回収収収収場所場所場所場所、、、、そういうそういうそういうそういう点点点点ににににつつつついてのいてのいてのいての改改改改善善善善がががが全全全全然然然然されないままでされないままでされないままでされないままで循環型循環型循環型循環型というというというというのはのはのはのは難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思ううううんんんんですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、回回回回収収収収場所場所場所場所ややややななななんんんんかのかのかのかの点点点点ににににつつつついていていていて、、、、共生的共生的共生的共生的なななな考考考考ええええ方方方方とととというのはいうのはいうのはいうのは、、、、市民市民市民市民レベレベレベレベルではルではルではルでは考考考考えられておられるえられておられるえられておられるえられておられるんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター     あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。ではではではでは、、、、最初最初最初最初ののののごごごご質質質質問問問問にににに対対対対してしてしてして、、、、中村中村中村中村様様様様、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 中村中村中村中村室室室室長長長長     温暖温暖温暖温暖化対策化対策化対策化対策のののの話話話話なのですけれどもなのですけれどもなのですけれどもなのですけれども、、、、冒冒冒冒頭頭頭頭にににに申申申申しししし上上上上げげげげましたとおりましたとおりましたとおりましたとおり、、、、2002 年年年年にににに 1990 年年年年比比比比でででで
7.6％％％％温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガスがスがスがスが増加増加増加増加しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、それをそれをそれをそれを、、、、2008 年年年年からからからから 2012 年年年年までにまでにまでにまでに 6％％％％をををを削減削減削減削減ししししなけれなけれなけれなければばばばいけないこととなりいけないこととなりいけないこととなりいけないこととなり、、、、非非非非常常常常にににに難難難難しいしいしいしい状況状況状況状況になっていますになっていますになっていますになっています。。。。     次次次次にににに、、、、分野分野分野分野別別別別のののの温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガスのスのスのスの排排排排出状況出状況出状況出状況をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、産業産業産業産業部門部門部門部門はははは 2002 年年年年ににににママママイナスとなイナスとなイナスとなイナスとなっていますがっていますがっていますがっていますが、、、、問問問問題題題題はははは、、、、民生民生民生民生とかとかとかとか運運運運輸輸輸輸のののの部部部部分分分分がががが、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ 33.0％％％％、、、、20.4％％％％増増増増とととと大大大大幅幅幅幅にににに増加増加増加増加ししししてしまっているということですてしまっているということですてしまっているということですてしまっているということです。。。。今後今後今後今後はははは、、、、運運運運輸輸輸輸、、、、民生民生民生民生部門部門部門部門をいかにしてをいかにしてをいかにしてをいかにして減減減減らしていらしていらしていらしていくくくくかとかとかとかというのがいうのがいうのがいうのが課題課題課題課題になるとになるとになるとになると思思思思っていますっていますっていますっています。。。。現現現現在在在在、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化大化大化大化大綱綱綱綱にににに基基基基づいてづいてづいてづいて 200 ものものものもの施策施策施策施策をををを実実実実際際際際しているのですがしているのですがしているのですがしているのですが、、、、今今今今年度年度年度年度にににに大大大大綱綱綱綱がががが見見見見直直直直されるされるされるされる際際際際にはにはにはには、、、、そうしたそうしたそうしたそうした点点点点をををを考慮考慮考慮考慮にににに入入入入れてれてれてれて、、、、ささささらなるらなるらなるらなる施策施策施策施策のののの拡拡拡拡充充充充をををを行行行行うのがまずうのがまずうのがまずうのがまず第第第第 1だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。     それプラスアルフそれプラスアルフそれプラスアルフそれプラスアルファァァァとしてとしてとしてとして、、、、ももももちろんちろんちろんちろん京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書にににに基基基基づづづづくくくく、、、、京京京京都都都都メメメメカカカカニズムにニズムにニズムにニズムに基基基基づいてづいてづいてづいて、、、、
CDM とかとかとかとか JI というというというという形形形形でででで、、、、発展発展発展発展途途途途上上上上国国国国やややや先進国先進国先進国先進国とととと共共共共同同同同してしてしてして CO2 をををを削減削減削減削減してしてしてして、、、、排排排排出出出出権権権権ククククレレレレジジジジットをもらうットをもらうットをもらうットをもらう方方方方法法法法ががががあああありますりますりますります。。。。またまたまたまた、、、、先先先先ほほほほどどどどごごごご指指指指摘摘摘摘ににににあああありましたようにりましたようにりましたようにりましたように、、、、排排排排出出出出権権権権取取取取引引引引といといといというのもうのもうのもうのもあああありますがりますがりますがりますが、、、、まずはまずはまずはまずは CDMやややや JI をををを活用活用活用活用してしてしてして、、、、我我我我々々々々ができることをできるができることをできるができることをできるができることをできるだだだだけけけけややややるべるべるべるべききききだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。国民国民国民国民、、、、企業企業企業企業、、、、ああああるいはるいはるいはるいは国国国国がががが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ CO2 をををを削減削減削減削減するよするよするよするようなうなうなうな、、、、そういうそういうそういうそういう環境環境環境環境ををををつくつくつくつくっていっていっていっていくくくくのがのがのがのが一一一一番番番番重重重重要要要要だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。ではではではでは、、、、飯飯飯飯田田田田様様様様、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの質質質質問問問問にににに対対対対するおするおするおするお答答答答えをえをえをえを……………………。。。。 

 飯飯飯飯田代田代田代田代表表表表     ごごごご質質質質問問問問のののの、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、修修修修理理理理のののの仕仕仕仕組組組組みみみみ、、、、使使使使われるわれるわれるわれる仕仕仕仕組組組組みとみとみとみと、、、、それからそれからそれからそれから集集集集積積積積所所所所のののの話話話話とととと、、、、2つあつあつあつあったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、まずまずまずまず集集集集積積積積所所所所のののの話話話話からからからから。。。。川崎川崎川崎川崎市市市市のののの場場場場合合合合ですがですがですがですが、、、、今今今今、、、、ごごごごみのみのみのみの集集集集積積積積所所所所がががが資源資源資源資源物物物物のののの集集集集積積積積所所所所になっていますになっていますになっていますになっていますねねねね。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、資源資源資源資源物物物物のののの管理管理管理管理というのがというのがというのがというのが町町町町会会会会などなどなどなど地地地地元元元元にににに任任任任ささささ



 167

れていますかられていますかられていますかられていますから、、、、集集集集積積積積所所所所のかのかのかのかごごごごとかとかとかとか、、、、そういうものがそういうものがそういうものがそういうものが今今今今ああああるとこるとこるとこるところろろろとないとことないとことないとことないところろろろととととあああありまりまりまりましてしてしてして、、、、ないとこないとこないとこないところろろろはははは、、、、袋袋袋袋でででで出出出出してしてしてして、、、、それでそれでそれでそれで回回回回収収収収したしたしたした後後後後はははは何何何何もなもなもなもなくくくくなるというなるというなるというなるという、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形をををを望望望望ましいとましいとましいとましいと川崎川崎川崎川崎市市市市はははは考考考考えていますえていますえていますえています。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、紙紙紙紙、、、、新新新新聞聞聞聞とかとかとかとか、、、、雑雑雑雑誌誌誌誌とかとかとかとか、、、、そういうものはそういうものはそういうものはそういうものは、、、、集集集集積積積積所所所所にににに出出出出ささささずずずず、、、、資源資源資源資源集集集集団回団回団回団回収収収収というというというという形形形形をとっておりますからをとっておりますからをとっておりますからをとっておりますから――――――――私私私私のののの知知知知っているっているっているっている限限限限りですがりですがりですがりですが――――――――資源資源資源資源集集集集団回団回団回団回収収収収というというというという形形形形をとっておりますからをとっておりますからをとっておりますからをとっておりますから、、、、集集集集積積積積所所所所ではなではなではなではなくくくくてててて、、、、個個個個人人人人のおのおのおのお宅宅宅宅のののの前前前前がががが集集集集積積積積所所所所になったりしているになったりしているになったりしているになったりしている場場場場合合合合ももももあああありますりますりますります。。。。ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうにごごごごみというのはみというのはみというのはみというのは、、、、ああああるいはるいはるいはるいは資源資源資源資源物物物物ににににつつつついてもいてもいてもいても、、、、またそれがまたそれがまたそれがまたそれが火火火火事事事事になるになるになるになる原原原原因因因因だだだだとかとかとかとか言言言言われたりしてわれたりしてわれたりしてわれたりして、、、、とてもとてもとてもとても人人人人々々々々ががががああああまりまりまりまり好好好好まないまないまないまない場所場所場所場所ででででああああることはることはることはることは確確確確かかかかですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、特特特特ににににごごごごみのみのみのみの場場場場合合合合はははは、、、、カカカカラスがラスがラスがラスが生生生生ごごごごみをみをみをみをああああさったりすることでさったりすることでさったりすることでさったりすることで汚汚汚汚れたりしまれたりしまれたりしまれたりしますしすしすしすし、、、、とてもとてもとてもとても問問問問題題題題がががが多多多多くくくくてててて、、、、これにこれにこれにこれにつつつついていていていて話話話話しししし始始始始めるとめるとめるとめると、、、、いいいいろんろんろんろんなとこなとこなとこなところろろろでもでもでもでも意見意見意見意見がががが沸沸沸沸騰騰騰騰するというするというするというするという、、、、そうそうそうそういういういういう状況状況状況状況ににににああああるかとるかとるかとるかと思思思思いますいますいますいます。。。。だだだだれもそういうとこれもそういうとこれもそういうとこれもそういうところろろろになるべになるべになるべになるべくくくくなりたなりたなりたなりたくくくくないというようなこともないというようなこともないというようなこともないというようなこともあああありましてりましてりましてりまして、、、、私私私私はははは、、、、最終最終最終最終的的的的にはにはにはには、、、、戸別収集戸別収集戸別収集戸別収集のようなのようなのようなのような形形形形でででで、、、、自分自分自分自分のののの家家家家ののののごごごごみはみはみはみは自分自分自分自分のののの家家家家のののの前前前前にににに出出出出すようなすようなすようなすような収集収集収集収集体体体体制制制制がががが一一一一番番番番望望望望ましいとましいとましいとましいと思思思思っておりますけれどっておりますけれどっておりますけれどっておりますけれどもももも、、、、確確確確かにかにかにかに、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうにごごごごみみみみ集集集集積積積積、、、、回回回回収収収収場所場所場所場所というのにというのにというのにというのにつつつついていていていて意見意見意見意見、、、、ままままだだだだ改改改改善善善善されていなされていなされていなされていないというのはいというのはいというのはいというのは私私私私もももも実実実実感感感感しておりますしておりますしておりますしております。。。。     もうもうもうもう一一一一つつつつ前前前前のののの、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、修修修修理理理理するするするする仕仕仕仕組組組組みというのはすみというのはすみというのはすみというのはすごくごくごくごく大大大大事事事事だだだだというのはというのはというのはというのは私私私私もももも同感同感同感同感ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、そういうものがそういうものがそういうものがそういうものが少少少少ななななくくくくなっていますなっていますなっていますなっていますねねねね。。。。例例例例ええええばばばば傘傘傘傘のののの修修修修理理理理ななななんんんんていうのもていうのもていうのもていうのもほほほほととととんんんんどなどなどなどなくくくくなりましたなりましたなりましたなりました。。。。新品新品新品新品がががが 300 円円円円、、、、ああああるいはるいはるいはるいは 500 円円円円ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで買買買買えますえますえますえます。。。。使使使使いいいい捨捨捨捨てのてのてのてのようなようなようなような傘傘傘傘がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん増増増増えておりますからえておりますからえておりますからえておりますから、、、、これとこれとこれとこれと東東東東南南南南アジアからアジアからアジアからアジアからややややってってってってくくくくるとるとるとると言言言言われていわれていわれていわれていますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、そういうものがどそういうものがどそういうものがどそういうものがどんんんんどどどどんんんん増増増増えてえてえてえて、、、、リリリリユユユユースするースするースするースする仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが非非非非常常常常になになになになくくくくなってなってなってなっているいるいるいる現現現現状状状状ががががあああありますりますりますります。。。。そういうそういうそういうそういう仕仕仕仕組組組組みというのがみというのがみというのがみというのが大大大大事事事事ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、資源資源資源資源ががががあああありりりり余余余余っていっていっていっているというかるというかるというかるというか、、、、安安安安いいいい労働労働労働労働力力力力でででで外外外外国国国国からからからから来来来来るというかるというかるというかるというか、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のののの方方方方はははは、、、、産業産業産業産業とととと環境環境環境環境がどうがどうがどうがどう共生共生共生共生するかというのがするかというのがするかというのがするかというのが非非非非常常常常にににに難難難難しいなというしいなというしいなというしいなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますがいますがいますがいますが。。。。おおおお答答答答えになっていたかどえになっていたかどえになっていたかどえになっていたかどうかわかりませうかわかりませうかわかりませうかわかりませんんんん。。。。すみませすみませすみませすみませんんんん。。。。 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター     どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。     ではではではでは、、、、そそそそろろろろそそそそろろろろ時間時間時間時間もももも参参参参りましたのでりましたのでりましたのでりましたので、、、、最後最後最後最後にににに、、、、パネリストのパネリストのパネリストのパネリストの方方方方々々々々にににに一言一言一言一言ずずずずつつつつ、、、、まさにまさにまさにまさにききききょょょょうのゼロエミッションをうのゼロエミッションをうのゼロエミッションをうのゼロエミッションを基基基基調調調調としたとしたとしたとした循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築にににに向向向向けてということでけてということでけてということでけてということでココココメメメメントントントントをいたをいたをいたをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     ではではではでは、、、、まずまずまずまず中村中村中村中村様様様様、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 中村中村中村中村室室室室長長長長     私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルだだだだけではなけではなけではなけではなくくくくてててて、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リデリデリデリデュュュュースもースもースもースもああああわせてわせてわせてわせて 3R をををを引引引引きききき続続続続きききき積極的積極的積極的積極的にににに進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。     たたたただだだだ、、、、3R をををを進進進進めるめるめるめる際際際際にはにはにはには、、、、ややややはりはりはりはり重重重重要要要要なのはなのはなのはなのは情情情情報公報公報公報公開開開開だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。いかにいかにいかにいかに多多多多くくくくのののの情情情情報報報報をををを国民国民国民国民にににに公公公公開開開開するするするするかということがかということがかということがかということが重重重重要要要要ですしですしですしですし、、、、ああああとととと、、、、公公公公開開開開したしたしたしただだだだけではなけではなけではなけではなくくくくてててて、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな形形形形ででででココココミミミミュュュュニニニニケケケケーションをしていーションをしていーションをしていーションをしていくくくくということがということがということがということが重重重重要要要要だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを通通通通
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じじじじてててて、、、、信信信信頼頼頼頼関係関係関係関係をををを構築構築構築構築してしてしてして、、、、循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会にににに向向向向けてけてけてけて努努努努力力力力することがすることがすることがすることが必要必要必要必要だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そのためにそのためにそのためにそのために、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ重重重重要要要要なことはなことはなことはなことは、、、、ややややはりはりはりはり地域地域地域地域がががが自自自自らららら考考考考えなけれえなけれえなけれえなければばばばうまうまうまうまくくくくいかないといかないといかないといかないと思思思思いますいますいますいます。。。。地域地域地域地域のののの資源資源資源資源、、、、ああああるいはるいはるいはるいは地域地域地域地域のののの産業構産業構産業構産業構造造造造をををを考慮考慮考慮考慮してしてしてして、、、、地域地域地域地域のののの発発発発意意意意にににに基基基基づいてづいてづいてづいて、、、、循環循環循環循環型経済社会型経済社会型経済社会型経済社会をををを目指目指目指目指すということがすということがすということがすということが非非非非常常常常にににに重重重重要要要要だだだだとととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター     あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。林様林様林様林様、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 林林林林センターセンターセンターセンター長長長長     循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ををををつくろつくろつくろつくろうということになりますとうということになりますとうということになりますとうということになりますと、、、、循環循環循環循環してきたものしてきたものしてきたものしてきたもの、、、、リリリリユユユユースにースにースにースにつつつついていていていてもももも、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの品品品品物物物物ににににつつつついてもいてもいてもいても、、、、ややややはりはりはりはり市市市市場場場場のののの中中中中でででで受受受受けけけけ入入入入れられるれられるれられるれられる、、、、使使使使われていわれていわれていわれていくくくく、、、、ここここれがれがれがれが最最最最大大大大ののののポポポポイントになってイントになってイントになってイントになってくくくくるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。我我我我々々々々、、、、先先先先ほほほほどもどもどもどもちちちちょょょょっとっとっとっとごごごご紹介紹介紹介紹介しましたよしましたよしましたよしましたようにうにうにうに、、、、例例例例ええええばばばば NFボボボボーーーードドドドというものをというものをというものをというものをつくつくつくつくっておりますっておりますっておりますっております。。。。新製品新製品新製品新製品ですとですとですとですと、、、、少少少少しししし新製品新製品新製品新製品にににに対対対対すすすするるるる、、、、何何何何というのですかというのですかというのですかというのですか、、、、ババババリアがリアがリアがリアがああああるというかるというかるというかるというか、、、、そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、直直直直ちちちちにはにはにはには需需需需要要要要がががが広広広広がってがってがってがっていかないというとこいかないというとこいかないというとこいかないというところろろろががががあああありますりますりますります。。。。ぜひぜひぜひぜひそのそのそのその辺辺辺辺、、、、先先先先ほほほほどどどど川崎川崎川崎川崎市市市市ささささんんんんののののほほほほうからもうからもうからもうからもおおおお話話話話ががががごごごござざざざいましたけどいましたけどいましたけどいましたけど、、、、自治体自治体自治体自治体ささささんんんん等等等等がががが少少少少しししし旗旗旗旗をををを振振振振ったったったった形形形形でででで使使使使っていたっていたっていたっていただくだくだくだくとととと、、、、全全全全体体体体でのでのでのでの普及普及普及普及とととというかいうかいうかいうか、、、、知知知知名名名名度度度度がががが広広広広がっていがっていがっていがっていくくくくのではないかのではないかのではないかのではないか、、、、そそそそんんんんなことをなことをなことをなことを考考考考えていますえていますえていますえています。。。。     ちちちちなみになみになみになみに、、、、ココココピピピピーーーー機機機機、、、、結結結結構構構構今今今今、、、、リリリリユユユユースースースース品品品品がががが使使使使われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。それのもとになりましそれのもとになりましそれのもとになりましそれのもとになりましたのはたのはたのはたのは、、、、ああああるるるる自治体自治体自治体自治体ささささんんんんのののの傘傘傘傘下下下下のののの団体団体団体団体でででで、「、「、「、「使使使使おうおうおうおうじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか、、、、別別別別にリにリにリにリユユユユースースースースだだだだってってってって、、、、ココココピピピピーーーー機機機機にににに差差差差がないよがないよがないよがないよ」」」」ということでということでということでということで始始始始まったということがまったということがまったということがまったということが、、、、今今今今これこれこれこれだだだだけのけのけのけの、、、、皆皆皆皆ささささんんんんにににに抵抵抵抵抗抗抗抗ががががななななくくくくなっているということでなっているということでなっているということでなっているということでござござござございますいますいますいます。。。。そのそのそのその辺辺辺辺もももも考考考考えていたえていたえていたえていただだだだいていていていて、、、、我我我我々々々々もがもがもがもがんばんばんばんばりまりまりまりますけどすけどすけどすけど、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様、、、、またまたまたまた自治体自治体自治体自治体のののの皆様皆様皆様皆様ももももぜひぜひぜひぜひ一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって進進進進めていっていためていっていためていっていためていっていただだだだけたらとけたらとけたらとけたらと、、、、このようにこのようにこのようにこのように考考考考えてえてえてえてござござござございますいますいますいます。。。。 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター     あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。ではではではでは、、、、飯飯飯飯田田田田様様様様、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 飯飯飯飯田代田代田代田代表表表表     まさにまさにまさにまさに共共共共同同同同のののの仕仕仕仕組組組組みみみみ、、、、これがこれがこれがこれが大大大大事事事事だだだだというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、私私私私、、、、市民市民市民市民のののの立立立立場場場場でででで出出出出ることができましたけれどもることができましたけれどもることができましたけれどもることができましたけれども、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市、、、、ああああるいはるいはるいはるいは企業企業企業企業のののの方方方方、、、、ああああるいはるいはるいはるいは国国国国のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、このようなたこのようなたこのようなたこのようなたくくくくささささんんんんのののの主体主体主体主体がががが一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向けてけてけてけて、、、、いかにいかにいかにいかにああああるべきかということるべきかということるべきかということるべきかということ、、、、共共共共同同同同のののの仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをつくつくつくつくっていっていっていっていくくくく、、、、これがすこれがすこれがすこれがすごくごくごくごく大大大大事事事事ななななんだんだんだんだなというなというなというなということをきことをきことをきことをきょょょょうううう改改改改めめめめてててて感感感感じじじじることができましたることができましたることができましたることができました。。。。私私私私たたたたちちちちはははは、、、、天天天天のののの恵恵恵恵みみみみ、、、、地地地地のののの恵恵恵恵みみみみ、、、、そのそのそのその中中中中でででで暮暮暮暮らしていますらしていますらしていますらしています。。。。これにこれにこれにこれに人人人人々々々々のののの英英英英知知知知をををを加加加加えてえてえてえて、、、、大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題をををを乗乗乗乗りりりり越越越越えていきたいなというえていきたいなというえていきたいなというえていきたいなというふふふふうにうにうにうに決決決決意意意意をををを思思思思いましたいましたいましたいました。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター 
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    あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。ではではではでは、、、、川崎川崎川崎川崎市市市市のののの植松様植松様植松様植松様、、、、最後最後最後最後におにおにおにお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 植松植松植松植松局長局長局長局長     川崎川崎川崎川崎市市市市でででで、、、、これからこれからこれからこれから、、、、先先先先ほほほほどのテーどのテーどのテーどのテーママママででででござござござございますいますいますいます循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築というというというという大大大大きなきなきなきな目的目的目的目的、、、、フフフフレレレレームにームにームにームに対対対対応応応応してしてしてして、、、、まずまずまずまず臨臨臨臨海海海海部部部部のののの企業連企業連企業連企業連携携携携をいかにをいかにをいかにをいかに支援支援支援支援していしていしていしていくくくくかということとをかということとをかということとをかということとを検討検討検討検討していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばなりませなりませなりませなりませんんんん。。。。それはそれはそれはそれは、、、、結結結結果果果果的的的的にはにはにはには環境対環境対環境対環境対応応応応型産業型産業型産業型産業のののの育育育育成成成成にもにもにもにも繋繋繋繋がるわけがるわけがるわけがるわけででででござござござございましていましていましていまして、、、、またまたまたまた別別別別なななな面面面面からからからから見見見見れれれればばばば、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげたようにたようにたようにたように、、、、臨臨臨臨海海海海部部部部のののの競争競争競争競争力力力力をををを高高高高めるということにもめるということにもめるということにもめるということにも繋繋繋繋がっていがっていがっていがっていくくくくということでということでということでということで、、、、ぜひぜひぜひぜひ臨臨臨臨海海海海部再部再部再部再生生生生のののの大大大大きなきなきなきなキキキキーワーーワーーワーーワードドドドとしとしとしとしてててて、、、、これからこれからこれからこれから再再再再生生生生にににに向向向向けてけてけてけて進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。     再再再再生生生生にににに向向向向けてけてけてけて、、、、エエエエココココココココンンンンビビビビナートのようなナートのようなナートのようなナートのような形形形形でどでどでどでどんんんんどどどどんんんん進進進進めるというめるというめるというめるという一方一方一方一方でででで、、、、臨臨臨臨海海海海部全部全部全部全体体体体をををを環境産業環境産業環境産業環境産業ココココンプンプンプンプレレレレックスのようなックスのようなックスのようなックスのような形形形形でででで、、、、新新新新しいタイプのしいタイプのしいタイプのしいタイプの地域地域地域地域にににに繋繋繋繋げげげげていけたらいいのていけたらいいのていけたらいいのていけたらいいのではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

 前前前前田田田田ココココーデーデーデーディィィィネーターネーターネーターネーター どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。     キキキキーワーーワーーワーーワードドドドといたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、地域地域地域地域、、、、情情情情報公報公報公報公開開開開、、、、環境環境環境環境ココココミミミミュュュュニニニニケケケケーションーションーションーション、、、、市市市市場場場場、、、、それかそれかそれかそれからららら共共共共同同同同のののの仕仕仕仕組組組組みみみみ、、、、臨臨臨臨海海海海部再部再部再部再生生生生というようなことがというようなことがというようなことがというようなことが特特特特にににに挙挙挙挙げげげげられたとられたとられたとられたと思思思思いますいますいますいます。。。。     ききききょょょょうううう、、、、このようにこのようにこのようにこのように、、、、まさにまさにまさにまさに、、、、各各各各いいいいろろろろいいいいろろろろなななな主体主体主体主体のののの方方方方々々々々ににににココココミミミミュュュュニニニニケケケケーションをしていーションをしていーションをしていーションをしていたたたただだだだいていていていて、、、、これはこれはこれはこれは 1 つつつつのきっかけということのきっかけということのきっかけということのきっかけということだだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、今後今後今後今後まさにこういうようなまさにこういうようなまさにこういうようなまさにこういうようなココココミミミミュュュュニニニニケケケケーションをしてーションをしてーションをしてーションをして、、、、共共共共同同同同のののの仕仕仕仕組組組組みがみがみがみがつくつくつくつくられてられてられてられて、、、、臨臨臨臨海海海海部部部部のののの再再再再生生生生というというというという形形形形ににににつつつつながながながながっていけっていけっていけっていけばばばばということをということをということをということを期期期期待待待待しておりますしておりますしておりますしております。。。。     本本本本日日日日はははは、、、、司司司司会会会会のののの不不不不手手手手際際際際でででで、、、、時間時間時間時間をををを多多多多少少少少オーオーオーオーババババーいたしましてーいたしましてーいたしましてーいたしまして、、、、失礼失礼失礼失礼いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。パネパネパネパネリストのリストのリストのリストの方方方方々々々々、、、、会会会会場場場場のののの皆様皆様皆様皆様方方方方、、、、どうもどうもどうもどうもほほほほんんんんとうにきとうにきとうにきとうにきょょょょうはうはうはうはあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     ココココーデーデーデーディィィィネーターのネーターのネーターのネーターの前前前前田田田田様様様様、、、、パネリストのパネリストのパネリストのパネリストの皆様皆様皆様皆様、、、、大大大大変変変変熱心熱心熱心熱心ななななごごごご討議討議討議討議ををををあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございいいいましたましたましたました。。。。皆様皆様皆様皆様、、、、もうもうもうもう一度先生方一度先生方一度先生方一度先生方にににに盛盛盛盛大大大大なななな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））     これをもこれをもこれをもこれをもちちちちましてましてましてまして、、、、ゼロエミッションフォーラム・イン・かわさきをゼロエミッションフォーラム・イン・かわさきをゼロエミッションフォーラム・イン・かわさきをゼロエミッションフォーラム・イン・かわさきを終了終了終了終了させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。アンアンアンアンケケケケートートートート用用用用紙紙紙紙等等等等はははは出出出出口口口口でででで回回回回収収収収させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますのできますのできますのできますので、、、、ごごごご協力協力協力協力ののののほほほほどどどど、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。（。（。（。（交交交交流会流会流会流会のののの案案案案内内内内））））     それではそれではそれではそれでは、、、、これでこれでこれでこれで閉閉閉閉会会会会させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。どうもどうもどうもどうも皆様皆様皆様皆様、、、、あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。 ――――――――    了了了了    ――――――――    
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ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム in 千葉千葉千葉千葉 

企業存続企業存続企業存続企業存続のためののためののためののための「「「「環境経営環境経営環境経営環境経営」」」」 

～～～～ “経営判断経営判断経営判断経営判断” としてのとしてのとしてのとしての環境環境環境環境へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮～～～～ 

 日時日時日時日時    ：：：：    2005 年年年年 2 月月月月 22日日日日（（（（火火火火））））13:00－－－－17:00 場所場所場所場所    ：：：：    ホホホホテルテルテルテルポポポポートプラートプラートプラートプラザちばザちばザちばザちば 

 プログラムプログラムプログラムプログラム 開会開会開会開会ああああいさいさいさいさつつつつ    堂堂堂堂本本本本暁暁暁暁子子子子    氏氏氏氏 千葉千葉千葉千葉県県県県知事知事知事知事                             藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸    氏氏氏氏            国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長 基基基基調調調調講演講演講演講演            「「「「環境力環境力環境力環境力がががが日日日日本経済本経済本経済本経済をををを再再再再生生生生させるさせるさせるさせる」」」」                             加藤加藤加藤加藤三三三三郎郎郎郎    氏氏氏氏            NPO法法法法人環境人環境人環境人環境文文文文明明明明 21 代代代代表表表表理理理理事事事事 企業企業企業企業によるによるによるによる事例報告事例報告事例報告事例報告 事例報告事例報告事例報告事例報告 I         「「「「環境経環境経環境経環境経営営営営によるによるによるによる新新新新たなたなたなたな価値価値価値価値のののの創造創造創造創造」」」」                             谷谷谷谷  達達達達雄雄雄雄    氏氏氏氏          株式株式株式株式会社会社会社会社リリリリココココーーーー 社会環境本社会環境本社会環境本社会環境本部部部部本本本本部長部長部長部長 事例報告事例報告事例報告事例報告 II         「「「「おおおお客様客様客様客様・お・お・お・お取取取取引引引引先先先先様様様様とともにとともにとともにとともに歩歩歩歩むむむむ環境経環境経環境経環境経営営営営をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」                             上上上上山静山静山静山静一一一一    氏氏氏氏            イオンイオンイオンイオン株式株式株式株式会社会社会社会社 環境環境環境環境・・・・社会社会社会社会貢献部部長貢献部部長貢献部部長貢献部部長 事例報告事例報告事例報告事例報告 III    「「「「逆転逆転逆転逆転のののの発想発想発想発想とととと多多多多彩彩彩彩なななな連連連連携携携携によるによるによるによる新新新新たなたなたなたな挑戦挑戦挑戦挑戦」」」」                             信田信田信田信田臣臣臣臣一一一一  氏氏氏氏            信田缶詰株式信田缶詰株式信田缶詰株式信田缶詰株式会社会社会社会社 代代代代表取表取表取表取締役締役締役締役社社社社長長長長 総総総総括括括括講演講演講演講演            「「「「企業企業企業企業存存存存続続続続のためののためののためののための環境経環境経環境経環境経営営営営」」」」 

              三三三三橋橋橋橋規規規規宏宏宏宏  氏氏氏氏      千葉商千葉商千葉商千葉商科大学科大学科大学科大学 政政政政策策策策情情情情報報報報学学学学部教授部教授部教授部教授 

 

 議議議議事事事事 司司司司会会会会（（（（山山山山口口口口））））     本本本本日日日日はははは、、、、おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、多多多多数数数数ののののごごごご出席出席出席出席をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、まことにまことにまことにまことにあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございますいますいますいます。。。。たたたただだだだいまからいまからいまからいまから、「、「、「、「国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム in千葉千葉千葉千葉」」」」をををを開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします。。。。私私私私はははは、、、、本本本本日日日日のののの司司司司会会会会をををを務務務務めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきますきますきますきます、、、、千葉千葉千葉千葉県環境生活県環境生活県環境生活県環境生活部部部部資源循環推進課資源循環推進課資源循環推進課資源循環推進課のののの山山山山口口口口とととと申申申申しますしますしますします。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 （（（（資資資資料確認料確認料確認料確認））））     それではそれではそれではそれでは、、、、本本本本日日日日のプログラムをのプログラムをのプログラムをのプログラムを簡単簡単簡単簡単ににににごごごご紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。おおおお手手手手元元元元にににに配配配配付付付付のプログラムにのプログラムにのプログラムにのプログラムにござござござございますとおりいますとおりいますとおりいますとおり、、、、まずまずまずまず初初初初めにめにめにめに、「、「、「、「環境力環境力環境力環境力がががが日日日日本経済本経済本経済本経済をををを再再再再生生生生させるさせるさせるさせる」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、NPO法法法法人環境人環境人環境人環境文文文文明明明明 21 のののの代代代代表表表表理理理理事事事事でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃるるるる加藤加藤加藤加藤三三三三郎様郎様郎様郎様からからからから基基基基調調調調講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだきますきますきますきます。。。。続続続続ききききましてましてましてまして、、、、企業企業企業企業によるによるによるによる事例報告事例報告事例報告事例報告ということでということでということでということで、、、、株式株式株式株式会社会社会社会社リリリリココココーのーのーのーの谷谷谷谷達達達達雄雄雄雄様様様様、、、、イオンイオンイオンイオン株式株式株式株式会社会社会社会社のののの上上上上山静山静山静山静一一一一様様様様、、、、信田缶詰株式信田缶詰株式信田缶詰株式信田缶詰株式会社会社会社会社のののの信田信田信田信田臣臣臣臣一一一一様様様様からからからから、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ各社各社各社各社のののの環境経環境経環境経環境経営営営営にににに関関関関するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみ事例事例事例事例ををををごごごご発表発表発表発表いたいたいたいただだだだきますきますきますきます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、締締締締めめめめくくくくくくくくりとしてりとしてりとしてりとして、、、、本本本本日日日日のフォーラムのテーのフォーラムのテーのフォーラムのテーのフォーラムのテーママママでもでもでもでもあああありますりますりますります「「「「企業企業企業企業存存存存続続続続のためののためののためののための環境経環境経環境経環境経営営営営」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、千葉商千葉商千葉商千葉商科大学科大学科大学科大学政政政政策策策策情情情情報報報報学学学学部部部部教授教授教授教授でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃるるるる三三三三橋橋橋橋規規規規宏宏宏宏様様様様からからからから総総総総括括括括講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだきますきますきますきます。。。。 
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    以以以以上上上上によりによりによりにより、、、、おおむおおむおおむおおむねねねね 17時時時時のののの終了終了終了終了をををを予予予予定定定定しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、ごごごご協力協力協力協力ののののほほほほどどどど、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、開会開会開会開会にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、堂堂堂堂本本本本暁暁暁暁子千葉子千葉子千葉子千葉県県県県知事知事知事知事よりよりよりよりごあごあごあごあいさいさいさいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 知事挨拶知事挨拶知事挨拶知事挨拶 

 堂堂堂堂本本本本知事知事知事知事     本本本本日日日日はははは、、、、皆様皆様皆様皆様、、、、おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中ごごごご参加参加参加参加くだくだくだくださいましてさいましてさいましてさいまして、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうにあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。大大大大変変変変うれしうれしうれしうれしくくくく思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。今今今今回回回回のフォーラムののフォーラムののフォーラムののフォーラムの開催開催開催開催にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、いいいいろろろろいいいいろごろごろごろご尽尽尽尽力力力力いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム、、、、県内県内県内県内商工商工商工商工関係団体関係団体関係団体関係団体のののの皆様皆様皆様皆様にはにはにはには、、、、特特特特にににに、、、、このこのこのこの場場場場をおかりしておをおかりしておをおかりしておをおかりしてお礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げげげげとうとうとうとうござござござございますいますいますいます。。。。     私私私私はははは、、、、今今今今つくつくつくつくづづづづくくくく思思思思っているのですけれどもっているのですけれどもっているのですけれどもっているのですけれども、、、、1992 年年年年のリオののリオののリオののリオの地球地球地球地球サミットにサミットにサミットにサミットに向向向向かってかってかってかってほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに国内的国内的国内的国内的にもにもにもにも国際的国際的国際的国際的にもいにもいにもいにもいろろろろいいいいろやろやろやろやっておりましたっておりましたっておりましたっておりました。。。。どどどどちちちちらかといえらかといえらかといえらかといえばばばば、、、、生生生生物物物物多多多多様様様様性性性性条条条条約約約約ののののほほほほうにうにうにうに力力力力点点点点をををを置置置置いていたのですがいていたのですがいていたのですがいていたのですが。。。。それでもそれでもそれでもそれでも、、、、気気気気候候候候変変変変動動動動枠枠枠枠組組組組みみみみ条条条条約約約約がががが採択採択採択採択されされされされ、、、、それからそれからそれからそれからドドドドイイイイツツツツでのでのでのでの会議会議会議会議ががががあああありりりり、、、、そしてそしてそしてそして京都京都京都京都でのでのでのでの会議会議会議会議でででで京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書がががが、、、、一一一一番番番番具具具具体的体的体的体的なことなことなことなことをををを決決決決めるということでめるということでめるということでめるということで、、、、これもこれもこれもこれも国内的国内的国内的国内的にはにはにはには大大大大変変変変大大大大きなきなきなきな行行行行事事事事ででででござござござございましたいましたいましたいました。。。。当時当時当時当時、、、、ちちちちょょょょううううどどどど６６６６％％％％のののの温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガスススス削減削減削減削減をめをめをめをめぐぐぐぐってってってって、、、、ああああるいはアるいはアるいはアるいはアメメメメリリリリカカカカがががが森森森森林林林林のののの問問問問題題題題ななななんんんんかをかをかをかを入入入入れれれれ込込込込んんんんできたというようなことでできたというようなことでできたというようなことでできたというようなことで、、、、地球地球地球地球をどうをどうをどうをどうややややってってってって守守守守るのかるのかるのかるのか、、、、このこのこのこの大大大大気気気気圏圏圏圏をををを、、、、30 億億億億年年年年のののの歳歳歳歳月月月月ををををかけてかけてかけてかけて地球地球地球地球のののの回回回回りにりにりにりに存存存存在在在在するこのオするこのオするこのオするこのオゾゾゾゾンンンン層層層層をををを、、、、そしてそしてそしてそして温暖温暖温暖温暖化化化化のようなのようなのようなのような現現現現象象象象をををを、、、、どうどうどうどうややややってってってって防防防防げげげげるのかということをるのかということをるのかということをるのかということを、、、、地球地球地球地球じじじじゅゅゅゅうでうでうでうで考考考考えていえていえていえていくくくく、、、、というというというという状況状況状況状況でしたでしたでしたでした。。。。そうしたそうしたそうしたそうした中中中中、、、、途途途途上上上上国国国国はもっとはもっとはもっとはもっと技術技術技術技術ああああるいはるいはるいはるいは資資資資金金金金をををを途途途途上上上上国国国国によこせとによこせとによこせとによこせと盛盛盛盛んんんんにににに言言言言っていたっていたっていたっていた、、、、そしてそしてそしてそして、、、、それにそれにそれにそれに対対対対するするするする先進国先進国先進国先進国のののの対対対対応応応応ということがということがということがということがござござござございましたいましたいましたいました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、何何何何とかそこをとかそこをとかそこをとかそこを調和調和調和調和させさせさせさせてててて、、、、どうどうどうどうややややってってってってややややっていこうかということをっていこうかということをっていこうかということをっていこうかということを議議議議論論論論したことをきのうのことのようにしたことをきのうのことのようにしたことをきのうのことのようにしたことをきのうのことのように思思思思いいいい出出出出しますしますしますします。。。。京都京都京都京都からこれからこれからこれからこれだだだだけのけのけのけの歳歳歳歳月月月月がたってがたってがたってがたって、、、、ややややっとロシアがっとロシアがっとロシアがっとロシアが批准批准批准批准をしてをしてをしてをして実効実効実効実効にににに移移移移されるとされるとされるとされるというようなことになりましたけれどもいうようなことになりましたけれどもいうようなことになりましたけれどもいうようなことになりましたけれども、、、、このこのこのこの間間間間、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、ああああれれれれだだだだけのけのけのけの熱熱熱熱のこのこのこのこもったもったもったもった議議議議論論論論がががが国際的国際的国際的国際的にににに行行行行われたわれたわれたわれた結結結結果果果果はははは一体一体一体一体どうなったのかなというどうなったのかなというどうなったのかなというどうなったのかなというふふふふうにうにうにうに思思思思わないわけではわないわけではわないわけではわないわけではござござござございまいまいまいませせせせんんんん。。。。ななななぜぜぜぜならならならならばばばば、、、、当時当時当時当時、、、、技術技術技術技術のののの移移移移管管管管とととと資資資資金金金金をををを途途途途上上上上国国国国にとにとにとにと言言言言っていたっていたっていたっていた、、、、まさにそのまさにそのまさにそのまさにその隣隣隣隣のののの中中中中国国国国などはなどはなどはなどは、、、、もうもうもうもう今今今今やややや大生産国大生産国大生産国大生産国になになになになろろろろうとしていますうとしていますうとしていますうとしています。。。。そういったそういったそういったそういった途途途途上上上上国国国国をををを抜抜抜抜いてのいてのいてのいての、、、、今今今今先先先先進国進国進国進国だだだだけでのシステムのけでのシステムのけでのシステムのけでのシステムの中中中中でででで私私私私たたたたちちちちはいはいはいはいろろろろいいいいろろろろ議議議議論論論論をしているわけですけれどもをしているわけですけれどもをしているわけですけれどもをしているわけですけれども、、、、それでそれでそれでそれでいいのかないいのかないいのかないいのかな、、、、ほほほほんんんんとうにこのとうにこのとうにこのとうにこの人類人類人類人類がががが生生生生きるきるきるきる惑惑惑惑星星星星、、、、地球地球地球地球をををを本本本本気気気気でででで気気気気候候候候変変変変動動動動というというというという視点視点視点視点からからからから、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化というというというという視点視点視点視点からからからから守守守守るのでるのでるのでるのでああああれれれればばばば、、、、今今今今やややや、、、、もうもうもうもう 10 年年年年たってたってたってたって、、、、すっかりすっかりすっかりすっかり経済的経済的経済的経済的なななな構構構構造造造造もももも、、、、それからそれからそれからそれから地球地球地球地球のののの上上上上のののの、、、、世界世界世界世界とととと言言言言ったったったったほほほほうがいいかもしれませうがいいかもしれませうがいいかもしれませうがいいかもしれませんんんんがががが、、、、そういったそういったそういったそういった経済構経済構経済構経済構造造造造、、、、市市市市場場場場構構構構造造造造がすっかりがすっかりがすっかりがすっかり変変変変わってきているわってきているわってきているわってきているんんんんではないかというようなではないかというようなではないかというようなではないかというような気気気気がいたしますがいたしますがいたしますがいたします。。。。そういそういそういそういったったったった中中中中でででで、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、それなりにそれなりにそれなりにそれなりに、、、、大大大大量消費量消費量消費量消費型社会型社会型社会型社会からからからから循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へとへとへとへと変換変換変換変換をしていかなをしていかなをしていかなをしていかなけれけれけれければばばばならないことをならないことをならないことをならないことを着実着実着実着実にににに日日日日本本本本としてとしてとしてとして、、、、ああああるいはるいはるいはるいは千葉千葉千葉千葉県県県県としてとしてとしてとしてややややっていかなけれっていかなけれっていかなけれっていかなければばばばならならならならないというないというないというないというふふふふうにもうにもうにもうにも思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。     特特特特にににに千葉千葉千葉千葉県県県県でででで大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題はははは不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄のののの問問問問題題題題ででででござござござございましていましていましていまして、、、、首首首首都都都都圏圏圏圏のののの産業産業産業産業廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物がががが多多多多くくくく持持持持ちちちち込込込込まれておりますまれておりますまれておりますまれております。。。。そうしたそうしたそうしたそうした産業産業産業産業廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をどうをどうをどうをどうややややってってってって減減減減らすかということもらすかということもらすかということもらすかということも大大大大変変変変大大大大きききき
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なななな問問問問題題題題ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、これはこれはこれはこれはモモモモグラたたきでグラたたきでグラたたきでグラたたきで、、、、千葉千葉千葉千葉県県県県でででで非非非非常常常常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい規規規規制制制制とととと申申申申しますかしますかしますかしますか、、、、条条条条例例例例づづづづくくくくりをいたしましたしりをいたしましたしりをいたしましたしりをいたしましたし、、、、それからそれからそれからそれから監視監視監視監視体体体体制制制制をををを引引引引きましたきましたきましたきました。。。。そのことでそのことでそのことでそのことで、、、、このこのこのこの 4 年年年年間間間間でででで、、、、私私私私がががが就就就就任任任任してしてしてして、、、、そのそのそのその当時当時当時当時 18万万万万トントントントンああああったったったった不不不不法廃法廃法廃法廃棄棄棄棄がががが今今今今はははは 1万万万万 8,000 トントントントン、、、、大体大体大体大体 10 分分分分のののの
1 にににに減減減減りましたりましたりましたりました。。。。それそれそれそれだだだだけけけけ千葉千葉千葉千葉にににに持持持持ちちちち込込込込まれるものがまれるものがまれるものがまれるものが減減減減ったということはったということはったということはったということは事事事事実実実実ででででござござござございますいますいますいます。。。。しかししかししかししかし、、、、それそれそれそれじゃじゃじゃじゃ、、、、それそれそれそれだだだだけのけのけのけの廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物がながながながなくくくくなったのかとなったのかとなったのかとなったのかと言言言言ええええばばばば、、、、おそらおそらおそらおそらくくくくそうではないそうではないそうではないそうではないのではないかのではないかのではないかのではないか。。。。よそのよそのよそのよその県県県県にににに移移移移っているというっているというっているというっているというだだだだけでけでけでけで、、、、ああああるるるる種種種種ののののモモモモグラたたきなのではないグラたたきなのではないグラたたきなのではないグラたたきなのではないかというかというかというかというふふふふうにうにうにうに私私私私にはにはにはには思思思思えてなりませえてなりませえてなりませえてなりませんんんん。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、ややややはりはりはりはり国国国国としてこれからはどうとしてこれからはどうとしてこれからはどうとしてこれからはどう廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを出出出出さないリサイクルのさないリサイクルのさないリサイクルのさないリサイクルの方方方方法法法法がががが可能可能可能可能なのかということをなのかということをなのかということをなのかということを、、、、抜抜抜抜本的本的本的本的にににに、、、、もうもうもうもう少少少少しししし考考考考ええええるるるる必要必要必要必要ががががああああるのではないかというのがるのではないかというのがるのではないかというのがるのではないかというのが今今今今のののの心心心心境境境境ににににござござござございますいますいますいます。。。。     そしてそしてそしてそして、、、、ややややはりかはりかはりかはりかつつつつてててて産業産業産業産業とととと環境環境環境環境というのはというのはというのはというのは、、、、まるでまるでまるでまるで対立対立対立対立軸軸軸軸のようにのようにのようにのように言言言言われてきましたわれてきましたわれてきましたわれてきましたけれどもけれどもけれどもけれども、、、、今今今今はははは、、、、もうそれはもうそれはもうそれはもうそれは、、、、逆転逆転逆転逆転のののの発想発想発想発想ではではではではござござござございませいませいませいませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、むしむしむしむしろろろろ環境環境環境環境をををを配慮配慮配慮配慮したしたしたした形形形形でのでのでのでの産業活動産業活動産業活動産業活動・・・・企業企業企業企業でないでないでないでない限限限限りりりり、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう想想想想像像像像しししし得得得得ないのではないかということないのではないかということないのではないかということないのではないかということ。。。。逆逆逆逆にににに、、、、環境環境環境環境こそがこそがこそがこそが、、、、今今今今申申申申しししし上上上上げげげげたようなたようなたようなたような形形形形でのリサイクルというでのリサイクルというでのリサイクルというでのリサイクルという形形形形でででで 1 つつつつのののの産業産業産業産業になりになりになりになりつつつつつあつあつあつあるるるるのではないかのではないかのではないかのではないか。。。。そしてそしてそしてそして、、、、例例例例ええええばばばば、、、、自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法がががが施行施行施行施行されていますけれどもされていますけれどもされていますけれどもされていますけれども、、、、そういったそういったそういったそういった中中中中でででで、、、、今今今今までのまでのまでのまでの自動自動自動自動車車車車ののののつくつくつくつくりりりり方方方方はははは抜抜抜抜本的本的本的本的にににに変変変変わるでわるでわるでわるであああありましりましりましりましょょょょうううう。。。。ドドドドイイイイツツツツでででではははは、、、、分分分分解解解解ししししややややすいすいすいすい自動自動自動自動車車車車づづづづくくくくりとりとりとりと言言言言われたのはもうわれたのはもうわれたのはもうわれたのはもう 10 年以年以年以年以上前上前上前上前のことでのことでのことでのことでござござござございますいますいますいます。。。。同同同同じじじじようにようにようにように、、、、ああああらゆるらゆるらゆるらゆる生産生産生産生産のののの過程過程過程過程においてにおいてにおいてにおいて、、、、物物物物ででででああああれれれればばばばどうリサイクルできるのかどうリサイクルできるのかどうリサイクルできるのかどうリサイクルできるのか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは食食食食品品品品、、、、そのそのそのその他他他他、、、、ききききょょょょうもうもうもうも信田缶詰信田缶詰信田缶詰信田缶詰のおのおのおのお話話話話ががががあああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、そういったいそういったいそういったいそういったいろろろろいいいいろろろろなななな物物物物ををををつくつくつくつくるプロセスるプロセスるプロセスるプロセス、、、、食食食食料料料料ででででああああれれれれ、、、、何何何何ででででああああれれれれ、、、、プロセスのプロセスのプロセスのプロセスの中中中中でででで、、、、どのようにしてできるどのようにしてできるどのようにしてできるどのようにしてできるだだだだけけけけ負負負負荷荷荷荷をゼロにをゼロにをゼロにをゼロに限限限限りなりなりなりなくくくく近近近近づけていづけていづけていづけていくくくくかとかとかとかということがテーいうことがテーいうことがテーいうことがテーママママになってきておりますになってきておりますになってきておりますになってきております。。。。 私私私私たたたたちちちちのののの住住住住むこのむこのむこのむこの地球地球地球地球上上上上でどこにでどこにでどこにでどこに負荷負荷負荷負荷がかかるかがかかるかがかかるかがかかるか。。。。確確確確かにかにかにかに CO2 とかとかとかとか、、、、フロンとかフロンとかフロンとかフロンとか、、、、そうそうそうそういったいったいったいった大大大大気気気気にににに対対対対してのしてのしてのしての負荷負荷負荷負荷ももももござござござございますいますいますいます。。。。温暖温暖温暖温暖化化化化をいかにしてをいかにしてをいかにしてをいかにして食食食食いいいい止止止止めるかということもめるかということもめるかということもめるかということもござござござございますいますいますいます。。。。一方一方一方一方でででで、、、、私私私私がががが相相相相当当当当にににに力力力力をををを入入入入れてきたれてきたれてきたれてきた生生生生物物物物、、、、生生生生態態態態系系系系ののののほほほほうでうでうでうで見見見見ますとますとますとますと、、、、そこにそこにそこにそこに負荷負荷負荷負荷がかかることによってがかかることによってがかかることによってがかかることによって、、、、今今今今はははは一一一一見見見見豊豊豊豊かなこのかなこのかなこのかなこの地球地球地球地球上上上上のののの生生生生態態態態系系系系がががが、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん種種種種がががが絶滅絶滅絶滅絶滅ををををしていってしていってしていってしていって、、、、そしてそしてそしてそして気気気気ががががつつつついたときはいたときはいたときはいたときは非非非非常常常常にににに貧貧貧貧しいしいしいしい自然自然自然自然になっていってしまうのではないになっていってしまうのではないになっていってしまうのではないになっていってしまうのではないかかかか。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そういったそういったそういったそういった生生生生物物物物とととと、、、、無無無無機機機機物物物物ででででああああるるるる大大大大気気気気、、、、ああああるいはるいはるいはるいは水水水水、、、、そういったもそういったもそういったもそういったものとののとののとののとの間間間間のののの循環循環循環循環のののの中中中中でででで、、、、全全全全体体体体としてとしてとしてとして地球地球地球地球のののの環境自体環境自体環境自体環境自体がががが非非非非常常常常にににに貧貧貧貧しいとしいとしいとしいと申申申申しますかしますかしますかしますか、、、、劣劣劣劣化化化化したしたしたした環境環境環境環境にににになっていなっていなっていなっていくくくくおそれがおそれがおそれがおそれがござござござございますいますいますいます。。。。そうしたそうしたそうしたそうした環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷をどうをどうをどうをどうややややってゼロにってゼロにってゼロにってゼロに限限限限りなりなりなりなくくくく近近近近づけてづけてづけてづけていいいいくくくくのかということがきのかということがきのかということがきのかということがきょょょょうのテーうのテーうのテーうのテーママママなのなのなのなのだだだだとととと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、千葉千葉千葉千葉県県県県ではではではでは、、、、県民県民県民県民やややや事事事事業業業業者者者者、、、、市市市市町町町町村村村村のののの多多多多くくくくのののの方方方方からのからのからのからのごごごご意見意見意見意見やごやごやごやご提提提提案案案案をいたをいたをいたをいただだだだきながらきながらきながらきながら、、、、平平平平成成成成 14 年年年年 10 月月月月にににに、、、、国国国国にににに先先先先駆駆駆駆けてけてけてけて、「、「、「、「千葉千葉千葉千葉県資源循環型社会県資源循環型社会県資源循環型社会県資源循環型社会づづづづくくくくりりりり計画計画計画計画」」」」というのをというのをというのをというのをつくつくつくつくりましたりましたりましたりました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、現現現現在在在在もそういったもそういったもそういったもそういった意意意意味味味味ではリサイクルではリサイクルではリサイクルではリサイクル施設施設施設施設のののの整備整備整備整備をををを促進促進促進促進するエするエするエするエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業ですとかですとかですとかですとか、、、、環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした消費消費消費消費生活生活生活生活スタスタスタスタイルのイルのイルのイルの醸醸醸醸成成成成をををを促進促進促進促進するためのするためのするためのするための「「「「３３３３ＲＲＲＲ」」」」のののの推進推進推進推進事事事事業業業業、、、、そしてそしてそしてそして本県本県本県本県のののの豊豊豊豊かなかなかなかな森森森森林林林林資源資源資源資源、、、、全全全全国有国有国有国有数数数数のののの農農農農林林林林水水水水産業産業産業産業、、、、産業産業産業産業面面面面のののの技術技術技術技術・・・・ノウハウノウハウノウハウノウハウのののの蓄蓄蓄蓄積積積積などをなどをなどをなどを生生生生かしたかしたかしたかしたババババイオイオイオイオママママスのスのスのスの利用利用利用利用・・・・活用推進活用推進活用推進活用推進事事事事業業業業などをなどをなどをなどを進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。これはこれはこれはこれは官官官官民一体民一体民一体民一体となってとなってとなってとなって、、、、企業企業企業企業のののの方方方方もももも、、、、それからそれからそれからそれから NPO のののの方方方方たたたたちちちちもももも、、、、行行行行政政政政とととと一一一一緒緒緒緒にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるとこでいるとこでいるとこでいるところろろろですですですです。。。。 ききききょょょょうのフォーラムをうのフォーラムをうのフォーラムをうのフォーラムを契契契契機機機機にににに、、、、よりよりよりより多多多多くくくくのののの企業企業企業企業のののの皆様皆様皆様皆様がががが、、、、企業企業企業企業のよりよいのよりよいのよりよいのよりよい繁繁繁繁栄栄栄栄をなすたをなすたをなすたをなすためにめにめにめに環境経環境経環境経環境経営営営営のののの視点視点視点視点がががが必要必要必要必要ででででああああることをることをることをることをごごごご理解理解理解理解いたいたいたいただだだだいていていていて、、、、環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮するするするする企業企業企業企業をををを消費消費消費消費者者者者
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がががが支支支支えるというえるというえるというえるという輪輪輪輪がががが広広広広がっていがっていがっていがっていくくくくことがことがことがことが、、、、これからのこれからのこれからのこれからの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに弾弾弾弾みみみみををををつつつつけるけるけるける大大大大きなきなきなきな力力力力にににになるものとなるものとなるものとなるものと期期期期待待待待しておりますしておりますしておりますしております。。。。環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした企業企業企業企業ののののつくつくつくつくるものをるものをるものをるものを消費消費消費消費者者者者がががが優優優優先的先的先的先的にににに買買買買わわわわせていたせていたせていたせていただくだくだくだくというようなことにもなるのではないでしというようなことにもなるのではないでしというようなことにもなるのではないでしというようなことにもなるのではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書もももも発効発効発効発効したこしたこしたこしたことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、これからはこれからはこれからはこれからは、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガスススス 6％％％％のののの削減削減削減削減義義義義務務務務をををを負負負負うことうことうことうことになるわけですけれどもになるわけですけれどもになるわけですけれどもになるわけですけれども、、、、千葉千葉千葉千葉県県県県としてもとしてもとしてもとしても、、、、そのためにそのためにそのためにそのために一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命努努努努力力力力していしていしていしていくくくく状況状況状況状況ででででござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、皆様皆様皆様皆様ののののごごごご協力協力協力協力をよをよをよをよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いをいをいをいを申申申申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 私私私私たたたたちちちち人類人類人類人類がががが住住住住むこのむこのむこのむこの惑惑惑惑星星星星がががが、、、、いいいいつつつつのののの日日日日かかかか、、、、人類人類人類人類がががが住住住住めないようなめないようなめないようなめないような環境環境環境環境にならないといにならないといにならないといにならないということがうことがうことがうことが一一一一番番番番大大大大事事事事なことなのなことなのなことなのなことなのではないかではないかではないかではないか。。。。そのためにそのためにそのためにそのために、、、、今今今今、、、、私私私私たたたたちちちち人類人類人類人類のののの英英英英知知知知をををを大大大大事事事事にしにしにしにしてててて、、、、単単単単にににに市市市市場競争場競争場競争場競争だだだだけではなけではなけではなけではなくくくく、、、、そこにそこにそこにそこに、、、、人人人人でなけれでなけれでなけれでなければばばば持持持持てないてないてないてない、、、、そういうそういうそういうそういう英英英英知知知知によってによってによってによってゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを可能可能可能可能にすることがにすることがにすることがにすることが大大大大事事事事なのではないかとなのではないかとなのではないかとなのではないかと、、、、私私私私はははは、、、、皆様皆様皆様皆様にににに申申申申しししし上上上上げげげげたいたいたいたいとととと思思思思っておりましたっておりましたっておりましたっておりました。。。。 おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中ごごごご来来来来場場場場いたいたいたいただだだだきましたことをきましたことをきましたことをきましたことを感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げげげげましてましてましてまして、、、、私私私私ののののああああいさいさいさいさつつつつとさせていとさせていとさせていとさせていたたたただだだだきますきますきますきます。。。。どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。 続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムの藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸会会会会長長長長よりよりよりよりごあごあごあごあいさいさいさいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 会会会会長挨拶長挨拶長挨拶長挨拶 

 藤藤藤藤村村村村会会会会長長長長     皆様皆様皆様皆様、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。よよよよくくくくおいでおいでおいでおいでくだくだくだくださいましてさいましてさいましてさいまして、、、、大大大大変変変変あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどはどはどはどは、、、、知事知事知事知事にはにはにはには、、、、おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中をわをわをわをわざざざざわわわわざざざざおいでいたおいでいたおいでいたおいでいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、またまたまたまたごあごあごあごあいさいさいさいさつつつつもいたもいたもいたもいただだだだきましきましきましきましてててて、、、、大大大大変変変変あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。     ききききょょょょうのこのフォーラムうのこのフォーラムうのこのフォーラムうのこのフォーラム、、、、会会会会をををを準備準備準備準備されるされるされるされる過程過程過程過程でででで、、、、千葉千葉千葉千葉県県県県のののの皆様皆様皆様皆様方方方方、、、、そしてそしてそしてそして国連大学国連大学国連大学国連大学のののの事務局事務局事務局事務局のののの方方方方、、、、あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。またまたまたまた、、、、加藤加藤加藤加藤先生先生先生先生、、、、三三三三橋橋橋橋先生先生先生先生、、、、講講講講師師師師のののの皆様皆様皆様皆様方方方方、、、、ごごごご参参参参画画画画いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございますいますいますいます。。。。     言言言言うまでもないことですけどうまでもないことですけどうまでもないことですけどうまでもないことですけど、、、、企業経企業経企業経企業経営営営営のののの問問問問題題題題をこのをこのをこのをこの表表表表ににににござござござございますようにいますようにいますようにいますように、「、「、「、「企業企業企業企業存存存存続続続続のためののためののためののための環境経環境経環境経環境経営営営営」」」」というというというという、、、、こういうこういうこういうこういう題題題題でおでおでおでお話話話話ができるというができるというができるというができるという時時時時代代代代にににに入入入入ったということったということったということったということ、、、、私私私私にとりましてもにとりましてもにとりましてもにとりましても、、、、多多多多くくくくのののの人人人人にとりましてもにとりましてもにとりましてもにとりましても、、、、感感感感慨慨慨慨深深深深いいいい状状状状態態態態ではないかというではないかというではないかというではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思いいいいますますますます。。。。私私私私、、、、経経経経営者営者営者営者としてとしてとしてとして常常常常日日日日ごろごろごろごろ申申申申しししし上上上上げげげげているわけですけどているわけですけどているわけですけどているわけですけど、、、、企業経企業経企業経企業経営営営営というのはというのはというのはというのは、、、、ややややはりはりはりはり企業企業企業企業のののの夢夢夢夢のののの実現実現実現実現、、、、これがこれがこれがこれが企業経企業経企業経企業経営営営営ででででああああるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。そのそのそのその企業企業企業企業としてのとしてのとしてのとしての夢夢夢夢とととと、、、、社会社会社会社会のののの、、、、ああああるいはるいはるいはるいは市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様、、、、ああああるいはるいはるいはるいは行行行行政政政政のののの皆様皆様皆様皆様、、、、社会社会社会社会のののの夢夢夢夢がががが一一一一致致致致するとこするとこするとこするところろろろにこういうにこういうにこういうにこういう環境経環境経環境経環境経営営営営というおというおというおというお話話話話ができるわけでができるわけでができるわけでができるわけでござござござございましていましていましていまして、、、、そのそのそのその間間間間にににに果果果果たしましたたしましたたしましたたしました、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション活活活活動動動動のののの影響影響影響影響はははは大大大大きいときいときいときいと思思思思いますいますいますいます。。。。ナナナナチチチチュュュュラルステップとかラルステップとかラルステップとかラルステップとか、、、、フフフファァァァクタークタークタークター10 とかとかとかとか、、、、いいいいろんろんろんろんななななココココンセプトのもとでンセプトのもとでンセプトのもとでンセプトのもとで、、、、皆様皆様皆様皆様方方方方をををを含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、ごごごご活活活活躍躍躍躍、、、、ごごごご活動活動活動活動いたいたいたいただだだだいたいたいたいた結結結結果果果果、、、、こういうこういうこういうこういう時時時時代代代代にににに入入入入ったということでったということでったということでったということで、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しますようにしますようにしますようにしますように、、、、大大大大変変変変にうれしにうれしにうれしにうれしくくくく、、、、そしてそしてそしてそして感感感感慨慨慨慨深深深深いいいい状状状状態態態態でででで
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ござござござございますいますいますいます。。。。     国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミッションといいますのはのゼロエミッションといいますのはのゼロエミッションといいますのはのゼロエミッションといいますのは、、、、ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、94 年年年年にににに研究研究研究研究テーテーテーテーママママとしとしとしとしてのプロジェクトがてのプロジェクトがてのプロジェクトがてのプロジェクトが発発発発足足足足いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、このこのこのこの分野分野分野分野でのでのでのでの教教教教宣宣宣宣というというというというんんんんですかですかですかですか、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社社社社会会会会をををを構築構築構築構築するためのするためのするためのするための 1 つつつつののののココココンセプトとしてンセプトとしてンセプトとしてンセプトとして提示提示提示提示されされされされ、、、、またまたまたまた皆様皆様皆様皆様方方方方のののの理解理解理解理解をををを仰仰仰仰いいいいだだだだわけでわけでわけでわけでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、92 年年年年にににに、、、、なおなおなおなお一層一層一層一層具具具具体的体的体的体的にににに実施実施実施実施していこうということでしていこうということでしていこうということでしていこうということで、、、、ここここのゼロエミッのゼロエミッのゼロエミッのゼロエミッションフォーラムというのがションフォーラムというのがションフォーラムというのがションフォーラムというのが発発発発足足足足したわけでしたわけでしたわけでしたわけでござござござございますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、現現現現在在在在のののの状状状状態態態態になったとになったとになったとになったということでいうことでいうことでいうことでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、企業企業企業企業としてとしてとしてとして、、、、これをこれをこれをこれを夢夢夢夢としてとしてとしてとして、、、、そのそのそのその実現実現実現実現にににに、、、、今今今今どのようなどのようなどのようなどのような企業企業企業企業もそのもそのもそのもそのココココンセプトのもとでンセプトのもとでンセプトのもとでンセプトのもとで動動動動くくくく状状状状態態態態になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。ももももちろんちろんちろんちろん企業企業企業企業ででででござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、競争競争競争競争のののの中中中中でででで生生生生きききき延延延延びてびてびてびて、、、、要要要要するにするにするにするに勝勝勝勝っていかなけれっていかなけれっていかなけれっていかなければばばばいけないというこいけないというこいけないというこいけないということでとでとでとでござござござございましていましていましていまして、、、、そのためにそのためにそのためにそのために、、、、いいいいろんろんろんろんななななビビビビジネスジネスジネスジネスモモモモデルデルデルデル、、、、先先先先ほほほほどどどど堂堂堂堂本本本本知事知事知事知事からおからおからおからお話話話話ののののあああありましたようなりましたようなりましたようなりましたような、、、、ああああるいはるいはるいはるいはババババイオイオイオイオママママスススス産業産業産業産業をどうしようというようなをどうしようというようなをどうしようというようなをどうしようというようなビビビビジネスジネスジネスジネスモモモモデルのデルのデルのデルの提提提提案案案案とかとかとかとか、、、、ああああるいはゼロるいはゼロるいはゼロるいはゼロエミッションへエミッションへエミッションへエミッションへ到到到到達達達達するためのいするためのいするためのいするためのいろんろんろんろんなななな技術技術技術技術をををを開発開発開発開発しししし、、、、競争競争競争競争のののの中中中中でででで社会社会社会社会にそれをにそれをにそれをにそれを提示提示提示提示しししし、、、、支持支持支持支持をををを得得得得るるるる努努努努力力力力をををを重重重重ねねねねてきているわけですてきているわけですてきているわけですてきているわけです。。。。     そしてそれがそしてそれがそしてそれがそしてそれが支持支持支持支持されることによってされることによってされることによってされることによって、、、、企業企業企業企業はますますはますますはますますはますます元元元元気気気気にそのにそのにそのにその方方方方向向向向にににに向向向向かってかってかってかって活動活動活動活動をををを強化強化強化強化していしていしていしていくくくくこともできるわけですこともできるわけですこともできるわけですこともできるわけです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、それはそれはそれはそれは次次次次なるなるなるなる夢夢夢夢をををを抱抱抱抱かせかせかせかせ、、、、そしてそしてそしてそして次次次次なるなるなるなる技術技術技術技術をををを開発開発開発開発しししし、、、、ああああるいはるいはるいはるいはモモモモデルをデルをデルをデルを提提提提案案案案しししし、、、、市民市民市民市民、、、、行行行行政政政政、、、、そしてそしてそしてそして企業企業企業企業、、、、一一一一緒緒緒緒になりましてになりましてになりましてになりまして、、、、これがらせこれがらせこれがらせこれがらせんんんん状状状状にににに拡大拡大拡大拡大していしていしていしていくくくくというのがこのというのがこのというのがこのというのがこの企業経企業経企業経企業経営営営営のののの姿姿姿姿だろだろだろだろうといううといううといううというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様方方方方、、、、行行行行政政政政のののの皆様皆様皆様皆様方方方方、、、、企業企業企業企業とととと一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって新新新新しいしいしいしい社会社会社会社会のののの構築構築構築構築ののののためにためにためにために努努努努力力力力していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけないといけないといけないといけないと私私私私自自自自身身身身もももも思思思思っていますっていますっていますっています。。。。皆様皆様皆様皆様方方方方もももも、、、、そのそのそのその趣旨趣旨趣旨趣旨でででで活活活活動動動動してしてしてしてくだくだくだくださっているのでさっているのでさっているのでさっているので、、、、このこのこのこの場場場場をかりましてをかりましてをかりましてをかりまして、、、、感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。     取取取取りとめのないおりとめのないおりとめのないおりとめのないお話話話話になりましたがになりましたがになりましたがになりましたが、、、、時間時間時間時間ももももござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、これでこれでこれでこれで終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだきますがきますがきますがきますが、、、、ききききょょょょうはまことにうはまことにうはまことにうはまことにあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。なおなおなおなお、、、、知事知事知事知事はははは、、、、所所所所用用用用のためのためのためのため、、、、恐縮恐縮恐縮恐縮ではではではではござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ここでここでここでここで退退退退席席席席させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

 基基基基調調調調講演講演講演講演「「「「環境力環境力環境力環境力がががが日日日日本経済本経済本経済本経済をををを再再再再生生生生させるさせるさせるさせる」」」」 

 司司司司会会会会     それではそれではそれではそれでは、、、、プログラムにプログラムにプログラムにプログラムに従従従従いましていましていましていまして、、、、基基基基調調調調講演講演講演講演にににに移移移移りたいとりたいとりたいとりたいと存存存存じじじじますますますます。。。。基基基基調調調調講演講演講演講演はははは、「、「、「、「環環環環境力境力境力境力がががが日日日日本経済本経済本経済本経済をををを再再再再生生生生させるさせるさせるさせる」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、NPO 法法法法人環境人環境人環境人環境文文文文明明明明 21 のののの代代代代表表表表理理理理事事事事でいらっでいらっでいらっでいらっししししゃゃゃゃるるるる加藤加藤加藤加藤三三三三郎様郎様郎様郎様からからからからごごごご講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだきますきますきますきます。。。。     加藤加藤加藤加藤様様様様はははは、、、、環境環境環境環境庁庁庁庁企画調企画調企画調企画調整整整整局局局局のののの初初初初代代代代地球環境地球環境地球環境地球環境部長部長部長部長としてとしてとしてとして地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化防止防止防止防止計画計画計画計画のののの策定策定策定策定、、、、地地地地球球球球サミットへのサミットへのサミットへのサミットへの参参参参画画画画、、、、環境環境環境環境基基基基本本本本法法法法のののの制制制制定定定定などになどになどになどにごごごご尽尽尽尽力力力力されましたされましたされましたされました。。。。環境環境環境環境庁庁庁庁をををを退退退退官官官官後後後後はははは、、、、NPO法法法法人環境人環境人環境人環境文文文文明明明明 21 をををを設立設立設立設立されるなどされるなどされるなどされるなど、、、、環境環境環境環境にににに前前前前向向向向きにきにきにきに取取取取りりりり組組組組むむむむ市民市民市民市民やややや事事事事業業業業者者者者のののの皆様皆様皆様皆様のののの力力力力をををを結結結結集集集集、、、、発展発展発展発展させながらさせながらさせながらさせながら地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、加藤加藤加藤加藤様様様様、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 
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 加藤代加藤代加藤代加藤代表表表表理理理理事事事事     皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、堂堂堂堂本本本本知事知事知事知事、、、、それからそれからそれからそれから藤村藤村藤村藤村国連国連国連国連ゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラムムムム会会会会長長長長のおのおのおのお話話話話、、、、私私私私がががが 60 分分分分をいたをいたをいたをいただだだだいておいておいておいてお話話話話しするエッセンスはもうおしするエッセンスはもうおしするエッセンスはもうおしするエッセンスはもうお二二二二人人人人のおのおのおのお話話話話からからからから出出出出てててておりますがおりますがおりますがおりますが、、、、私私私私ののののほほほほうからうからうからうから、、、、改改改改めてめてめてめて環境経環境経環境経環境経営営営営というものというものというものというもの、、、、そしてそのそしてそのそしてそのそしてその環境経環境経環境経環境経営営営営をををを引引引引っっっっ張張張張るるるる力力力力はははは、、、、環境力環境力環境力環境力だだだだとととと私私私私はははは思思思思っているわけですがっているわけですがっているわけですがっているわけですが、、、、そのそのそのその環境力環境力環境力環境力ににににつつつついていていていて。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、環境力環境力環境力環境力ががががああああるるるる企業企業企業企業とかとかとかとか自治体自治体自治体自治体はなはなはなはなぜぜぜぜ優優優優良良良良なななな状状状状態態態態になっていになっていになっていになっていくくくくのかといったようなおのかといったようなおのかといったようなおのかといったようなお話話話話をしてみたいとをしてみたいとをしてみたいとをしてみたいと存存存存じじじじますますますます。。。。とかとかとかとかくくくく環境対策環境対策環境対策環境対策ををををややややるとるとるとると企業企業企業企業にとってはにとってはにとってはにとってはママママイナスのイナスのイナスのイナスの要因要因要因要因だだだだとかとかとかとか、、、、国国国国にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、環境環境環境環境ななななんんんんかにかにかにかにああああまりかまけるとまりかまけるとまりかまけるとまりかまけると経済経済経済経済全全全全体体体体がががが悪悪悪悪くくくくなるというようななるというようななるというようななるというような、、、、考考考考えがまえがまえがまえがまだだだだ世世世世のののの中中中中ににににああああってってってって、、、、例例例例ええええばばばば、、、、皆皆皆皆ささささんんんんよよよよくごくごくごくご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、ブッシブッシブッシブッシュュュュ大大大大統領統領統領統領がががが京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書をををを相相相相変変変変わらずわらずわらずわらず拒拒拒拒否否否否していらっししていらっししていらっししていらっしゃゃゃゃるのもるのもるのもるのも、、、、そのそのそのその主主主主たるたるたるたる理理理理由由由由はははは、、、、京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書によるとアによるとアによるとアによるとアメメメメリリリリカカカカ経済経済経済経済にににに悪悪悪悪いこいこいこいことになるからとになるからとになるからとになるから、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうにおっしうにおっしうにおっしうにおっしゃゃゃゃっているわけですがっているわけですがっているわけですがっているわけですが、、、、そういうそういうそういうそういう考考考考ええええ方方方方にににに対対対対してしてしてして、、、、私私私私はははは挑戦挑戦挑戦挑戦をしてみたいというわけですをしてみたいというわけですをしてみたいというわけですをしてみたいというわけです。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、環境環境環境環境をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと取取取取りりりり組組組組むことがむことがむことがむことが、、、、企業企業企業企業、、、、自治体自治体自治体自治体にとってにとってにとってにとって経経経経営営営営面面面面でもいいことででもいいことででもいいことででもいいことであああありりりり、、、、そしてそしてそしてそして、、、、それはそれはそれはそれは未未未未来来来来にににに対対対対するするするする投投投投資資資資になるになるになるになる。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、未未未未来来来来をををを切切切切りりりり開開開開いていいていいていいていくくくくものになるものになるものになるものになるんんんんだだだだということをおということをおということをおということをお話話話話しさせていたしさせていたしさせていたしさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと存存存存じじじじますますますます。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、おおおお手手手手元元元元にににに資資資資料料料料ももももあろあろあろあろうかとうかとうかとうかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、せっかせっかせっかせっかくくくくパワーパワーパワーパワーポポポポイントもイントもイントもイントも用用用用意意意意してしてしてしてくだくだくだくださっていますのでさっていますのでさっていますのでさっていますので、、、、パワーパワーパワーパワーポポポポイントのイントのイントのイントのほほほほうもうもうもうも、、、、もしよもしよもしよもしよろろろろしかったらしかったらしかったらしかったら、、、、見見見見ていたていたていたていただだだだけれけれけれければばばばとととと存存存存じじじじますますますます。。。。     先先先先ほほほほどどどど藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長がががが、、、、企業企業企業企業存存存存続続続続のためにはのためにはのためにはのためには環境経環境経環境経環境経営営営営がががが重重重重要要要要ななななんだんだんだんだとおっしとおっしとおっしとおっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいました。。。。ここここれはれはれはれは非非非非常常常常にににに感感感感慨慨慨慨深深深深いとおっしいとおっしいとおっしいとおっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいました。。。。全全全全くくくくそのとおりそのとおりそのとおりそのとおりだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今からからからから 10 年年年年前前前前だだだだったらったらったらったら、「、「、「、「企業企業企業企業存存存存続続続続のためののためののためののための環境経環境経環境経環境経営営営営」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉はははは多多多多分分分分なかったなかったなかったなかった。。。。当時当時当時当時、、、、環境対策環境対策環境対策環境対策ととととかかかか、、、、そういうのはそういうのはそういうのはそういうのは、、、、10 年年年年前前前前といえどももといえどももといえどももといえどももちちちちろんあろんあろんあろんありましたけれどもりましたけれどもりましたけれどもりましたけれども、、、、企業企業企業企業存存存存続続続続のためののためののためののための環環環環境経境経境経境経営営営営というというというという、、、、そういうそういうそういうそういう考考考考えはえはえはえは多多多多くくくくのののの人人人人はははは考考考考えていなかったえていなかったえていなかったえていなかった。。。。もしかするともしかするともしかするともしかすると、、、、ごくごくごくごく少数少数少数少数のののの人人人人しかしかしかしか考考考考えていなかったえていなかったえていなかったえていなかった。。。。それがそれがそれがそれが、、、、今今今今やややや、、、、こういうタイトルでこういうタイトルでこういうタイトルでこういうタイトルで会会会会場場場場にこれにこれにこれにこれだだだだけけけけ多多多多くくくくのののの方方方方がががが集集集集まってまってまってまってくだくだくだくださるのはさるのはさるのはさるのは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり環境経環境経環境経環境経営営営営というのはというのはというのはというのは企業企業企業企業存存存存続続続続のためにのためにのためにのために、、、、ああああえてえてえてえて言言言言ええええばばばば企企企企業業業業がががが厳厳厳厳しいしいしいしい競争競争競争競争のののの中中中中でででで、、、、日日日日本本本本のののの中中中中のののの競争競争競争競争、、、、国際国際国際国際ママママーーーーケケケケットにおけるットにおけるットにおけるットにおける競争競争競争競争、、、、そのそのそのその中中中中のいわのいわのいわのいわばばばば優優優優勝勝勝勝劣劣劣劣敗敗敗敗をををを分分分分けるけるけるける、、、、非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな要素要素要素要素になるになるになるになるんんんんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか、、、、そういうそういうそういうそういう認認認認識識識識になってきたかになってきたかになってきたかになってきたからとらとらとらと思思思思いますいますいますいます。。。。     じゃじゃじゃじゃ、、、、ななななぜぜぜぜ環境経環境経環境経環境経営営営営、、、、ああああるいはるいはるいはるいは環境力環境力環境力環境力だだだだとかとかとかとか、、、、そういうもそういうもそういうもそういうものがのがのがのが、、、、私私私私のようなのようなのようなのような環境環境環境環境専専専専門門門門家家家家だだだだけではなけではなけではなけではなくくくくてててて、、、、企業経企業経企業経企業経営営営営をしていらっしをしていらっしをしていらっしをしていらっしゃゃゃゃるるるる、、、、ああああるいはるいはるいはるいは企業企業企業企業のののの幹幹幹幹部部部部としてとしてとしてとして日日日日々々々々企業企業企業企業のののの発発発発展展展展をををを考考考考えていらっしえていらっしえていらっしえていらっしゃゃゃゃるるるる皆様皆様皆様皆様方方方方のテーのテーのテーのテーママママになったかということのになったかということのになったかということのになったかということの、、、、そのそのそのその最最最最大大大大のののの理理理理由由由由はははは、、、、早早早早速速速速パワーパワーパワーパワーポポポポイントのグラフをイントのグラフをイントのグラフをイントのグラフを出出出出していたしていたしていたしていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、パワーパワーパワーパワーポポポポイントでいけイントでいけイントでいけイントでいけばばばばこのグラフですがこのグラフですがこのグラフですがこのグラフですが、、、、おおおお手手手手元元元元のののの資資資資料料料料のののの中中中中ににににああああるるるるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、要要要要はははは、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境のののの悪化悪化悪化悪化がががが極極極極めてめてめてめて激激激激ししししくくくく、、、、かかかかつつつつ急速急速急速急速ででででああああるということにるということにるということにるということにああああるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。     最初最初最初最初のののの、、、、今今今今出出出出ておりますグラフはておりますグラフはておりますグラフはておりますグラフは、、、、過過過過去去去去 140 年年年年間間間間のののの世界世界世界世界のののの気温気温気温気温のののの平平平平均均均均値値値値がががが出出出出ていますていますていますています。。。。ごごごごららららんんんんのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、大大大大きなきなきなきな傾傾傾傾向向向向としてとしてとしてとして、、、、大体大体大体大体右右右右にににに上上上上がってきているがってきているがってきているがってきている。。。。ここでここでここでここでちちちちょょょょっとっとっとっと下下下下がるがるがるがるときがときがときがときがあああありますがりますがりますがりますが、、、、これはこれはこれはこれは大大大大気気気気汚染汚染汚染汚染によってによってによってによって、、、、一一一一種種種種のののの日日日日傘傘傘傘効効効効果果果果といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、太太太太陽陽陽陽のののの光光光光をををを



 176

反反反反射射射射するするするする日日日日傘傘傘傘効効効効果果果果ががががああああったわけですがったわけですがったわけですがったわけですが、、、、今今今今でもでもでもでも日日日日傘傘傘傘効効効効果果果果ははははああああることはることはることはることはああああるるるるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、それをそれをそれをそれをつつつつきききき破破破破ってってってって、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化がががが急速急速急速急速にににに進進進進んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。1970 年年年年代代代代からからからからほぼほぼほぼほぼ 30 年年年年間間間間ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、多多多多少少少少ののののでこでこでこでこぼぼぼぼこはこはこはこはあああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、傾傾傾傾向向向向的的的的にににに明明明明らかにらかにらかにらかに上上上上がってきたというグラフでがってきたというグラフでがってきたというグラフでがってきたというグラフであああありますりますりますります。。。。 そしてそしてそしてそして、、、、問問問問題題題題はははは次次次次ですですですです。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、ここからここからここからここから先先先先どうなるどうなるどうなるどうなるんんんんですかということにですかということにですかということにですかということにつつつついてはいてはいてはいては、、、、ここここれもまたこのれもまたこのれもまたこのれもまたこの会会会会場場場場にいらっしにいらっしにいらっしにいらっしゃゃゃゃるるるる方方方方々々々々はははは IPCC ののののレポレポレポレポートのートのートのートの中中中中身身身身をををを熟熟熟熟知知知知していらっししていらっししていらっししていらっしゃゃゃゃるるるるとととと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今のままいのままいのままいのままいくくくくとととと、、、、今後今後今後今後 100 年年年年のののの間間間間にににに地球地球地球地球のののの気温気温気温気温がががが 1.4 度度度度からからからから 5.8 度度度度上上上上昇昇昇昇するとするとするとするというのがいうのがいうのがいうのが、、、、もうもうもうもうあちあちあちあちここここちちちちでででで言言言言われわれわれわれ、、、、書書書書かれているわけですかれているわけですかれているわけですかれているわけです。。。。それはそれはそれはそれは基基基基本本本本ななななんんんんですがですがですがですが、、、、比比比比較較較較的的的的最近最近最近最近、、、、実実実実はははは昨昨昨昨年年年年のののの秋秋秋秋ななななんんんんですがですがですがですが、、、、東京東京東京東京大学大学大学大学とととと国立環境研究国立環境研究国立環境研究国立環境研究所所所所とととと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、海海海海洋洋洋洋研究開研究開研究開研究開発発発発機機機機構構構構というというというという、、、、３３３３研究研究研究研究機機機機関関関関、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも IPCC のののの研究研究研究研究にににに参加参加参加参加していらっししていらっししていらっししていらっしゃゃゃゃるるるる先生方先生方先生方先生方ばばばばかりかりかりかりですがですがですがですが、、、、そのそのそのその先生方先生方先生方先生方がががが、、、、日日日日本本本本がががが誇誇誇誇るスーパーるスーパーるスーパーるスーパーココココンンンンピピピピュュュュータータータータ、、、、地球地球地球地球シミシミシミシミュュュュレレレレーターをーターをーターをーターを使使使使ってってってって、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ細細細細かいかいかいかいメメメメッシッシッシッシュュュュでででで、、、、改改改改めてここからめてここからめてここからめてここから先先先先 100 年年年年がどうなるかをがどうなるかをがどうなるかをがどうなるかを予予予予測測測測しましたしましたしましたしました。。。。 このこのこのこの最初最初最初最初のののの図図図図はははは、、、、真真真真夏夏夏夏日日日日がどうがどうがどうがどう変変変変化化化化していしていしていしていくくくくかというかというかというかという図図図図でででであああありますりますりますります。。。。真真真真夏夏夏夏日日日日といえといえといえといえばばばば、、、、このこのこのこの千葉千葉千葉千葉県県県県のののの、、、、市市市市原原原原でででで、、、、昨昨昨昨年年年年のののの夏夏夏夏、、、、7 月月月月 20日日日日、、、、40.2 度度度度がががが出出出出ていますていますていますています。。。。同同同同じじじじ日日日日、、、、東京東京東京東京ではではではでは 39.5度度度度になっていてになっていてになっていてになっていて、、、、そういうそういうそういうそういう高高高高いいいい温温温温度度度度がががが出出出出たたたた。。。。東京東京東京東京でででで言言言言うとうとうとうと 70日真日真日真日真夏夏夏夏日日日日がががが続続続続いたいたいたいた。。。。大大大大阪阪阪阪はたはたはたはたしかしかしかしか 88日日日日でででで、、、、九州九州九州九州のののの宮宮宮宮崎崎崎崎県県県県だだだだったとったとったとったと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、100日日日日をををを超超超超えたとえたとえたとえたと。。。。真真真真夏夏夏夏日日日日がががが 100日日日日をををを超超超超えるということはえるということはえるということはえるということは、、、、非非非非常常常常にににに大大大大ざざざざっっっっぱぱぱぱなななな言言言言いいいい方方方方をするとをするとをするとをすると、、、、1 年年年年のうのうのうのうちちちちののののほほほほととととんんんんどどどど 3 分分分分のののの 1近近近近くくくくがががが真真真真夏夏夏夏日日日日だだだだったということになりますったということになりますったということになりますったということになります。。。。ままままああああ、、、、3 分分分分のののの 1 ではではではではあああありませりませりませりませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども。。。。 ししししかしかしかしかし、、、、東東東東大大大大のののの先生方先生方先生方先生方のグラフがのグラフがのグラフがのグラフが示示示示すものはすものはすものはすものは、、、、今今今今程程程程度度度度のことでのことでのことでのことで驚驚驚驚いていたらいていたらいていたらいていたらだだだだめですよめですよめですよめですよ、、、、実実実実はまはまはまはまだだだだ序序序序のののの口口口口にいるにいるにいるにいるんんんんですよということをですよということをですよということをですよということを示示示示しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、ここからここからここからここから先先先先、、、、ままままだだだだままままだだだだ真真真真夏夏夏夏日日日日がががが増増増増えていえていえていえていくくくく。。。。大大大大ざざざざっっっっぱぱぱぱにににに言言言言ええええばばばば、、、、今今今今よりもよりもよりもよりも 2 倍倍倍倍ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに増増増増えていえていえていえていくくくく。。。。それがそれがそれがそれが、、、、大体大体大体大体こういうこういうこういうこういう傾傾傾傾向向向向でででで進進進進んんんんでいでいでいでいくくくく……………………。。。。 次次次次のグラフのグラフのグラフのグラフ。。。。これはこれはこれはこれは豪豪豪豪雨雨雨雨でででであああありますりますりますります。。。。昨昨昨昨年年年年もももも台台台台風風風風がたがたがたがたくくくくささささんんんん来来来来たこともたこともたこともたこともああああってってってって、、、、台台台台風風風風にににに刺激刺激刺激刺激されたされたされたされた梅梅梅梅雨前雨前雨前雨前線線線線とかとかとかとか、、、、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろでででで、、、、豪豪豪豪雨雨雨雨ががががあちあちあちあちここここちちちちでででで起起起起こりましてこりましてこりましてこりまして、、、、大大大大変変変変なななな被被被被害害害害になりましたになりましたになりましたになりました。。。。それはそれはそれはそれは、、、、ここからここからここからここから先先先先、、、、将来将来将来将来にわたってはもっともっとにわたってはもっともっとにわたってはもっともっとにわたってはもっともっと、、、、豪豪豪豪雨雨雨雨とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういっいっいっいったもののたもののたもののたものの頻頻頻頻度度度度やややや程程程程度度度度がががが強強強強くくくくなっていなっていなっていなっていくくくくことをことをことをことを示示示示しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。 次次次次のグラフのグラフのグラフのグラフ、、、、これはこれはこれはこれは日日日日本本本本のののの夏夏夏夏がががが今後今後今後今後どうなっていどうなっていどうなっていどうなっていくくくくかかかか。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの真真真真夏夏夏夏日日日日ともともともとも関係関係関係関係いたしいたしいたしいたしますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、一一一一直直直直線線線線にににに上上上上がっていがっていがっていがっていくくくく。。。。夏夏夏夏のののの温温温温度度度度でででであああありますりますりますります。。。。夏夏夏夏というのはいというのはいというのはいというのはいつつつつのことかのことかのことかのことかというとというとというとというと、、、、6 月月月月、、、、7 月月月月、、、、8 月月月月のののの 3カカカカ月月月月間間間間。。。。今今今今まではまではまではまでは、、、、過過過過去去去去 100 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、ももももちろんちろんちろんちろん暑暑暑暑いいいい年年年年ももももああああるしるしるしるし、、、、むしむしむしむしろろろろ寒寒寒寒いいいい年年年年ももももああああったりしたけれどもったりしたけれどもったりしたけれどもったりしたけれども、、、、ほぼほぼほぼほぼ一定一定一定一定していたしていたしていたしていた。。。。それがそれがそれがそれが、、、、現現現現時点時点時点時点ぐぐぐぐららららいからいからいからいからぐんぐんぐんぐんとととと上上上上がっているわけですがっているわけですがっているわけですがっているわけです。。。。このこのこのこの 3 つつつつのグラフのグラフのグラフのグラフ、、、、豪豪豪豪雨雨雨雨にしましてもにしましてもにしましてもにしましても、、、、夏夏夏夏のののの平平平平均均均均気気気気温温温温にしましてもにしましてもにしましてもにしましても、、、、ああああるいはるいはるいはるいは真真真真夏夏夏夏日日日日のののの変変変変化化化化にしましてもにしましてもにしましてもにしましても、、、、何何何何をををを意意意意味味味味するかというとするかというとするかというとするかというと、、、、昨昨昨昨年年年年随随随随分分分分驚驚驚驚かされましたけれどもかされましたけれどもかされましたけれどもかされましたけれども、、、、実実実実はまはまはまはまだだだだ序序序序のののの口口口口ななななんんんんですですですです。。。。ここからここからここからここから先先先先、、、、厳厳厳厳しいことがしいことがしいことがしいことが考考考考えらえらえらえられるれるれるれるんだんだんだんだということですということですということですということです。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、気象気象気象気象学学学学者者者者がががが言言言言っていることでっていることでっていることでっていることであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、それがそれがそれがそれが、、、、例例例例ええええばばばば企業企業企業企業のののの経経経経営営営営ににににとってどういうとってどういうとってどういうとってどういう意意意意味味味味をををを持持持持つつつつかですかですかですかです。。。。夏夏夏夏がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん暑暑暑暑くくくくなっていなっていなっていなっていくくくく中中中中でででで、、、、例例例例ええええばばばば車車車車ををををつくつくつくつくるるるる、、、、鉄鉄鉄鉄ををををつくつくつくつくるるるる、、、、家家家家電製品電製品電製品電製品ををををつくつくつくつくっていっていっていっていくくくく、、、、ああああるいはそういったものをるいはそういったものをるいはそういったものをるいはそういったものを売売売売りりりり買買買買いをするいをするいをするいをする、、、、ああああるるるるいはいはいはいは観観観観光光光光業業業業をををを行行行行うううう、、、、そういうことがそういうことがそういうことがそういうことが、、、、こういうこういうこういうこういう気象気象気象気象条件下条件下条件下条件下でででで一体一体一体一体何何何何をををを意意意意味味味味するかというこするかというこするかというこするかということをとをとをとを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、後後後後でででで繰繰繰繰りりりり返返返返しししし触触触触れますけれどもれますけれどもれますけれどもれますけれども、、、、環境経環境経環境経環境経営営営営ををををしないしないしないしない企業企業企業企業というのはというのはというのはというのは成成成成りりりり立立立立
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っていかないっていかないっていかないっていかない。。。。 例例例例ええええばばばば、、、、このこのこのこの図図図図をををを 1 つつつつ見見見見てもてもてもても、、、、単単単単にににに夏夏夏夏のののの温温温温度度度度がががが上上上上がるというがるというがるというがるというだだだだけのものけのものけのものけのものじゃじゃじゃじゃないわけでないわけでないわけでないわけですすすす。。。。これにこれにこれにこれに伴伴伴伴ってってってって、、、、いいいいろんろんろんろんなことがなことがなことがなことが、、、、社会的社会的社会的社会的なインパクトがなインパクトがなインパクトがなインパクトがあああありりりり得得得得るわけでするわけでするわけでするわけです。。。。例例例例ええええばばばば疫疫疫疫病病病病がががが、、、、昔昔昔昔だだだだったらそったらそったらそったらそんんんんなにはなにはなにはなにはややややらなかったのがらなかったのがらなかったのがらなかったのが、、、、非非非非常常常常にににに大大大大ききききくくくくなっていなっていなっていなっていくくくくとかとかとかとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは熱中熱中熱中熱中症症症症でででで担担担担ぎぎぎぎ込込込込まれるまれるまれるまれる人人人人がががが多多多多くくくくなったりなったりなったりなったり、、、、2003 年年年年ののののヨヨヨヨーロッパのようにーロッパのようにーロッパのようにーロッパのように、、、、2 万万万万人人人人をををを超超超超すすすす人人人人がががが熱中熱中熱中熱中症症症症でででで亡亡亡亡くくくくなっていなっていなっていなっていくくくくとかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう事事事事態態態態がががが今後今後今後今後考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。ああああるいはるいはるいはるいは大大大大雨雨雨雨、、、、またまたまたまた場場場場合合合合によってはによってはによってはによっては干干干干ばつばつばつばつ、、、、そういうそういうそういうそういう気気気気候候候候のののの激激激激しいフラクしいフラクしいフラクしいフラクチチチチュュュュエーションがエーションがエーションがエーションが起起起起こりこりこりこり、、、、そういうそういうそういうそういう中中中中でででで国民国民国民国民のののの感感感感情情情情がががが揺揺揺揺れてれてれてれて、、、、国民国民国民国民のののの心配心配心配心配がががが深深深深まるまるまるまる中中中中でででで、、、、なおかなおかなおかなおかつつつつ企業経企業経企業経企業経営営営営、、、、例例例例ええええばばばば車車車車ををををつくつくつくつくりりりり続続続続けていけていけていけていくくくくことことことこと、、、、鉄鉄鉄鉄ををををつくつくつくつくってってってって売売売売っていっていっていっていくくくくことがことがことがことが一体一体一体一体どういうどういうどういうどういう意意意意味味味味をををを持持持持つつつつのかということのかということのかということのかということになっていになっていになっていになっていくだろくだろくだろくだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。それにそれにそれにそれに対対対対応応応応するものはするものはするものはするものは環境経環境経環境経環境経営営営営とととと言言言言われるものでしかわれるものでしかわれるものでしかわれるものでしかあああありりりり得得得得ないしないしないしないし、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、そういったそういったそういったそういった環境経環境経環境経環境経営営営営をををを推進推進推進推進するするするする力力力力がまさにがまさにがまさにがまさに私私私私はははは環境力環境力環境力環境力だだだだというというというという認認認認識識識識をををを持持持持っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。 

  早早早早速速速速、、、、パワーパワーパワーパワーポポポポイントをイントをイントをイントを若干飛若干飛若干飛若干飛ばばばばしましてしましてしましてしまして、、、、競競競競ってってってって導導導導入入入入されるされるされるされる環境経環境経環境経環境経営営営営、、、、このとここのとここのとここのところろろろにににに入入入入りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。皆様皆様皆様皆様よよよよくごくごくごくご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、もうもうもうもう七七七七、、、、八八八八年年年年前前前前からからからから、、、、環境環境環境環境 ISO をををを、、、、いいいいろろろろんんんんなななな企業企業企業企業がががが取取取取りりりり入入入入れるようになりれるようになりれるようになりれるようになり、、、、最近最近最近最近ではではではでは、、、、環境環境環境環境 ISO ををををややややっているっているっているっているぐぐぐぐらいではらいではらいではらいでは、、、、環境経環境経環境経環境経営営営営ををををややややっていますとっていますとっていますとっていますと威威威威張張張張れないれないれないれない状況状況状況状況になっているになっているになっているになっている。。。。ししししばばばばららららくくくく前前前前ですとですとですとですと、、、、ISO14001 をををを取取取取ってってってっていますよといますよといますよといますよと言言言言ええええばばばば、「、「、「、「ああああああああ、、、、すすすすごごごごいいいいねねねね、、、、おたおたおたおたくくくくはもうはもうはもうはもう環境経環境経環境経環境経営営営営ややややっているのっているのっているのっているの」」」」ということということということということだだだだったったったったんんんんですがですがですがですが、、、、今今今今はははは、、、、ISO14001ぐぐぐぐらいではらいではらいではらいでは、、、、とてもとてもとてもとても環境経環境経環境経環境経営営営営ををををややややっているとっているとっているとっていると多多多多くくくくのののの人人人人がががが評評評評価価価価してしてしてしてくくくくれなれなれなれなくくくくなりましたなりましたなりましたなりました。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、どどどどんんんんなことをなことをなことをなことをややややらないとらないとらないとらないとだだだだめかというとめかというとめかというとめかというと、、、、例例例例ええええばばばば環境環境環境環境報告報告報告報告書書書書とととと言言言言われるようなものわれるようなものわれるようなものわれるようなもの、、、、ききききょょょょうもうもうもうも後後後後からからからから出出出出ていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます、、、、リリリリココココーさーさーさーさんんんんにしてにしてにしてにしてもももも、、、、イオンさイオンさイオンさイオンさんんんんにしてもにしてもにしてもにしても、、、、ずっとずっとずっとずっと前前前前からからからから環境環境環境環境報告報告報告報告書書書書はもはもはもはもちろんちろんちろんちろん出出出出していらっししていらっししていらっししていらっしゃゃゃゃいますけいますけいますけいますけれどもれどもれどもれども、、、、こういうものをこういうものをこういうものをこういうものを出出出出してしてしてして、、、、企業企業企業企業のののの経経経経営営営営のののの透透透透明明明明性性性性といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、少少少少ななななくくくくともともともとも環境環境環境環境部部部部分分分分でのでのでのでの透透透透明明明明性性性性、、、、つつつつまりまりまりまり、、、、どういうものをどういうものをどういうものをどういうものを使使使使いいいい、、、、どういうエネルどういうエネルどういうエネルどういうエネルギギギギーーーー源源源源をををを使使使使いいいい、、、、そのそのそのその結結結結果果果果どのどのどのどの程程程程度度度度 CO2 をををを出出出出しているかとかしているかとかしているかとかしているかとか、、、、どういうどういうどういうどういう廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物がががが発生発生発生発生しているかしているかしているかしているか、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してどういうしてどういうしてどういうしてどういう対対対対応応応応をとっているかというようなことをきをとっているかというようなことをきをとっているかというようなことをきをとっているかというようなことをきちちちちっとっとっとっと説説説説明明明明するするするする環境環境環境環境報告報告報告報告書書書書。。。。それからそれからそれからそれから、、、、3番番番番目目目目ににににはははは、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう随随随随分分分分前前前前からからからからややややっていますがっていますがっていますがっていますが、、、、省省省省エネ・エネ・エネ・エネ・省省省省資源資源資源資源、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、ああああるいはさらるいはさらるいはさらるいはさらにににに一一一一歩歩歩歩進進進進んんんんでゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションとかとかとかとか、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな活動活動活動活動をしているをしているをしているをしている……………………。。。。それからそれからそれからそれから、、、、メメメメーーーーカカカカーではーではーではーでは、、、、DFE とととと称称称称しましてしましてしましてしまして、、、、デデデデザザザザイン・フォー・エイン・フォー・エイン・フォー・エイン・フォー・エココココロジーとかロジーとかロジーとかロジーとか、、、、いいいいろんろんろんろんなななな言言言言いいいい方方方方ががががあああありりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、要要要要はははは、、、、環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした形形形形のデのデのデのデザザザザインになっていインになっていインになっていインになっていくくくく。。。。10 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい前前前前だだだだったらったらったらったら、、、、環境環境環境環境のことはそうデのことはそうデのことはそうデのことはそうデザザザザインにおいてインにおいてインにおいてインにおいて考考考考えなかったえなかったえなかったえなかった……………………。。。。それそれそれそれ以以以以前前前前だだだだったらったらったらったらほほほほととととんんんんどどどど考考考考えなえなえなえなかったかったかったかった。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、そのそのそのその製品製品製品製品がががが強固強固強固強固ででででああああるかるかるかるか、、、、機機機機能能能能性性性性がががが高高高高いかいかいかいか、、、、そういうことはそういうことはそういうことはそういうことは企業企業企業企業はもはもはもはもちろんちろんちろんちろん長長長長いいいい時間時間時間時間かけてかけてかけてかけて随随随随分分分分ややややっていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃいましたけれどもいましたけれどもいましたけれどもいましたけれども、、、、もうそれもうそれもうそれもうそれだだだだけけけけじゃじゃじゃじゃだだだだめでめでめでめで、、、、エエエエココココのことものことものことものことも考考考考えなえなえなえなくちくちくちくちゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない、、、、こういうこういうこういうこういう時時時時代代代代になりになりになりになりましたましたましたました。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、社内社内社内社内のののの環境環境環境環境教育教育教育教育・・・・研研研研修修修修といったものもといったものもといったものもといったものも随随随随分進分進分進分進んんんんできましたできましたできましたできました。。。。実実実実はははは、、、、私私私私のとこのとこのとこのところろろろもももも、、、、幾幾幾幾つつつつかのかのかのかの企業企業企業企業とととと、、、、かなりかなりかなりかなり踏踏踏踏みみみみ込込込込んだんだんだんだ環境環境環境環境教育教育教育教育なりなりなりなり研研研研修修修修なりをさせていたなりをさせていたなりをさせていたなりをさせていただだだだいていまいていまいていまいていますけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、そういうそういうそういうそういう会社会社会社会社がたがたがたがたくくくくささささんんんん増増増増えてきたえてきたえてきたえてきた。。。。それからそれからそれからそれから、、、、皆皆皆皆ささささんごんごんごんご存存存存じじじじのとおりのグのとおりのグのとおりのグのとおりのグリーンリーンリーンリーン購入購入購入購入、、、、これはこれはこれはこれは国国国国のののの機機機機関関関関はははは法法法法律律律律上上上上義義義義務務務務づけられましたづけられましたづけられましたづけられました。。。。自治体自治体自治体自治体、、、、企業企業企業企業はははは、、、、法法法法律律律律上上上上のののの義義義義務務務務ではではではではあああありませりませりませりませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、実際実際実際実際上上上上、、、、競競競競ってグリーンってグリーンってグリーンってグリーン購入購入購入購入ををををややややるるるる企業企業企業企業がががが増増増増えているえているえているえている。。。。特特特特にににに
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大企業大企業大企業大企業はははは、、、、物物物物品品品品のののの調調調調達達達達、、、、部品部品部品部品とかとかとかとか、、、、そういったもののそういったもののそういったもののそういったものの調調調調達達達達にににに当当当当たってたってたってたって、、、、関連企業関連企業関連企業関連企業、、、、もっともっともっともっとはっきりはっきりはっきりはっきり言言言言ええええばばばば、、、、下下下下請請請請企業企業企業企業とかとかとかとか、、、、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろにグリーンなにグリーンなにグリーンなにグリーンな製品製品製品製品をををを供供供供給給給給することをすることをすることをすることを要求要求要求要求するするするする。。。。供供供供給給給給しなかったらおたしなかったらおたしなかったらおたしなかったらおたくくくくとはとはとはとはつつつつきききき合合合合わないわないわないわない、、、、そういうようなことになってきておりそういうようなことになってきておりそういうようなことになってきておりそういうようなことになってきておりましてましてましてまして、、、、企業企業企業企業同志同志同志同志のグリーンのグリーンのグリーンのグリーン購入購入購入購入もももも増増増増えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、物物物物流流流流もももも、、、、かかかかつつつつてはてはてはては、、、、トラックがトラックがトラックがトラックが中心中心中心中心でででで運運運運んんんんでいてでいてでいてでいて、、、、そのときそのときそのときそのとき問問問問題題題題になったのになったのになったのになったのはははは、、、、事事事事故故故故はははは起起起起こしてもらっこしてもらっこしてもらっこしてもらっちちちちゃゃゃゃ困困困困るけれどもるけれどもるけれどもるけれども、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外ではではではでは、、、、ももももちろんちろんちろんちろん価格価格価格価格のののの問問問問題題題題ぐぐぐぐらいらいらいらいがががが配慮事配慮事配慮事配慮事項項項項だだだだったったったったんんんんですがですがですがですが、、、、今今今今はそれはそれはそれはそれだだだだけけけけじゃじゃじゃじゃだだだだめめめめ。。。。トラックでトラックでトラックでトラックで送送送送るにしてもるにしてもるにしてもるにしても、、、、CNG トラトラトラトラックでックでックでックで送送送送ってってってってくくくくれとかれとかれとかれとか、、、、ハハハハイブリッイブリッイブリッイブリッドドドド、、、、ままままああああ、、、、ままままだあだあだあだあまりまりまりまり入入入入っていないっていないっていないっていないんんんんですがですがですがですが、、、、ハハハハイイイイブブブブリッリッリッリッドドドドのトラックにしてのトラックにしてのトラックにしてのトラックにしてくくくくれとかれとかれとかれとか、、、、鉄鉄鉄鉄道道道道輸輸輸輸送送送送にするとかにするとかにするとかにするとか、、、、船船船船にするとかにするとかにするとかにするとか、、、、かなりかなりかなりかなり環境環境環境環境をををを意意意意識識識識したしたしたした物物物物流流流流がががが取取取取りりりり入入入入れられるようになってきたれられるようになってきたれられるようになってきたれられるようになってきた。。。。 

  大体大体大体大体こういうものがこういうものがこういうものがこういうものが環境経環境経環境経環境経営営営営というもののというもののというもののというものの中中中中身身身身ででででああああってってってって、、、、しかもこのしかもこのしかもこのしかもこの中中中中身身身身はははは、、、、たかたかたかたかだだだだかかかかこのこのこのこの 10 年以内年以内年以内年以内にににに各企業各企業各企業各企業がががが競競競競ってってってって導導導導入入入入するようになってきたするようになってきたするようになってきたするようになってきた。。。。このこのこのこのああああるるるる部部部部分分分分はははは、、、、数数数数年年年年前前前前からからからから取取取取りりりり入入入入れているれているれているれている企業企業企業企業はもはもはもはもちろんあちろんあちろんあちろんあるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。ああああるいはるいはるいはるいは、、、、このこのこのこの会会会会場場場場にもにもにもにも、、、、ううううちちちちががががややややってってってっているのはいるのはいるのはいるのは ISO だだだだけけけけだだだだなとかなとかなとかなとか、、、、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろももももああああるかもしれませるかもしれませるかもしれませるかもしれませんんんんがががが、、、、多多多多くくくくのののの企業企業企業企業、、、、特特特特ににににこのこのこのこの会会会会場場場場にいらっしにいらっしにいらっしにいらっしゃゃゃゃるようなるようなるようなるような企業企業企業企業のののの場場場場合合合合だだだだったらったらったらったら、、、、恐恐恐恐ららららくくくく多多多多くくくくがこういったこことにがこういったこことにがこういったこことにがこういったこことに取取取取りりりり組組組組んんんんでおられるでおられるでおられるでおられる。。。。 

  それにそれにそれにそれに加加加加えてえてえてえて、、、、このこのこのこの二二二二、、、、三年三年三年三年でででであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、環境経環境経環境経環境経営営営営のののの一一一一要素要素要素要素としてとしてとしてとして、、、、一一一一要素要素要素要素といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、ああああるいはそのるいはそのるいはそのるいはその基基基基本本本本になるものとしてになるものとしてになるものとしてになるものとして、、、、企業企業企業企業のののの社会的社会的社会的社会的責任責任責任責任というものというものというものというものがががが出出出出てきたことはてきたことはてきたことはてきたことは皆皆皆皆ささささんごんごんごんご存存存存じじじじのとおりでのとおりでのとおりでのとおりであああありますりますりますります。。。。企業企業企業企業のののの社会的社会的社会的社会的責任責任責任責任とはとはとはとは何何何何かにかにかにかにつつつついていていていてはははは、、、、人人人人によってによってによってによって定定定定義義義義がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろとととと違違違違いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、ここでここでここでここで私私私私ががががごごごご紹介紹介紹介紹介しようとしようとしようとしようと思思思思ったのったのったのったのはははは、、、、ISO でででであああありますりますりますります。。。。皆皆皆皆ささささんごんごんごんご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、ISO でもでもでもでも、、、、社会的社会的社会的社会的責任責任責任責任、、、、CSR というものをというものをというものをというものを規規規規格格格格化化化化しようというしようというしようというしようという動動動動きがきがきがきが今今今今進進進進んんんんでおりましてでおりましてでおりましてでおりまして、、、、ISO がががが一体一体一体一体どどどどんんんんなことをなことをなことをなことを考考考考えているのかえているのかえているのかえているのかなということでなということでなということでなということで 1つつつつのののの定定定定義義義義例例例例としてここにとしてここにとしてここにとしてここに載載載載ってってってってござござござございますいますいますいます。。。。 そこにそこにそこにそこに書書書書いていていていてあああありますようにりますようにりますようにりますように、「、「、「、「CSR とはとはとはとは、、、、企業企業企業企業がががが法法法法令令令令遵遵遵遵守守守守にとどまらずにとどまらずにとどまらずにとどまらず、、、、市民市民市民市民、、、、地域地域地域地域、、、、社会社会社会社会をををを利利利利するようなするようなするようなするような形形形形でででで、、、、経済経済経済経済、、、、環境環境環境環境、、、、社会社会社会社会問問問問題題題題ににににつつつついていていていてババババランスのとれたアプローランスのとれたアプローランスのとれたアプローランスのとれたアプローチチチチをををを行行行行うううう」。」。」。」。要要要要はははは、、、、環境環境環境環境だだだだけでなけでなけでなけでなくくくくてててて、、、、経済経済経済経済もももも、、、、それからそれからそれからそれから地域社会地域社会地域社会地域社会とかとかとかとか、、、、それからそれからそれからそれから自分自分自分自分のののの企業内企業内企業内企業内ということももということももということももということももちろんあちろんあちろんあちろんありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、そういうものにそういうものにそういうものにそういうものに対対対対してしてしてしてババババランスのとれたアプロランスのとれたアプロランスのとれたアプロランスのとれたアプローーーーチチチチをををを行行行行うことがうことがうことがうことが企業企業企業企業のののの社会的社会的社会的社会的責任責任責任責任でででで、「、「、「、「そのそのそのその結結結結果果果果をををを主体的主体的主体的主体的にににに公公公公表表表表しししし、、、、説説説説明明明明責任責任責任責任をををを果果果果たしてたしてたしてたしていいいいくくくくことことことこと」」」」ということですということですということですということです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、ポポポポイントとしてはイントとしてはイントとしてはイントとしては、、、、まずまずまずまずババババランスのとれたアプランスのとれたアプランスのとれたアプランスのとれたアプローローローローチチチチをををを行行行行うことがうことがうことがうことが 1 つつつつ。。。。それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、どういうアプローどういうアプローどういうアプローどういうアプローチチチチをとっているかとをとっているかとをとっているかとをとっているかということをいうことをいうことをいうことを、、、、嫌嫌嫌嫌々々々々ながらながらながらながら公公公公表表表表するするするするんんんんじゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、主体的主体的主体的主体的にににに、、、、自主的自主的自主的自主的にににに公公公公表表表表してしてしてして、、、、説説説説明明明明責任責任責任責任をををを果果果果たしていたしていたしていたしていくくくくということということということということ。。。。こういうこういうこういうこういう要素要素要素要素がががが CSR のののの基基基基本的本的本的本的なななな要素要素要素要素としてとしてとしてとして定定定定義義義義づけられるとづけられるとづけられるとづけられるといいますかいいますかいいますかいいますか、、、、オーオーオーオーソソソソライズされているわけですライズされているわけですライズされているわけですライズされているわけです。。。。 

  実実実実はははは、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに言言言言いますといますといますといますと、、、、何何何何かいかにもかいかにもかいかにもかいかにもヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパ的的的的なななな物物物物のののの考考考考ええええ方方方方、、、、トリプルトリプルトリプルトリプルボボボボトムラインとかトムラインとかトムラインとかトムラインとか、、、、ヨヨヨヨーロッパのーロッパのーロッパのーロッパの人人人人たたたたちちちちがががが言言言言いいいい出出出出したアプローしたアプローしたアプローしたアプローチチチチにににに近近近近いといういといういといういというふふふふうにうにうにうに思思思思わわわわれるかもれるかもれるかもれるかもしれませしれませしれませしれませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、まさにまさにまさにまさに 1 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい前前前前にににに開開開開かれたかれたかれたかれた国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミッショのゼロエミッショのゼロエミッショのゼロエミッションフォーラムのンフォーラムのンフォーラムのンフォーラムの際際際際にににに、、、、そのときそのときそのときそのとき私私私私がががが小小小小林林林林陽陽陽陽太郎太郎太郎太郎ささささんんんんからからからから聞聞聞聞いたいたいたいた話話話話ななななんんんんですがですがですがですが、、、、日日日日本本本本ではではではでは昔昔昔昔からからからから、、、、CSR ななななんんんんてててて言言言言わなわなわなわなくくくくたってたってたってたって、、、、企業企業企業企業ををををややややるるるる人人人人にとってにとってにとってにとってごくごくごくごく当当当当たりたりたりたり前前前前なななな考考考考ええええ方方方方ががががああああったったったった
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んだんだんだんだそうですそうですそうですそうです。「。「。「。「三方三方三方三方よしよしよしよし」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉ががががああああってってってって、、、、私私私私はそれをはそれをはそれをはそれを聞聞聞聞いていていていて、、、、なるなるなるなるほほほほどどどど、、、、そうそうそうそうだだだだっっっったたたたねねねね。。。。日日日日本本本本だだだだったらったらったらったら、、、、江江江江戸戸戸戸時時時時代代代代のののの商商商商人人人人がががが、、、、例例例例ええええばばばば近江近江近江近江商商商商人人人人がががが、、、、自分自分自分自分のののの会社会社会社会社だだだだけよけれけよけれけよけれけよければばばばいいいいいということをいということをいということをいということを考考考考えるはずがないわけですえるはずがないわけですえるはずがないわけですえるはずがないわけです。。。。それからまたそれからまたそれからまたそれからまた、、、、おおおお客客客客ささささんだんだんだんだけがよけれけがよけれけがよけれけがよければばばばいいいいいいいいななななんんんんていうことをていうことをていうことをていうことを考考考考えるはずもないわけえるはずもないわけえるはずもないわけえるはずもないわけですですですです。。。。おおおお客客客客ささささんんんんさえよけれさえよけれさえよけれさえよければばばば自分自分自分自分のののの会社会社会社会社はどうなはどうなはどうなはどうなってもいいなってもいいなってもいいなってもいいなんんんんていうことをていうことをていうことをていうことを商商商商人人人人やややや商工商工商工商工業業業業者者者者がががが考考考考えるわけがないえるわけがないえるわけがないえるわけがない。。。。だだだだからからからから、、、、おおおお客客客客ささささんんんんのこのこのこのことはもとはもとはもとはもちろんちろんちろんちろん大大大大事事事事だだだだしししし、、、、ももももちろんちろんちろんちろん自分自分自分自分のののの会社会社会社会社といいますかといいますかといいますかといいますか自分自分自分自分のおのおのおのお店店店店のことものことものことものことも大大大大事事事事だだだだけれけれけれけれどもどもどもども、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、「、「、「、「世世世世間間間間よしよしよしよし」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉がががが当時当時当時当時からからからからああああったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。今今今今のののの言言言言葉葉葉葉でででで言言言言ええええばばばば、、、、社会社会社会社会とかとかとかとか環境環境環境環境とととと言言言言われるものですわれるものですわれるものですわれるものですねねねね。。。。自分自分自分自分のののの会社会社会社会社がいいことはがいいことはがいいことはがいいことは当当当当たりたりたりたり前前前前ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ままままずおずおずおずお客客客客ささささんんんんがががが喜喜喜喜んんんんででででくくくくれなれなれなれなくちくちくちくちゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。そしてそしてそしてそして、、、、世世世世間間間間もももも喜喜喜喜んんんんででででくくくくれなれなれなれなくちくちくちくちゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、三方三方三方三方はははは、、、、おおおお客客客客ささささんんんん、、、、自分自分自分自分のおのおのおのお店店店店、、、、そしてそしてそしてそして世世世世間間間間、、、、このこのこのこの 3 つつつつがががが喜喜喜喜ばばばばないとないとないとないと、、、、そういうそういうそういうそういう商商商商業業業業ののののややややりりりり方方方方をしないとをしないとをしないとをしないと、、、、そのおそのおそのおそのお店店店店はははは持続的持続的持続的持続的にににに発展発展発展発展しないというしないというしないというしないというふふふふうにうにうにうに、、、、近江近江近江近江商商商商人人人人のののの間間間間ででででははははつつつつとにとにとにとに言言言言われていたというわけですわれていたというわけですわれていたというわけですわれていたというわけです。。。。まさにまさにまさにまさに今今今今でででで言言言言うううう、「、「、「、「企業企業企業企業のののの社会的社会的社会的社会的責任責任責任責任」」」」そのものそのものそのものそのものだだだだとととと私私私私自自自自身身身身はははは思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。そういうことがそういうことがそういうことがそういうことが日日日日本本本本のののの江江江江戸戸戸戸時時時時代代代代のののの商商商商人人人人のののの道道道道徳徳徳徳のののの中中中中でででで語語語語りりりり継継継継ががががれていきれていきれていきれていき、、、、そしてそしてそしてそして守守守守られてきたられてきたられてきたられてきたんだんだんだんだなということをなということをなということをなということを、、、、そのときにもうそのときにもうそのときにもうそのときにもう一回一回一回一回思思思思いをいをいをいを起起起起こさせこさせこさせこさせていたていたていたていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。私私私私はははは、、、、このことはこのことはこのことはこのことは非非非非常常常常にににに大大大大事事事事だだだだとととと思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、今今今今はははは、、、、新新新新聞聞聞聞ななななんんんんかをかをかをかを見見見見ておられるとておられるとておられるとておられると、、、、少少少少しオーしオーしオーしオーババババーにーにーにーに言言言言ええええばばばば、、、、CSR とかとかとかとか企業企業企業企業のののの社会的社会的社会的社会的責任責任責任責任というというというという言言言言葉葉葉葉がががが出出出出ないないないない日日日日はないはないはないはないぐぐぐぐららららいいいい、、、、大体大体大体大体どこかにどこかにどこかにどこかに必必必必ずずずず出出出出ておりますておりますておりますております。。。。出出出出ているどこているどこているどこているどころろろろかかかか、、、、CSR のののの特集特集特集特集号号号号だだだだととととかかかか、、、、そういうものがそういうものがそういうものがそういうものが随随随随分分分分ああああるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。 

  さてさてさてさて、、、、そのそのそのその小小小小林林林林陽陽陽陽太郎太郎太郎太郎ささささんんんんをををを代代代代表表表表としていたとしていたとしていたとしていた経済経済経済経済同同同同友友友友会会会会がががが、、、、CSR ににににつつつついてまとめたいてまとめたいてまとめたいてまとめた文文文文書書書書をををを今今今今からからからから 2 年年年年前前前前にににに発表発表発表発表しているわけですがしているわけですがしているわけですがしているわけですが、、、、それによるとそれによるとそれによるとそれによると、、、、CSR というのはというのはというのはというのは、「、「、「、「企業企業企業企業とととと社会社会社会社会のののの持続的持続的持続的持続的なななな相相相相乗乗乗乗発展発展発展発展にににに資資資資するするするする」。」。」。」。企業企業企業企業さえさえさえさえ、、、、自分自分自分自分のののの会社会社会社会社さえよけれさえよけれさえよけれさえよければばばばいいというわけいいというわけいいというわけいいというわけじゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、社会社会社会社会もももも含含含含めてめてめてめて持続的持続的持続的持続的にににに伸伸伸伸びるびるびるびる、、、、おおおお互互互互いにいにいにいに発展発展発展発展していしていしていしていくくくく。。。。それからそれからそれからそれから、、、、CSR というのはというのはというのはというのは「「「「事事事事業業業業のののの中中中中核核核核にににに位位位位置置置置づけるべきづけるべきづけるべきづけるべき『『『『投投投投資資資資』』』』とととと考考考考えるべきえるべきえるべきえるべきだだだだ」。」。」。」。小小小小林林林林陽陽陽陽太郎太郎太郎太郎ささささんんんんがいがいがいがいつつつつもももも、「、「、「、「ここここれはれはれはれは投投投投資資資資ですよですよですよですよ。。。。嫌嫌嫌嫌々々々々ながらながらながらながらややややるべきものるべきものるべきものるべきものじゃじゃじゃじゃないないないないんんんんですよですよですよですよ」」」」とととと。。。。会社会社会社会社がががが発展発展発展発展していしていしていしていくくくくたたたためのめのめのめの投投投投資資資資とととと考考考考えるべきなえるべきなえるべきなえるべきなんだんだんだんだということをおっしということをおっしということをおっしということをおっしゃゃゃゃっていますがっていますがっていますがっていますが、、、、まさにそのものずまさにそのものずまさにそのものずまさにそのものずばばばばりりりり。。。。それからそれからそれからそれから自主的自主的自主的自主的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ、、、、こういうことですこういうことですこういうことですこういうことです。。。。 

  このようにこのようにこのようにこのように、、、、日日日日本本本本のののの企業企業企業企業はははは、、、、ここここここここ 10 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、特特特特にににに CSR ななななんんんんていうことがていうことがていうことがていうことが声声声声高高高高にににに言言言言わわわわれるようになってからまれるようになってからまれるようになってからまれるようになってからまだだだだ数数数数年年年年だだだだとととと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、たかたかたかたかだだだだかかかか 10 年年年年ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの間間間間にににに、、、、企業企業企業企業経経経経営営営営のののの方方方方向向向向はかなりはかなりはかなりはかなり環境環境環境環境にににに向向向向いてきたといてきたといてきたといてきたと思思思思いますいますいますいます。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、喜喜喜喜んんんんででででばばばばかりいられるのかとかりいられるのかとかりいられるのかとかりいられるのかというというというというと、、、、必必必必ずしもそうでもないずしもそうでもないずしもそうでもないずしもそうでもない話話話話がががが、、、、最近最近最近最近、、、、特特特特にににに京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書にににに絡絡絡絡めてめてめてめて出出出出てきておりますてきておりますてきておりますてきております。。。。具具具具体的体的体的体的にににに言言言言うとどういうことかというとうとどういうことかというとうとどういうことかというとうとどういうことかというと、、、、つつつついいいい最近最近最近最近のののの、、、、京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書がががが発効発効発効発効したしたしたした後後後後でもでもでもでも、、、、京京京京都都都都議定議定議定議定書書書書はははは「「「「安安安安政政政政以以以以来来来来のののの不不不不平平平平等等等等条条条条約約約約ででででああああるるるる。。。。ここここんんんんななななばばばばかなかなかなかな条条条条約約約約はははは早早早早くやくやくやくやめてしまえめてしまえめてしまえめてしまえ」」」」とととと言言言言わわわわんばんばんばんばかりのかりのかりのかりの意見意見意見意見がががが、、、、しかもしかもしかもしかも大企業大企業大企業大企業なりなりなりなり、、、、大企業団体大企業団体大企業団体大企業団体のののの幹幹幹幹部部部部のののの口口口口からからからから出出出出たりしているたりしているたりしているたりしているんんんんでででですすすす。。。。それからそれからそれからそれから、、、、京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書をををを達達達達成成成成するためにはいするためにはいするためにはいするためにはいろんろんろんろんなことをなことをなことをなことをややややらならならならなくちくちくちくちゃゃゃゃいけませいけませいけませいけませんんんんがががが、、、、そのうそのうそのうそのうちちちちのののの 1 つつつつはははは、、、、経済的経済的経済的経済的手法手法手法手法、、、、特特特特にににに環境環境環境環境税税税税とととと言言言言われるわれるわれるわれる、、、、そのそのそのその税税税税収収収収のののの使使使使いいいい方方方方もももも含含含含めてめてめてめて、、、、そそそそういうものでういうものでういうものでういうものであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、これにこれにこれにこれに対対対対してもしてもしてもしても非非非非常常常常にネにネにネにネガガガガテテテティィィィブなブなブなブな意見意見意見意見がよがよがよがよくくくく出出出出てきてきてきてきてててているわけですいるわけですいるわけですいるわけです。。。。既既既既にににに日日日日本経団連本経団連本経団連本経団連がががが、、、、環境環境環境環境税税税税断断断断固固固固反反反反対対対対、、、、排排排排出出出出権権権権取取取取引断引断引断引断固固固固反反反反対対対対、、、、一一一一応応応応こういうこういうこういうこういうようなスタンスになっているわけですようなスタンスになっているわけですようなスタンスになっているわけですようなスタンスになっているわけです。。。。ももももちろんちろんちろんちろん私私私私自自自自身身身身、「、「、「、「断断断断固固固固反反反反対対対対」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉にそにそにそにそんんんんなななな
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にびっにびっにびっにびっくくくくりしているわけではないりしているわけではないりしているわけではないりしているわけではないんんんんですがですがですがですが、、、、一一一一応応応応そういうスタンスになっているそういうスタンスになっているそういうスタンスになっているそういうスタンスになっている。。。。 そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、どうどうどうどう考考考考えてもこれはえてもこれはえてもこれはえてもこれはああああまりまりまりまり戦戦戦戦略性略性略性略性がないなというがないなというがないなというがないなというふふふふうにうにうにうに私私私私ななななんんんんかにはかにはかにはかには思思思思ええええてならないわけですてならないわけですてならないわけですてならないわけです。。。。せっかせっかせっかせっかくくくく日日日日本本本本のののの企業企業企業企業はははは、、、、環境経環境経環境経環境経営営営営とこのとこのとこのとこの 10 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい叫叫叫叫んんんんできてできてできてできて、、、、実実実実際際際際たたたたくくくくささささんんんんのののの企業企業企業企業がががが環境経環境経環境経環境経営営営営にににに汗汗汗汗をををを流流流流していらっししていらっししていらっししていらっしゃゃゃゃるるるる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、たったたったたったたった今今今今ごごごご説説説説明明明明したしたしたした企企企企業業業業のののの社会的社会的社会的社会的責任責任責任責任ななななんんんんかもかもかもかも、、、、多多多多くくくくのののの企企企企業業業業がががが競競競競ってってってって企業企業企業企業のののの社会的社会的社会的社会的責任責任責任責任ということをということをということをということを言言言言いいいい出出出出してしてしてしていらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるるるる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、社会的社会的社会的社会的責任責任責任責任レポレポレポレポートなートなートなートなんんんんていうのもていうのもていうのもていうのも出出出出しししし始始始始めているめているめているめている企業企業企業企業もももも決決決決してしてしてして 1社社社社やややや 2 社社社社だだだだけではないわけですけではないわけですけではないわけですけではないわけです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの ISO にににに関連関連関連関連しましてもしましてもしましてもしましても、、、、私私私私はははは、、、、伝伝伝伝ええええ聞聞聞聞いているとこいているとこいているとこいているところろろろによるとによるとによるとによると、、、、最初最初最初最初はははは ISO でででで CSR をををを規規規規格格格格化化化化するということにするということにするということにするということに対対対対してしてしてして、、、、日日日日本本本本のののの経経経経済界済界済界済界はははは断断断断固固固固反反反反対対対対というというというという姿勢姿勢姿勢姿勢でででで臨臨臨臨んだんんだんんだんんだんですがですがですがですが、、、、それがそれがそれがそれが世界世界世界世界のののの大大大大勢勢勢勢にならないとにならないとにならないとにならないと見見見見るるるるやややや、、、、今今今今度度度度はははは一一一一転転転転してしてしてして、、、、議議議議長長長長国国国国になりたいとかなになりたいとかなになりたいとかなになりたいとかなんんんんとかとかとかとか言言言言いいいい出出出出しているしているしているしている。。。。議議議議長長長長はさすがにはさすがにはさすがにはさすがに無無無無理理理理だだだだととととなったらなったらなったらなったら、、、、ああああるるるる分科会分科会分科会分科会のののの分科会分科会分科会分科会長長長長ぐぐぐぐらいにはなりたいとらいにはなりたいとらいにはなりたいとらいにはなりたいと言言言言いいいい出出出出したしたしたした。。。。もうもうもうもう一度言一度言一度言一度言いますがいますがいますがいますが、、、、日日日日本本本本のののの企業企業企業企業はははは、、、、決決決決してうそでもしてうそでもしてうそでもしてうそでも何何何何でもなでもなでもなでもなくくくく、、、、環境経環境経環境経環境経営営営営をををを実際実際実際実際汗汗汗汗をををを流流流流してしてしてして一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命ややややっていっていっていっていらっしらっしらっしらっしゃゃゃゃるのにるのにるのにるのに、、、、事新事新事新事新しいしいしいしい、、、、例例例例ええええばばばば環境環境環境環境税税税税のののの話話話話だだだだとかとかとかとか、、、、排排排排出出出出権権権権取取取取引引引引とかとかとかとか、、、、京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書をををを策策策策定定定定するためにどうしてもするためにどうしてもするためにどうしてもするためにどうしても必要必要必要必要なものなものなものなものだだだだというものにというものにというものにというものに対対対対してはしてはしてはしては断断断断固固固固反反反反対対対対とととと言言言言っておられるとっておられるとっておられるとっておられるというのはいうのはいうのはいうのは戦戦戦戦略略略略的的的的じゃじゃじゃじゃないというないというないというないというふふふふうにうにうにうに私私私私にはにはにはには思思思思えてならないえてならないえてならないえてならない。。。。 

  じゃじゃじゃじゃ、、、、ななななぜぜぜぜ私私私私はははは戦戦戦戦略略略略的的的的でないとでないとでないとでないと考考考考えるかにえるかにえるかにえるかにつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、パワーパワーパワーパワーポポポポイントにはないイントにはないイントにはないイントにはないんんんんでででですがすがすがすが、、、、おおおお手手手手元元元元資資資資料料料料のののの、「、「、「、「環境環境環境環境とととと文文文文明明明明」」」」というというというという、、、、私私私私のとこのとこのとこのところろろろのののの機機機機関関関関誌誌誌誌、、、、会会会会報報報報とととと称称称称していますけしていますけしていますけしていますけれどもれどもれどもれども、、、、そこにそこにそこにそこに書書書書いていていていてござござござございますいますいますいます。。。。おおおお手手手手元元元元資資資資料料料料でででで言言言言うとうとうとうと１４１４１４１４ペペペページになりますージになりますージになりますージになります。。。。私私私私がががが戦戦戦戦略略略略性性性性がないというがないというがないというがないという第第第第 1 のののの理理理理由由由由はははは、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化というものがというものがというものがというものが、、、、これはこれはこれはこれは単単単単なるなるなるなる一一一一部部部部のののの学学学学者者者者とかとかとかとか、、、、ああああるるるるいははいははいははいははねねねね上上上上がったがったがったがった環境環境環境環境論論論論がががが騒騒騒騒いでいるいでいるいでいるいでいる問問問問題題題題ではもはではもはではもはではもはややややないないないないんんんんですですですです。。。。もうもうもうもう事事事事実実実実になってきてになってきてになってきてになってきていますいますいますいます。。。。大大大大部部部部分分分分のののの第一第一第一第一級級級級のののの科学科学科学科学者者者者がががが、、、、地球地球地球地球のののの温暖温暖温暖温暖化化化化はははは重大重大重大重大なななな事事事事態態態態になりになりになりになりつつあつつあつつあつつあるというこるというこるというこるということをおっしとをおっしとをおっしとをおっしゃゃゃゃっているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。先先先先ほほほほどグラフをどグラフをどグラフをどグラフを 3 つつつつほほほほどどどど示示示示しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも深深深深刻刻刻刻にににになっているわけでなっているわけでなっているわけでなっているわけであああありますりますりますります。。。。 

  これをどうこれをどうこれをどうこれをどう考考考考えるかですえるかですえるかですえるかです。。。。温暖温暖温暖温暖化化化化ななななんんんんてててて騒騒騒騒いでいるけれどもいでいるけれどもいでいるけれどもいでいるけれども、、、、それはそれはそれはそれは単単単単にはにはにはにはねねねね上上上上がったがったがったがった一一一一部部部部のののの学学学学者者者者がががが騒騒騒騒いでいるいでいるいでいるいでいるだだだだけけけけででででああああるとかるとかるとかるとか、、、、ママママススススココココミがおもしミがおもしミがおもしミがおもしろろろろおかしおかしおかしおかしくくくく騒騒騒騒いでいるいでいるいでいるいでいるだだだだけけけけだだだだよとかよとかよとかよとか、、、、そういうそういうそういうそういう事事事事態態態態ならならならなら、、、、むしむしむしむしろろろろ冷冷冷冷静静静静でなでなでなでなくちくちくちくちゃゃゃゃいけないわけですいけないわけですいけないわけですいけないわけです。。。。ましてましてましてまして企業経企業経企業経企業経営営営営のののの方方方方はははは、、、、冷冷冷冷静静静静にににに、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化とととと言言言言っているけれどもっているけれどもっているけれどもっているけれども、、、、ほほほほんんんんとうかとうかとうかとうかねねねねということをいということをいということをいということをいつつつつもももも問問問問わなけれわなけれわなけれわなければばばばならないならないならないならない。。。。しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの会会会会場場場場にいらっしにいらっしにいらっしにいらっしゃゃゃゃるるるる方方方方ははははつつつつとにとにとにとにごごごご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、国国国国連連連連がががが本本本本格格格格的的的的にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ始始始始めてからもめてからもめてからもめてからも十十十十七七七七、、、、八八八八年年年年たたたたつつつつわけですわけですわけですわけです。。。。ストックストックストックストックホホホホルムルムルムルム会議会議会議会議のときのときのときのときからからからから既既既既ににににちちちちららららほほほほらとらとらとらと問問問問題題題題になりかかっていましたのでになりかかっていましたのでになりかかっていましたのでになりかかっていましたので、、、、ああああえてえてえてえて言言言言ええええばばばば、、、、このこのこのこの 30 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、国連国連国連国連はこのはこのはこのはこの問問問問題題題題をずっとをずっとをずっとをずっとウウウウォッォッォッォッチチチチしてきたしてきたしてきたしてきた。。。。それにそれにそれにそれに、、、、参加参加参加参加してしてしてしてきたきたきたきた科学科学科学科学者者者者たたたたちちちちはははは、、、、今今今今からからからから十十十十数数数数年年年年前前前前にににに考考考考えたえたえたえた事事事事態態態態よりもよりもよりもよりも今今今今ののののほほほほうがもっとうがもっとうがもっとうがもっと深深深深刻刻刻刻だだだだとととと、、、、こうこうこうこう言言言言っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。ほほほほととととんんんんどのどのどのどの科学科学科学科学者者者者がですがですがですがです。。。。地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化というのはというのはというのはというのは、、、、大大大大変変変変なななな問問問問題題題題だだだだなとなとなとなと思思思思ったけれどもったけれどもったけれどもったけれども、、、、そのそのそのその後後後後、、、、観観観観測測測測をををを続続続続けていったりけていったりけていったりけていったり、、、、研究研究研究研究がががが進進進進んんんんでいったりでいったりでいったりでいったり、、、、データをデータをデータをデータを積積積積みみみみ重重重重ねねねねていったらていったらていったらていったら、、、、十十十十数数数数年年年年前前前前にににに思思思思ったよりもったよりもったよりもったよりも地球地球地球地球のののの温暖温暖温暖温暖化化化化というのはというのはというのはというのは大大大大したしたしたした問問問問題題題題じゃじゃじゃじゃないということになっていけないということになっていけないということになっていけないということになっていけばばばば、、、、そそそそんんんんなになになになに慌慌慌慌てなてなてなてなくくくくてもてもてもても、、、、じじじじっっっっくくくくりとりとりとりと腰腰腰腰をををを据据据据えてえてえてえて、、、、しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと、、、、いいいいろんろんろんろんななななチチチチョイスをョイスをョイスをョイスを考考考考えまえまえまえまししししょょょょうということでうということでうということでうということで済済済済むとむとむとむと思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、事事事事態態態態はははは、、、、そうではなそうではなそうではなそうではなくくくくてててて、、、、時間時間時間時間がたてがたてがたてがたてばばばばたたたたつつつつほほほほどどどど、、、、地地地地球球球球温暖温暖温暖温暖化化化化のののの問問問問題題題題、、、、ススススピピピピーーーードドドド、、、、程程程程度度度度、、、、そしてそのインパクトはそしてそのインパクトはそしてそのインパクトはそしてそのインパクトは強強強強いということがいということがいということがいということが科学科学科学科学
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者者者者のののの間間間間ののののココココンセンサスになりンセンサスになりンセンサスになりンセンサスになりつつあつつあつつあつつあるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。そういうことをまずそういうことをまずそういうことをまずそういうことをまず踏踏踏踏まえなまえなまえなまえなくちくちくちくちゃゃゃゃいけいけいけいけないことがないことがないことがないことが第第第第 1 ですですですです。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、第第第第 2 はははは、、、、京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書ががががややややっとっとっとっと動動動動きききき出出出出しましたけれどもしましたけれどもしましたけれどもしましたけれども、、、、今今今今申申申申しししし述述述述べたべたべたべた地球地球地球地球温温温温暖暖暖暖化化化化のののの急速急速急速急速なななな悪化悪化悪化悪化にににに伴伴伴伴ってってってって、、、、これからはもっとこれからはもっとこれからはもっとこれからはもっと厳厳厳厳しいしいしいしい規規規規制制制制といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、対対対対応応応応がががが求求求求められめられめられめられるるるる時時時時代代代代になってきますになってきますになってきますになってきます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書ではではではでは、、、、先進国先進国先進国先進国全全全全体体体体でででで約約約約 5％％％％、、、、しかもしかもしかもしかも 20 年年年年かかかかかかかかってってってって 5％％％％減減減減らすというのがらすというのがらすというのがらすというのが議定議定議定議定書書書書のののの本本本本質質質質ですですですです。。。。ももももちろんちろんちろんちろん、、、、国国国国によってによってによってによって 6％％％％、、、、7％％％％、、、、8％％％％、、、、ロシロシロシロシアみたいアみたいアみたいアみたいにににに 0％％％％とかとかとかとか、、、、いいいいろんろんろんろんなななな国国国国がもがもがもがもちろんあちろんあちろんあちろんありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、基基基基本的本的本的本的にはにはにはには、、、、先進国先進国先進国先進国だだだだけでけでけでけで
5％％％％というわけですがというわけですがというわけですがというわけですが、、、、このこのこのこの後後後後、、、、京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書のいわゆるのいわゆるのいわゆるのいわゆる第第第第 1約約約約束束束束期間期間期間期間がががが過過過過ぎぎぎぎたたたた後後後後、、、、議議議議論論論論がもがもがもがもうううう間間間間もなもなもなもなくくくく始始始始ままままろろろろうとしていますけれどもうとしていますけれどもうとしていますけれどもうとしていますけれども、、、、今後今後今後今後考考考考えられるえられるえられるえられる規規規規制制制制はどうなるのかというとはどうなるのかというとはどうなるのかというとはどうなるのかというと、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化のののの進展進展進展進展がががが急速急速急速急速ででででああああるるるる、、、、しかもしかもしかもしかも、、、、十十十十数数数数年年年年前前前前にににに考考考考えたよりもよりえたよりもよりえたよりもよりえたよりもより深深深深刻刻刻刻だだだだということということということということをををを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、もっともっともっともっと大大大大きなきなきなきな規規規規制制制制がかかっていがかかっていがかかっていがかかっていくくくくとととと考考考考えますえますえますえます。。。。ですからですからですからですから、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりそれにりそれにりそれにりそれに備備備備えなえなえなえなくちくちくちくちゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。今今今今のののの段階段階段階段階ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで大大大大騒騒騒騒ぎぎぎぎといいますかといいますかといいますかといいますか、、、、ああああれはれはれはれは嫌嫌嫌嫌だだだだ、、、、これがこれがこれがこれが嫌嫌嫌嫌だだだだとととと言言言言っていたらっていたらっていたらっていたら、、、、事事事事態態態態がもっとがもっとがもっとがもっと進進進進んだんだんだんだとととときはきはきはきは一体一体一体一体どうなるどうなるどうなるどうなるんんんんですかということですですかということですですかということですですかということです。。。。 

  私私私私はははは、、、、ここへここへここへここへ来来来来るときにるときにるときにるときに、、、、ああああるるるる科学科学科学科学者者者者がががが書書書書いたいたいたいたレポレポレポレポートをートをートをートを読読読読んんんんでまいりましたけれどもでまいりましたけれどもでまいりましたけれどもでまいりましたけれども、、、、対対対対応応応応がががが 5年年年年おおおおくくくくれれれれれれれればばばば、、、、後後後後になってになってになってになってややややらならならならなくちくちくちくちゃゃゃゃならないならないならないならない対対対対応応応応はもっともっとはもっともっとはもっともっとはもっともっと厳厳厳厳ししししくくくくなるなるなるなる。。。。もしもしもしもし 20 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい対対対対応応応応がおがおがおがおくくくくれたられたられたられたら、、、、ややややらならならならなくちくちくちくちゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない規規規規制制制制といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、人類社会人類社会人類社会人類社会全全全全体体体体としてとしてとしてとして対対対対応応応応しなしなしなしなくちくちくちくちゃゃゃゃいけないことはいけないことはいけないことはいけないことは 5 倍倍倍倍とかとかとかとか 7 倍倍倍倍ぐぐぐぐらいになっていらいになっていらいになっていらいになっていくくくくとととと言言言言うううう。。。。ですかですかですかですからららら、、、、今今今今、、、、ああああれはれはれはれは嫌嫌嫌嫌だだだだ、、、、これはこれはこれはこれは嫌嫌嫌嫌だだだだとととと言言言言ってってってって、、、、いわいわいわいわばばばば逃逃逃逃げげげげ回回回回るようなるようなるようなるような対対対対応応応応をとっているとをとっているとをとっているとをとっていると、、、、後後後後になってになってになってになって、、、、否否否否応応応応なしになしになしになしに人類社会人類社会人類社会人類社会全全全全体体体体としてとしてとしてとして対対対対応応応応しなしなしなしなくちくちくちくちゃゃゃゃいけないいけないいけないいけないということになったということになったということになったということになったときにときにときにときに、、、、もっともっともっともっと厳厳厳厳しいしいしいしい負荷負荷負荷負荷がかかってがかかってがかかってがかかってくくくくるるるる。。。。だだだだからからからから、、、、これはこれはこれはこれはややややっっっっぱぱぱぱりりりり先先先先をををを見見見見てててて、、、、先先先先見見見見的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいくくくくべきべきべきべきじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、3つつつつ目目目目のののの理理理理由由由由としてはとしてはとしてはとしては、、、、温暖温暖温暖温暖化対化対化対化対応応応応、、、、このこのこのこの京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書のののの 6％％％％対対対対応応応応はははは大大大大変変変変だだだだといといといということがうことがうことがうことが大合唱大合唱大合唱大合唱になってになってになってになって、、、、今今今今、、、、いいいいろんろんろんろんなななな新新新新聞聞聞聞をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、特特特特にににに経済関係経済関係経済関係経済関係のののの新新新新聞聞聞聞をををを見見見見ていまていまていまていますとすとすとすと、、、、今今今今からからからから 6＋＋＋＋8 でででで 14％％％％削減削減削減削減はははは不不不不可能可能可能可能だだだだ、、、、不不不不可能可能可能可能だだだだとととと。。。。私私私私自自自自身身身身もももも決決決決してしてしてして簡単簡単簡単簡単だだだだとはとはとはとは思思思思ってってってっておりませおりませおりませおりませんんんん。。。。全全全全くくくく簡単簡単簡単簡単だだだだとととと思思思思っておりませっておりませっておりませっておりませんんんんがががが、、、、私私私私自自自自身身身身はははは、、、、いいいいろんろんろんろんなななな対策対策対策対策をとれをとれをとれをとればばばば可能可能可能可能だだだだとととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。ななななぜぜぜぜそそそそんんんんなことをなことをなことをなことを思思思思うかとうかとうかとうかというというというというと、、、、実実実実はははは私私私私自自自自身身身身、、、、このこのこのこの分野分野分野分野でででで 40 年年年年ほほほほどいどいどいどいますますますます。。。。若若若若いときいときいときいとき、、、、昭昭昭昭和和和和 40 年年年年代代代代のののの初初初初めのめのめのめの、、、、日日日日本本本本がががが高高高高度経済成度経済成度経済成度経済成長長長長のののの真真真真ったったったっただだだだ中中中中にいたときににいたときににいたときににいたときに、、、、当時当時当時当時、、、、ままままだだだだ環境環境環境環境庁庁庁庁ななななんんんんていうていうていうていう役所役所役所役所はははは影影影影もももも形形形形もなかったときにもなかったときにもなかったときにもなかったときに、、、、厚厚厚厚生生生生省省省省のののの公公公公害害害害課課課課というとこというとこというとこというところろろろからからからから私私私私はははは役役役役人生活人生活人生活人生活をスタートしましたをスタートしましたをスタートしましたをスタートしました。。。。そのときはそのときはそのときはそのときは、、、、広広広広いいいい東京東京東京東京、、、、そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの千葉千葉千葉千葉もももも、、、、千葉千葉千葉千葉市市市市、、、、市市市市原原原原市市市市というのはというのはというのはというのは公公公公害害害害がかなりがかなりがかなりがかなりひひひひどどどどくくくくなっていましたしなっていましたしなっていましたしなっていましたし、、、、それにそれにそれにそれに先先先先んんんんじじじじてててて、、、、例例例例ええええばばばば四四四四日日日日市市市市だだだだとかとかとかとか、、、、水水水水島島島島とかとかとかとか、、、、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろではかなりではかなりではかなりではかなりひひひひどいどいどいどい公公公公害害害害がががが進進進進んんんんでいましたでいましたでいましたでいました。。。。東東東東京京京京とかとかとかとか大大大大阪阪阪阪とかというとかというとかというとかという大大大大都都都都市市市市もももも、、、、大大大大都都都都市市市市公公公公害問害問害問害問題題題題でででで非非非非常常常常にににに大大大大変変変変だだだだったわけでったわけでったわけでったわけですすすす。。。。当時当時当時当時若若若若かかかかったったったった私私私私はははは、、、、一体一体一体一体こういうこういうこういうこういう公公公公害害害害をををを克服克服克服克服できるできるできるできるんだろんだろんだろんだろうかといううかといううかといううかというふふふふうにうにうにうに、、、、正正正正直直直直言言言言ってってってって、、、、大大大大変変変変心心心心配配配配いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。できないできないできないできないんんんんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにうにうにうに思思思思いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、ややややってみれってみれってみれってみればばばばできるできるできるできるんんんんですですですですねねねね。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、短短短短いいいい期間期間期間期間ででででややややったったったったんんんんですですですですねねねね。。。。でででで、、、、ややややってみれってみれってみれってみればばばばというのはというのはというのはというのは何何何何ををををややややったったったったかというとかというとかというとかというと、、、、当時当時当時当時、、、、環境環境環境環境基基基基準準準準。。。。今今今今でででで言言言言ええええばばばば京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書のののの 6％％％％削減削減削減削減みたいなものがいわみたいなものがいわみたいなものがいわみたいなものがいわばばばば環境環境環境環境基基基基準準準準にににに相相相相当当当当するものですするものですするものですするものです。。。。環境環境環境環境基基基基準準準準ををををつくつくつくつくったったったっただだだだけけけけじゃじゃじゃじゃももももちろんだちろんだちろんだちろんだめですがめですがめですがめですが、、、、それにそれにそれにそれに対対対対応応応応してしてしてして排排排排出基出基出基出基準準準準、、、、例例例例ええええばばばば K値値値値規規規規制制制制だだだだとかとかとかとか、、、、総総総総量量量量規規規規制制制制だだだだとかとかとかとか、、、、このこのこのこの会会会会場場場場でででで、、、、言言言言われてみれわれてみれわれてみれわれてみればばばば、、、、
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昔昔昔昔そういうそういうそういうそういう話話話話ががががああああっっっったなとたなとたなとたなと思思思思いいいい出出出出すすすす方方方方はたはたはたはたくくくくささささんんんんいらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるとるとるとると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、K 値値値値規規規規制制制制、、、、総総総総量量量量規規規規制制制制、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものをややややっていったっていったっていったっていった。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、一方一方一方一方でででで、、、、税税税税によるによるによるによる対対対対応応応応もももも随随随随分分分分ややややりましたりましたりましたりました。。。。公公公公害害害害防止装防止装防止装防止装置置置置をををを取取取取りりりりつつつつけるというけるというけるというけるというのはのはのはのは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりココココストストストスト要因要因要因要因ですからですからですからですから、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを取取取取りりりりつつつつけたけたけたけた場場場場合合合合にはにはにはには、、、、税税税税制上制上制上制上でででで面面面面倒倒倒倒をををを見見見見ててててあげあげあげあげようとかようとかようとかようとか、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる環境環境環境環境税税税税をををを使使使使っていったわけですっていったわけですっていったわけですっていったわけです。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、目目目目標標標標をををを明明明明確確確確にしにしにしにし、、、、そしてそしてそしてそして、、、、そのためのそのためのそのためのそのための手手手手段段段段をををを用用用用意意意意しししし、、、、例例例例ええええばばばば K値値値値規規規規制制制制とかとかとかとか、、、、総総総総量量量量規規規規制制制制とかとかとかとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは燃燃燃燃料料料料規規規規制制制制だだだだとかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう手手手手段段段段ををををつくつくつくつくっていきっていきっていきっていき、、、、さらにさらにさらにさらに、、、、それをそれをそれをそれをややややりりりりややややすすすすくくくくするためのするためのするためのするための手法手法手法手法、、、、税税税税制上制上制上制上のののの優優優優遇措遇措遇措遇措置置置置とかとかとかとか、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものをつくつくつくつくったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら、、、、若若若若いいいい私私私私にとってにとってにとってにとってはははは到到到到底不底不底不底不可能可能可能可能だだだだとととと思思思思われたことがわれたことがわれたことがわれたことが、、、、10 年年年年もたたないうもたたないうもたたないうもたたないうちちちちにににに、、、、見見見見るるるる見見見見るとるとるとると言言言言うとうとうとうとちちちちょょょょっとオっとオっとオっとオーーーーババババーですがーですがーですがーですが、、、、改改改改善善善善したというしたというしたというしたという経経経経験験験験ががががあああありますりますりますります。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、これもこれもこれもこれも私私私私はははは若若若若いときいときいときいとき経経経経験験験験したものですがしたものですがしたものですがしたものですが、、、、日日日日本本本本のののの自動自動自動自動車排車排車排車排ガガガガスススス対対対対策策策策ですですですです。。。。私私私私がががが経経経経験験験験したのはしたのはしたのはしたのは一一一一番最初番最初番最初番最初のののの自動自動自動自動車排車排車排車排ガガガガスススス対策対策対策対策ですがですがですがですが、、、、これもこれもこれもこれも、、、、皆皆皆皆ささささんごんごんごんご記記記記憶憶憶憶ににににああああるかもしれませるかもしれませるかもしれませるかもしれませんんんんがががが、、、、猛猛猛猛烈烈烈烈なななな反反反反対対対対ががががああああってってってって、、、、そそそそんんんんなことをなことをなことをなことをややややったらったらったらったら、、、、日日日日本本本本のののの自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業ははははつつつつぶぶぶぶれるなれるなれるなれるなんんんんてててて、、、、私私私私ななななんんんんかはかはかはかは、「、「、「、「非非非非国民国民国民国民だだだだ」」」」とかとかとかとか、、、、赤赤赤赤だだだだ、、、、黄黄黄黄色色色色だだだだというというというというようなようなようなような表現表現表現表現をされをされをされをされてててて、、、、相相相相当当当当罵詈罵詈罵詈罵詈雑雑雑雑言言言言みたいなものをみたいなものをみたいなものをみたいなものを浴浴浴浴びましたびましたびましたびました。。。。しかししかししかししかし、、、、目目目目標標標標がきがきがきがきちちちちっとすれっとすれっとすれっとすればばばば、、、、ややややれるれるれるれるじじじじゃゃゃゃあああありませりませりませりませんんんんかかかか。。。。しかもしかもしかもしかも非非非非常常常常にににに短短短短いいいい期間期間期間期間ででででややややってってってって、、、、今日日今日日今日日今日日本本本本のトのトのトのトヨヨヨヨタとかタとかタとかタとか、、、、ホホホホンダとかがンダとかがンダとかがンダとかが世界世界世界世界ののののママママーーーーケケケケットのットのットのットの中中中中でででで優優優優位位位位にににに、、、、特特特特にトにトにトにトヨヨヨヨタなタなタなタなんんんんかかかか、、、、もうもうもうもう超超超超優優優優位位位位みたいなものでみたいなものでみたいなものでみたいなものであああありますりますりますりますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを占占占占めるにめるにめるにめるに至至至至ったのはったのはったのはったのは、、、、当時当時当時当時、、、、今今今今からからからから 30 年年年年前前前前、、、、そそそそんんんんなことなことなことなことややややったったったったららららつつつつぶぶぶぶれるとれるとれるとれると言言言言われたわれたわれたわれた、、、、そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、みみみみんんんんながながながなが歯歯歯歯をををを食食食食いしいしいしいしばばばばってってってって頑張頑張頑張頑張れれれればばばば、、、、そういうことそういうことそういうことそういうことができるわけですができるわけですができるわけですができるわけです。。。。 

  今今今今、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化にににに関関関関してしてしてして税税税税はははは今今今今ないないないない、、、、断断断断固固固固反反反反対対対対ということになっているということになっているということになっているということになっている。。。。排排排排出出出出権権権権取取取取引引引引ののののようなようなようなような経済経済経済経済手法手法手法手法ががががああああるるるる。。。。これまたこれまたこれまたこれまた断断断断固固固固反反反反対対対対ということになるということになるということになるということになる。。。。それからそれからそれからそれから、、、、規規規規制制制制はははは全全全全くくくくないないないない。。。。
CO2 をををを出出出出したらしたらしたらしたら規規規規制制制制をするとかをするとかをするとかをするとか、、、、自動自動自動自動車排車排車排車排ガガガガスにスにスにスに CO2 のののの濃濃濃濃度度度度をかけようとかをかけようとかをかけようとかをかけようとか、、、、ああああるいはいるいはいるいはいるいはいろんろんろんろんなとこなとこなとこなところろろろにににに CO2排排排排出出出出にににに対対対対してのしてのしてのしての規規規規制制制制ををををやろやろやろやろうなうなうなうなんんんんていうのはていうのはていうのはていうのは今今今今のとこのとこのとこのところろろろないないないない。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、世界世界世界世界にににに何何何何もないかというともないかというともないかというともないかというと、、、、そそそそんんんんなことはななことはななことはななことはなくくくくてててて、、、、皆皆皆皆ささささんんんんよよよよくごくごくごくご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、環境環境環境環境税税税税はははは随随随随分分分分前前前前からいからいからいからいろんろんろんろんなとこなとこなとこなところろろろでででで使使使使われていますわれていますわれていますわれています。。。。ドドドドイイイイツツツツもももも使使使使っていますしっていますしっていますしっていますし、、、、イイイイギギギギリスもリスもリスもリスも使使使使っっっっていますていますていますています。。。。それからそれからそれからそれから、、、、優優優優遇遇遇遇税税税税制制制制をををを含含含含むむむむ税税税税制制制制、、、、これもこれもこれもこれもややややっているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。そのそのそのその上上上上でででで排排排排出出出出量量量量取取取取引引引引というものがというものがというものがというものが、、、、ヨヨヨヨーロッパではーロッパではーロッパではーロッパでは動動動動きききき出出出出しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。 

  それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして日日日日本本本本はははは、、、、嫌嫌嫌嫌だだだだ、、、、嫌嫌嫌嫌だだだだとととと言言言言いながらいながらいながらいながら、、、、14％％％％削減削減削減削減ななななんんんんかかかか不不不不可能可能可能可能だだだだとととと言言言言っているっているっているっているのはのはのはのは、、、、私私私私にににに言言言言わせれわせれわせれわせればばばば、、、、戦戦戦戦略性略性略性略性がないがないがないがない。。。。何何何何ををををややややっているっているっているっているんんんんですかということになるわけでですかということになるわけでですかということになるわけでですかということになるわけですすすす。。。。多多多多分分分分、、、、このこのこのこの会会会会場場場場のののの皆様皆様皆様皆様のののの中中中中にににに、、、、公公公公害時害時害時害時代代代代のののの税税税税制制制制はははは優優優優遇遇遇遇税税税税制制制制だだだだったとったとったとったと。。。。今今今今 CO2 にににに関関関関してしてしてして提提提提案案案案されているされているされているされている税税税税制制制制はははは、、、、優優優優遇遇遇遇税税税税制制制制じゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな税税税税がかかっているがかかっているがかかっているがかかっている上上上上にににに、、、、さらにさらにさらにさらにもうもうもうもう一一一一つつつつオンするオンするオンするオンする税税税税ででででああああるるるる。。。。そそそそんんんんなのはなのはなのはなのは増増増増税税税税じゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。そそそそんんんんなのはなのはなのはなのは嫌嫌嫌嫌だだだだよというおよというおよというおよというお考考考考ええええのののの方方方方がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃるとるとるとると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そのおそのおそのおそのお気気気気持持持持ちちちちはははは、、、、私私私私はよはよはよはよくくくくわかりまわかりまわかりまわかりますすすす。。。。私私私私自自自自身身身身がががが言言言言っっっっているのはているのはているのはているのは、、、、今今今今のののの税税税税制制制制はははは何何何何もももも変変変変えないでえないでえないでえないで、、、、単単単単にににに環境環境環境環境税税税税制制制制だだだだけオンすれけオンすれけオンすれけオンすればばばばいいいいいいいいんだんだんだんだよなよなよなよなんんんんてててて、、、、そそそそんんんんなことなことなことなこと全全全全然然然然考考考考えていませえていませえていませえていませんんんん。。。。私私私私はははは、、、、例例例例ええええばばばばイイイイギギギギリスリスリスリス風風風風のののの、、、、イイイイギギギギリスがリスがリスがリスが気気気気候候候候変変変変動動動動税税税税といといといというのをうのをうのをうのを入入入入れたれたれたれた税税税税制制制制のようにのようにのようにのように、、、、ちちちちゃゃゃゃんんんんとととと産業界産業界産業界産業界にににに戻戻戻戻るるるる仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを考考考考えるえるえるえる。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、単単単単にににに戻戻戻戻すすすすんんんんじゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、めりはりをめりはりをめりはりをめりはりを出出出出してしてしてして、、、、つつつつまりまりまりまり、、、、環境対策環境対策環境対策環境対策にににに熱心熱心熱心熱心だだだだったったったった人人人人にはにはにはにはちちちちゃゃゃゃんんんんととととごごごご褒褒褒褒美美美美がががが
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もらえてもらえてもらえてもらえて、、、、ああああまりまりまりまり熱心熱心熱心熱心でなかったとこでなかったとこでなかったとこでなかったところろろろにはにはにはにはペペペペナルテナルテナルテナルティィィィーがかかるーがかかるーがかかるーがかかる、、、、そういうそういうそういうそういう税税税税制制制制をををを入入入入れれれれてててて、、、、税税税税収収収収全全全全体体体体はははは中中中中立立立立にするにするにするにする。。。。ないしはないしはないしはないしは、、、、場場場場合合合合によってはによってはによってはによっては、、、、例例例例ええええばガばガばガばガソソソソリンリンリンリン税税税税とかとかとかとか軽軽軽軽油油油油引引引引取取取取税税税税のようにのようにのようにのように、、、、道道道道路路路路ににににばばばばっかりっかりっかりっかり使使使使うううう税税税税制制制制をををを、、、、もうそのもうそのもうそのもうその税税税税制制制制ををををややややめてめてめてめて、、、、環境対策環境対策環境対策環境対策ににににややややれれれればばばば、、、、全全全全体体体体としてとしてとしてとして減減減減税税税税になるになるになるになるんんんんですよですよですよですよ。。。。そういうことそういうことそういうことそういうことだだだだってってってって考考考考えられるのにえられるのにえられるのにえられるのに、、、、すべてすべてすべてすべて議議議議論論論論をををを封封封封ずるずるずるずるようにようにようにように断断断断固固固固反反反反対対対対などとなどとなどとなどと言言言言っておったらっておったらっておったらっておったら、、、、そういうそういうそういうそういう対策対策対策対策もももも出出出出てこないですてこないですてこないですてこないです。。。。断断断断固固固固反反反反対対対対とととと言言言言っっっっていてていてていてていて世世世世間間間間がががが通通通通るならまるならまるならまるならまだだだだしもしもしもしも、、、、環境環境環境環境のののの悪化悪化悪化悪化はどはどはどはどんんんんどどどどんんんん進進進進んんんんでいでいでいでいくくくく、、、、そしてそしてそしてそして、、、、国際的国際的国際的国際的にににに、、、、例例例例ええええばばばば排排排排出出出出権権権権取取取取引引引引ががががあちあちあちあちここここちちちちでででで出出出出てしまうてしまうてしまうてしまう。。。。カカカカナダもナダもナダもナダも EU にににに加加加加わるとわるとわるとわると言言言言っていますしっていますしっていますしっていますし、、、、ブブブブッシッシッシッシュュュュ政政政政権権権権はもはもはもはもちろんちろんちろんちろん京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書はははは嫌嫌嫌嫌でしでしでしでしょょょょうけれどもうけれどもうけれどもうけれども、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカのののの中中中中にはにはにはには、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり排排排排出出出出権権権権取取取取引引引引にににに乗乗乗乗ろろろろううううじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかという企業企業企業企業がががが、、、、自主的自主的自主的自主的にににに出出出出始始始始めているめているめているめているんんんんですですですです。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、日日日日本本本本がががが断断断断固固固固反反反反対的対的対的対的なななな、、、、私私私私にににに言言言言わせれわせれわせれわせればばばば、、、、戦戦戦戦略性略性略性略性のないのないのないのない対対対対応応応応をしていたらをしていたらをしていたらをしていたら、、、、これはこれはこれはこれは失失失失敗敗敗敗だだだだななななというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思うわけですうわけですうわけですうわけです。。。。 

  もうもうもうもう一言一言一言一言、、、、よよよよくくくく京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書でででで、、、、一一一一番番番番ひひひひどいどいどいどい表現表現表現表現はははは、「、「、「、「安安安安政政政政以以以以来来来来のののの不不不不平平平平等等等等条条条条約約約約」」」」だだだだとととと……………………。。。。安安安安政政政政以以以以来来来来のののの不不不不平平平平等等等等条条条条約約約約ってどういうことかなとってどういうことかなとってどういうことかなとってどういうことかなと聞聞聞聞いてみたらいてみたらいてみたらいてみたら、、、、安安安安政政政政というのはというのはというのはというのは、、、、例例例例のののの、、、、1858年年年年のののの日日日日米条米条米条米条約約約約のことですのことですのことですのことですねねねね。。。。当時当時当時当時のののの江江江江戸戸戸戸幕幕幕幕府府府府ととととハハハハリスがリスがリスがリスが結結結結んだんだんだんだ条条条条約約約約のことですのことですのことですのことですねねねね。。。。これはこれはこれはこれは不不不不平平平平等等等等ででででああああるるるる。。。。京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書もももも不不不不平平平平等等等等ででででああああるるるる。。。。ななななぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカがががが入入入入っていないっていないっていないっていないじじじじゃゃゃゃないかないかないかないか。。。。中中中中国国国国、、、、インインインインドドドドがががが入入入入っていないっていないっていないっていないじじじじゃゃゃゃないかないかないかないか。。。。これはこれはこれはこれは不不不不平平平平等等等等。。。。特特特特にににに中中中中国国国国がががが日日日日本本本本のののの 2倍倍倍倍以以以以上上上上もももも CO2 をををを出出出出していながらしていながらしていながらしていながら、、、、それがそれがそれがそれが入入入入っていないのはっていないのはっていないのはっていないのは不不不不平平平平等等等等もももも甚甚甚甚だだだだしいしいしいしい。。。。ここここんんんんなななな条条条条約約約約をををを結結結結んだんだんだんだ外外外外務省務省務省務省やややや日日日日本本本本政政政政府府府府のののの責任責任責任責任はははは大大大大きいきいきいきい。。。。こういうこういうこういうこういう談話談話談話談話がこのがこのがこのがこの前前前前、、、、ああああるるるる新新新新聞聞聞聞にににに載載載載っておっておっておっておりましたりましたりましたりました。。。。私私私私はははは、、、、それそれそれそれ見見見見てててて愕愕愕愕然然然然といたしましたといたしましたといたしましたといたしました。。。。このこのこのこの方方方方はははは知知知知ってってってって言言言言っているのかっているのかっているのかっているのか、、、、知知知知らずらずらずらずにににに言言言言っているのかっているのかっているのかっているのか知知知知りませりませりませりませんんんんがががが、、、、こういうこういうこういうこういう方方方方式式式式ををををつくつくつくつくりりりり出出出出したのはまさにアしたのはまさにアしたのはまさにアしたのはまさにアメメメメリリリリカカカカななななんんんんでででですすすす。。。。アアアアメメメメリリリリカカカカがががが、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層破破破破壊壊壊壊のときにのときにのときにのときに、、、、皆皆皆皆ささささんごんごんごんご記記記記憶憶憶憶ががががああああるかとるかとるかとるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層破破破破壊壊壊壊問問問問題題題題をををを最初最初最初最初にににに提提提提起起起起したのはアしたのはアしたのはアしたのはアメメメメリリリリカカカカですですですです。。。。 当時当時当時当時、、、、私私私私がパリにいましたがパリにいましたがパリにいましたがパリにいました 1974 年年年年、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカのののの大大大大使使使使がががが OECD のののの会議会議会議会議でででで、、、、今今今今アアアアメメメメリリリリカカカカ大大大大統領統領統領統領からからからから電報電報電報電報ががががああああったとったとったとったと言言言言ってってってって、、、、非非非非常常常常ににににドドドドララララマチマチマチマチックにックにックにックに、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカ大大大大統領統領統領統領のののの電信電信電信電信をををを使使使使ってってってって、、、、フロンのフロンのフロンのフロンの問問問問題題題題はははは重大重大重大重大なななな問問問問題題題題ででででああああるとるとるとると言言言言ったったったったんんんんですですですです。。。。それはそれはそれはそれは 1974 年年年年ですですですです。。。。そのときそのときそのときそのとき以以以以来来来来、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカはははは終終終終始一始一始一始一貫貫貫貫リーリーリーリードドドドをとってをとってをとってをとって、、、、皆皆皆皆ささささんんんんよよよよくごくごくごくご存存存存じじじじのののの、、、、まずまずまずまずウウウウィィィィーンーンーンーン条条条条約約約約というものをというものをというものをというものを
1985 年年年年にににに結結結結ばばばばせせせせ、、、、そしてそしてそしてそして 1987 年年年年ににににモモモモントリオールプロトントリオールプロトントリオールプロトントリオールプロトココココールというのをールというのをールというのをールというのを結結結結びますびますびますびます。。。。1987年年年年までまでまでまで環境環境環境環境外外外外交交交交のののの舞舞舞舞台台台台ではアではアではアではアメメメメリリリリカカカカがリーダーがリーダーがリーダーがリーダーだだだだったったったったんんんんですですですです。。。。そのアそのアそのアそのアメメメメリリリリカカカカのののの、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層をををを破破破破壊壊壊壊したのはしたのはしたのはしたのは先進国先進国先進国先進国でででで、、、、先進国先進国先進国先進国がまずがまずがまずがまず対策対策対策対策をとってをとってをとってをとって、、、、フロンフロンフロンフロン使使使使用用用用のののの恩恩恩恩恵恵恵恵にににに浴浴浴浴していないしていないしていないしていない途途途途上上上上国国国国はははは後後後後からからからからつつつついていていていてくくくくれれれればばばばいいといういいといういいといういいという、、、、そういうそういうそういうそういう方方方方式式式式ですですですです。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、まずまずまずまず先進国先進国先進国先進国がががが先先先先ににににややややってってってって、、、、ああああまりまりまりまり悪悪悪悪さをしなかったさをしなかったさをしなかったさをしなかった途途途途上上上上国国国国はははは後後後後からからからから加加加加われわれわれわればばばばいいといういいといういいといういいという、、、、そのそのそのそのややややりりりり方方方方をををを始始始始めめめめたのはたのはたのはたのは、、、、実実実実はアはアはアはアメメメメリリリリカカカカそのものなそのものなそのものなそのものなんんんんですですですです。。。。 それがそれがそれがそれが、、、、1992 年年年年のののの地球地球地球地球サミットのときにサミットのときにサミットのときにサミットのときに、、、、そのそのそのその考考考考ええええ方方方方のののの延延延延長長長長線線線線でででで、、、、これもこれもこれもこれも有有有有名名名名なななな話話話話ですですですですけれどもけれどもけれどもけれども、「、「、「、「共共共共通通通通だだだだがががが差異差異差異差異ののののああああるるるる原原原原則則則則」」」」というというというという原原原原則則則則ですですですですねねねね、、、、これがこれがこれがこれが地球地球地球地球サミットでサミットでサミットでサミットで確確確確立立立立されされされされたわけですたわけですたわけですたわけです。。。。共共共共通通通通だだだだがががが差異差異差異差異ののののああああるるるる原原原原則則則則というのはというのはというのはというのは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境にににに責任責任責任責任をををを有有有有するするするするのはのはのはのは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり汚汚汚汚したしたしたした程程程程度度度度、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境にににに悪悪悪悪さしたさしたさしたさした程程程程度度度度にににに応応応応じじじじてててて責任責任責任責任をををを負負負負うううう。。。。アアアアメメメメリリリリカカカカ人人人人やややや日日日日本人本人本人本人とフとフとフとフィィィィジーのジーのジーのジーの人人人人とととと同同同同じじじじ責任責任責任責任というわけというわけというわけというわけじゃじゃじゃじゃないないないないんだんだんだんだとととと。。。。ネパールのネパールのネパールのネパールの人人人人とアとアとアとアメメメメリリリリカカカカ人人人人ともともともとも違違違違うううう。。。。中中中中国人国人国人国人はアはアはアはアメメメメリリリリカカカカ人人人人やややや日日日日本人本人本人本人ともともともとも違違違違うううう。。。。ななななぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境にににに悪悪悪悪さをしさをしさをしさをし
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たたたた程程程程度度度度というのはというのはというのはというのは国国国国によってそれによってそれによってそれによってそれぞぞぞぞれれれれ違違違違ううううんだんだんだんだとととと。。。。だだだだからからからから、、、、くくくくそもみそもみそもみそもみそもみそもみそもみそもみんんんんなななな一一一一緒緒緒緒にににに同同同同じじじじですよとですよとですよとですよと言言言言っっっっちちちちゃゃゃゃだだだだめですよというのがめですよというのがめですよというのがめですよというのが common but differentiated responsibility、、、、共共共共通通通通だだだだがががが差異差異差異差異ののののああああるるるる原原原原則則則則でででであああありりりり、、、、それがそれがそれがそれが地球地球地球地球サミットでサミットでサミットでサミットで確確確確立立立立したしたしたしたんんんんですですですです。。。。 

  そのそのそのその考考考考ええええ方方方方にはにはにはには、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカ大大大大統領統領統領統領、、、、当時当時当時当時ブッシブッシブッシブッシュュュュささささんんんん――――――――ブッシブッシブッシブッシュュュュささささんんんんとととと言言言言ってもってもってもっても、、、、現現現現在在在在のブッシのブッシのブッシのブッシュュュュささささんんんんのおのおのおのお父父父父ささささんんんんですがですがですがですが――――――――ブッシブッシブッシブッシュュュュささささんんんんがそのがそのがそのがその考考考考ええええ方方方方にににに賛賛賛賛成成成成しているわけでしているわけでしているわけでしているわけですすすすねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書にもそのにもそのにもそのにもその考考考考ええええ方方方方がががが盛盛盛盛りりりり込込込込まれているわけですまれているわけですまれているわけですまれているわけです。。。。まさにアまさにアまさにアまさにアメメメメリリリリカカカカががががつくつくつくつくりりりり出出出出したしたしたした考考考考ええええ方方方方、、、、それはオそれはオそれはオそれはオゾゾゾゾンのときにンのときにンのときにンのときにつくつくつくつくりりりり出出出出したしたしたした考考考考ええええ方方方方ですがですがですがですが、、、、それがそれがそれがそれが、、、、いわいわいわいわばばばば発展発展発展発展していってしていってしていってしていって、、、、共共共共通通通通だだだだがががが差異差異差異差異ののののああああるるるる原原原原則則則則となっていてとなっていてとなっていてとなっていて、、、、しかもそれがしかもそれがしかもそれがしかもそれが、、、、例例例例ええええばばばば地球地球地球地球温温温温暖暖暖暖化化化化のののの条条条条約約約約、、、、国連国連国連国連枠枠枠枠組組組組みみみみ条条条条約約約約のののの中中中中のののの冒冒冒冒頭頭頭頭にににに書書書書きききき込込込込まれているしまれているしまれているしまれているし、、、、したがってしたがってしたがってしたがって、、、、京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書にもそれがにもそれがにもそれがにもそれが書書書書きききき込込込込まれているわけですまれているわけですまれているわけですまれているわけです。。。。冒冒冒冒頭頭頭頭部部部部分分分分でででで common but differentiated responsibility にににに配慮配慮配慮配慮するということがするということがするということがするということが書書書書きききき込込込込まれているわけですまれているわけですまれているわけですまれているわけです。。。。だだだだからからからから、、、、不不不不平平平平等等等等でもでもでもでも何何何何でもないでもないでもないでもない。。。。悪悪悪悪さのさのさのさの程程程程度度度度にににに応応応応じじじじてててて責任責任責任責任をををを持持持持ちちちちましましましましょょょょうといううといううといううという原原原原則則則則ですですですです。。。。 じゃじゃじゃじゃ、、、、今今今今はははは中中中中国国国国がたがたがたがたくくくくささささんんんん出出出出しているけれどもしているけれどもしているけれどもしているけれども、、、、日日日日本本本本のののの 2 倍倍倍倍以以以以上上上上もももも出出出出しているのにしているのにしているのにしているのに、、、、不不不不平平平平等等等等じゃじゃじゃじゃないかというのはないかというのはないかというのはないかというのは、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化にににに関関関関してはしてはしてはしては当当当当たらないですたらないですたらないですたらないですねねねね。。。。ななななぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、地球地球地球地球のののの温暖温暖温暖温暖化化化化をもたらすをもたらすをもたらすをもたらすガガガガスススス、、、、一一一一番番番番重重重重要要要要ななななガガガガスはなスはなスはなスはなんんんんといいましもといいましもといいましもといいましも炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスですがスですがスですがスですが、、、、炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガススススはははは、、、、1 度大度大度大度大気気気気中中中中にににに入入入入るとるとるとると、、、、100 年以年以年以年以上上上上大大大大気気気気中中中中にににに滞滞滞滞留留留留してしまうわけですしてしまうわけですしてしまうわけですしてしまうわけです。。。。ですですですですからからからから、、、、今日今日今日今日のののの地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化のののの原原原原因因因因ををををだだだだれがれがれがれがつくつくつくつくったかというとったかというとったかというとったかというと、、、、きのうきのうきのうきのう出出出出したしたしたした人人人人ががががつくつくつくつくったというわけでったというわけでったというわけでったというわけではなはなはなはなくくくくてててて、、、、実実実実はははは 100 年以年以年以年以上前上前上前上前からからからから累累累累積積積積でででで計計計計算算算算しないとわからないしないとわからないしないとわからないしないとわからない。。。。累累累累積積積積でででで計計計計算算算算していしていしていしていくくくくとととと、、、、
8 割程割程割程割程度度度度がががが先進国先進国先進国先進国がががが出出出出したということがわかるわけですしたということがわかるわけですしたということがわかるわけですしたということがわかるわけです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、20 世世世世紀紀紀紀のののの初初初初めにイめにイめにイめにイギギギギリリリリスはどのスはどのスはどのスはどのぐぐぐぐらいらいらいらい石石石石炭炭炭炭をををを使使使使っていたかっていたかっていたかっていたか、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカがどのがどのがどのがどのぐぐぐぐらいらいらいらい石石石石炭炭炭炭をををを使使使使っていたかっていたかっていたかっていたか、、、、当時当時当時当時のののの日日日日本本本本はどうはどうはどうはどうだだだだったかったかったかったか、、、、中中中中国国国国はどうはどうはどうはどうだだだだったかというのをったかというのをったかというのをったかというのを、、、、過過過過去去去去にににに使使使使われたわれたわれたわれた量量量量というのがというのがというのがというのが大体大体大体大体わかりますのでわかりますのでわかりますのでわかりますので、、、、そのそのそのその量量量量でででで過過過過去去去去累累累累積分積分積分積分をををを測測測測ってみるとってみるとってみるとってみると、、、、先進国先進国先進国先進国のののの部部部部分分分分はははは 8 割割割割ぐぐぐぐらいらいらいらいああああるるるるんんんんですですですです。。。。皆皆皆皆ささささんんんん、、、、おおおお気気気気づきかどうかづきかどうかづきかどうかづきかどうか知知知知りませりませりませりませんんんんがががが、、、、つつつついいいい最近最近最近最近またまたまたまた、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカのののの研究研究研究研究機機機機関関関関がそがそがそがそれをれをれをれを計計計計算算算算しししし直直直直してみたらしてみたらしてみたらしてみたら 77％％％％だだだだというというというという、、、、そういうそういうそういうそういう数数数数字字字字ががががつつつついいいい数日前数日前数日前数日前のののの新新新新聞聞聞聞にににに出出出出ていましたていましたていましたていましたけれどもけれどもけれどもけれども、、、、要要要要はははは、、、、8割割割割ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが先進国先進国先進国先進国はははは影響影響影響影響ががががああああるるるる。。。。だだだだからからからから、、、、まずまずまずまず第第第第 1段階段階段階段階でででで責任責任責任責任をををを負負負負うのうのうのうのはははは先進国先進国先進国先進国ななななんんんんですよというのはですよというのはですよというのはですよというのは、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化条条条条約約約約にににに織織織織りりりり込込込込まれたまれたまれたまれた精精精精神神神神ででででああああるしるしるしるし、、、、したがってしたがってしたがってしたがって、、、、京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書にもにもにもにも盛盛盛盛りりりり込込込込まれたまれたまれたまれた精精精精神神神神。。。。それはそれはそれはそれは、、、、少少少少ななななくくくくともともともとも最初最初最初最初のののの段階段階段階段階ではではではでは、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカがむしがむしがむしがむしろろろろ賛賛賛賛成成成成してしてしてしてつくつくつくつくったったったった考考考考ええええ方方方方。。。。それがそれがそれがそれが今今今今になってになってになってになって、、、、中中中中国国国国がががが入入入入っていないからっていないからっていないからっていないから嫌嫌嫌嫌だだだだとととと言言言言っていっていっていっているのはるのはるのはるのは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり過過過過去去去去のののの経経経経緯緯緯緯をををを知知知知らないからないからないからないか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは知知知知ったったったった上上上上でででで、、、、なおかなおかなおかなおかつつつつ強強強強引引引引におっしにおっしにおっしにおっしゃゃゃゃっているのかということになるわけですがっているのかということになるわけですがっているのかということになるわけですがっているのかということになるわけですが、、、、私私私私はははは、、、、これもこれもこれもこれも科学科学科学科学にににに反反反反することすることすることすることだだだだからからからから、、、、ああああまりまりまりまり戦戦戦戦略略略略ががががああああるるるる意見意見意見意見とはとはとはとは到到到到底思底思底思底思えないわけですえないわけですえないわけですえないわけです。。。。 そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、結結結結局局局局何何何何をすべきかというとをすべきかというとをすべきかというとをすべきかというと、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化のののの現実現実現実現実というものをというものをというものをというものを真真真真っすっすっすっすぐぐぐぐ見詰見詰見詰見詰めるめるめるめる、、、、そしてそれにそしてそれにそしてそれにそしてそれに対対対対してしてしてして対対対対応応応応していしていしていしていくあくあくあくあらゆるらゆるらゆるらゆる努努努努力力力力をしていをしていをしていをしていくくくくことことことことだだだだとととと思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、そういうそういうそういうそういう力力力力をををを私私私私はははは環境力環境力環境力環境力とととと言言言言っておりますっておりますっておりますっております。。。。 そこでそこでそこでそこで、、、、環境力環境力環境力環境力にににに関関関関するするするする、、、、皆様皆様皆様皆様おおおお手手手手元元元元のののの資資資資料料料料でででで言言言言うとうとうとうと 7ペペペページージージージ、、、、8ペペペページージージージああああたりにたりにたりにたりに、、、、昨今昨今昨今昨今、、、、環境分野環境分野環境分野環境分野ででででごごごご褒褒褒褒美美美美をもらっているをもらっているをもらっているをもらっている企業企業企業企業のリストがのリストがのリストがのリストが出出出出ておりますておりますておりますております。。。。最初最初最初最初はははは、、、、日日日日本経済本経済本経済本経済新新新新聞聞聞聞社社社社がががが毎毎毎毎年年年年 12 月月月月にににに発表発表発表発表しているしているしているしている環境経環境経環境経環境経営営営営度度度度、、、、それからそれからそれからそれから、、、、次次次次ののののペペペページにージにージにージに、、、、フジサンフジサンフジサンフジサンケケケケイグループイグループイグループイグループがもうがもうがもうがもう十十十十数数数数年年年年にわたってにわたってにわたってにわたって地球環境大地球環境大地球環境大地球環境大賞賞賞賞というというというという形形形形でででで毎毎毎毎年表年表年表年表彰彰彰彰しているものしているものしているものしているもの。。。。ももももちろんちろんちろんちろん、、、、これこれこれこれ
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以以以以外外外外にもにもにもにも、、、、日日日日立環境立環境立環境立環境財財財財団団団団とととと日日日日刊刊刊刊工工工工業業業業新新新新聞聞聞聞がががが環境環境環境環境賞賞賞賞だだだだとかとかとかとか、、、、東洋東洋東洋東洋経済経済経済経済だだだだとかとかとかとか、、、、いいいいろんろんろんろんなとこなとこなとこなところろろろがいがいがいがいろんろんろんろんなことをなことをなことをなことをややややっていますがっていますがっていますがっていますが、、、、ごくごくごくごくごくごくごくごく代代代代表的表的表的表的なななな 2つだつだつだつだけここにはけここにはけここにはけここには持持持持ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。一一一一々々々々言言言言うううう必要必要必要必要はないとはないとはないとはないと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、ここにここにここにここに、、、、環境環境環境環境でででで頑張頑張頑張頑張っているっているっているっている企業企業企業企業のののの名名名名前前前前がががが出出出出ててててきているわけですがきているわけですがきているわけですがきているわけですが、、、、どのどのどのどの企業企業企業企業をををを見見見見てもてもてもても、、、、単単単単にににに環境環境環境環境面面面面でででで頑張頑張頑張頑張っているっているっているっているだだだだけけけけじゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、むむむむししししろろろろ経経経経営営営営内内内内容容容容がががが非非非非常常常常にいいにいいにいいにいい。。。。一一一一口口口口でででで言言言言ええええばばばば優優優優良良良良企業企業企業企業。。。。元元元元気気気気印印印印のののの企業企業企業企業がずらっとがずらっとがずらっとがずらっと並並並並んんんんでいるでいるでいるでいるわけですわけですわけですわけです。。。。 経済経済経済経済によによによによくくくくないですよというないですよというないですよというないですよというふふふふうにうにうにうに多多多多くくくく思思思思われているわれているわれているわれている中中中中でででで、、、、ななななぜぜぜぜ環境環境環境環境にににに頑張頑張頑張頑張っているっているっているっている企企企企業業業業がががが経経経経営営営営までいいのかまでいいのかまでいいのかまでいいのか。。。。私私私私にとってもなにとってもなにとってもなにとってもなぜぜぜぜななななんだろんだろんだろんだろうかとうかとうかとうかと長長長長年年年年考考考考えてきたわけですがえてきたわけですがえてきたわけですがえてきたわけですが、、、、たたたたどりどりどりどり着着着着いたいたいたいた答答答答えはえはえはえは、、、、それはそれはそれはそれは環境力環境力環境力環境力によるというものにによるというものにによるというものにによるというものに結結結結実実実実されますされますされますされます。。。。 環境力環境力環境力環境力とはとはとはとは何何何何かかかか、、、、改改改改めてめてめてめて問問問問いかけいかけいかけいかけ直直直直してみますとしてみますとしてみますとしてみますと、、、、パワーパワーパワーパワーポポポポイントでイントでイントでイントで出出出出ていますようにていますようにていますようにていますように、、、、環境力環境力環境力環境力というのはというのはというのはというのは、、、、単単単単にににに汚染汚染汚染汚染をををを防止防止防止防止したりしたりしたりしたり、、、、リサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルを実施実施実施実施するなどするなどするなどするなど、、、、環境技術力環境技術力環境技術力環境技術力のこのこのこのこととととだだだだけをけをけをけを言言言言ううううんんんんじゃじゃじゃじゃないないないない。。。。ももももちろんちろんちろんちろんこれもこれもこれもこれも極極極極めめめめてててて重重重重要要要要ですがですがですがですが、、、、そのことそのことそのことそのことだだだだけけけけじゃじゃじゃじゃないないないない。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり環境力環境力環境力環境力というのはというのはというのはというのは、、、、社会経済活動社会経済活動社会経済活動社会経済活動のののの基基基基盤盤盤盤ででででああああるるるる環境環境環境環境のののの現実現実現実現実、、、、今今今今どういうことがどういうことがどういうことがどういうことが環境環境環境環境でででで起起起起こっているのかこっているのかこっているのかこっているのか、、、、そしてこのままいそしてこのままいそしてこのままいそしてこのままいくくくくとどうなるのかというものをとどうなるのかというものをとどうなるのかというものをとどうなるのかというものを、、、、科学科学科学科学にににに基基基基づいてづいてづいてづいてしっかりしっかりしっかりしっかり見詰見詰見詰見詰めめめめ、、、、対対対対応応応応戦戦戦戦略略略略をををを練練練練りりりり、、、、技術技術技術技術やややや社会社会社会社会システムのシステムのシステムのシステムの変変変変革革革革をををを実施実施実施実施しししし得得得得るるるる総合力総合力総合力総合力。。。。それそれそれそれをををを、、、、もうもうもうもうちちちちょょょょっとっとっとっと区区区区分分分分けしてけしてけしてけして言言言言うとうとうとうと、、、、9ペペペページのージのージのージの上上上上のとこのとこのとこのところろろろににににあああありますようにりますようにりますようにりますように、、、、環境環境環境環境のののの未未未未来来来来をををを直視直視直視直視するするするする確確確確かなかなかなかな先先先先見見見見性性性性、、、、そしてそしてそしてそして知知知知恵恵恵恵、、、、それをそれをそれをそれを経経経経営戦営戦営戦営戦略略略略にににに組組組組みみみみ込込込込めるめるめるめる戦戦戦戦略性略性略性略性とととと技術力技術力技術力技術力、、、、ささささらにらにらにらに公平公平公平公平・・・・公正公正公正公正のののの感感感感覚覚覚覚やややや社会的社会的社会的社会的責任責任責任責任といったものをきといったものをきといったものをきといったものをきちちちちっとっとっとっと自自自自覚覚覚覚しているしているしているしている。。。。こうこうこうこういういういういう企業企業企業企業なりなりなりなり自治体自治体自治体自治体なりなりなりなり国国国国ががががああああれれれればばばば、、、、それはそれはそれはそれは間間間間違違違違いないないないなくくくく環境力環境力環境力環境力ののののああああるるるる企業企業企業企業でででであああありりりり、、、、ああああるいはるいはるいはるいは自治体自治体自治体自治体でででであああありりりり、、、、それはまずそれはまずそれはまずそれはまず間間間間違違違違いないないないなくくくく将来将来将来将来にににに向向向向けてけてけてけて伸伸伸伸びていびていびていびていくくくく企業企業企業企業でででであああありりりり、、、、自治体自治体自治体自治体ででででああああるというるというるというるというふふふふうにうにうにうに私私私私自自自自身身身身はははは思思思思っていますっていますっていますっています。。。。実際実際実際実際そうそうそうそうだだだだということをということをということをということを脇脇脇脇からサからサからサからサポポポポートしてートしてートしてートしてくくくくれているのれているのれているのれているのはははは、、、、先先先先ほほほほどどどどちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお見見見見せしたせしたせしたせした幾幾幾幾つつつつかのかのかのかの環境環境環境環境ランランランランキキキキングにングにングにングに出出出出ててててくくくくるるるる企業企業企業企業のおのおのおのお名名名名前前前前をををを見見見見ていていていていたたたただだだだけれけれけれければばばば、、、、なるなるなるなるほほほほどどどど、、、、環境環境環境環境でででで頑張頑張頑張頑張っているっているっているっている企業企業企業企業というのはというのはというのはというのは経経経経営営営営のののの面面面面でもでもでもでも優優優優良良良良ななななんだんだんだんだなとなとなとなということがいうことがいうことがいうことがごごごご理解理解理解理解いたいたいたいただだだだけるとけるとけるとけると思思思思うわけですうわけですうわけですうわけです。。。。 そういうそういうそういうそういう環境力環境力環境力環境力さえさえさえさえ持持持持っていれっていれっていれっていればばばばどういうどういうどういうどういう効用効用効用効用ががががああああるかというとるかというとるかというとるかというと、、、、次次次次ののののペペペページにージにージにージにあああありまりまりまりますがすがすがすが、、、、当当当当然然然然ながらながらながらながら、、、、投投投投資資資資とかとかとかとか、、、、技術開発技術開発技術開発技術開発とかとかとかとか、、、、人人人人材材材材のののの確保確保確保確保とかとかとかとか、、、、人人人人脈脈脈脈づづづづくくくくりとかりとかりとかりとか、、、、そういそういそういそういったったったった方方方方向向向向をををを誤誤誤誤らないらないらないらない。。。。間間間間違違違違いないないないなくくくく正正正正しいしいしいしい方方方方向向向向にににに企業企業企業企業やややや自治体自治体自治体自治体をををを導導導導くくくくことができることができることができることができるだろだろだろだろうとうとうとうといういういういうだろだろだろだろうとうとうとうと……………………。。。。そうすれそうすれそうすれそうすればばばば、、、、不必要不必要不必要不必要なななな環境環境環境環境リスクをリスクをリスクをリスクを引引引引きききき起起起起こすこすこすこす必要必要必要必要がないがないがないがない。。。。環境力環境力環境力環境力ををををしっかりしっかりしっかりしっかり身身身身ににににつつつつけていれけていれけていれけていればばばば、、、、不必要不必要不必要不必要なななな環境環境環境環境リスクをリスクをリスクをリスクを避避避避けることができるけることができるけることができるけることができる。。。。そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、おおおおのずとのずとのずとのずと業界業界業界業界においてにおいてにおいてにおいて、、、、ああああるいはるいはるいはるいは地域社会地域社会地域社会地域社会においてにおいてにおいてにおいて、、、、ああああるいはるいはるいはるいは国際社会国際社会国際社会国際社会においてにおいてにおいてにおいて、、、、ほほほほっといっといっといっといてもリーダーシップがてもリーダーシップがてもリーダーシップがてもリーダーシップがつつつついていていていて回回回回ってしまうってしまうってしまうってしまう、、、、こういうわけでこういうわけでこういうわけでこういうわけであああありますりますりますります。。。。環境力環境力環境力環境力はははは、、、、まさにまさにまさにまさに環境経環境経環境経環境経営営営営をををを引引引引っっっっ張張張張るエンジンのようなものとるエンジンのようなものとるエンジンのようなものとるエンジンのようなものと私私私私自自自自身身身身はははは思思思思っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、このこのこのこの環境力環境力環境力環境力ををををつつつつけていけていけていけていくくくくことがこれからことがこれからことがこれからことがこれから先企業先企業先企業先企業にとってにとってにとってにとって非非非非常常常常にににに重重重重要要要要だだだだとととと思思思思っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。 実実実実はははは、、、、私私私私はははは、、、、環境力環境力環境力環境力がががが重重重重要要要要ですよということをこのですよということをこのですよということをこのですよということをこの 1 年年年年いいいいろんろんろんろんなななな機機機機会会会会にににに言言言言ってきたらってきたらってきたらってきたら、「、「、「、「加加加加藤藤藤藤ささささんんんんのののの言言言言うことはわかったうことはわかったうことはわかったうことはわかった。。。。わかったけれどもわかったけれどもわかったけれどもわかったけれども、、、、どうどうどうどうややややったらったらったらったら環境力環境力環境力環境力ががががつくんつくんつくんつくんですかですかですかですか」」」」というというというという質質質質問問問問をををを受受受受けたものですからけたものですからけたものですからけたものですから、、、、そういうこともそういうこともそういうこともそういうこともああああってってってって、、、、新新新新しいしいしいしい本本本本をををを書書書書きましたきましたきましたきました。。。。実実実実はははは、、、、今今今今年年年年のののの初初初初めにめにめにめに、「、「、「、「福福福福をををを呼呼呼呼びびびび込込込込むむむむ環境力環境力環境力環境力」」」」というというというという本本本本をををを出出出出しししし、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、環境力環境力環境力環境力をををを鍛鍛鍛鍛えるえるえるえる 7カカカカ条条条条をををを説説説説明明明明をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。どどどどんんんんなことがなことがなことがなことが書書書書いていていていてああああるのかるのかるのかるのか、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっとだだだだけけけけごごごご紹介紹介紹介紹介しますとしますとしますとしますと、、、、7
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カカカカ条条条条というのはというのはというのはというのは、、、、まずまずまずまず、「、「、「、「右肩右肩右肩右肩成成成成長長長長にににに固固固固執執執執するなするなするなするな。」。」。」。」それからそれからそれからそれから、、、、2 番番番番目目目目はははは、「、「、「、「まともなまともなまともなまともな科学科学科学科学にににに耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けけけけろろろろ」。」。」。」。科学科学科学科学者者者者といったってといったってといったってといったって、、、、いいかいいかいいかいいかげんげんげんげんなななな科学科学科学科学者者者者もももも結結結結構構構構いますからいますからいますからいますから、、、、二二二二流流流流、、、、三流三流三流三流のののの人人人人のののの話話話話にににに耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けるけるけるけるんんんんじゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり第一第一第一第一級級級級のののの科学科学科学科学者者者者、、、、そういったものにそういったものにそういったものにそういったものに耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けけけけるるるる。。。。3 番番番番目目目目はははは、「、「、「、「科学技術科学技術科学技術科学技術のののの本本本本性性性性をををを忘忘忘忘れるなれるなれるなれるな。」。。」。。」。。」。これはこれはこれはこれは何何何何のことかのことかのことかのことかちちちちょょょょっとわからないかもっとわからないかもっとわからないかもっとわからないかもしれませしれませしれませしれませんんんんがががが、、、、科学技術自体科学技術自体科学技術自体科学技術自体はははは中中中中立立立立でででであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、常常常常にににに拡大拡大拡大拡大、、、、成成成成長長長長をををを目指目指目指目指してしましてしましてしましてしまうううう。。。。ですからですからですからですから、、、、それをいそれをいそれをいそれをいろんろんろんろんなななな形形形形ででででココココントロールしながらントロールしながらントロールしながらントロールしながら進進進進まなまなまなまなくちくちくちくちゃゃゃゃいけないけないけないけないというわいというわいというわいというわけですけですけですけです。。。。4 番番番番目目目目はははは、「、「、「、「経済経済経済経済手法手法手法手法のののの効効効効果果果果をををを見見見見損損損損なうななうななうななうな。」。。」。。」。。」。例例例例ええええばばばば、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化ににににつつつついていていていて言言言言ええええばばばば、、、、環環環環境境境境税税税税とかとかとかとか、、、、排排排排出出出出権権権権取取取取引引引引とかとかとかとか、、、、ああああるいはそのるいはそのるいはそのるいはその裏裏裏裏返返返返しのいしのいしのいしのいろんろんろんろんなななな助助助助成成成成制制制制度度度度とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう経済経済経済経済手法手法手法手法のののの効効効効果果果果をををを見見見見損損損損なうななうななうななうな。。。。5番番番番目目目目がががが、「、「、「、「公平公平公平公平・・・・公正公正公正公正のののの感感感感覚覚覚覚をををを研研研研ぎぎぎぎ澄澄澄澄ませませませませ。」。。」。。」。。」。6番番番番目目目目がががが、「、「、「、「よきよきよきよき
NPO をををを友友友友とするとするとするとする。」。」。」。」これはこれはこれはこれは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと我我我我田引水田引水田引水田引水だだだだなとなとなとなと思思思思うかもしれませうかもしれませうかもしれませうかもしれませんんんんがががが、、、、私私私私はははは、、、、NPOというのはというのはというのはというのは、、、、企業企業企業企業のののの経経経経営営営営のののの専専専専門門門門家家家家ではもではもではもではもちろんあちろんあちろんあちろんありませりませりませりませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、案案案案外外外外いいことをいいことをいいことをいいことを言言言言うううう場場場場合合合合ががががああああるとるとるとると思思思思っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、私私私私自自自自身身身身もももも、、、、そういうそういうそういうそういう実実実実例例例例をいをいをいをいろろろろいいいいろろろろとととと知知知知っていますのでっていますのでっていますのでっていますので、、、、よきよきよきよき NPO をををを友友友友とするととするととするととすると企業企業企業企業にとってよにとってよにとってよにとってよくくくくなるなるなるなる。。。。7 番番番番目目目目はははは、「、「、「、「歴史歴史歴史歴史やややや古古古古典典典典にににに学学学学びびびび、、、、希希希希望望望望をををを失失失失うなうなうなうな。」。」。」。」このこのこのこの 7カカカカ条条条条をををを、、、、私私私私はこのはこのはこのはこの本本本本のののの中中中中でででで詳詳詳詳ししししくくくく説説説説明明明明をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。ごごごご関関関関心心心心ののののああああるるるる方方方方はははは手手手手にににに取取取取ってってってって見見見見ていたていたていたていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、最後最後最後最後にににに、、、、私私私私はははは最近最近最近最近、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題というものをというものをというものをというものを、、、、日日日日本本本本のののの政政政政治治治治とかとかとかとか日日日日本本本本のののの社会社会社会社会のののの中中中中にににに明明明明確確確確にににに位位位位置置置置づけるづけるづけるづける、、、、もっともっともっともっと明明明明確確確確にににに位位位位置置置置づけるづけるづけるづける必要必要必要必要ががががああああることをることをることをることを痛痛痛痛感感感感しましてしましてしましてしまして、、、、そういうそういうそういうそういう目目目目でででで日日日日本本本本のののの憲法憲法憲法憲法をををを読読読読みみみみ直直直直してみますとしてみますとしてみますとしてみますと、、、、環境環境環境環境のののの「「「「かかかか」」」」のののの字字字字もももも書書書書いてないいてないいてないいてないんんんんですですですです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、ままままああああ、、、、もっともでもっともでもっともでもっともであああありましてりましてりましてりまして、、、、今今今今からからからから約約約約 60 年年年年前前前前にににに日日日日本本本本のののの憲法憲法憲法憲法がががが書書書書かれてかれてかれてかれて、、、、それそれそれそれ以以以以来来来来一一一一字字字字一一一一句句句句もももも直直直直していないわけですからしていないわけですからしていないわけですからしていないわけですから、、、、環境環境環境環境のののの「「「「かかかか」」」」のののの字字字字がががが出出出出てこないのもてこないのもてこないのもてこないのも何何何何ともともともともややややむをむをむをむを得得得得ないないないない。。。。しかししかししかししかし、、、、今今今今これこれこれこれほほほほどどどど環境環境環境環境問問問問題題題題がががが重重重重要要要要になってきてになってきてになってきてになってきて、、、、それこそそれこそそれこそそれこそ企業企業企業企業のののの方方方方もももも企業企業企業企業存存存存続続続続のためののためののためののための環境経環境経環境経環境経営営営営ななななんんんんていうことをていうことをていうことをていうことを言言言言いいいい出出出出したしたしたした中中中中ににににああああってってってって、、、、憲法憲法憲法憲法にににに「「「「環境環境環境環境」」」」がながながながなくくくくていいていいていいていいんんんんですかですかですかですかということをということをということをということを私私私私はははは長長長長いいいい間間間間考考考考えてえてえてえて、、、、主主主主張張張張してきたしてきたしてきたしてきた。。。。最近最近最近最近になってになってになってになって、、、、NPO 法法法法人環境人環境人環境人環境文文文文明明明明 21 ととととしてしてしてして、、、、憲法憲法憲法憲法のののの中中中中にににに「「「「環境環境環境環境」」」」のことをのことをのことをのことをちちちちょょょょこっとこっとこっとこっと書書書書けけけけばばばばいいといういいといういいといういいというんんんんじゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、憲法憲法憲法憲法のののの三三三三原原原原則則則則、、、、つつつつまりまりまりまり平平平平和主和主和主和主義義義義、、、、民主主民主主民主主民主主義義義義、、、、基基基基本的人本的人本的人本的人権権権権のののの尊尊尊尊重重重重というというというという、、、、そのそのそのその 3 つつつつのののの原原原原則則則則にににに加加加加えてもえてもえてもえてもうううう一一一一つつつつのののの原原原原則則則則、、、、これはこれはこれはこれは持続持続持続持続可能可能可能可能性性性性をををを追追追追求求求求するするするする原原原原則則則則といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性をををを確保確保確保確保するするするする原原原原則則則則、、、、ままままああああ、、、、環境環境環境環境条条条条項項項項がががが中心中心中心中心になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性をををを追追追追求求求求するするするする原原原原則則則則というものをというものをというものをというものを日日日日本本本本のののの憲法憲法憲法憲法のののの 4番番番番目目目目のののの、、、、新新新新しいしいしいしい原原原原則則則則としてとしてとしてとして入入入入れるべきれるべきれるべきれるべきだだだだというというというという主主主主張張張張をををを始始始始めておりますめておりますめておりますめております。。。。 じゃじゃじゃじゃ、、、、どどどどんんんんなななな主主主主張張張張をしているのかをしているのかをしているのかをしているのかねねねねというのはというのはというのはというのは、、、、皆皆皆皆ささささんんんんのおのおのおのお手手手手元元元元のののの資資資資料料料料のののの付付付付属属属属資資資資料料料料のののの 2、、、、
17ペペペページージージージ以降以降以降以降にににに書書書書いていていていてあああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、ごごごご関関関関心心心心ののののああああるるるる方方方方はははは後後後後でででで見見見見ていたていたていたていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 いずれにいたしましてもいずれにいたしましてもいずれにいたしましてもいずれにいたしましても、、、、時時時時代代代代はははは、、、、環境環境環境環境のことのことのことのことだだだだけけけけじゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、ああああらゆるらゆるらゆるらゆる意意意意味味味味でででで激激激激変変変変ししししておりますけれどもておりますけれどもておりますけれどもておりますけれども、、、、そのそのそのその中中中中でもでもでもでも、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化をををを中心中心中心中心とするとするとするとする地球地球地球地球環境環境環境環境のののの異異異異変変変変といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、悪化悪化悪化悪化というのはというのはというのはというのは、、、、これはこれはこれはこれは多多多多分分分分多多多多くくくくのののの方方方方のののの想想想想像像像像以以以以上上上上のものがのものがのものがのものがああああるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。科学科学科学科学者者者者自自自自身身身身がががが驚驚驚驚いているいているいているいているほほほほどですどですどですどです。。。。十十十十数数数数年年年年前前前前にににに考考考考えたこととえたこととえたこととえたことと今起今起今起今起こっていることはこっていることはこっていることはこっていることは随随随随分分分分違違違違ってきていまってきていまってきていまってきていますすすす。。。。科学科学科学科学者者者者自自自自身身身身がががが驚驚驚驚きききき、、、、どこかにどこかにどこかにどこかに間間間間違違違違いがいがいがいがああああったったったったんんんんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかという点点点点検検検検をををを始始始始めているめているめているめているぐぐぐぐらいですらいですらいですらいです。。。。そのそのそのそのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの勢勢勢勢いのいのいのいの中中中中でででで今今今今我我我我々々々々はははは生生生生きているきているきているきている。。。。日日日日本本本本でででで言言言言ええええばばばば1億億億億2,000万万万万のののの人人人人がががが、、、、世界世界世界世界でででで言言言言ええええばばばば 64億億億億のののの人人人人がががが生生生生きているきているきているきている。。。。そのそのそのその人人人人たたたたちちちちがががが、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ人人人人間間間間らしいらしいらしいらしい生活生活生活生活でででで、、、、将来将来将来将来ともともともとも生生生生きききき続続続続けなきけなきけなきけなきゃゃゃゃならないならないならないならない。。。。これはこれはこれはこれは、、、、否否否否応応応応なしになしになしになしに環境対策環境対策環境対策環境対策とととと無縁無縁無縁無縁ではではではでは生生生生きられないきられないきられないきられない。。。。だだだだ
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からからからから、、、、環境対策環境対策環境対策環境対策をまさにをまさにをまさにをまさに自分自分自分自分たたたたちちちちのののの事事事事業活動業活動業活動業活動とかとかとかとか、、、、そういったもののそういったもののそういったもののそういったものの中心中心中心中心にににに据据据据えていえていえていえていくくくくししししかないかないかないかない。。。。それにはそれにはそれにはそれには、、、、先先先先見見見見さえさえさえさえああああれれれればばばば、、、、技術力技術力技術力技術力さえさえさえさえああああれれれればばばば、、、、知知知知恵恵恵恵ががががああああれれれればばばば、、、、ままままだだだだままままだだだだ対対対対応応応応ののののしようがしようがしようがしようがああああるということでするということでするということでするということです。。。。決決決決してしてしてして不不不不可能可能可能可能でもでもでもでも何何何何でもないでもないでもないでもない。。。。対対対対応応応応のしようがのしようがのしようがのしようがああああるというるというるというるということでことでことでことで、、、、ききききょょょょうはうはうはうは、、、、このこのこのこの後後後後でででで、、、、特特特特にリにリにリにリココココーさーさーさーさんやんやんやんやイオンさイオンさイオンさイオンさんんんんのおのおのおのお話話話話をををを聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら、、、、私私私私もももも、、、、今今今今主主主主張張張張したことがしたことがしたことがしたことが適適適適切切切切ででででああああったかどうかったかどうかったかどうかったかどうか、、、、改改改改めてかみしめてみたいとめてかみしめてみたいとめてかみしめてみたいとめてかみしめてみたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。最後最後最後最後にににに私私私私がががが尊尊尊尊敬敬敬敬しているしているしているしている三三三三橋橋橋橋ささささんんんんからからからから総総総総括括括括ココココメメメメントもントもントもントもあああありますりますりますります。。。。それもそれもそれもそれも私私私私はははは楽楽楽楽しみにしていましみにしていましみにしていましみにしていますすすす。。。。 

  どうもどうもどうもどうもごごごご清清清清聴聴聴聴あああありがとりがとりがとりがとううううござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

     司司司司会会会会     どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。加藤加藤加藤加藤三三三三郎様郎様郎様郎様によるによるによるによる基基基基調調調調講演講演講演講演ででででござござござございましたいましたいましたいました。。。。改改改改めましめましめましめましてててて、、、、加藤加藤加藤加藤様様様様にににに盛盛盛盛大大大大なななな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 

 

 事例報告事例報告事例報告事例報告 II「「「「おおおお客様客様客様客様・お・お・お・お取取取取引引引引先先先先様様様様とともにとともにとともにとともに歩歩歩歩むむむむ環境経環境経環境経環境経営営営営をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」 

 司司司司会会会会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、プログラムにプログラムにプログラムにプログラムに従従従従いましていましていましていまして、「、「、「、「おおおお客様客様客様客様・お・お・お・お取取取取引引引引先先先先様様様様とともにとともにとともにとともに歩歩歩歩むむむむ環境経環境経環境経環境経営営営営をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、イオンイオンイオンイオン株式株式株式株式会社環境社会会社環境社会会社環境社会会社環境社会貢献部貢献部貢献部貢献部のののの部長部長部長部長でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃるるるる、、、、上上上上山静山静山静山静一一一一様様様様からからからからごごごご発表発表発表発表いたいたいたいただだだだきますきますきますきます。。。。 上上上上山山山山様様様様はははは、、、、1969 年年年年にジャスにジャスにジャスにジャスココココ株式株式株式株式会社会社会社会社、、、、現現現現在在在在のイオンのイオンのイオンのイオン株式株式株式株式会社会社会社会社にににに入入入入社社社社されされされされ、、、、そそそそのののの後後後後、、、、能能能能力開発力開発力開発力開発部長部長部長部長、、、、人人人人材材材材開発開発開発開発部長部長部長部長、、、、情情情情報報報報システムシステムシステムシステム部長部長部長部長等等等等をををを歴歴歴歴任任任任されされされされ、、、、2001 年年年年にににに、、、、イオンイオンイオンイオン株式株式株式株式会社会社会社会社環境社会環境社会環境社会環境社会貢献部貢献部貢献部貢献部のののの部長部長部長部長ににににごごごご就就就就任任任任なさっていらっしなさっていらっしなさっていらっしなさっていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、イオンイオンイオンイオン株式株式株式株式会社会社会社会社はははは、、、、消消消消費費費費者者者者等等等等をををを含含含含めためためためた環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮のののの普及普及普及普及にににに率先率先率先率先してしてしてして取取取取りりりり組組組組まれておりまれておりまれておりまれており、、、、グリーングリーングリーングリーン購入購入購入購入ネットワークネットワークネットワークネットワーク主催主催主催主催のののの第第第第 7 回回回回グリーングリーングリーングリーン購入購入購入購入大大大大賞賞賞賞でででで経済産業大経済産業大経済産業大経済産業大臣賞臣賞臣賞臣賞をををを受賞受賞受賞受賞されていますされていますされていますされています。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、上上上上山山山山様様様様、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 上上上上山部長山部長山部長山部長 

  ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。今今今今ごごごご紹介紹介紹介紹介をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、イオンのイオンのイオンのイオンの上上上上山山山山とととと申申申申しますしますしますします。。。。本本本本日日日日はははは、、、、おおおお招招招招きをきをきをきをいたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、こういうこういうこういうこういう発表発表発表発表のののの機機機機会会会会をををを与与与与えていたえていたえていたえていただだだだきましきましきましきましてててて、、、、まずまずまずまず御礼御礼御礼御礼をををを申申申申しししし上上上上げげげげたいたいたいたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  早早早早速速速速ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、40 分分分分というというというという時間時間時間時間ででででござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、おおおお手手手手元元元元のののの資資資資料料料料のののの、、、、特特特特にににに前前前前半半半半ににににポポポポイントをイントをイントをイントを絞絞絞絞りましてりましてりましてりまして、、、、発表発表発表発表させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、小小小小売売売売業業業業をををを中心中心中心中心にグループをにグループをにグループをにグループを形成形成形成形成いたしておりますのでいたしておりますのでいたしておりますのでいたしておりますので、、、、CSR 活動活動活動活動、、、、ああああるいはるいはるいはるいは環境経環境経環境経環境経営営営営のののの推進推進推進推進におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、おおおお客様客様客様客様とともにいかにこれをとともにいかにこれをとともにいかにこれをとともにいかにこれを推進推進推進推進するかということとするかということとするかということとするかということと、、、、それからそれからそれからそれから、、、、後後後後ほほほほどどどどちちちちょょょょっとっとっとっとごごごご報告報告報告報告いたしますがいたしますがいたしますがいたしますが、、、、サプライサプライサプライサプライチチチチェーンェーンェーンェーンママママネジネジネジネジメメメメントにントにントにントに関関関関するするするする環境環境環境環境およびおよびおよびおよび社会社会社会社会性性性性にににに関関関関するするするするママママネジネジネジネジメメメメントシステムのントシステムのントシステムのントシステムの構築構築構築構築ということにということにということにということに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、ステステステステ
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ークークークークホホホホルダーでルダーでルダーでルダーでああああるおるおるおるお取取取取引引引引様様様様とととと連連連連携携携携するするするする形形形形ででででママママネジネジネジネジメメメメントのシステムをントのシステムをントのシステムをントのシステムを構築構築構築構築していこうとしていこうとしていこうとしていこうといたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、弊弊弊弊社社社社のそのようなのそのようなのそのようなのそのような考考考考ええええ方方方方といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、環境経環境経環境経環境経営営営営のののの CSR にににに関関関関しましてもしましてもしましてもしましても、、、、いかにいかにいかにいかに本業本業本業本業のののの中中中中、、、、本業本業本業本業ののののビビビビジネスプロセスにそれをジネスプロセスにそれをジネスプロセスにそれをジネスプロセスにそれを体内化体内化体内化体内化させるさせるさせるさせるかということとかということとかということとかということと、、、、ステークステークステークステークホホホホルダーのルダーのルダーのルダーの方方方方々々々々といかにといかにといかにといかに連連連連携携携携するかするかするかするか、、、、ももももちろんちろんちろんちろんそのそのそのその中中中中にはにはにはには従従従従業業業業員員員員もももも入入入入りますしりますしりますしりますし、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会株株株株主主主主のののの方方方方々々々々もそれにもそれにもそれにもそれに入入入入りますりますりますります。。。。そのそのそのその 2 つつつつのののの考考考考ええええ方方方方をををを中心中心中心中心にににに運運運運営営営営をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。 目的目的目的目的はははは、、、、企業企業企業企業価値価値価値価値のののの向向向向上上上上でででであああありますしりますしりますしりますし、、、、そのことをそのことをそのことをそのことを通通通通じじじじてててて企業企業企業企業をいかにをいかにをいかにをいかに変変変変革革革革をしをしをしをし続続続続けてけてけてけていいいいくくくくかとかとかとかというとこいうとこいうとこいうところろろろにににに最最最最大大大大のテーのテーのテーのテーママママをををを置置置置いておりますいておりますいておりますいております。。。。弊弊弊弊社社社社のトップがのトップがのトップがのトップが、、、、3 年年年年前前前前にににに社社社社名名名名をををを変変変変更更更更いたしましたときにいたしましたときにいたしましたときにいたしましたときに、、、、2010 年年年年にににに世界世界世界世界小小小小売売売売業業業業のトップのトップのトップのトップ 10 にににに入入入入るというるというるというるという、、、、グローグローグローグローババババルテンとルテンとルテンとルテンといういういういうビビビビジョンをジョンをジョンをジョンを社内社内社内社内外外外外にににに発表発表発表発表をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、売売売売りりりり上上上上げげげげやややや利利利利益益益益ああああるいはるいはるいはるいはシェアというシェアというシェアというシェアという経済的指経済的指経済的指経済的指標標標標においてのトップにおいてのトップにおいてのトップにおいてのトップ 10 というのはもというのはもというのはもというのはもちろんちろんちろんちろんでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、それそれそれそれだだだだけけけけではなではなではなではなくくくくてててて、、、、社会社会社会社会からからからから評評評評価価価価をををを受受受受けるというけるというけるというけるという意意意意味味味味においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、トップトップトップトップ 10 のののの企業企業企業企業としてとしてとしてとして変変変変革革革革をををを続続続続けるというけるというけるというけるというメメメメッセージでッセージでッセージでッセージでござござござございましていましていましていまして、、、、ききききょょょょううううごごごご報告報告報告報告をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます案案案案件件件件はすべはすべはすべはすべてそのこととてそのこととてそのこととてそのこととベベベベクトルをクトルをクトルをクトルを合合合合わせわせわせわせておりますておりますておりますております。。。。ももももちろんちろんちろんちろん、、、、現現現現在在在在はははは、、、、そういうそういうそういうそういう企業企業企業企業にまにまにまにまだだだだ変変変変革革革革はははは十十十十分分分分にできておりませにできておりませにできておりませにできておりませんんんんでででで、、、、変変変変革革革革をしをしをしをし続続続続けていけていけていけていくくくくというとこというとこというとこというところろろろがががが大大大大きなきなきなきなポポポポイントでイントでイントでイントでござござござございますいますいますいます。。。。そのことをそのことをそのことをそのことを通通通通じじじじてててて、、、、結結結結果果果果的的的的におにおにおにお客様客様客様客様のののの満満満満足足足足をををを得得得得ていたていたていたていただだだだきききき、、、、ブランデブランデブランデブランディィィィングにングにングにングにつつつつながるということとながるということとながるということとながるということと、、、、従従従従業業業業員員員員のプライのプライのプライのプライドドドドをををを醸醸醸醸成成成成するということにもするということにもするということにもするということにも結結結結果果果果的的的的ににににつつつつながっていながっていながっていながっていくくくくというというというというビビビビジネスプロセスをジネスプロセスをジネスプロセスをジネスプロセスを体内化体内化体内化体内化したいというのがしたいというのがしたいというのがしたいというのが結論結論結論結論ででででござござござございますいますいますいます。。。。したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、今今今今からそのことのからそのことのからそのことのからそのことの具具具具体的体的体的体的なななな事例事例事例事例をををを中心中心中心中心ににににごごごご報告報告報告報告いたしたいといたしたいといたしたいといたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  まずまずまずまず、、、、最初最初最初最初にににに、、、、小小小小売売売売業業業業のののの環境経環境経環境経環境経営営営営、、、、ああああるいはるいはるいはるいは CSR というものにというものにというものにというものにつつつついていていていてごごごご理理理理解解解解いたいたいたいただくだくだくだくとととといういういういう意意意意味味味味でででで、、、、3つつつつのシンのシンのシンのシンボボボボリックなリックなリックなリックな事例事例事例事例をまずをまずをまずをまず最初最初最初最初にににに紹介紹介紹介紹介したいというしたいというしたいというしたいというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 

1つつつつはははは、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちをををを対対対対象象象象とするいとするいとするいとするいろろろろいいいいろろろろなななな活動活動活動活動をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。1つつつつはははは、、、、ここここどもエどもエどもエどもエココココクラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動ででででござござござございましていましていましていまして、、、、これはこれはこれはこれは、、、、当時当時当時当時のののの環境環境環境環境庁庁庁庁がががが主催主催主催主催されましたものにされましたものにされましたものにされましたものに呼応呼応呼応呼応するするするする形形形形でイオングループででイオングループででイオングループででイオングループで運運運運営営営営させていたさせていたさせていたさせていただだだだきききき、、、、現現現現在在在在 3,750名名名名をををを超超超超えるえるえるえる、、、、小小小小学生学生学生学生をををを中心中心中心中心とすとすとすとするるるる子供子供子供子供たたたたちちちちとととと、、、、店店店店舗舗舗舗をををを拠点拠点拠点拠点にににに、、、、環境環境環境環境にににに関関関関するするするする学学学学習習習習をををを行行行行うといったうといったうといったうといった形形形形でででで、、、、そのそのそのその場場場場のののの提提提提供供供供、、、、ササササポポポポーターのーターのーターのーターの役役役役割割割割をををを果果果果たさせていたたさせていたたさせていたたさせていただだだだいているということでいているということでいているということでいているということでござござござございますいますいますいます。。。。 

  いいいいろろろろいいいいろろろろななななメメメメニニニニュュュューがーがーがーがああああるわけでるわけでるわけでるわけであああありますがりますがりますがりますが、、、、1つつつつ、、、、象象象象徴徴徴徴的的的的なななな事例事例事例事例をををを申申申申しししし上上上上げげげげてててて、、、、イイイイメメメメーーーージをジをジをジをつつつつかかかかんんんんでいたでいたでいたでいただだだだけれけれけれければばばば幸幸幸幸いいいいだだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、田田田田んんんんぼぼぼぼのののの生生生生きききき物物物物調調調調査査査査とかとかとかとか、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ののののペペペペッッッットをトをトをトを追追追追いかけるいかけるいかけるいかける、、、、具具具具体的体的体的体的なななな循環循環循環循環がどうなっているかとかということをがどうなっているかとかということをがどうなっているかとかということをがどうなっているかとかということを学学学学ぶぶぶぶ、、、、そういったもそういったもそういったもそういったものがのがのがのがああああるわけですがるわけですがるわけですがるわけですが、、、、ききききょょょょうはうはうはうは、、、、エエエエココココクックックックッキキキキングにングにングにングにつつつついていていていて事例事例事例事例としてとしてとしてとしてごごごご紹介紹介紹介紹介をいたしたいをいたしたいをいたしたいをいたしたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、店店店店舗舗舗舗でででで働働働働いているいているいているいている従従従従業業業業員員員員のののの約約約約 8 割割割割以以以以上上上上がががが主主主主としてパートタイとしてパートタイとしてパートタイとしてパートタイママママーとーとーとーと呼呼呼呼ばばばばれるれるれるれるココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィーーーー社社社社員員員員のののの方方方方々々々々ででででござござござございましていましていましていまして、、、、このこのこのこの方方方方々々々々はははは大大大大半半半半がががが主主主主婦婦婦婦のののの方方方方でででで、、、、そのおそのおそのおそのお店店店店がががが立立立立地地地地しているしているしているしている地域地域地域地域にににに長長長長くくくくおおおお住住住住まいのまいのまいのまいの方方方方々々々々でででで、、、、このこのこのこの方方方方々々々々のののの持持持持っているっているっているっている暗暗暗暗黙黙黙黙知知知知をををを含含含含めためためためた知知知知恵恵恵恵、、、、情情情情報報報報をいかにをいかにをいかにをいかに顕顕顕顕在在在在化化化化をさせてをさせてをさせてをさせて、、、、それをそれをそれをそれを商品商品商品商品開発開発開発開発やややや店店店店舗舗舗舗オオオオペレペレペレペレーションーションーションーション等等等等々々々々にににに反反反反映映映映させていさせていさせていさせていくくくくかということはかということはかということはかということは大大大大変変変変重重重重要要要要なななな財財財財産産産産ででででああああるというるというるというるという認認認認識識識識をいたしておりますをいたしておりますをいたしておりますをいたしております。。。。したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、エエエエココココクラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動ななななんんんんかにおけるインストラクションのかにおけるインストラクションのかにおけるインストラクションのかにおけるインストラクションの仕仕仕仕事事事事はははは、、、、そういうことにそういうことにそういうことにそういうことに大大大大変変変変たけてたけてたけてたけているいるいるいる方方方方々々々々がおられますがおられますがおられますがおられます。。。。情情情情熱熱熱熱をををを持持持持ってってってって、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちとととと一一一一緒緒緒緒にににに、、、、遊遊遊遊びをびをびをびを入入入入れたれたれたれた形形形形のプログラムのプログラムのプログラムのプログラム
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をををを推進推進推進推進しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  エエエエココココクックックックッキキキキングのングのングのングの事例事例事例事例をををを申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、ちちちちょょょょうどそのときはうどそのときはうどそのときはうどそのときは旬旬旬旬ということをということをということをということを子供子供子供子供たたたたちちちちにににに伝伝伝伝えるエえるエえるエえるエココココクックックックッキキキキングをングをングをングを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。旬旬旬旬というのというのというのというのはははは、、、、新新新新鮮鮮鮮鮮でおいしいというでおいしいというでおいしいというでおいしいというふふふふうにうにうにうに言言言言わわわわれておりますれておりますれておりますれております。。。。そういうそういうそういうそういう付付付付加加加加価値価値価値価値ががががああああるわけですがるわけですがるわけですがるわけですが、、、、彼女彼女彼女彼女がががが伝伝伝伝えたかったのはえたかったのはえたかったのはえたかったのは、、、、そのことそのことそのことそのことだだだだけではなけではなけではなけではなくくくくてててて、、、、旬旬旬旬というのはというのはというのはというのは多多多多面面面面的的的的なななな意意意意味味味味をををを持持持持っているということをっているということをっているということをっているということを伝伝伝伝えたかったわけえたかったわけえたかったわけえたかったわけでででであああありますりますりますります。。。。ちちちちょょょょうどそのときにうどそのときにうどそのときにうどそのときに食材食材食材食材でででで使使使使いましたのはトいましたのはトいましたのはトいましたのはトママママトでトでトでトでござござござございますいますいますいます。。。。旬旬旬旬のときののときののときののときのトトトトママママトというのはトというのはトというのはトというのは、、、、ごごごご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、露露露露地地地地栽培栽培栽培栽培でででで栽培栽培栽培栽培いたしますいたしますいたしますいたします。。。。露露露露地地地地栽培栽培栽培栽培でトでトでトでトママママトをトをトをトを 1キキキキロロロロつくろつくろつくろつくろうとしますとうとしますとうとしますとうとしますと、、、、1,100キキキキロロロロカカカカロリーのエネルロリーのエネルロリーのエネルロリーのエネルギギギギーがかかるわけですがーがかかるわけですがーがかかるわけですがーがかかるわけですが、、、、旬旬旬旬をををを外外外外ししししますとますとますとますと、、、、これはこれはこれはこれはハウハウハウハウスススス栽培栽培栽培栽培になりますになりますになりますになります。。。。ハウハウハウハウスススス栽培栽培栽培栽培でででで同同同同じじじじトトトトママママトをトをトをトを 1 キキキキロロロロつくろつくろつくろつくろうとしまうとしまうとしまうとしますとすとすとすと 1万万万万 1,900キキキキロロロロカカカカロリーロリーロリーロリー、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーがかかるわけでーがかかるわけでーがかかるわけでーがかかるわけであああありましてりましてりましてりまして、、、、優優優優にににに 10倍倍倍倍をををを超超超超えてえてえてえているいるいるいる。。。。これはこれはこれはこれは別別別別にトにトにトにトママママトにトにトにトに限限限限ったことったことったことったことじゃじゃじゃじゃななななくくくくてててて、、、、トトトトママママトもトもトもトも、、、、キキキキウウウウリもリもリもリも、、、、ナスもそうでナスもそうでナスもそうでナスもそうで、、、、大体大体大体大体 5 倍倍倍倍からからからから 7 倍倍倍倍エネルエネルエネルエネルギギギギーがーがーがーが余余余余分分分分にかかるというにかかるというにかかるというにかかるというふふふふうなうなうなうな、、、、そういうそういうそういうそういう、、、、ハウハウハウハウスススス栽培栽培栽培栽培とととと露露露露地地地地栽培栽培栽培栽培のののの違違違違いいいい。。。。したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、旬旬旬旬というのはいというのはいというのはいというのはいろんろんろんろんなななな多多多多面面面面的的的的なななな意意意意味味味味をををを持持持持っているというこっているというこっているというこっているということをとをとをとを子供子供子供子供たたたたちちちちにエにエにエにエココココクックックックッキキキキングをングをングをングを通通通通じじじじてててて伝伝伝伝えるというえるというえるというえるというふふふふうなことをエうなことをエうなことをエうなことをエココココクラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動でででで行行行行っっっっておりますておりますておりますております。。。。子供子供子供子供たたたたちちちちはははは非非非非常常常常にににに純粋純粋純粋純粋でででであああありますからりますからりますからりますから、、、、まことにまことにまことにまことに驚驚驚驚いていていていて、、、、学学学学校校校校にににに帰帰帰帰ってってってって、、、、壁壁壁壁新新新新聞聞聞聞にににに書書書書いていていていて、、、、仲間仲間仲間仲間にににに伝伝伝伝えるえるえるえる、、、、こういうことをこういうことをこういうことをこういうことをややややっておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、こういうこういうこういうこういう、、、、非非非非常常常常にににに地地地地道道道道なななな、、、、小小小小さなことでさなことでさなことでさなことであああありますがりますがりますがりますが、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし、、、、このこのこのこの場場場場のののの提提提提供供供供をしをしをしをし、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちはははは自分自分自分自分のののの意志意志意志意志でででで考考考考ええええ、、、、感感感感じじじじるということをるということをるということをるということを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし行行行行っていっていっていっていくくくくというのがというのがというのがというのが 1つつつつのののの事例事例事例事例でででであああありますりますりますります。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、2 つつつつ目目目目ににににごごごご報告報告報告報告したいのはしたいのはしたいのはしたいのは、、、、毎毎毎毎月月月月 11 日日日日をイオン・デーというをイオン・デーというをイオン・デーというをイオン・デーというふふふふうにいたしまうにいたしまうにいたしまうにいたしましてしてしてして、、、、地域地域地域地域貢献貢献貢献貢献、、、、環境環境環境環境保全保全保全保全のののの活動活動活動活動をををを地域地域地域地域単単単単位位位位でででで行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。ききききょょょょうううう私私私私ががががごごごご報告報告報告報告いたしいたしいたしいたしたいのはたいのはたいのはたいのは、、、、このこのこのこの 11日日日日はいはいはいはいろろろろいいいいろろろろなことをなことをなことをなことをややややるるるるんんんんですがですがですがですが、、、、シンシンシンシンボボボボリックにリックにリックにリックにごごごご報告報告報告報告いたしたいいたしたいいたしたいいたしたいのはのはのはのは、、、、黄黄黄黄色色色色いいいいレレレレシートシートシートシートキキキキャンャンャンャンペペペペーンというのーンというのーンというのーンというのをさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいていますいていますいていますいています。。。。毎毎毎毎月月月月 11日日日日になりになりになりになりますとますとますとますと、、、、全全全全国国国国のイオンののイオンののイオンののイオンの約約約約 900 をををを超超超超えるえるえるえる店店店店舗舗舗舗ののののレレレレシートのシートのシートのシートの色色色色がががが一一一一斉斉斉斉にににに黄黄黄黄色色色色にににに変変変変わりますわりますわりますわります。。。。もしもしもしもし機機機機会会会会ががががあああありましたらりましたらりましたらりましたら、、、、11 日日日日におにおにおにお近近近近くくくくののののママママックスックスックスックスババババリリリリュュュュややややジャスジャスジャスジャスココココののののほほほほうへうへうへうへ行行行行っていたっていたっていたっていただだだだきたいわけできたいわけできたいわけできたいわけであああありますがりますがりますがりますが、、、、黄黄黄黄色色色色いいいい色色色色にににに変変変変えたというのはえたというのはえたというのはえたというのは、、、、色色色色がががが変変変変わることによってわることによってわることによってわることによって、、、、ここここれはれはれはれは一体一体一体一体何何何何だだだだとととと気気気気づいていたづいていたづいていたづいていただくだくだくだくことがことがことがことが目的目的目的目的でででであああありましてりましてりましてりまして、、、、黄黄黄黄色色色色がががが幸幸幸幸せというイせというイせというイせというイメメメメージがージがージがージがああああったのでったのでったのでったので、、、、黄黄黄黄色色色色のののの色色色色にしたにしたにしたにしたんんんんですがですがですがですが、、、、おおおお客様客様客様客様ががががレレレレジでジでジでジで精精精精算算算算されましてされましてされましてされまして、、、、そのそのそのそのレレレレジのすジのすジのすジのすぐぐぐぐ後後後後ろろろろにににに、、、、このこのこのこの画画画画面面面面にににに出出出出ているているているている右右右右上上上上にににに、、、、小小小小ささささくくくくてててて恐縮恐縮恐縮恐縮ななななんんんんですがですがですがですが、、、、写写写写真真真真がががが出出出出ておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、
30ユユユユニットニットニットニット 1ボボボボックスのックスのックスのックスの、、、、蜂蜂蜂蜂のののの巣巣巣巣状状状状のかなりのかなりのかなりのかなり大大大大きいきいきいきい箱箱箱箱ががががござござござございますいますいますいます。。。。そこにはそこにはそこにはそこには、、、、そのそのそのその地域地域地域地域でででで活動活動活動活動されているされているされているされている NPO、、、、ボボボボランテランテランテランティィィィアアアア団体団体団体団体、、、、市民団体等市民団体等市民団体等市民団体等々々々々のののの 30 のののの団体団体団体団体をををを紹介紹介紹介紹介することのすることのすることのすることのできるできるできるできる蜂蜂蜂蜂のののの巣巣巣巣状状状状のののの箱箱箱箱ががががああああるとるとるとると、、、、こうこうこうこう思思思思っていたっていたっていたっていただだだだけれけれけれければばばば結結結結構構構構ですですですです。。。。そこにはそこにはそこにはそこには、、、、団体団体団体団体のののの名名名名前前前前とととと、、、、どどどどんんんんなななな活動活動活動活動をされているかということををされているかということををされているかということををされているかということを簡簡簡簡潔潔潔潔にににに書書書書いたいたいたいた名名名名札札札札がががが張張張張ってってってってあああありますりますりますります。。。。おおおお客様客様客様客様はははは、、、、レレレレジでジでジでジで精精精精算算算算されましたされましたされましたされました後後後後、、、、ごごごご自分自分自分自分のののの黄黄黄黄色色色色いいいいレレレレシートをシートをシートをシートを持持持持ってってってって、、、、そのそのそのその団体団体団体団体のののの箱箱箱箱をおをおをおをお読読読読みみみみになりましてになりましてになりましてになりまして、、、、自分自分自分自分がががが共共共共鳴鳴鳴鳴することをしているすることをしているすることをしているすることをしている団体団体団体団体ののののボボボボックスにックスにックスにックスにごごごご自分自分自分自分ののののレレレレシートをシートをシートをシートを投投投投函函函函されるわけですされるわけですされるわけですされるわけです。。。。それはそれはそれはそれは一一一一種種種種のののの投投投投票票票票行行行行為為為為でででであああありましてりましてりましてりまして、「、「、「、「私私私私ははははああああなたなたなたなた方方方方のののの活動活動活動活動をををを支持支持支持支持しますしますしますします」」」」というというというという行行行行為為為為でででであああありますりますりますります。。。。おおおお客様客様客様客様とととと、、、、そのそのそのその投投投投函函函函されるされるされるされる団体団体団体団体ささささんんんんとのとのとのとの間間間間はははは、、、、基基基基本的本的本的本的にはにはにはには面識面識面識面識ははははほほほほととととんんんんどないというどないというどないというどないという状状状状態態態態ですですですです。。。。私私私私たたたたちちちち小小小小売売売売業業業業というのはというのはというのはというのは、、、、おおおお店店店店というのはというのはというのはというのは地域地域地域地域のののの広広広広場場場場でででであああありたいというりたいというりたいというりたいという、、、、そういうそういうそういうそういう思思思思いがいがいがいがござござござございますがいますがいますがいますが、、、、このこのこのこの黄黄黄黄色色色色いいいいレレレレシートシートシートシートキキキキャンャンャンャンペペペペーンをーンをーンをーンを通通通通じじじじてててて、、、、
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おおおお客様客様客様客様とととと団体団体団体団体のののの人人人人のののの間間間間でででで、、、、投投投投函函函函されるということでされるということでされるということでされるということで 1 つつつつのののの、、、、第第第第 1 回目回目回目回目のののの触触触触れれれれ合合合合いがいがいがいが発生発生発生発生いいいいたしますたしますたしますたします。。。。団体団体団体団体ささささんんんんというのはというのはというのはというのは、、、、いいいいろんろんろんろんなななな活動活動活動活動をされていましてをされていましてをされていましてをされていまして、、、、福祉福祉福祉福祉とかとかとかとか、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちのののの健健健健康康康康ででででああああるとかるとかるとかるとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは環境環境環境環境問問問問題題題題もそうでもそうでもそうでもそうであああありますしりますしりますしりますし、、、、花花花花いっいっいっいっぱぱぱぱいいいい運運運運動動動動、、、、ああああるいはるいはるいはるいは、、、、新新新新しいとこしいとこしいとこしいところろろろではではではでは、、、、自自自自殺殺殺殺防止防止防止防止 110 番番番番とかとかとかとか、、、、音楽音楽音楽音楽でででで子供子供子供子供たたたたちちちちのののの病病病病気気気気をををを治治治治すというようないすというようないすというようないすというようないろろろろいいいいろろろろなななな活動活動活動活動ががががあああありますりますりますります。。。。重重重重要要要要なのはそのなのはそのなのはそのなのはその地域地域地域地域でででで活動活動活動活動されているということされているということされているということされているということ、、、、それをそれをそれをそれを支援支援支援支援するするするするわけでわけでわけでわけであああありますりますりますります。。。。そのそのそのその団体団体団体団体ささささんんんんににににレレレレシートがシートがシートがシートが集集集集まってまいりますまってまいりますまってまいりますまってまいります。。。。 

  これをこれをこれをこれを 6カカカカ月月月月間間間間ためましてためましてためましてためまして、、、、そのそのそのそのレレレレシートにシートにシートにシートに書書書書かれているかれているかれているかれている合計合計合計合計金金金金額額額額のののの 1％％％％でででで、、、、ああああらからからからかじじじじめめめめ聞聞聞聞いていましたそのいていましたそのいていましたそのいていましたその団体団体団体団体ささささんんんんのののの希希希希望望望望されるされるされるされる商品商品商品商品をををを、、、、ジャスジャスジャスジャスココココのののの店店店店長長長長、、、、ママママックスックスックスックスババババリリリリュュュュのののの店店店店長長長長がががが寄寄寄寄贈贈贈贈するというシステムでするというシステムでするというシステムでするというシステムであああありますりますりますります。。。。ももももちろんちろんちろんちろん、、、、ものすものすものすものすごくごくごくごく多多多多くくくく入入入入るるるる団体団体団体団体ささささんんんんががががああああるるるるかとかとかとかと思思思思ええええばばばば、、、、非非非非常常常常にににに入入入入らないというらないというらないというらないという団体団体団体団体ささささんんんんががががああああるるるる。。。。大大大大変変変変ななななばばばばららららつつつつきがきがきがきが発生発生発生発生いたしますのいたしますのいたしますのいたしますのでででで、、、、入入入入らないらないらないらない団体団体団体団体ささささんんんんからするとからするとからするとからすると、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちのののの活動活動活動活動がががが地域地域地域地域のののの、、、、市民市民市民市民のののの人人人人たたたたちちちちにににに知知知知られていられていられていられていないというないというないというないという反反反反省省省省をををを持持持持たれましてたれましてたれましてたれまして、、、、これはこれはこれはこれは当初当初当初当初想定想定想定想定しなかったことなしなかったことなしなかったことなしなかったことなんんんんですがですがですがですが、、、、ジャスジャスジャスジャスココココのののの店店店店長長長長にににに対対対対してしてしてして、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちのののの活動活動活動活動をプをプをプをプレレレレゼンテーションするゼンテーションするゼンテーションするゼンテーションする場所場所場所場所をジャスをジャスをジャスをジャスココココのののの店店店店内内内内にににに貸貸貸貸してしてしてしてほほほほしいというしいというしいというしいというケケケケースがースがースがースが出出出出てまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、もうもうもうもう、、、、このこのこのこの制制制制度度度度をををを設計設計設計設計したときのしたときのしたときのしたときの当初当初当初当初想定想定想定想定はしていなかったはしていなかったはしていなかったはしていなかったんんんんですがですがですがですが、、、、全全全全社的社的社的社的なななな方方方方針針針針としてとしてとしてとして、、、、非非非非常常常常にににに優優優優先先先先順位順位順位順位のののの高高高高いいいい企画企画企画企画ででででああああるるるるというというというというふふふふうにしておりますのでうにしておりますのでうにしておりますのでうにしておりますので、、、、店店店店長長長長はははは、、、、土土土土・・・・日日日日をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした、、、、52 週週週週のフリースのフリースのフリースのフリースペペペペースースースース、、、、セントラルセントラルセントラルセントラルココココートをートをートをートを中心中心中心中心としたフリースとしたフリースとしたフリースとしたフリースペペペペースのースのースのースの場所場所場所場所をををを団体団体団体団体のののの方方方方々々々々におにおにおにお貸貸貸貸しをしてしをしてしをしてしをして、、、、そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、そのそのそのその団体団体団体団体のののの方方方方々々々々はははは、、、、買買買買いいいい物物物物にににに来来来来られたられたられたられた市民市民市民市民のののの人人人人たたたたちちちちにににに自分自分自分自分たたたたちちちちのののの活動内活動内活動内活動内容容容容をプをプをプをプレレレレゼンテーションされるゼンテーションされるゼンテーションされるゼンテーションされる。。。。これはこれはこれはこれは第第第第 2 回目回目回目回目のののの触触触触れれれれ合合合合いがそこでいがそこでいがそこでいがそこで発生発生発生発生しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。現現現現在在在在はははは、、、、これはこれはこれはこれは第第第第 2 ステージにステージにステージにステージに進化進化進化進化してまいりましてしてまいりましてしてまいりましてしてまいりまして、、、、結結結結果果果果的的的的にににに、、、、このこのこのこの団体団体団体団体ささささんんんんとジャスとジャスとジャスとジャスココココのののの店店店店長長長長などとなどとなどとなどと一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって、、、、このこのこのこの地域固有地域固有地域固有地域固有のののの生生生生ごごごごみのリサイクルのみのリサイクルのみのリサイクルのみのリサイクルの仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをつくろつくろつくろつくろうとうとうとうと動動動動きききき始始始始めたりめたりめたりめたり、、、、ああああるいはるいはるいはるいは音楽音楽音楽音楽でででで子供子供子供子供たたたたちちちちのののの病病病病気気気気をををを治治治治すというすというすというすという、、、、ああああるるるる特特特特定地域定地域定地域定地域のののの活動活動活動活動だだだだったものったものったものったものがががが、、、、インターネットインターネットインターネットインターネット上上上上でででで報告報告報告報告をされをされをされをされ始始始始めてめてめてめて、、、、それにそれにそれにそれに呼応呼応呼応呼応するするするする形形形形でででで、、、、他他他他のののの地域地域地域地域からからからから、、、、一一一一緒緒緒緒にににになってこのなってこのなってこのなってこの運運運運動動動動をををを展開展開展開展開しまししまししまししましょょょょうといううといううといううというふふふふうにうにうにうに、、、、運運運運動動動動がががが特特特特定定定定のののの地域地域地域地域からリージョナルなからリージョナルなからリージョナルなからリージョナルな地地地地域域域域にににに広広広広がりがりがりがり始始始始めてきているというめてきているというめてきているというめてきているという、、、、ほほほほんんんんとうのとうのとうのとうの活動自体活動自体活動自体活動自体がががが進化進化進化進化しししし始始始始めているというめているというめているというめているという、、、、こうこうこうこういうことになっておりますいうことになっておりますいうことになっておりますいうことになっております。。。。 

  昨昨昨昨年年年年 1 年年年年間間間間でででで 8,000 をををを超超超超えるえるえるえる団体団体団体団体ささささんんんんがががが登登登登録録録録をされをされをされをされ、、、、地域地域地域地域のののの市民市民市民市民のののの人人人人たたたたちちちちとのリとのリとのリとのリレレレレーショーショーショーションをンをンをンを現実現実現実現実にされましたにされましたにされましたにされました。。。。ジャスジャスジャスジャスココココ側側側側からするとからするとからするとからすると、、、、商品商品商品商品をををを寄寄寄寄贈贈贈贈したしたしたしたココココストはストはストはストは 5,000万万万万をををを若干若干若干若干超超超超えるえるえるえるぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの内内内内容容容容でででで、、、、私私私私どもとしてはどもとしてはどもとしてはどもとしては、、、、もっともっとこれをもっともっとこれをもっともっとこれをもっともっとこれを広広広広げげげげたいというたいというたいというたいというふふふふうにうにうにうに考考考考えてえてえてえておりますおりますおりますおります。。。。これはこれはこれはこれは 1つつつつのののの、、、、ジャスジャスジャスジャスココココのおのおのおのお店店店店をををを拠点拠点拠点拠点とするとするとするとする形形形形のののの地域地域地域地域のののの活動活動活動活動されているされているされているされている NPO のののの人人人人たたたたちちちち、、、、ボボボボランテランテランテランティィィィアアアア団体団体団体団体のののの方方方方とととと市民市民市民市民のののの方方方方々々々々とのとのとのとのつつつつながりをながりをながりをながりを、、、、場場場場をををを提提提提供供供供するというするというするというするという小小小小売売売売業業業業としてのとしてのとしてのとしての 1 つつつつのののの具具具具体的体的体的体的なななな社会社会社会社会性性性性にににに対対対対するするするする活動活動活動活動とととと、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。これらこれらこれらこれらのののの団体団体団体団体ささささんんんんのののの中中中中にはにはにはには環境環境環境環境問問問問題題題題ももももももももちろんちろんちろんちろん入入入入っておりますっておりますっておりますっております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、11 日日日日はははは、、、、必必必必ずずずず朝朝朝朝、、、、8時時時時頃頃頃頃からはからはからはからは店店店店舗舗舗舗のののの近近近近くくくくをををを全員全員全員全員でででで掃除掃除掃除掃除をするクリーンをするクリーンをするクリーンをするクリーン活動活動活動活動をををを展開展開展開展開していますしていますしていますしています。。。。これはこれはこれはこれは多多多多くくくくのののの企業企業企業企業でもでもでもでもややややっておられることとっておられることとっておられることとっておられることと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  3つつつつ目目目目におにおにおにお見見見見せしたいのはせしたいのはせしたいのはせしたいのは、、、、ちちちちょょょょっとかたっとかたっとかたっとかた苦苦苦苦しいしいしいしい内内内内容容容容でででで恐縮恐縮恐縮恐縮ななななんんんんですがですがですがですが、、、、産学産学産学産学官官官官民民民民・・・・共共共共同同同同プロジェクトというプロジェクトというプロジェクトというプロジェクトという名名名名前前前前でででで出出出出しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、小小小小売売売売業業業業はははは地域産業地域産業地域産業地域産業ででででござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの地域固有地域固有地域固有地域固有のののの各各各各セクターのセクターのセクターのセクターの方方方方々々々々とととと連連連連携携携携してしてしてして、、、、具具具具体的体的体的体的なななな活動活動活動活動をををを行行行行いいいい、、、、具具具具体的体的体的体的なパフォーなパフォーなパフォーなパフォー
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ママママンスをンスをンスをンスを出出出出していしていしていしていくくくくということということということということ、、、、そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのそのビビビビジネスプロセスをジネスプロセスをジネスプロセスをジネスプロセスをほほほほかへかへかへかへ提示提示提示提示させていさせていさせていさせていくくくくということをということをということをということを意意意意識識識識的的的的ににににややややっておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  ききききょょょょううううごごごご報告報告報告報告いたしたいのはいたしたいのはいたしたいのはいたしたいのは、、、、私私私私自自自自身身身身もずっともずっともずっともずっと参参参参画画画画しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、詳詳詳詳ししししくごくごくごくご報告報告報告報告でででできるきるきるきるんんんんですがですがですがですが、、、、京都京都京都京都市市市市のののの北部北部北部北部でででで行行行行っておりますっておりますっておりますっております活動活動活動活動でででであああありますりますりますります。。。。京都京都京都京都大学大学大学大学というというというという大学大学大学大学、、、、京京京京都都都都市市市市というというというという行行行行政政政政、、、、環境市民環境市民環境市民環境市民というというというという名名名名前前前前のののの NPO、、、、ジャスジャスジャスジャスココココのののの東山東山東山東山二二二二条条条条店店店店というというというという、、、、大大大大変変変変古古古古いいいい、、、、小小小小さなおさなおさなおさなお店店店店。。。。そのおそのおそのおそのお店店店店にににに買買買買いいいい物物物物にににに来来来来られるられるられるられる一一一一般般般般のおのおのおのお客様客様客様客様。。。。このこのこのこの 5つつつつのセクターがのセクターがのセクターがのセクターが集集集集まってまってまってまって、、、、循環型循環型循環型循環型のののの販販販販売売売売システムのシステムのシステムのシステムのモモモモデルをデルをデルをデルをつくろつくろつくろつくろうということでうということでうということでうということで、、、、3 年年年年半半半半前前前前からからからから、、、、ずっとずっとずっとずっとココココンスタンンスタンンスタンンスタントにトにトにトに実実実実証証証証実実実実験験験験をををを、、、、いいいいろんろんろんろんなテーなテーなテーなテーママママででででややややってきておりますってきておりますってきておりますってきております。。。。 ききききょょょょううううごごごご報告報告報告報告したいのはしたいのはしたいのはしたいのは、、、、地産地地産地地産地地産地消消消消ということにということにということにということにつつつついていていていて実際実際実際実際にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ事例事例事例事例ででででござござござございいいいますがますがますがますが、、、、地産地地産地地産地地産地消消消消というのはというのはというのはというのは、、、、ごごごご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、そのそのそのその土土土土地地地地でとれたものをそのでとれたものをそのでとれたものをそのでとれたものをその土土土土地地地地でででで消費消費消費消費するというするというするというするという、、、、最最最最もももも環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの低低低低いライフスタイルでいライフスタイルでいライフスタイルでいライフスタイルでああああるとるとるとると言言言言われわれわれわれ続続続続けてきておりますがけてきておりますがけてきておりますがけてきておりますが、、、、現実現実現実現実ににににはなかなかはなかなかはなかなかはなかなか、、、、経済的経済的経済的経済的にににに成成成成りりりり立立立立たないということたないということたないということたないということ、、、、人人人人手手手手がかかりがかかりがかかりがかかり過過過過ぎぎぎぎるるるる、、、、ロットになロットになロットになロットにならないらないらないらない等等等等々々々々でででで、、、、ココココストがストがストがストが高高高高くつくくつくくつくくつくということでということでということでということで、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか物物物物にならなかったというものでにならなかったというものでにならなかったというものでにならなかったというものであああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、ならならならならばばばば、、、、ということでということでということでということで、、、、ビビビビジネスとしてジネスとしてジネスとしてジネスとして成成成成りりりり立立立立つつつつ、、、、経済的経済的経済的経済的にもにもにもにも成成成成りりりり立立立立つモつモつモつモデルをデルをデルをデルを、、、、このこのこのこの 5 つつつつのセクターがのセクターがのセクターがのセクターが集集集集まってまってまってまって一度一度一度一度ややややってみようではないかということでってみようではないかということでってみようではないかということでってみようではないかということで行行行行いまいまいまいましたしたしたした。。。。ちちちちょょょょうどうどうどうど私私私私どもがそれをどもがそれをどもがそれをどもがそれを挑戦挑戦挑戦挑戦しましたときはしましたときはしましたときはしましたときは、、、、ホホホホウウウウレレレレンンンンソウソウソウソウをををを食材食材食材食材としておとしておとしておとしてお客様客様客様客様ににににアプローアプローアプローアプローチチチチをいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。地産地地産地地産地地産地消消消消でででであああありますからりますからりますからりますから、、、、京都京都京都京都市市市市のののの北部北部北部北部のエのエのエのエココココフフフファァァァームのームのームのームの人人人人たたたたちちちちとととと一一一一緒緒緒緒になってになってになってになってつくつくつくつくったったったったホホホホウウウウレレレレンンンンソウソウソウソウ。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその横横横横にはにはにはには他他他他府府府府県県県県からからからから来来来来ているているているているホホホホウウウウレレレレンンンンソウソウソウソウ、、、、そのそのそのその横横横横にはにはにはには海海海海外外外外からからからから来来来来ているているているているホホホホウウウウレレレレンンンンソウソウソウソウ、、、、大大大大ききききくくくくこのこのこのこの 3 つつつつののののカカカカテテテテゴゴゴゴリーのリーのリーのリーのホホホホウウウウレレレレンンンンソウソウソウソウをををを販販販販売売売売させていたさせていたさせていたさせていただだだだいていていていて、、、、おおおお客様客様客様客様にににに地産地地産地地産地地産地消消消消というというというという意意意意味味味味をををを強強強強くくくくおおおお伝伝伝伝えをしてえをしてえをしてえをして、、、、どれどれどれどれくくくくらいのらいのらいのらいの方方方方々々々々がががが、、、、どれどれどれどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの売売売売価価価価ででででああああれれれればばばば地産地地産地地産地地産地消消消消ののののホホホホウウウウレレレレンンンンソウソウソウソウをををを選選選選ばばばばれるのかれるのかれるのかれるのかということをということをということをということを知知知知りたかったわけですりたかったわけですりたかったわけですりたかったわけです。。。。当時当時当時当時はははは、、、、1束束束束 138円円円円がががが相場相場相場相場ででででござござござございましたのでいましたのでいましたのでいましたので、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな売売売売価価価価をををを順順順順次次次次変変変変えていってえていってえていってえていって、、、、見見見見ていったわけでていったわけでていったわけでていったわけであああありますがりますがりますがりますが、、、、ききききょょょょうはうはうはうは時間時間時間時間ががががあああありませりませりませりませんんんんのでのでのでので、、、、結論結論結論結論だだだだけけけけ申申申申しししし上上上上げげげげますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、10円円円円高高高高いいいい 148円円円円売売売売価価価価のののの地産地産地産地産地地地地消消消消ののののホホホホウウウウレレレレンンンンソウソウソウソウででででああああったったったった場場場場合合合合にににに、、、、60％％％％のののの方方方方々々々々がそのがそのがそのがその地産地地産地地産地地産地消消消消ののののホホホホウウウウレレレレンンンンソウソウソウソウをおをおをおをお買買買買いになったといういになったといういになったといういになったという事事事事実実実実でででであああありますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれは大大大大変変変変重重重重要要要要なななな情情情情報報報報でででであああありましてりましてりましてりまして、、、、148円円円円売売売売価価価価でででで 6割割割割のののの方方方方がおがおがおがお買買買買いになるといになるといになるといになるということでいうことでいうことでいうことでああああれれれればばばば、、、、それがそれがそれがそれが可能可能可能可能なななな原原原原価価価価構成構成構成構成でエでエでエでエココココフフフファァァァーーーーママママーのーのーのーの人人人人たたたたちちちちとととと一一一一緒緒緒緒になってになってになってになってつくつくつくつくっていっていっていっていくくくくことができれことができれことができれことができればばばば、、、、これはこれはこれはこれは 1 つつつつののののビビビビジネスジネスジネスジネスモモモモデルとしてデルとしてデルとしてデルとして成成成成りりりり立立立立つつつつというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思いいいいますますますます。。。。 さらにさらにさらにさらに加加加加えてえてえてえて言言言言うならうならうならうならばばばば、、、、京都京都京都京都市市市市というというというという行行行行政政政政のののの立立立立場場場場、、、、ああああるいはるいはるいはるいは環境市民環境市民環境市民環境市民というというというという名名名名前前前前のののの NPOというというというという第三第三第三第三者者者者のののの立立立立場場場場でででで、、、、認認認認証証証証というというというという行行行行為為為為をよりをよりをよりをより強強強強くくくくしていたしていたしていたしていただくだくだくだくということをするとということをするとということをするとということをすると、、、、ここここのののの 6 割割割割というというというという数数数数字字字字がががが高高高高くくくくなるということでなるということでなるということでなるということであああありますりますりますります。。。。したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、ももももちろんちろんちろんちろんこのこのこのこの東山東山東山東山二二二二条条条条店店店店というというというというママママーーーーケケケケットというのはットというのはットというのはットというのは、、、、京都京都京都京都大学大学大学大学、、、、同志同志同志同志社大学社大学社大学社大学とととと、、、、大学大学大学大学ががががあああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、単単単単身身身身者者者者がががが覆覆覆覆いといういといういといういというママママーーーーケケケケットでットでットでットで、、、、かかかかつつつつ 60歳歳歳歳、、、、70歳歳歳歳ののののごごごご高齢高齢高齢高齢のののの方方方方々々々々もももも多多多多くくくく住住住住まれるというまれるというまれるというまれるという、、、、大大大大変変変変年年年年齢齢齢齢のののの幅幅幅幅のののの広広広広いいいいママママーーーーケケケケットでットでットでットでござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、属性属性属性属性によってによってによってによって層層層層別別別別してしてしてして分分分分析析析析をすることをすることをすることをすることがががが、、、、精精精精査査査査することがもすることがもすることがもすることがもちろんちろんちろんちろん必要必要必要必要ななななんんんんでででであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、今今今今申申申申しししし上上上上げげげげたたたた 148 円円円円というというというという売売売売価価価価でででで 6 割割割割ということはということはということはということは大大大大変変変変重重重重要要要要なななな情情情情報報報報でででであああありますりますりますります。。。。これがこれがこれがこれが 1 つつつつののののビビビビジネスジネスジネスジネスモモモモデルとしてデルとしてデルとしてデルとしてああああるるるる程程程程度度度度いけるとなれいけるとなれいけるとなれいけるとなればばばば、、、、他他他他府府府府県県県県にににに応応応応用用用用するということとするということとするということとするということと、、、、それからそれからそれからそれから本社本社本社本社におりますイオンにおりますイオンにおりますイオンにおりますイオン
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のののの、、、、いわゆるグローいわゆるグローいわゆるグローいわゆるグローババババルルルルママママーーーーチチチチャンダイジングもャンダイジングもャンダイジングもャンダイジングもややややっているっているっているっている部部部部署署署署にこのにこのにこのにこの情情情情報報報報をををを反反反反映映映映してしてしてして、、、、グローグローグローグローババババルルルルママママーーーーチチチチャンダイジングのャンダイジングのャンダイジングのャンダイジングのホホホホウウウウレレレレンンンンソウソウソウソウとととと、、、、ローローローローカカカカルなルなルなルな、、、、地産地地産地地産地地産地消消消消ののののホホホホウウウウレレレレンンンンソソソソウウウウというものをというものをというものをというものを両両両両方方方方商品商品商品商品開発開発開発開発していしていしていしていくくくくということにということにということにということにつつつつななななげげげげていていていていくくくくということがということがということがということが、、、、１１１１つつつつ、、、、重重重重要要要要なことではないかというなことではないかというなことではないかというなことではないかというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。これがこれがこれがこれが 1 つつつつのののの、、、、私私私私どものどものどものどもの、、、、小小小小売売売売業業業業ををををややややっておりますっておりますっておりますっております環境経環境経環境経環境経営営営営、、、、ああああるいはるいはるいはるいは、、、、後後後後ほほほほどどどどちちちちょょょょっとまたっとまたっとまたっとまた申申申申しししし上上上上げげげげますますますます CSR にににに関連関連関連関連するアクするアクするアクするアクションということでションということでションということでションということでござござござございますいますいますいます。。。。 

  次次次次にににに、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと体体体体験験験験的的的的ににににごごごご報告報告報告報告いたしたいといたしたいといたしたいといたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、小小小小売売売売業業業業としてとしてとしてとして、、、、おおおお客様客様客様客様へのへのへのへの 5 つつつつのおのおのおのお約約約約束束束束というのがというのがというのがというのが、、、、店店店店頭頭頭頭でででで、、、、おおおお客様客様客様客様ににににポポポポススススターターターター等等等等々々々々でででで 5つつつつのことをおのことをおのことをおのことをお約約約約束束束束しておりますしておりますしておりますしております。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、そのそのそのその中中中中のののの 2番番番番のののの、「、「、「、「価値価値価値価値ああああるるるる商品商品商品商品をををを豊富豊富豊富豊富にににに品品品品揃揃揃揃えをするえをするえをするえをする」」」」というというというという、、、、このこのこのこの価値価値価値価値ということにということにということにということにつつつつきましてきましてきましてきまして、、、、1つだつだつだつだけけけけココココメメメメントをさントをさントをさントをさせていたせていたせていたせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  品品品品質質質質がいいとかがいいとかがいいとかがいいとか、、、、テイストがいいとかテイストがいいとかテイストがいいとかテイストがいいとか、、、、価格価格価格価格がリーズナブルがリーズナブルがリーズナブルがリーズナブル、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう必必必必須須須須条件条件条件条件でででであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、最近最近最近最近はははは、、、、このこのこのこの価値価値価値価値というもののというもののというもののというものの中中中中にににに新新新新しいしいしいしい概概概概念念念念がががが入入入入ってきているというってきているというってきているというってきているというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。ごごごご存存存存じじじじのののの方方方方もももも大大大大変変変変多多多多いといといといと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、四四四四、、、、五五五五年年年年前前前前にににに、、、、ああああるスるスるスるスポポポポーーーーツツツツブランブランブランブランドドドドのののの商品商品商品商品がががが、、、、全全全全米米米米でででで不不不不買買買買運運運運動動動動がががが起起起起こったことがこったことがこったことがこったことがござござござございましたいましたいましたいました。。。。それはそれはそれはそれは、、、、そのそのそのその会社会社会社会社のブランのブランのブランのブランドドドドのサッのサッのサッのサッカカカカーーーーボボボボールをールをールをールをつくつくつくつくっているっているっているっている、、、、ああああるるるる東東東東南南南南アジアのアジアのアジアのアジアの工場工場工場工場がががが、、、、ススススウウウウェットショェットショェットショェットショップでップでップでップでああああるるるる。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、児童児童児童児童労働労働労働労働、、、、9 歳歳歳歳、、、、10 歳歳歳歳のののの子供子供子供子供たたたたちちちちをををを使使使使ってこのサッってこのサッってこのサッってこのサッカカカカーーーーボボボボールをールをールをールを製製製製造造造造していたということでしていたということでしていたということでしていたということで、、、、反反反反社会的企業社会的企業社会的企業社会的企業ででででああああるということをるということをるということをるということを指指指指摘摘摘摘されてされてされてされて、、、、全全全全米米米米でででで不不不不買買買買運運運運動動動動がががが起起起起こったことがこったことがこったことがこったことがござござござございますいますいますいます。。。。このこのこのこの 2 番番番番のとこのとこのとこのところろろろはははは関係関係関係関係ががががああああるわけでるわけでるわけでるわけであああありますがりますがりますがりますが、、、、結結結結局局局局、、、、価値価値価値価値ああああるるるる商品商品商品商品のののの価値価値価値価値というもののというもののというもののというものの中中中中にににに、、、、社会社会社会社会性性性性、、、、企業企業企業企業倫倫倫倫理理理理というものがというものがというものがというものが当当当当然然然然問問問問われてきてわれてきてわれてきてわれてきているということになっているといるということになっているといるということになっているといるということになっていると思思思思いますいますいますいます。。。。ましてましてましてましてややややグローグローグローグローババババルルルル 10 ということをということをということをということを目指目指目指目指すすすす、、、、そそそそういうういうういうういう企業企業企業企業にににに変変変変わりたいというわりたいというわりたいというわりたいというふふふふうにうにうにうにメメメメッセージをッセージをッセージをッセージを出出出出しているというしているというしているというしているという企業企業企業企業にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、ももももっとそのことがっとそのことがっとそのことがっとそのことが強強強強くくくく問問問問われてわれてわれてわれてくくくくるのるのるのるのだだだだというというというというふふふふうにうにうにうに認認認認識識識識をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。 

  したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、具具具具体的体的体的体的なアクションをとりましたがなアクションをとりましたがなアクションをとりましたがなアクションをとりましたが、、、、といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは、、、、おおおお手手手手元元元元にこういうにこういうにこういうにこういう弊弊弊弊社社社社のののの「「「「環境環境環境環境・・・・社会社会社会社会報告報告報告報告書書書書」」」」ががががああああるかとるかとるかとるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、これのこれのこれのこれの 24ペペペページージージージ、、、、25ペペペページをージをージをージをちちちちょょょょっとおっとおっとおっとおああああけいたけいたけいたけいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。特特特特にににに 25ペペペページのとこージのとこージのとこージのところろろろでででであああありますけれりますけれりますけれりますけれどもどもどもども、、、、これはこれはこれはこれは、、、、表題表題表題表題といたしといたしといたしといたしましてはましてはましてはましては、「、「、「、「イオンサプライイオンサプライイオンサプライイオンサプライヤヤヤヤーーーーCoC」、」、」、」、イオンサプライイオンサプライイオンサプライイオンサプライヤヤヤヤーーーー
Code of Conduct、、、、取取取取引引引引行動規行動規行動規行動規範範範範というものをというものをというものをというものを設定設定設定設定しししし、、、、いわゆるサプライいわゆるサプライいわゆるサプライいわゆるサプライチチチチェーンェーンェーンェーンママママネジネジネジネジメメメメントのントのントのントの厳厳厳厳重重重重管理管理管理管理にににに使使使使ううううママママネジネジネジネジメメメメントントントントツツツツールをールをールをールを開発開発開発開発させていたさせていたさせていたさせていただだだだいていていていて、、、、イオンとサプライイオンとサプライイオンとサプライイオンとサプライヤヤヤヤーさーさーさーさんんんんとがとがとがとが一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって、、、、25ペペペページにージにージにージにああああるるるる 13 のののの要要要要件件件件ににににつつつついていていていて管理管理管理管理をしていをしていをしていをしていくくくく体体体体制制制制ををををつくろつくろつくろつくろうとしているということでうとしているということでうとしているということでうとしているということであああありますりますりますります。。。。一一一一番上番上番上番上にはにはにはには、、、、児童児童児童児童労働労働労働労働ととととあああありましてりましてりましてりまして、、、、10 番番番番目目目目はははは、、、、そそそそのののの国国国国、、、、そのそのそのその地域地域地域地域のののの環境環境環境環境のののの法法法法遵遵遵遵守守守守、、、、それからそれからそれからそれから、、、、13 番番番番目目目目はははは贈贈贈贈答禁止答禁止答禁止答禁止、、、、非非非非常常常常にこれからにこれからにこれからにこれから大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題になりますになりますになりますになります、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる賄賂賄賂賄賂賄賂のののの問問問問題題題題、、、、このこのこのこの 13 のののの項項項項目目目目ににににつつつついていていていて、、、、イオンとサプライイオンとサプライイオンとサプライイオンとサプライヤヤヤヤーさーさーさーさんんんんがががが一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって、、、、まずまずまずまず最終最終最終最終のののの製製製製造造造造のののの工場工場工場工場ををををママママネジネジネジネジメメメメントしていこうというントしていこうというントしていこうというントしていこうという体体体体制制制制ををををつくつくつくつくりまりまりまりましたしたしたした。。。。4 年年年年前前前前にトップににトップににトップににトップに提提提提案案案案しししし、、、、ゴゴゴゴーになってーになってーになってーになって、、、、準備準備準備準備をしてをしてをしてをして、、、、具具具具体的体的体的体的にこのアクションをとにこのアクションをとにこのアクションをとにこのアクションをとったのはったのはったのはったのは 3 年年年年前前前前からとっておりますからとっておりますからとっておりますからとっております。。。。現現現現在在在在、、、、このこのこのこの項項項項目目目目ににににつつつついていていていて、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる plan、、、、do、、、、check、、、、
action ののののママママネジネジネジネジメメメメントサイクルがントサイクルがントサイクルがントサイクルが回回回回りりりり始始始始めましたのでめましたのでめましたのでめましたので、、、、昨昨昨昨年年年年のののの 9 月月月月にににに、、、、このことをこのことをこのことをこのことを理理理理由由由由ととととしてしてしてして、、、、国連国連国連国連のグローのグローのグローのグローババババルルルルココココンパクトにンパクトにンパクトにンパクトに参加参加参加参加表明表明表明表明をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきききき、、、、昨昨昨昨年年年年のののの 10 月月月月にににに、、、、いわゆいわゆいわゆいわゆ
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るるるる SA8000 というというというという、、、、Social Accountability 8000 というというというという企業企業企業企業倫倫倫倫理理理理行動行動行動行動とととと労働労働労働労働環境環境環境環境にににに関関関関するするするする国際国際国際国際基基基基準準準準のののの審審審審査査査査をををを受受受受けけけけ、、、、認認認認証証証証をいたをいたをいたをいただくだくだくだくことができましたことができましたことができましたことができました。。。。これはすべてこのイオンサプライこれはすべてこのイオンサプライこれはすべてこのイオンサプライこれはすべてこのイオンサプライヤヤヤヤーーーーCode of Conduct というものがというものがというものがというものがママママネジネジネジネジメメメメントしてントしてントしてントして、、、、機機機機能能能能しししし始始始始めたものですからめたものですからめたものですからめたものですから、、、、単単単単にににに品品品品質質質質、、、、価格価格価格価格、、、、ああああるいはスるいはスるいはスるいはスペペペペックどおりックどおりックどおりックどおりつくつくつくつくられているかどうかということられているかどうかということられているかどうかということられているかどうかということだだだだけではなけではなけではなけではなくくくくてててて、、、、このこのこのこの社会社会社会社会性性性性というというというという物物物物差差差差しでのしでのしでのしでの企業企業企業企業のののの、、、、特特特特にトップにトップにトップにトップババババリリリリュュュュというプライというプライというプライというプライベベベベートブランートブランートブランートブランドドドドのののの製製製製造造造造過程過程過程過程をサプライをサプライをサプライをサプライヤヤヤヤーさーさーさーさんんんんとととと一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって管理管理管理管理するというするというするというするという仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをつくつくつくつくりりりり、、、、このこのこのこの精精精精度度度度をををを毎毎毎毎年年年年上上上上げげげげていこうといていこうといていこうといていこうということをうことをうことをうことをややややっておりますっておりますっておりますっております。。。。このことはこのことはこのことはこのことは、、、、十十十十分分分分にににに今今今今できているわけではできているわけではできているわけではできているわけではあああありませりませりませりませんんんんがががが、、、、少少少少ななななくくくくともともともとも上上上上げげげげていていていていくくくくというというというという意志意志意志意志とととと、、、、ママママネジネジネジネジメメメメントがントがントがントが動動動動きききき始始始始めたというこめたというこめたというこめたということはとはとはとは明明明明確確確確にににに言言言言えますのでえますのでえますのでえますので、、、、このこのこのこの 2 番番番番のののの「「「「価値価値価値価値ああああるるるる商品商品商品商品」」」」というというというという、、、、価値価値価値価値というもののというもののというもののというものの中中中中にににに新新新新しいしいしいしい基基基基準準準準をををを入入入入れてれてれてれて動動動動かしておりますかしておりますかしておりますかしております。。。。さらにこれからもさらにこれからもさらにこれからもさらにこれからも精精精精度度度度をををを上上上上げげげげていきたいというていきたいというていきたいというていきたいというふふふふううううにににに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、このこのこのこの 6 番番番番目目目目ののののやつやつやつやつはははは、、、、これはイオンこれはイオンこれはイオンこれはイオン環境環境環境環境理理理理念念念念というというというという、、、、グループにグループにグループにグループに共共共共通通通通するするするする環環環環境境境境理理理理念念念念でででであああありますりますりますります。。。。特特特特にににに下下下下のののの 3 行行行行がががが重重重重要要要要なことでなことでなことでなことであああありますりますりますります。。。。地域地域地域地域にににに根根根根ざざざざすということすということすということすということ、、、、パパパパートナーシップをいかにートナーシップをいかにートナーシップをいかにートナーシップをいかに育育育育むかむかむかむか、、、、これがこれがこれがこれがキキキキーワーーワーーワーーワードドドドでででであああありますりますりますります。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、7番番番番目目目目ににににあああありますのはりますのはりますのはりますのは、、、、これはこれはこれはこれは私私私私どもイオンどもイオンどもイオンどもイオン株式株式株式株式会社会社会社会社単単単単体体体体のののの環境方環境方環境方環境方針針針針ででででござござござございいいいますますますます。。。。私私私私どもどもどもども、、、、一一一一番上番上番上番上にににに、「、「、「、「『『『『おおおお客様客様客様客様第一第一第一第一』』』』をををを基基基基本本本本にににに」」」」とととと、、、、こうこうこうこう書書書書いておりますいておりますいておりますいております。。。。これはこれはこれはこれは、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいことでしいことでしいことでしいことでござござござございましていましていましていまして、、、、言言言言うのはうのはうのはうのは簡単簡単簡単簡単でででであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、このことをこのことをこのことをこのことを実実実実践践践践しししし続続続続けていけていけていけていくくくくということはということはということはということは大大大大変変変変難難難難しいしいしいしい問問問問題題題題でででであああありますりますりますります。。。。いいいいろんろんろんろんなななな施策施策施策施策をとっておりますがをとっておりますがをとっておりますがをとっておりますが、、、、
1つつつつききききょょょょううううごごごご報告報告報告報告いたしたいのはいたしたいのはいたしたいのはいたしたいのは、、、、おおおお客様客様客様客様副副副副店店店店長長長長制制制制度度度度というのがというのがというのがというのがござござござございますいますいますいます。。。。おおおお手手手手元元元元のののの、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの「「「「環境環境環境環境・・・・社会社会社会社会報告報告報告報告書書書書」」」」のののの 12ペペペページージージージ、、、、13ペペペページをージをージをージをごごごごららららんんんんいたいたいたいただだだだきますきますきますきますとととと、、、、イイイイメメメメージをージをージをージを描描描描いていたいていたいていたいていただだだだけるかとけるかとけるかとけるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、そのおそのおそのおそのお店店店店がががが立地立地立地立地しているしているしているしている地域地域地域地域にににに長長長長くくくくおおおお住住住住まいまいまいまいのののの、、、、大大大大半半半半がががが主主主主婦婦婦婦のののの方方方方でででであああありますがりますがりますがりますが、、、、普普普普通通通通のおのおのおのお客様客様客様客様がががが、、、、店店店店のナンのナンのナンのナンババババーーーーツツツツーでーでーでーであああありますりますりますります副副副副店店店店長長長長ににににごごごご就就就就任任任任いたいたいたいただだだだいていていていて、、、、1 年年年年間間間間、、、、副副副副店店店店長長長長のののの立立立立場場場場、、、、それからおそれからおそれからおそれからお客様客様客様客様のののの立立立立場場場場でででで改改改改革革革革・・・・改改改改善善善善のののの声声声声をををを上上上上げげげげていたていたていたていただくだくだくだくというというというという仕仕仕仕組組組組みでみでみでみであああありますりますりますります。。。。ややややはりはりはりはり 1 年年年年間間間間というというというという、、、、最初最初最初最初のののの 1 年年年年でででであああありますとりますとりますとりますと、、、、おおおお客様客様客様客様のののの視点視点視点視点というものはというものはというものはというものは非非非非常常常常にににに強強強強くくくく出出出出ますますますます。。。。どういうどういうどういうどういう場場場場合合合合でもでもでもでも、、、、5 年年年年、、、、10 年年年年となりますとなりますとなりますとなりますとととと、、、、企業企業企業企業のののの中中中中のののの集集集集団規団規団規団規範範範範ののののほほほほうがうがうがうが強強強強くくくくなっていなっていなっていなっていくくくくのがのがのがのが通常通常通常通常のののの人人人人間間間間ででででござござござございますいますいますいます。。。。したがいしたがいしたがいしたがいましてましてましてまして、、、、1 年年年年のののの契契契契約約約約をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし行行行行っていっていっていっていくくくくというというというという、、、、新新新新しいしいしいしい方方方方にかわっていたにかわっていたにかわっていたにかわっていただくだくだくだくということでということでということでということで行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。これはこれはこれはこれは、、、、一言一言一言一言でででで言言言言いますといますといますといますと、、、、外外外外部部部部のののの良良良良識識識識をいかにをいかにをいかにをいかに内内内内部部部部にににに入入入入れるかということのれるかということのれるかということのれるかということの政政政政策策策策のののの 1 つつつつでででであああありますりますりますります。。。。おおおお客様客様客様客様第一第一第一第一ということをということをということをということをほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに担担担担保保保保するするするするためにためにためにために、、、、こういうサブシステムをこういうサブシステムをこういうサブシステムをこういうサブシステムを幾幾幾幾つつつつもももも機機機機能能能能させていさせていさせていさせていくくくくということがということがということがということが、、、、結結結結果果果果的的的的にににに経経経経営営営営のののの透透透透明明明明性性性性にもにもにもにもつつつつながっていながっていながっていながっていくくくくものものものものだだだだとととと、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、次次次次にににに、、、、そのそのそのその下下下下ののののほほほほうにうにうにうに、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちというのがというのがというのがというのが載載載載っておりますっておりますっておりますっております。。。。未未未未来来来来をををを担担担担うううう子子子子供供供供たたたたちちちちへのへのへのへの環境環境環境環境教育教育教育教育とととと実実実実践践践践をををを通通通通じじじじてててて、、、、健健健健ややややかなかなかなかな成成成成長長長長をををを支支支支えるといえるといえるといえるということをうことをうことをうことを環境方環境方環境方環境方針針針針にににに明明明明確確確確にうたっていますにうたっていますにうたっていますにうたっています。。。。これもこれもこれもこれもややややはりはりはりはり、、、、冒冒冒冒頭頭頭頭申申申申しししし上上上上げげげげましたとおりましたとおりましたとおりましたとおり、、、、小小小小売売売売業業業業としてはとしてはとしてはとしては、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちにににに対対対対してもしてもしてもしても強強強強いアプローいアプローいアプローいアプローチチチチ、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちのためにのためにのためにのために会社会社会社会社がががが何何何何かをするというかをするというかをするというかをするという発想発想発想発想ではなではなではなではなくくくくてててて、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちがががが自分自分自分自分のののの意志意志意志意志でででで学学学学びびびび、、、、感感感感じじじじるということるということるということるということ、、、、そのそのそのその場場場場をををを提提提提供供供供するするするする、、、、ササササポポポポートをートをートをートを行行行行うとうとうとうといういういういう発想発想発想発想でででで、、、、ISO のののの目的目的目的目的・・・・目目目目標標標標のののの中中中中にもにもにもにも入入入入れれれれ、、、、ももももろろろろももももろろろろのののの施策施策施策施策をををを具具具具体化体化体化体化させていたさせていたさせていたさせていただだだだいていていていておりますおりますおりますおります。。。。 
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  次次次次にににに、、、、環境方環境方環境方環境方針針針針のののの中中中中のののの具具具具体的体的体的体的なことのなことのなことのなことの特特特特にににに重重重重要要要要なとこなとこなとこなところだろだろだろだけけけけごごごご報告報告報告報告いたしたいといたしたいといたしたいといたしたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。1 からからからから 6 までまでまでまでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、まずまずまずまず 1番番番番にににに、、、、環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした商品商品商品商品・サー・サー・サー・サービビビビスのスのスのスの提提提提供供供供をををを行行行行うううう。。。。これはこれはこれはこれは後後後後ほほほほどどどどちちちちょょょょっとっとっとっと具具具具体的体的体的体的にににに報告報告報告報告いたしますいたしますいたしますいたします。。。。今今今今このこのこのこの場場場場ででででごごごご報告報告報告報告いたしたいのはいたしたいのはいたしたいのはいたしたいのは、、、、店店店店舗舗舗舗づづづづくくくくりというとこりというとこりというとこりというところろろろ。。。。環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したショッしたショッしたショッしたショッピピピピングセンターングセンターングセンターングセンター、、、、環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したおしたおしたおしたお店店店店ををををつくつくつくつくるということをるということをるということをるということを大大大大変変変変重重重重要要要要なななな環境環境環境環境政政政政策策策策のテーのテーのテーのテーママママにいたしておりますにいたしておりますにいたしておりますにいたしております。。。。例例例例ええええばばばば、、、、最近最近最近最近オープンオープンオープンオープンさせていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたおきましたおきましたおきましたお店店店店にににに行行行行くくくく機機機機会会会会ががががあああありましたらりましたらりましたらりましたらぜひぜひぜひぜひ一度行一度行一度行一度行っていたっていたっていたっていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いいいいますがますがますがますが、、、、そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、床床床床材材材材ををををぜひぜひぜひぜひごごごごららららんんんんいたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは大大大大変変変変すすすすぐぐぐぐれたれたれたれた床床床床材材材材ででででござござござございますいますいますいます。。。。ききききょょょょうもおそらうもおそらうもおそらうもおそらくくくく三三三三橋橋橋橋先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話でででで多多多多分分分分紹介紹介紹介紹介されるとされるとされるとされると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカのインターフェイのインターフェイのインターフェイのインターフェイスススス社社社社というというというという、、、、大大大大変変変変環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮してしてしてして評評評評価価価価のののの高高高高いいいい企業企業企業企業ががががござござござございますいますいますいます。。。。こここここがこがこがこがつくつくつくつくっておりますっておりますっておりますっております、、、、最初最初最初最初からリサイクルからリサイクルからリサイクルからリサイクル 100％％％％可能可能可能可能なななな床床床床材材材材。。。。表表表表面面面面がががが繊繊繊繊維維維維性性性性、、、、テテテテキキキキスタイスタイスタイスタイルルルル性性性性のののの床床床床材材材材でででであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、床床床床材材材材というのははがれてはいけませというのははがれてはいけませというのははがれてはいけませというのははがれてはいけませんんんんからからからから、、、、樹樹樹樹脂脂脂脂でででで張張張張るるるるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、このこのこのこの樹樹樹樹脂脂脂脂自体自体自体自体がががが、、、、今今今今までのものとまでのものとまでのものとまでのものと比比比比べてべてべてべて 75％％％％オフオフオフオフ、、、、4 分分分分のののの 1 でででで済済済済むといむといむといむというううう……………………。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ママママテリアルテリアルテリアルテリアル自体自体自体自体がががが、、、、従従従従来来来来のものとのものとのものとのものと比比比比べてべてべてべて 35％％％％オフオフオフオフ、、、、そういうそういうそういうそういう大大大大変変変変なすなすなすなすぐぐぐぐれものでれものでれものでれものであああありますりますりますります。。。。欠欠欠欠点点点点はははは当当当当然然然然あああありましてりましてりましてりまして、、、、表表表表面面面面がががが繊繊繊繊維維維維性性性性のためにのためにのためにのために、、、、光光光光をををを乱乱乱乱反反反反射射射射いたしいたしいたしいたしますのでますのでますのでますので、、、、そのそのそのその床床床床材材材材をををを敷敷敷敷いているとこいているとこいているとこいているところろろろはははは若干若干若干若干暗暗暗暗くくくくなるというなるというなるというなるという欠欠欠欠点点点点ががががああああるるるる。。。。これはこれはこれはこれは実実実実験室験室験室験室のデータでそうのデータでそうのデータでそうのデータでそうだだだだということでということでということでということでああああったのでったのでったのでったので、、、、最初最初最初最初ははははモモモモールのとこールのとこールのとこールのところろろろにそのにそのにそのにその床床床床材材材材ををををつくつくつくつくりまりまりまりましたしたしたした。。。。モモモモールというのはールというのはールというのはールというのは、、、、例例例例ええええばばばばショッショッショッショッピピピピングセンターでングセンターでングセンターでングセンターで、、、、核核核核店店店店舗舗舗舗のジャスのジャスのジャスのジャスココココががががああああってってってって、、、、向向向向こうこうこうこう側側側側にににに、、、、例例例例ええええばばばば、、、、トイトイトイトイザザザザラスさラスさラスさラスさんんんんみたいなみたいなみたいなみたいな準準準準核核核核店店店店舗舗舗舗ががががああああったったったった場場場場合合合合、、、、そのそのそのその両両両両方方方方ををををつつつつななななぐぐぐぐ場所場所場所場所にににに、、、、150 からからからから 200ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの専専専専門門門門店店店店ななななんんんんかがずらっとかがずらっとかがずらっとかがずらっと並並並並んんんんでいるとこでいるとこでいるとこでいるところろろろががががああああるかとるかとるかとるかと思思思思いまいまいまいますがすがすがすが、、、、ああああそこをそこをそこをそこをモモモモールとールとールとールと申申申申しますしますしますします。。。。大体大体大体大体ああああののののモモモモールというのはールというのはールというのはールというのは天天天天井井井井ががががガガガガラスラスラスラス張張張張りになってりになってりになってりになっているスいるスいるスいるスペペペペースでースでースでースであああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、自然自然自然自然光光光光がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん入入入入るるるる。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、そのそのそのその下下下下のののの床床床床材材材材にはにはにはには暗暗暗暗くくくくなるというなるというなるというなるという欠欠欠欠点点点点がががが表表表表にににに出出出出ないということでないということでないということでないということで、、、、モモモモールのとこールのとこールのとこールのところだろだろだろだけにけにけにけに使使使使ってみましたってみましたってみましたってみました。。。。山山山山形県形県形県形県のののの三三三三川川川川ショッショッショッショッピピピピングセンターからスタートをさせましたングセンターからスタートをさせましたングセンターからスタートをさせましたングセンターからスタートをさせました。。。。山山山山形形形形でででで最初最初最初最初にににに入入入入れたのはれたのはれたのはれたのは、、、、雪雪雪雪道道道道をををを歩歩歩歩いてこられたおいてこられたおいてこられたおいてこられたお客様客様客様客様がそのままそのがそのままそのがそのままそのがそのままその繊繊繊繊維維維維性性性性のののの床床床床材材材材のののの上上上上をををを歩歩歩歩かれてかれてかれてかれて、、、、どのようなどのようなどのようなどのような変変変変化化化化がががが起起起起こるのかこるのかこるのかこるのか、、、、メメメメーーーーカカカカーのデータではーのデータではーのデータではーのデータでは全全全全くくくく問問問問題題題題なかったなかったなかったなかったんんんんですがですがですがですが、、、、実際実際実際実際にににに本本本本番番番番でででで使使使使ってってってってみてみてみてみて、、、、9 月月月月にそれをにそれをにそれをにそれをややややりりりり、、、、翌翌翌翌年年年年のののの 4 月月月月にににに評評評評価価価価をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。全全全全くくくく問問問問題題題題がないということがないということがないということがないということ、、、、しかもしかもしかもしかも、、、、これはこれはこれはこれは全全全全くくくく副副副副次的効次的効次的効次的効果果果果だだだだったったったったんんんんですがですがですがですが、、、、清掃清掃清掃清掃のランニングのランニングのランニングのランニングココココストがストがストがストが安安安安くつくくつくくつくくつく、、、、ここここういうこともはっきりういうこともはっきりういうこともはっきりういうこともはっきりいたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。暗暗暗暗くくくくなるというなるというなるというなるという欠欠欠欠点点点点もももも、、、、実際実際実際実際はそはそはそはそんんんんなになになになに強強強強いものでいものでいものでいものではないということがわかりましたのではないということがわかりましたのではないということがわかりましたのではないということがわかりましたので、、、、例例例例ええええばばばば津津津津田田田田沼沼沼沼のようなおのようなおのようなおのようなお店店店店のののの、、、、天天天天井井井井がクローズにがクローズにがクローズにがクローズになっているとこなっているとこなっているとこなっているところろろろでもでもでもでも、、、、そのそのそのその床床床床材材材材をををを使使使使いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、ほほほほととととんんんんどどどど問問問問題題題題はないということになっはないということになっはないということになっはないということになっておりますておりますておりますております。。。。そういうそういうそういうそういう建建建建築資築資築資築資材材材材そのものをそのものをそのものをそのものを、、、、いかにいかにいかにいかに部品部品部品部品調調調調達達達達をしてをしてをしてをして、、、、それをそれをそれをそれを広広広広げげげげていていていていくくくくかかかかということがということがということがということが、、、、ISO14001 のののの開発開発開発開発のののの担当担当担当担当部長部長部長部長のののの目的目的目的目的になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。現現現現在在在在 14 品品品品目目目目をグリをグリをグリをグリーンーンーンーン調調調調達達達達いたしておりますがいたしておりますがいたしておりますがいたしておりますが、、、、これをさらにこれをさらにこれをさらにこれをさらに広広広広げげげげていていていていくくくくというというというというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、エエエエココココストアというのをストアというのをストアというのをストアというのをつくろつくろつくろつくろうとうとうとうといういういういうふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと時間時間時間時間ががががあああありませりませりませりませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、タスタスタスタスビビビビーというーというーというーという名名名名前前前前のののの、、、、建物建物建物建物をををを総合的総合的総合的総合的にににに環境環境環境環境面面面面でででで評評評評価価価価ををををするというするというするというするという評評評評価価価価システムがシステムがシステムがシステムがござござござございますいますいますいます。。。。国国国国土土土土交交交交通省通省通省通省ささささんんんんがががが中心中心中心中心となってとなってとなってとなって、、、、産学共産学共産学共産学共同同同同でおでおでおでおつつつつくくくくりになったりになったりになったりになった指指指指標標標標ががががあああありますりますりますります。。。。たたたただだだだ、、、、それはオフそれはオフそれはオフそれはオフィィィィススススビビビビルのルのルのルの指指指指標標標標でででであああありましたのでりましたのでりましたのでりましたので、、、、私私私私どどどどもとしてはもとしてはもとしてはもとしては、、、、ショッショッショッショッピピピピングセンターングセンターングセンターングセンターババババージョンにこれをージョンにこれをージョンにこれをージョンにこれを置置置置きかえてきかえてきかえてきかえて、、、、ショッショッショッショッピピピピングセンタングセンタングセンタングセンタ
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ーとしてーとしてーとしてーとして使使使使うううう、、、、そのそのそのその第第第第 1 号号号号ににににぜひぜひぜひぜひとりとりとりとり入入入入れたいということでれたいということでれたいということでれたいということで、、、、ずっとずっとずっとずっと準備準備準備準備をしてまいりまをしてまいりまをしてまいりまをしてまいりましたしたしたした。。。。今今今今年年年年のののの上上上上半半半半期期期期にににに名名名名古古古古屋屋屋屋でオープンさせていたでオープンさせていたでオープンさせていたでオープンさせていただだだだきますおきますおきますおきますお店店店店からからからから、、、、フルスフルスフルスフルスペペペペッッッックのエクのエクのエクのエココココストアをストアをストアをストアをつくつくつくつくりますりますりますります。。。。自然自然自然自然エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの導導導導入入入入、、、、建建建建築資築資築資築資材材材材のグリーンのグリーンのグリーンのグリーン調調調調達達達達のののの程程程程度度度度のののの幅幅幅幅のののの広広広広ささささ、、、、それからそれからそれからそれから生生生生態態態態系系系系にににに配慮配慮配慮配慮したショッしたショッしたショッしたショッピピピピングセンターングセンターングセンターングセンター、、、、店店店店舗舗舗舗づづづづくくくくりにりにりにりに対対対対するするするする具具具具体的体的体的体的なななな施策施策施策施策、、、、これらはこれらはこれらはこれらはハハハハーーーードドドド面面面面でででであああありますりますりますります。。。。 それからそれからそれからそれからソソソソフトフトフトフト面面面面ではではではでは、、、、環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮型型型型商品商品商品商品をををを前面前面前面前面にににに、、、、おおおお客様客様客様客様のののの目目目目ににににつくつくつくつくとことことこところろろろにににに、、、、今今今今までまでまでまで以以以以上上上上にににに前前前前にににに出出出出していしていしていしていくくくく。。。。それからそれからそれからそれから、、、、名名名名古古古古屋屋屋屋市市市市ささささんんんんをををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした、、、、行行行行政政政政のののの方方方方々々々々といかにといかにといかにといかに環境環境環境環境問問問問題題題題でででで連連連連携携携携するかというするかというするかというするかという、、、、連連連連携携携携のののの程程程程度度度度をををを高高高高めるというめるというめるというめるという……………………。。。。イオンはイオンはイオンはイオンは受受受受けけけけ身身身身ではなではなではなではなくくくくてててて、、、、アグアグアグアグレレレレッシブにそのことにッシブにそのことにッシブにそのことにッシブにそのことに対対対対してしてしてして参参参参画画画画してしてしてして、、、、NPO のののの方方方方とのとのとのとの連連連連携携携携のののの度合度合度合度合いもいもいもいも高高高高めるめるめるめる。。。。それかそれかそれかそれからららら、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をいかにをいかにをいかにをいかに減減減減らすかということでらすかということでらすかということでらすかということでああああるとかるとかるとかるとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは環境環境環境環境にににに関関関関してしてしてして、、、、このショッこのショッこのショッこのショッピピピピングセンターはどれングセンターはどれングセンターはどれングセンターはどれだだだだけのエネルけのエネルけのエネルけのエネルギギギギーをーをーをーを使使使使っているかっているかっているかっているか、、、、どれどれどれどれだだだだけのけのけのけの炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスをスをスをスを今排今排今排今排出出出出ししししているかているかているかているか等等等等々々々々のデータはおのデータはおのデータはおのデータはお客様客様客様客様にすにすにすにすぐぐぐぐにわかるようににわかるようににわかるようににわかるように、、、、逐逐逐逐一一一一報告報告報告報告をするというエをするというエをするというエをするというエココココインフインフインフインフォォォォメメメメーションシステムーションシステムーションシステムーションシステム等等等等々々々々ののののソソソソフトフトフトフト面面面面のののの環境環境環境環境にににに関関関関するアクションもとっていするアクションもとっていするアクションもとっていするアクションもとっていくくくくフルスフルスフルスフルスペペペペッッッックのエクのエクのエクのエココココストアのストアのストアのストアの 1 号号号号店店店店ををををつくつくつくつくらさせていたらさせていたらさせていたらさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。部部部部分的分的分的分的にそういうことをにそういうことをにそういうことをにそういうことをややややってってってってきているのはきているのはきているのはきているのは今今今今までもまでもまでもまでも結結結結構構構構あああありますりますりますります。。。。去去去去年年年年オープンしたオープンしたオープンしたオープンした、、、、埼玉埼玉埼玉埼玉県県県県のののの北北北北戸戸戸戸田田田田というというというという、、、、北北北北戸戸戸戸田田田田ショッショッショッショッピピピピングセンターにはングセンターにはングセンターにはングセンターには太太太太陽陽陽陽光光光光発発発発電電電電をかなりをかなりをかなりをかなり大規模大規模大規模大規模にににに導導導導入入入入しましたしましたしましたしました。。。。いずれいずれいずれいずれ風風風風力発力発力発力発電電電電のののの本本本本格格格格的的的的なものをなものをなものをなものをつくつくつくつくりたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、これらはこれらはこれらはこれらは全部全部全部全部、、、、ああああるるるる特特特特定定定定のののの分野分野分野分野ににににつつつついていていていて突突突突出出出出すすすするというるというるというるという、、、、そういうそういうそういうそういう店店店店ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、名名名名古古古古屋屋屋屋のののの事例事例事例事例以降以降以降以降はははは、、、、フルスフルスフルスフルスペペペペックのエックのエックのエックのエココココストストストストアをアをアをアをつくつくつくつくりたいりたいりたいりたい。。。。そのことをそのことをそのことをそのことを追追追追求求求求することによってすることによってすることによってすることによって、、、、結結結結果果果果的的的的ににににココココストダストダストダストダウウウウンにもンにもンにもンにもつつつつななななげげげげてててていきたいしいきたいしいきたいしいきたいし、、、、ノウハウノウハウノウハウノウハウをををを既既既既存存存存店店店店ののののほほほほうにもうにもうにもうにも応応応応用用用用したいというしたいというしたいというしたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、CO2 のののの排排排排出出出出のののの件件件件ももももござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、簡単簡単簡単簡単にににに触触触触れたいれたいれたいれたいんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、オースオースオースオーストラリアのアデトラリアのアデトラリアのアデトラリアのアデレレレレーーーードドドドでででで、、、、1万万万万ヘヘヘヘクタールのクタールのクタールのクタールの牧牧牧牧草草草草地地地地ににににユユユユーーーーカカカカリをリをリをリを植植植植林林林林するするするする事事事事業業業業にににに出出出出資資資資をいたをいたをいたをいたしましたしましたしましたしました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、目的目的目的目的はははは CO2 のののの排排排排出出出出権権権権のののの確保確保確保確保ででででござござござございますいますいますいます。。。。ごごごご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、オーストオーストオーストオーストラリアラリアラリアラリア政政政政府府府府はははは、、、、京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書をををを批准批准批准批准しておりませしておりませしておりませしておりませんんんんのでのでのでので、、、、現現現現在在在在はこれはまはこれはまはこれはまはこれはまだだだだ絵絵絵絵にかいたもにかいたもにかいたもにかいたもちちちちになっているわけでになっているわけでになっているわけでになっているわけであああありますりますりますります。。。。しかししかししかししかし、、、、いずれいずれいずれいずれ CO2 のののの排排排排出出出出権権権権をををを認認認認めるようになるめるようになるめるようになるめるようになるだろだろだろだろうとうとうとうといういういういうふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、成成成成功功功功報報報報酬酬酬酬のののの形形形形でこのでこのでこのでこの事事事事業業業業にににに出出出出資資資資をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。いわゆいわゆいわゆいわゆるるるる京都京都京都京都メメメメカカカカニズムでニズムでニズムでニズムで言言言言うとこうとこうとこうところろろろのののの J1、、、、共共共共同同同同実施実施実施実施、、、、これにこれにこれにこれに相相相相当当当当するするするするんんんんではないかではないかではないかではないか。。。。このこのこのこの体体体体験験験験をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、他他他他のプロジェクトへののプロジェクトへののプロジェクトへののプロジェクトへの参参参参画画画画もももも、、、、具具具具体的体的体的体的なななな環境経環境経環境経環境経営営営営のののの課題課題課題課題としてとしてとしてとして考考考考えてまいりたえてまいりたえてまいりたえてまいりたいといといといといういういういうふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、後後後後半半半半のののの本題本題本題本題のとこのとこのとこのところろろろででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、商品商品商品商品ででででござござござございますいますいますいます。。。。グリーンなグリーンなグリーンなグリーンな商品商品商品商品のののの環境環境環境環境ココココミミミミュュュュニニニニケケケケーションということでーションということでーションということでーションということで、、、、大大大大変変変変力力力力点点点点をををを置置置置かさせていたかさせていたかさせていたかさせていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。一言一言一言一言でででで言言言言いますといますといますといますと、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、みずからのグリーンみずからのグリーンみずからのグリーンみずからのグリーン購入購入購入購入というのはというのはというのはというのは、、、、昨昨昨昨年度年度年度年度でででで約約約約 20億億億億のグリーのグリーのグリーのグリーンンンン購入購入購入購入をををを、、、、資資資資材材材材をををを中心中心中心中心にさせていたにさせていたにさせていたにさせていただだだだきましたけれどもきましたけれどもきましたけれどもきましたけれども、、、、ややややはりはりはりはり小小小小売売売売業業業業としてとしてとしてとして重重重重要要要要なミッなミッなミッなミッションというのはションというのはションというのはションというのは、、、、おおおお客様客様客様客様のグリーンのグリーンのグリーンのグリーン購入購入購入購入をいかにをいかにをいかにをいかに推進推進推進推進するかということにするかということにするかということにするかということにつつつついてどいてどいてどいてどんんんんなななな政政政政策策策策をとっているかということかというをとっているかということかというをとっているかということかというをとっているかということかというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  このことにこのことにこのことにこのことにつつつついていていていて、、、、評評評評価価価価をいたをいたをいたをいただだだだいていていていて、、、、経済産業大経済産業大経済産業大経済産業大臣賞臣賞臣賞臣賞ををををちちちちょょょょううううだだだだいいたしたわけでいいたしたわけでいいたしたわけでいいたしたわけであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、これもこれもこれもこれも、、、、結結結結局局局局、、、、いかにいかにいかにいかにビビビビジネスプロセスをジネスプロセスをジネスプロセスをジネスプロセスを変変変変えるかということにえるかということにえるかということにえるかということに尽尽尽尽きるきるきるきるわけでわけでわけでわけであああありましてりましてりましてりまして、、、、商品商品商品商品をををを開発開発開発開発するするするする、、、、そのそのそのその開発開発開発開発したものをいかにおしたものをいかにおしたものをいかにおしたものをいかにお客様客様客様客様にわかりにわかりにわかりにわかりややややすすすすくくくく伝伝伝伝
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えるかというえるかというえるかというえるかという表示表示表示表示のののの問問問問題等題等題等題等々々々々をををを含含含含めたトータルのめたトータルのめたトータルのめたトータルのビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの仕仕仕仕組組組組みをどうみをどうみをどうみをどう変変変変えていえていえていえていくくくくかとかとかとかということにいうことにいうことにいうことに尽尽尽尽きるわけですきるわけですきるわけですきるわけです。。。。一一一一番番番番そのことにエネルそのことにエネルそのことにエネルそのことにエネルギギギギーをーをーをーを注注注注ぎぎぎぎましたましたましたました。。。。 

  今今今今画画画画面面面面にににに出出出出ておりますのはておりますのはておりますのはておりますのは、、、、トップトップトップトップババババリリリリュュュュというというというという私私私私どものプライどものプライどものプライどものプライベベベベートブランートブランートブランートブランドドドドのののの名名名名前前前前がががが出出出出ておりますておりますておりますております。「。「。「。「安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心・・・・正正正正直直直直にこにこにこにこだだだだわるわるわるわる」」」」ののののココココンセプトをンセプトをンセプトをンセプトを具具具具体的体的体的体的にににに 5つつつつのこのこのこのこだだだだわりわりわりわりというものにというものにというものにというものに落落落落としとしとしとし込込込込みましたみましたみましたみました。。。。このこのこのこの 5 つつつつのこのこのこのこだだだだわりというのはわりというのはわりというのはわりというのは、、、、精精精精神神神神的的的的スロースロースロースローガガガガンではンではンではンではあああありませりませりませりませんんんんでででで、、、、すべてすべてすべてすべて具具具具体的体的体的体的なななな目目目目標標標標数数数数字字字字がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれにれにれにれにあああありましてりましてりましてりまして、、、、それをいかにそれをいかにそれをいかにそれをいかにレベレベレベレベルをルをルをルを上上上上げげげげていていていていくくくくかかかか、、、、精精精精度度度度をををを上上上上げげげげていていていていくくくくかというかというかというかというママママネジネジネジネジメメメメントプロセスがントプロセスがントプロセスがントプロセスが、、、、おおおお客様客様客様客様からはからはからはからは見見見見えまえまえまえませせせせんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、裏側裏側裏側裏側ににににああああるるるる。。。。それをブラッシそれをブラッシそれをブラッシそれをブラッシュュュュアップしていアップしていアップしていアップしていくくくくというのがというのがというのがというのが、、、、これもこれもこれもこれも ISO とととといういういういう道道道道具具具具などなどなどなど、、、、いいいいろんろんろんろんなななな道道道道具具具具ををををああああわせわわせわわせわわせわざざざざでででで使使使使っていっていっていっていくくくくということでということでということでということで今今今今動動動動かしておりますかしておりますかしておりますかしております。。。。十十十十分目分目分目分目標標標標にににに達達達達成成成成しておりませしておりませしておりませしておりませんんんんがががが、、、、少少少少ななななくくくくともそういうともそういうともそういうともそういう ING というというというというレベレベレベレベルをルをルをルをあげあげあげあげていていていていくくくくププププロセスロセスロセスロセスがががが重重重重要要要要だろだろだろだろうといううといううといううというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  ちちちちょょょょっとこのっとこのっとこのっとこの下下下下のののの 2番番番番のののの、「、「、「、「安全安全安全安全とととと環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした安心安心安心安心なななな商品商品商品商品をおをおをおをお届届届届けしますけしますけしますけします」」」」というとというとというとというとこここころろろろががががござござござございますいますいますいます。。。。安全安全安全安全とととと安心安心安心安心というのはというのはというのはというのは、、、、これはこれはこれはこれは全全全全くくくく別別別別のものでのものでのものでのものでござござござございますいますいますいます。。。。いかにいかにいかにいかに企企企企業業業業がががが安全安全安全安全なななな担担担担保保保保するするするする仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをつくつくつくつくりましてもりましてもりましてもりましても、、、、おおおお客様客様客様客様がががが安心安心安心安心というというというという心心心心理理理理状状状状態態態態になっていたになっていたになっていたになっていただくだくだくだくためにはためにはためにはためには、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しそのことをしそのことをしそのことをしそのことをややややりりりり続続続続けてけてけてけて、、、、時間時間時間時間軸軸軸軸のののの後後後後ろろろろののののほほほほうでうでうでうで、、、、おおおお客客客客様様様様がががが少少少少しずしずしずしずつつつつ安心安心安心安心ということをおということをおということをおということをお感感感感じじじじになるになるになるになる。。。。特特特特にににに、、、、日日日日本本本本のののの社会社会社会社会ではではではでは、、、、ごごごご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、表示表示表示表示をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした不不不不信感信感信感信感がおがおがおがお客様客様客様客様にはにはにはには大大大大変変変変強強強強くくくく残残残残っておりますっておりますっておりますっております。。。。簡単簡単簡単簡単にににに信信信信頼頼頼頼というというというという心心心心理理理理状状状状態態態態におなりになるということはないというにおなりになるということはないというにおなりになるということはないというにおなりになるということはないというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。例例例例ええええばばばば、、、、4 年年年年ほほほほどどどど前前前前にににに、、、、日日日日本本本本のののの国国国国にににに初初初初めてめてめてめて狂狂狂狂牛牛牛牛病病病病がががが発生発生発生発生したときにしたときにしたときにしたときに、、、、小小小小売売売売業業業業ではではではでは一一一一番最初番最初番最初番最初にとりにとりにとりにとりくんだくんだくんだくんだ会社会社会社会社だだだだったったったったんんんんですがですがですがですが、、、、トトトトレレレレーサーサーサーサビビビビリテリテリテリティィィィ、、、、生産生産生産生産履履履履歴歴歴歴のののの情情情情報報報報をををを開示開示開示開示するするするする仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを導導導導入入入入いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。今今今今、、、、そのそのそのその肉肉肉肉のトのトのトのトレレレレーサーサーサーサビビビビリテリテリテリティィィィシステムはシステムはシステムはシステムは、、、、肉肉肉肉だだだだけではなけではなけではなけではなくくくくてててて、、、、野野野野菜菜菜菜、、、、くだくだくだくだものものものもの等等等等々々々々にそれをにそれをにそれをにそれを広広広広げげげげておりますておりますておりますております。。。。ちちちちょょょょっとそのことをっとそのことをっとそのことをっとそのことをごごごご報告報告報告報告したいのでしたいのでしたいのでしたいので、「、「、「、「環境環境環境環境・・・・社会社会社会社会報告報告報告報告書書書書」」」」のののの 18 ペペペペーーーージジジジ、、、、19ペペペページをージをージをージをごごごごららららんんんんいたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、写写写写真真真真がががが載載載載っておりますっておりますっておりますっております。。。。19ペペペページのージのージのージの右右右右のののの上上上上ののののほほほほうにうにうにうにあああありますりますりますります、、、、ママママークークークーク 4 つござつござつござつございますがいますがいますがいますが、、、、このこのこのこの赤赤赤赤ののののママママークがトップークがトップークがトップークがトップババババリリリリュュュュ、、、、トートートートータルのタルのタルのタルのママママークでークでークでークであああありましてりましてりましてりまして、、、、左左左左のののの下下下下にブルーのにブルーのにブルーのにブルーの、、、、共環宣言共環宣言共環宣言共環宣言というというというという名名名名前前前前ののののママママークがークがークがークがござござござございまいまいまいますすすす。。。。これはこれはこれはこれは、、、、トップトップトップトップババババリリリリュュュュのサブブランのサブブランのサブブランのサブブランドドドドでででであああありますりますりますります。。。。いわゆるリサイクルいわゆるリサイクルいわゆるリサイクルいわゆるリサイクル商品商品商品商品でででであああありまりまりまりますすすす。。。。店店店店頭頭頭頭でででで回回回回収収収収いたしましたいたしましたいたしましたいたしましたペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル、、、、アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶、、、、ああああるいはるいはるいはるいは食食食食品品品品のトのトのトのトレレレレーーーー、、、、牛乳牛乳牛乳牛乳パッパッパッパックククク等等等等のののの紙紙紙紙パックをパックをパックをパックを素素素素材材材材にしてにしてにしてにしてつくつくつくつくったリサイクルったリサイクルったリサイクルったリサイクル商品商品商品商品がががが、、、、このトップこのトップこのトップこのトップババババリリリリュュュュ、、、、共環宣言共環宣言共環宣言共環宣言とととというブランいうブランいうブランいうブランドドドドですですですです。。。。これはトップこれはトップこれはトップこれはトップババババリリリリュュュュのサブブランのサブブランのサブブランのサブブランドドドドですですですです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、真真真真んんんん中中中中のグリーのグリーのグリーのグリーンのものはンのものはンのものはンのものは、、、、同同同同じじじじくくくくサブブランサブブランサブブランサブブランドドドドでででで、、、、トップトップトップトップババババリリリリュュュュ、、、、グリーンアイとグリーンアイとグリーンアイとグリーンアイと申申申申しますしますしますします。。。。健健健健康康康康とととと自自自自然環境然環境然環境然環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした商品商品商品商品ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと今今今今からからからからココココメメメメントをントをントをントを申申申申しししし上上上上げげげげたいのはたいのはたいのはたいのは、、、、ここここのののの商品商品商品商品にににに関関関関しましてのトしましてのトしましてのトしましてのトレレレレーサーサーサーサビビビビリテリテリテリティィィィシステムシステムシステムシステム、、、、このこのこのこの商品商品商品商品だだだだけではけではけではけではあああありませりませりませりませんんんんがががが、、、、このこのこのこの商品商品商品商品をををを中心中心中心中心にまずにまずにまずにまずつくつくつくつくりましたりましたりましたりました生産生産生産生産履履履履歴歴歴歴のののの情情情情報報報報開示開示開示開示のシステムをのシステムをのシステムをのシステムをごごごご報告報告報告報告いたしたいといたしたいといたしたいといたしたいと思思思思いいいいますますますます。。。。 

  それはそれはそれはそれは、、、、このこのこのこの左側左側左側左側ののののペペペページージージージ、、、、18 ペペペページにージにージにージに、、、、農農農農家家家家のののの方方方方がががが携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話をををを持持持持っているっているっているっている写写写写真真真真ががががああああるるるるかとかとかとかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、現現現現在在在在のトップのトップのトップのトップババババリリリリュュュュはははは、、、、全全全全国国国国 3,500 のののの農農農農家家家家とととと契契契契約約約約をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、商品商品商品商品をををを栽培栽培栽培栽培、、、、調調調調達達達達をいたしておりますをいたしておりますをいたしておりますをいたしております。。。。そのすべてのトッそのすべてのトッそのすべてのトッそのすべてのトッププププババババリリリリュュュュのののの農農農農家家家家のののの方方方方々々々々からからからから、、、、種種種種をいをいをいをいつつつつまいたかまいたかまいたかまいたか、、、、農農農農薬薬薬薬をををを含含含含めてめてめてめて肥肥肥肥料料料料をいをいをいをいつつつつ、、、、どれどれどれどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの頻頻頻頻度度度度でででで与与与与えてきたかというえてきたかというえてきたかというえてきたかという、、、、そそそそ
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ういうういうういうういう生産生産生産生産履履履履歴歴歴歴のののの情情情情報報報報をををを逐逐逐逐一一一一このこのこのこの携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話でイオンのサーでイオンのサーでイオンのサーでイオンのサーババババーのーのーのーのほほほほうにうにうにうに送送送送っていたっていたっていたっていただくだくだくだく仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを今今今今動動動動かしておりますかしておりますかしておりますかしております。。。。したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、イオンのサーイオンのサーイオンのサーイオンのサーババババーにーにーにーにあああありますデータというりますデータというりますデータというりますデータというのはのはのはのは、、、、常常常常にににに自動自動自動自動更更更更新新新新されましてされましてされましてされまして、、、、いいいいつつつつもももも最最最最新状新状新状新状態態態態になっているということでになっているということでになっているということでになっているということであああありますりますりますります。。。。そそそそのデータのデータのデータのデータベベベベースのースのースのースの中中中中からからからから、、、、店店店店頭頭頭頭でででで、、、、タッタッタッタッチチチチパネルでパネルでパネルでパネルで、、、、おおおお客様客様客様客様がががが今今今今買買買買おうとされているおうとされているおうとされているおうとされているホホホホウウウウレレレレンンンンソウソウソウソウがどのようながどのようながどのようながどのような肥肥肥肥料料料料をまかれてきたのかということがをまかれてきたのかということがをまかれてきたのかということがをまかれてきたのかということが直直直直ちちちちにダにダにダにダウウウウンローンローンローンロードドドドできるよできるよできるよできるようにうにうにうになっておりますしなっておりますしなっておりますしなっておりますし、、、、インターネットインターネットインターネットインターネット上上上上それにアクセスはすそれにアクセスはすそれにアクセスはすそれにアクセスはすぐぐぐぐにできるようになっていにできるようになっていにできるようになっていにできるようになっているわけでするわけでするわけでするわけです。。。。かかかかつつつつてはてはてはては、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるババババッジシステムでッジシステムでッジシステムでッジシステムであああありましてりましてりましてりまして、、、、一一一一、、、、二二二二カカカカ月月月月たってたってたってたって一一一一挙挙挙挙にににに情情情情報報報報をををを更更更更新新新新するというするというするというするという、、、、そういうそういうそういうそういう仕仕仕仕組組組組みでみでみでみで大大大大半半半半はははは動動動動いていたわけでいていたわけでいていたわけでいていたわけであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、ややややはりはりはりはり店店店店頭頭頭頭でででで情情情情報報報報開示開示開示開示するものというのはするものというのはするものというのはするものというのは常常常常にににに最最最最新状新状新状新状態態態態ででででああああることがることがることがることが必要必要必要必要だだだだとととと。。。。こういうこういうこういうこういう 1つつつつのののの安全安全安全安全をををを担担担担保保保保するするするする情情情情報報報報提提提提供供供供というシステムをというシステムをというシステムをというシステムを稼稼稼稼働働働働させているということもさせているということもさせているということもさせているということも、、、、将来将来将来将来的的的的におにおにおにお客様客様客様客様がががが安心安心安心安心というというというという心心心心理理理理状状状状態態態態になっていたになっていたになっていたになっていただくだくだくだくためのためのためのための 1 つつつつのののの具具具具体的体的体的体的アクションアクションアクションアクションだだだだというというというというふふふふううううにににに思思思思いますいますいますいます。。。。こういうことをこういうことをこういうことをこういうことをややややったからったからったからったからといってといってといってといって、、、、すすすすぐぐぐぐにおにおにおにお客様客様客様客様がががが安心安心安心安心されるということされるということされるということされるということになられることはまずないになられることはまずないになられることはまずないになられることはまずない。。。。こういうのをこういうのをこういうのをこういうのを地地地地道道道道にににに、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし行行行行っていっていっていっていくんだくんだくんだくんだとととといういういういうふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  今今今今画画画画面面面面にににに出出出出ておりますのはておりますのはておりますのはておりますのは、、、、このグリーンアイはさらにこのグリーンアイはさらにこのグリーンアイはさらにこのグリーンアイはさらに 4 つつつつののののカカカカテテテテゴゴゴゴリーにリーにリーにリーに分分分分かれてかれてかれてかれて、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれママママークでークでークでークで表示表示表示表示をいたしておりますをいたしておりますをいたしておりますをいたしております。。。。これがグリーンアイのこれがグリーンアイのこれがグリーンアイのこれがグリーンアイの 1つつつつのののの基基基基準準準準でででであああありますりますりますります。。。。これもこれもこれもこれも全部全部全部全部、、、、数数数数字字字字でででで水水水水準準準準がががが設定設定設定設定されされされされ、、、、それをクリアしたものにそれをクリアしたものにそれをクリアしたものにそれをクリアしたものにママママークがークがークがークがつつつつけられるけられるけられるけられる。。。。そうそうそうそういういういういう基基基基準準準準ががががござござござございますいますいますいます。。。。 

  次次次次ににににごごごご報告報告報告報告いたしたいのはいたしたいのはいたしたいのはいたしたいのは、、、、そのことにそのことにそのことにそのことに関連関連関連関連いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、いかにおいかにおいかにおいかにお客様客様客様客様にわかりにわかりにわかりにわかりややややすすすすくくくく情情情情報報報報をををを開開開開示示示示するかというするかというするかというするかという、、、、表示表示表示表示のののの問問問問題題題題ででででござござござございますいますいますいます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、売売売売りりりり場場場場でででで、、、、ジャジャジャジャガガガガイイイイモモモモのののの前前前前におにおにおにお立立立立ちちちちになってになってになってになって、、、、通通通通いいいい箱箱箱箱でででで運運運運ばばばばれてきたジャれてきたジャれてきたジャれてきたジャガガガガイイイイモモモモとととと、、、、段段段段ボボボボールでールでールでールで運運運運ばばばばれてきたジャれてきたジャれてきたジャれてきたジャガガガガイイイイモモモモとととと、、、、ジャジャジャジャガガガガイイイイモだモだモだモだけけけけ見見見見てもこれはわからないわけでてもこれはわからないわけでてもこれはわからないわけでてもこれはわからないわけであああありますりますりますります。。。。しかししかししかししかし、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷とととということからいうことからいうことからいうことから見見見見ますとますとますとますと、、、、両両両両者者者者のののの間間間間にはにはにはには物物物物すすすすごくごくごくごく大大大大きなきなきなきな落落落落差差差差ががががあああありますりますりますります。。。。ということはということはということはということは、、、、通通通通いいいい箱箱箱箱、、、、リターナブルリターナブルリターナブルリターナブルココココンテナでンテナでンテナでンテナで運運運運ばばばばれてきたジャれてきたジャれてきたジャれてきたジャガガガガイイイイモモモモにはにはにはには、、、、そのことがわかるそのことがわかるそのことがわかるそのことがわかるママママークをークをークをークを、、、、わかりわかりわかりわかりややややすすすすくくくく表示表示表示表示をするをするをするをする。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、おおおお客様客様客様客様はははは意意意意識識識識的的的的にににに商品商品商品商品をををを選選選選別別別別しておしておしておしてお買買買買いいたいいたいいたいいただくだくだくだくというものがというものがというものがというものがござござござございますいますいますいます。。。。それがそれがそれがそれが、、、、画画画画面面面面にににに出出出出ておりますておりますておりますております右右右右のののの一一一一番上番上番上番上ののののママママークがそれでークがそれでークがそれでークがそれであああありりりりますしますしますしますし、、、、そのそのそのその左側左側左側左側にはにはにはには、、、、そのそのそのその土土土土地地地地のののの自然自然自然自然エネルエネルエネルエネルギギギギーをーをーをーを使使使使ってってってってつくつくつくつくったトったトったトったトママママトトトト。。。。例例例例ええええばばばば、、、、地地地地熱熱熱熱ででででつくつくつくつくったトったトったトったトママママトなどがトなどがトなどがトなどが、、、、左左左左のののの上上上上ののののママママークをークをークをークをつつつつけるけるけるける等等等等々々々々でででであああありますりますりますります。。。。非非非非常常常常にわかりにわかりにわかりにわかりややややすすすすくくくく、、、、そのそのそのその商品商品商品商品がががが持持持持っているっているっているっている情情情情報報報報をおをおをおをお客様客様客様客様におにおにおにお伝伝伝伝えするえするえするえする、、、、そしておそしておそしておそしてお客様客様客様客様がががが選選選選択択択択しておしておしておしてお買買買買いにいにいにいになるということをどれなるということをどれなるということをどれなるということをどれだだだだけのけのけのけの選選選選択択択択肢肢肢肢までまでまでまで広広広広げげげげるかということるかということるかということるかということ、、、、これがこれがこれがこれが小小小小売売売売業業業業にとってはにとってはにとってはにとっては大大大大変変変変重重重重要要要要なななな視点視点視点視点だろだろだろだろうとうとうとうと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、今今今今たまたまたまたまたまたまたまたま申申申申しししし上上上上げげげげましたリターナブルましたリターナブルましたリターナブルましたリターナブルココココンテナでンテナでンテナでンテナであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、これこれこれこれはなかなかのすはなかなかのすはなかなかのすはなかなかのすぐぐぐぐれものでれものでれものでれものでござござござございまいまいまいましてしてしてして、、、、おおおお店店店店からからからから出出出出るるるるごごごごみのナンみのナンみのナンみのナンババババーワンはーワンはーワンはーワンは、、、、イオンイオンイオンイオン㈱㈱㈱㈱のののの場場場場合合合合はははは段段段段ボボボボールでールでールでールであああありますりますりますります。。。。ままままああああ、、、、段段段段ボボボボールがールがールがールがごごごごみかどうかというみかどうかというみかどうかというみかどうかという論論論論議議議議ががががああああるとこるとこるとこるところろろろでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、1 年年年年間間間間でででで、、、、私私私私どもショッどもショッどもショッどもショッピピピピングセンターングセンターングセンターングセンター、、、、イオンイオンイオンイオン株式株式株式株式会社会社会社会社単単単単体体体体でででで 11 万万万万 5,000トンのトンのトンのトンの段段段段ボボボボールがールがールがールが出出出出ててててくくくくるるるる。。。。第第第第 2 位位位位はははは生生生生ごごごごみでみでみでみであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、いかにこのいかにこのいかにこのいかにこの段段段段ボボボボールをールをールをールを減減減減らすかということはらすかということはらすかということはらすかということは大大大大変変変変重重重重要要要要なななな環境環境環境環境政政政政策策策策のテーのテーのテーのテーママママでででであああありますりますりますります。。。。ここでここでここでここで中心中心中心中心になるになるになるになる施策施策施策施策ととととしてはしてはしてはしては、、、、リターナブルリターナブルリターナブルリターナブルココココンテナンテナンテナンテナ。。。。通通通通いいいい箱箱箱箱をををを導導導導入入入入するするするする部門部門部門部門をををを広広広広げげげげるかということをるかということをるかということをるかということを ISO のののの目目目目
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標標標標にもしておりますにもしておりますにもしておりますにもしております。。。。2003 年年年年でででで 1,300万万万万ケケケケースをースをースをースを使使使使いいいいましたましたましたました。。。。1万万万万 6,649 トントントントン。。。。したがいましたがいましたがいましたがいましてしてしてして、、、、先先先先ほほほほどどどど 11万万万万 5,000 トンとトンとトンとトンと申申申申しししし上上上上げげげげましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、11万万万万 5,000 トンのうトンのうトンのうトンのうちちちち 1万万万万 7,000万万万万トントントントン弱弱弱弱をををを 1 年年年年間間間間でででで削減削減削減削減することができすることができすることができすることができ、、、、これをさらにリターナブルこれをさらにリターナブルこれをさらにリターナブルこれをさらにリターナブルココココンテナのンテナのンテナのンテナの対対対対象象象象部門部門部門部門をををを広広広広げげげげるということでるということでるということでるということで、、、、段段段段ボボボボールをールをールをールを減減減減らそうというらそうというらそうというらそうというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。しかししかししかししかし、、、、段段段段ボボボボールはールはールはールは、、、、ごごごご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、使使使使ったったったった場場場場合合合合にはリサイクルにはリサイクルにはリサイクルにはリサイクル 100％％％％可能可能可能可能なものでなものでなものでなものでござござござございますからいますからいますからいますから、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でもでもでもでも、、、、非非非非常常常常にににに評評評評価価価価のののの高高高高いいいい仕仕仕仕組組組組みとしてみとしてみとしてみとして今今今今動動動動いておりますいておりますいておりますいております。。。。 

  次次次次ににににごごごご報告報告報告報告いたしたいのはいたしたいのはいたしたいのはいたしたいのは、、、、先先先先ほほほほどどどどちちちちょょょょっとっとっとっと申申申申しましたしましたしましたしました携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話のののの仕仕仕仕組組組組みでみでみでみでござござござございましいましいましいましてててて、、、、これはこれはこれはこれは、、、、農農農農産産産産物物物物のデータのデータのデータのデータ管理管理管理管理システムとしてシステムとしてシステムとしてシステムとして、、、、今今今今画画画画面面面面にににに出出出出ておりますておりますておりますております携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話からイからイからイからイオンのオンのオンのオンのほほほほうへうへうへうへ情情情情報報報報がががが送送送送られてられてられてられてくくくくるというるというるというるという形形形形でのでのでのでの情情情情報報報報がががが自動自動自動自動更更更更新新新新されるというされるというされるというされるという仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを動動動動かかかかしておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  次次次次ににににごごごご報告報告報告報告いたしたいのはいたしたいのはいたしたいのはいたしたいのは、「、「、「、「SELF＋＋＋＋SERVICE」」」」というエというエというエというエココココショップショップショップショップ、、、、エエエエココココブランブランブランブランドドドドのののの事例事例事例事例ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、私私私私どものどものどものどもの店店店店頭頭頭頭でおでおでおでお客様客様客様客様のののの買買買買いいいい物物物物行動行動行動行動をををを観察観察観察観察させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますときますときますときますと、、、、「「「「環境環境環境環境にににに優優優優しいからしいからしいからしいから私私私私はこのはこのはこのはこの商品商品商品商品をををを買買買買いましたいましたいましたいました」」」」というおというおというおというお客様客様客様客様はははは、、、、大体大体大体大体 5％％％％ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいであああありまりまりまりますすすす。。。。残残残残りのりのりのりの 95％％％％のののの方方方方というのはというのはというのはというのは、、、、ごごごご自分自分自分自分のテイストにのテイストにのテイストにのテイストに合合合合っているっているっているっている商品商品商品商品だだだだからからからから、、、、ああああるいはるいはるいはるいは価価価価格格格格がリーズナブルでがリーズナブルでがリーズナブルでがリーズナブルでああああるからるからるからるから、、、、ああああるいはるいはるいはるいは品品品品質質質質がいいからがいいからがいいからがいいから商品商品商品商品をををを買買買買ってってってって使使使使いましたといういましたといういましたといういましたという方方方方ですですですです。。。。使使使使っているっているっているっている途途途途中中中中ででででふふふふっとっとっとっと素素素素材材材材をををを見見見見たらたらたらたら、、、、結結結結果果果果的的的的にそれがリサイクルでにそれがリサイクルでにそれがリサイクルでにそれがリサイクルでああああったったったった、、、、こうこうこうこういういういういう購購購購買買買買行動行動行動行動がががが圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的でででであああありますりますりますります。。。。特特特特にににに若若若若いいいい人人人人にそのにそのにそのにその傾傾傾傾向向向向がががが強強強強いということがいということがいということがいということが、、、、私私私私どものどものどものどもの店店店店頭頭頭頭ではではではでは言言言言えますえますえますえます。。。。ならならならならばばばばということでということでということでということでつくつくつくつくりましたのがりましたのがりましたのがりましたのが、、、、このエこのエこのエこのエココココショップでショップでショップでショップであああありましりましりましりましたたたた。。。。 

  このこのこのこの「「「「環境環境環境環境・・・・社会社会社会社会報告報告報告報告書書書書」」」」のののの 22ペペペページにージにージにージに写写写写真真真真がががが載載載載っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、イイイイメメメメージをとらえージをとらえージをとらえージをとらえていたていたていたていただだだだけるかとけるかとけるかとけるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、エエエエココココロジーというロジーというロジーというロジーというココココンセプトとフンセプトとフンセプトとフンセプトとファァァァッションというッションというッションというッションというココココンセンセンセンセプトのプトのプトのプトの 2 つつつつをををを同同同同時時時時にににに満満満満たすエたすエたすエたすエココココショップおよびエショップおよびエショップおよびエショップおよびエココココ商品商品商品商品のののの開発開発開発開発をををを、、、、特別特別特別特別のののの部部部部隊隊隊隊でこれをでこれをでこれをでこれをつつつつくくくくりましてりましてりましてりまして、、、、このこのこのこの近近近近くくくくですとですとですとですと、、、、大型大型大型大型店店店店にはにはにはには大体大体大体大体これがこれがこれがこれが入入入入っておりますっておりますっておりますっております。。。。一度一度一度一度ぜひぜひぜひぜひ現現現現場場場場をををを見見見見ていたていたていたていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、これらはこれらはこれらはこれらは、、、、素素素素材材材材そのものそのものそのものそのもの、、、、ああああるいはるいはるいはるいは陳陳陳陳列列列列什什什什器器器器もすべてもすべてもすべてもすべて、、、、ここここれはエれはエれはエれはエココココロジーでロジーでロジーでロジーであああありますりますりますります。。。。フフフファァァァッションッションッションッション性性性性においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、ああああるるるる程程程程度度度度のののの評評評評価価価価をををを若若若若いいいい人人人人たたたたちちちちかかかからららら受受受受けておりますけておりますけておりますけております。。。。おかおかおかおかげげげげさまでさまでさまでさまで、、、、非非非非常常常常なななな勢勢勢勢いでいでいでいで今今今今これはこれはこれはこれは成成成成長長長長いたしておりますけれどもいたしておりますけれどもいたしておりますけれどもいたしておりますけれども、、、、ちちちちょょょょっとここでっとここでっとここでっとここでココココメメメメントしたいのはントしたいのはントしたいのはントしたいのは、、、、実実実実はははは、、、、このショップでこのショップでこのショップでこのショップで、、、、おととしのおととしのおととしのおととしの 10 月月月月からからからから、、、、アパアパアパアパレレレレルのルのルのルの回回回回収収収収システムシステムシステムシステム、、、、衣衣衣衣料品料品料品料品のリサイのリサイのリサイのリサイクルシステムのクルシステムのクルシステムのクルシステムの回回回回収収収収というのをというのをというのをというのをややややりりりり始始始始めておりますめておりますめておりますめております。。。。これはエこれはエこれはエこれはエココココメメメメイトイトイトイトママママークがークがークがークがつつつついているいているいているいている商品商品商品商品をををを回回回回収収収収するということをスタートさせていたするということをスタートさせていたするということをスタートさせていたするということをスタートさせていただだだだいておりますがいておりますがいておりますがいておりますが、、、、ごごごご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、日日日日本本本本のののの社会社会社会社会ではではではでは、、、、古古古古着着着着をををを使使使使うといううといううといううという、、、、リリリリユユユユースというースというースというースという文文文文化化化化はははは非非非非常常常常にににに強強強強くござくござくござくございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、衣衣衣衣料品料品料品料品のリサイクルというのはなかなかうまのリサイクルというのはなかなかうまのリサイクルというのはなかなかうまのリサイクルというのはなかなかうまくくくくいいいいかなかったかなかったかなかったかなかった。。。。つくつくつくつくってもってもってもっても、、、、ユユユユニフォームニフォームニフォームニフォーム原料原料原料原料しかしかしかしか戻戻戻戻らないらないらないらない。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、中中中中間間間間のののの原料原料原料原料しかしかしかしか戻戻戻戻ららららないないないない仕仕仕仕組組組組みになっておりましたけれどもみになっておりましたけれどもみになっておりましたけれどもみになっておりましたけれども、、、、ごごごご存存存存じじじじかとかとかとかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ああああるるるる特特特特定定定定ののののメメメメーーーーカカカカーさーさーさーさんんんんのののの大大大大変変変変なななな技術技術技術技術革革革革新新新新でででで、、、、フォーナインフォーナインフォーナインフォーナイン、、、、99.99％％％％のののの純純純純度度度度のナフサまのナフサまのナフサまのナフサまでででで戻戻戻戻ることができるることができるることができるることができる衣衣衣衣服服服服がががが開発開発開発開発されましたされましたされましたされました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、理理理理屈屈屈屈上上上上、、、、半永半永半永半永久久久久的的的的にリサイクルのにリサイクルのにリサイクルのにリサイクルの輪輪輪輪がががが回回回回るということになりるということになりるということになりるということになりますますますます。。。。ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに半永半永半永半永久久久久的的的的かどうかはかどうかはかどうかはかどうかは、、、、これはこれはこれはこれは実実実実証証証証してみなけれしてみなけれしてみなけれしてみなければばばばわかりませわかりませわかりませわかりませんんんんがががが、、、、しかしかしかしかしししし、、、、少少少少ななななくくくくともともともとも今今今今まではまではまではまでは中中中中間間間間原料原料原料原料までしかまでしかまでしかまでしか戻戻戻戻らなかったものがらなかったものがらなかったものがらなかったものが、、、、ナフサまでナフサまでナフサまでナフサまで戻戻戻戻るるるる。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、そのそのそのその純純純純度度度度がががが 99.99 ということになりますとということになりますとということになりますとということになりますと、、、、フフフファァァァッションッションッションッション衣衣衣衣料料料料にこのにこのにこのにこの素素素素材材材材をををを使使使使うことがうことがうことがうことが可能可能可能可能
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になってまいりますしになってまいりますしになってまいりますしになってまいりますし、、、、二二二二、、、、三回三回三回三回、、、、ああああるいはるいはるいはるいは四四四四、、、、五五五五回回回回リサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルを回回回回すことはすことはすことはすことは可能可能可能可能ででででああああるるるるということになりますということになりますということになりますということになります。。。。たたたただだだだ、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを社会社会社会社会システムとしてシステムとしてシステムとしてシステムとして成成成成りりりり立立立立たせるためにたせるためにたせるためにたせるために重重重重要要要要なのはなのはなのはなのは回回回回収収収収システムでシステムでシステムでシステムであああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、そのそのそのそのメメメメーーーーカカカカーさーさーさーさんんんんとととと組組組組んんんんでででで、、、、フフフファァァァッシッシッシッションョンョンョン衣衣衣衣料料料料のリサイクルシステムをのリサイクルシステムをのリサイクルシステムをのリサイクルシステムをつくろつくろつくろつくろうということでまずうということでまずうということでまずうということでまず「「「「SELF＋＋＋＋SERVICE」」」」のエのエのエのエココココショップでスタートをさせましたショップでスタートをさせましたショップでスタートをさせましたショップでスタートをさせました。。。。これはこれはこれはこれはぜひぜひぜひぜひ大大大大切切切切にににに育育育育てていきたいというてていきたいというてていきたいというてていきたいというふふふふうにうにうにうに思思思思ってってってっておりますおりますおりますおります。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、次次次次にににに、、、、そそそそろろろろそそそそろろろろまとめにまとめにまとめにまとめに入入入入りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、資資資資材材材材のののの調調調調達達達達ののののややややりりりり方方方方においにおいにおいにおいてててて、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっとごごごご報告報告報告報告いたしたいのはいたしたいのはいたしたいのはいたしたいのは、、、、WWRE というネット・オークションのシステムがというネット・オークションのシステムがというネット・オークションのシステムがというネット・オークションのシステムがごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、worldwide retail exchange のののの略略略略ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ここここれはれはれはれは、、、、イオンイオンイオンイオンだだだだけでけでけでけではなはなはなはなくくくくてててて、、、、イイイイギギギギリスのテスリスのテスリスのテスリスのテスココココででででああああるとかるとかるとかるとか、、、、オランダのアオランダのアオランダのアオランダのアホホホホールールールールドドドドででででああああるとかるとかるとかるとか、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる欧欧欧欧米米米米のののの、、、、大大大大変変変変先進的先進的先進的先進的なななな小小小小売売売売業業業業とととと一一一一緒緒緒緒になってになってになってになってつくつくつくつくっているネット・オークションでっているネット・オークションでっているネット・オークションでっているネット・オークションでござござござございまいまいまいましてしてしてして、、、、例例例例ええええばばばば、、、、私私私私たたたたちちちちがががが蛍蛍蛍蛍光光光光灯灯灯灯をををを資資資資材材材材調調調調達達達達したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えたときにえたときにえたときにえたときに、、、、そのスそのスそのスそのスペペペペックックックック、、、、どういどういどういどういうううう条件条件条件条件をををを満満満満たしているのかたしているのかたしているのかたしているのか、、、、価格価格価格価格はどれはどれはどれはどれぐぐぐぐらいかというらいかというらいかというらいかという、、、、我我我我々々々々のののの希希希希望望望望をネット・オークシをネット・オークシをネット・オークシをネット・オークションョンョンョン上上上上にににに投投投投げげげげかけますかけますかけますかけます。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして、、、、顔顔顔顔がががが見見見見えないえないえないえないんんんんでででであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、世界世界世界世界ののののああああららららゆるとこゆるとこゆるとこゆるところろろろのサプライのサプライのサプライのサプライヤヤヤヤーさーさーさーさんんんんがががが、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してオフしてオフしてオフしてオファァァァーをーをーをーを投投投投げげげげかけてかけてかけてかけてくくくくれますれますれますれます。。。。そのそのそのその情情情情報報報報をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが選選選選別別別別をしてをしてをしてをして、、、、今今今今度度度度はははは、、、、いわゆるフェース・トいわゆるフェース・トいわゆるフェース・トいわゆるフェース・トゥゥゥゥ・フェースの・フェースの・フェースの・フェースの、、、、相相相相対対対対取取取取引引引引にににに入入入入るというるというるというるという形形形形のののの資資資資材材材材調調調調達達達達をををを動動動動かさせていたかさせていたかさせていたかさせていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。そのスそのスそのスそのスペペペペックのックのックのックの中中中中にグにグにグにグリーンリーンリーンリーン調調調調達達達達というというというという概概概概念念念念をどれをどれをどれをどれだだだだけけけけ入入入入れるかというれるかというれるかというれるかという……………………。。。。ココココストはかなりストはかなりストはかなりストはかなり下下下下がりますがりますがりますがります。。。。それそれそれそれからからからから、、、、一定一定一定一定のののの品品品品質質質質はははは確保確保確保確保できることはできることはできることはできることは、、、、これはこれはこれはこれは実実実実証証証証されておりますされておりますされておりますされております。。。。それにそれにそれにそれに新新新新たにたにたにたに環境環境環境環境基基基基準準準準、、、、グリーングリーングリーングリーン基基基基準準準準というものをどうというものをどうというものをどうというものをどうややややってってってって入入入入れていれていれていれていくくくくかかかか。。。。ややややはりはりはりはり欧欧欧欧米米米米をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした環境経環境経環境経環境経営営営営をされているとこをされているとこをされているとこをされているところろろろはははは、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして呼応呼応呼応呼応してもらうということはしてもらうということはしてもらうということはしてもらうということは非非非非常常常常にににに頻頻頻頻度度度度多多多多くござくござくござくございますいますいますいます。。。。こういうこういうこういうこういうややややりりりり方方方方でででで、、、、資資資資材材材材のののの調調調調達達達達のののの仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを変変変変えていえていえていえていくくくく。。。。このこのこのこのレベレベレベレベルをルをルをルを、、、、精精精精度度度度をさをさをさをさらにらにらにらに上上上上げげげげていこうというていこうというていこうというていこうというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

  そそそそろろろろそそそそろろろろ時間時間時間時間がががが参参参参りましたのでりましたのでりましたのでりましたので、、、、ああああとととと 2 点点点点だだだだけけけけごごごご報告報告報告報告してしてしてして終終終終わりたいとわりたいとわりたいとわりたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、1つつつつはははは、、、、おおおお客様客様客様客様とともにとともにとともにとともに行行行行うううう活動活動活動活動はははは小小小小売売売売業業業業にとってにとってにとってにとって大大大大変変変変重重重重要要要要なものなものなものなものだだだだというというというというふふふふうにうにうにうに申申申申しししし上上上上げげげげましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、象象象象徴徴徴徴的的的的なものがなものがなものがなものが、、、、おおおお客様客様客様客様とともにとともにとともにとともに行行行行うううう省省省省資源活動資源活動資源活動資源活動、、、、ママママイイイイババババッグッグッグッグ運運運運動動動動、、、、買買買買いいいい物物物物袋袋袋袋持持持持参参参参運運運運動動動動、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をいかにをいかにをいかにをいかに減減減減らすかというらすかというらすかというらすかという運運運運動動動動をををを社会社会社会社会システムシステムシステムシステム運運運運動動動動としてもこれはとしてもこれはとしてもこれはとしてもこれは広広広広げげげげたいというたいというたいというたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  イオンのイオンのイオンのイオンの現現現現場場場場ではではではでは、、、、ごごごご自分自分自分自分のののの買買買買いいいい物物物物ババババッグでッグでッグでッグで買買買買いいいい物物物物されるおされるおされるおされるお客様客様客様客様のののの比比比比率率率率ははははややややっとっとっとっと 9.8％％％％にににになりましたなりましたなりましたなりました。。。。10 人人人人にににに 1 人人人人弱弱弱弱。。。。とことことこところろろろがががが、、、、ごごごご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、ヨヨヨヨーロッパはーロッパはーロッパはーロッパは 75％％％％、、、、80％％％％ががががごごごご自自自自分分分分ののののババババッグでッグでッグでッグで買買買買いいいい物物物物をしをしをしをし、、、、そのことがそのことがそのことがそのことが格格格格好好好好いいといういいといういいといういいという社会規社会規社会規社会規範範範範がががが既既既既にできているにできているにできているにできている。。。。補補補補助助助助袋袋袋袋にににに至至至至るまでるまでるまでるまで、、、、いいいいろんろんろんろんなななな試試試試行行行行錯錯錯錯誤誤誤誤をををを各国各国各国各国はされているわけではされているわけではされているわけではされているわけであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、現現現現象面象面象面象面としとしとしとしてはてはてはては、、、、日日日日本本本本のののの場場場場合合合合はははは、「、「、「、「たたたただだだだのものをなのものをなのものをなのものをなぜぜぜぜくくくくれないのれないのれないのれないの」」」」というトラブルになるというトラブルになるというトラブルになるというトラブルになるケケケケースがースがースがースが圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的でででであああありましてりましてりましてりまして、、、、なかなかこのなかなかこのなかなかこのなかなかこのレレレレジジジジ袋袋袋袋がががが減減減減らないというらないというらないというらないという現現現現状状状状ががががござござござございますいますいますいます。。。。……………………もももも容器容器容器容器・・・・包包包包装装装装にににに関関関関するするするする論論論論議議議議をしていったをしていったをしていったをしていったんんんんでででであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、いかにこのいかにこのいかにこのいかにこのレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを消費消費消費消費者者者者のののの方方方方とととと行行行行政政政政のののの方方方方とととと一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって社会活動社会活動社会活動社会活動としてとしてとしてとして減減減減らしていらしていらしていらしていくくくくのかということをのかということをのかということをのかということをややややっていこうといっていこうといっていこうといっていこうというううう話話話話をしてまいりましたをしてまいりましたをしてまいりましたをしてまいりました。。。。これはこれはこれはこれは非非非非常常常常にシンにシンにシンにシンボボボボリックなものでリックなものでリックなものでリックなもので、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋だだだだけではけではけではけではだだだだめなめなめなめなんんんんですですですです。。。。レレレレジジジジ袋袋袋袋からまずからまずからまずからまず始始始始めていめていめていめていくくくくということをすということをすということをすということをすごくごくごくごく重重重重要要要要なものとしてなものとしてなものとしてなものとして考考考考えるえるえるえる。。。。ももももちろんちろんちろんちろん
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ISO もももも、、、、私私私私どものどものどものどもの目目目目標標標標にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの問問問問題題題題はははは、、、、先先先先ほほほほどもどもどもども言言言言いましたとおりいましたとおりいましたとおりいましたとおり、、、、第第第第 1 はははは段段段段ボボボボールールールール、、、、第第第第 2 はははは生生生生ごごごごみみみみ等等等等々々々々でででであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、このこのこのこの 12番番番番目目目目のののの表表表表ににににあああありますのがりますのがりますのがりますのが、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物がどれがどれがどれがどれぐぐぐぐらいリサイらいリサイらいリサイらいリサイクルされているかのクルされているかのクルされているかのクルされているかの現現現現状状状状のののの報告報告報告報告でででであああありますりますりますります。。。。 まとめといたしましてはまとめといたしましてはまとめといたしましてはまとめといたしましては、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しましましましましたとおりしたとおりしたとおりしたとおり、、、、小小小小売売売売業業業業でででであああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、経済的経済的経済的経済的なななな意意意意味味味味においてもにおいてもにおいてもにおいても世界世界世界世界のこういうトップのこういうトップのこういうトップのこういうトップ 10 にににに入入入入りたいというりたいというりたいというりたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、社会社会社会社会性性性性というというというという意意意意味味味味においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、既既既既にににに加藤加藤加藤加藤先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話ににににああああったかとったかとったかとったかと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、トリプルトリプルトリプルトリプルボボボボトムラインのトムラインのトムラインのトムラインの観観観観点点点点でででで、、、、投投投投資資資資家家家家からもからもからもからも評評評評価価価価をいたをいたをいたをいただだだだいておりますしいておりますしいておりますしいておりますし、、、、当当当当然然然然消費消費消費消費者者者者からもそからもそからもそからもそういうういうういうういう目目目目でででで評評評評価価価価をされているということでをされているということでをされているということでをされているということであああありますりますりますります。。。。したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、経済経済経済経済性性性性とととと社会社会社会社会性性性性とととと環境環境環境環境のののの配慮配慮配慮配慮というトリプルというトリプルというトリプルというトリプルボボボボトムラインでいかにトムラインでいかにトムラインでいかにトムラインでいかに社会社会社会社会からからからから評評評評価価価価をををを受受受受けるけるけるける企業企業企業企業にににに変変変変わるかとわるかとわるかとわるかといういういういう、、、、変変変変わりわりわりわり続続続続けるかということをけるかということをけるかということをけるかということをややややりりりり続続続続けてけてけてけて、、、、結結結結果果果果的的的的にににに企業企業企業企業のののの価値価値価値価値がががが上上上上ががががりりりり、、、、おおおお客様客様客様客様ががががジャスジャスジャスジャスココココをををを選選選選んんんんでいたでいたでいたでいただだだだけるけるけるける。。。。結結結結果果果果的的的的にににに、、、、従従従従業業業業員員員員がそのジャスがそのジャスがそのジャスがそのジャスココココでででで働働働働くくくくことにことにことにことに対対対対してしてしてして誇誇誇誇りりりりをををを感感感感じじじじるるるる。。。。そういうそういうそういうそういうビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの仕仕仕仕組組組組みにみにみにみに変変変変えたいというえたいというえたいというえたいというふふふふうにうにうにうに思思思思ってってってって、、、、日日日日夜試夜試夜試夜試行行行行錯錯錯錯誤誤誤誤してしてしてしているというのがイオンのいるというのがイオンのいるというのがイオンのいるというのがイオンの現現現現状状状状ででででござござござございますいますいますいます。。。。 少少少少しししし時間時間時間時間がオーがオーがオーがオーババババーいたしましたけれどもーいたしましたけれどもーいたしましたけれどもーいたしましたけれども、、、、これでこれでこれでこれで報告報告報告報告にかえさせていたにかえさせていたにかえさせていたにかえさせていただだだだきますきますきますきます。。。。どどどどうもうもうもうも最後最後最後最後までまでまでまでごごごご清清清清聴聴聴聴あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。イオンイオンイオンイオン株式株式株式株式会社環境社会会社環境社会会社環境社会会社環境社会貢献部貢献部貢献部貢献部のののの部長部長部長部長でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃるるるる上上上上山静山静山静山静一一一一様様様様ののののごごごご発表発表発表発表ででででござござござございましたいましたいましたいました。。。。改改改改めましてめましてめましてめまして、、、、上上上上山山山山様様様様にににに盛盛盛盛大大大大なななな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしまいいたしまいいたしまいいたしますすすす。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 

 事例報告事例報告事例報告事例報告 III「「「「逆転逆転逆転逆転のののの発想発想発想発想とととと多多多多彩彩彩彩なななな連連連連携携携携によるによるによるによる新新新新たなたなたなたな挑戦挑戦挑戦挑戦」」」」 

 司司司司会会会会     それではそれではそれではそれでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、「、「、「、「逆転逆転逆転逆転のののの発想発想発想発想とととと多多多多彩彩彩彩なななな連連連連携携携携によるによるによるによる新新新新たなたなたなたな挑戦挑戦挑戦挑戦」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、千千千千葉葉葉葉県県県県銚銚銚銚子子子子市市市市のののの信田缶詰株式信田缶詰株式信田缶詰株式信田缶詰株式会社会社会社会社のののの代代代代表取表取表取表取締役締役締役締役社社社社長長長長でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃるるるる信田信田信田信田臣臣臣臣一一一一様様様様からからからからごごごご発表発表発表発表いいいいたたたただだだだきますきますきますきます。。。。     信田信田信田信田様様様様はははは、、、、1970 年年年年にににに信田缶詰株式信田缶詰株式信田缶詰株式信田缶詰株式会社会社会社会社にににに入入入入社社社社されされされされ、、、、そのそのそのその後後後後、、、、常務常務常務常務取取取取締役締役締役締役をををを経経経経てててて、、、、1988 年年年年にににに信田缶詰株式信田缶詰株式信田缶詰株式信田缶詰株式会社会社会社会社のののの代代代代表取表取表取表取締役締役締役締役社社社社長長長長ににににごごごご就就就就任任任任なさっていらっしなさっていらっしなさっていらっしなさっていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、東京東京東京東京海海海海洋洋洋洋大学大学大学大学のののの客客客客員教授員教授員教授員教授もももも務務務務められめられめられめられ、、、、ごごごご講演講演講演講演活動活動活動活動もももも精精精精力的力的力的力的にこなされていらっしにこなされていらっしにこなされていらっしにこなされていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。信田信田信田信田缶詰缶詰缶詰缶詰株式株式株式株式会社会社会社会社ではではではでは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで、、、、そのそのそのその処処処処理理理理がががが厄厄厄厄介介介介ででででああああったったったった魚魚魚魚のうのうのうのうろろろろこをこをこをこを原料原料原料原料にににに、、、、健健健健康康康康食食食食品品品品をををを製製製製造造造造するなどするなどするなどするなど、、、、水水水水産産産産加工加工加工加工業業業業をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして、、、、独独独独自自自自のののの視点視点視点視点からからからから戦戦戦戦略略略略的的的的なななな環境経環境経環境経環境経営営営営をををを進進進進めめめめ、、、、ゼロゼロゼロゼロエミッションエミッションエミッションエミッション型型型型のののの水水水水産産産産加工加工加工加工団地団地団地団地のののの整備整備整備整備にもにもにもにも着着着着手手手手されていらっしされていらっしされていらっしされていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、信田信田信田信田様様様様、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 信田代信田代信田代信田代表取表取表取表取締役締役締役締役社社社社長長長長 
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  たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介ににににああああずかりましたずかりましたずかりましたずかりました、、、、銚銚銚銚子子子子市市市市のののの信田缶詰株式信田缶詰株式信田缶詰株式信田缶詰株式会社会社会社会社のののの社社社社長長長長のののの信田信田信田信田臣臣臣臣一一一一ででででござござござございますいますいますいます。。。。 

  私私私私どものどものどものどもの会社会社会社会社はははは、、、、もうもうもうもう東東東東のののの端端端端のののの銚銚銚銚子子子子市市市市でででで、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに日日日日のののの出出出出のののの一一一一番早番早番早番早いいいい銚銚銚銚子子子子のののの会社会社会社会社ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。魚魚魚魚屋屋屋屋とととと申申申申しますかしますかしますかしますか、、、、缶詰缶詰缶詰缶詰屋屋屋屋とととと申申申申しましましましますかすかすかすか、、、、中小中小中小中小企業企業企業企業ででででござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、大大大大変身変身変身変身近近近近なとこなとこなとこなところろろろからおからおからおからお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  本本本本日日日日のおのおのおのお話話話話はははは、、、、弊弊弊弊社社社社のののの信田缶詰株式信田缶詰株式信田缶詰株式信田缶詰株式会社会社会社会社のおのおのおのお話話話話とととと、、、、私私私私がががが理理理理事長事長事長事長をををを務務務務めますめますめますめます銚銚銚銚子子子子青青青青魚魚魚魚加工加工加工加工協協協協同同同同組合組合組合組合のののの両両両両方方方方のおのおのおのお話話話話がダブってがダブってがダブってがダブって出出出出てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。特特特特にににに廃水処廃水処廃水処廃水処理理理理のののの問問問問題題題題ににににつつつついてはいてはいてはいては信田信田信田信田とととと組合組合組合組合のののの共共共共同同同同ということでということでということでということでござござござございますいますいますいます。。。。 

  冒冒冒冒頭頭頭頭、、、、缶詰缶詰缶詰缶詰屋屋屋屋というというというというふふふふうにうにうにうに申申申申しししし上上上上げげげげましたものでましたものでましたものでましたもので、、、、缶缶缶缶のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル率率率率をををを申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、平平平平成成成成 15 年度年度年度年度のスのスのスのスチチチチールールールール缶缶缶缶、、、、つつつつまりブリまりブリまりブリまりブリキキキキ缶缶缶缶のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル率率率率はははは 87.5％％％％ででででござござござございますいますいますいます。。。。一方一方一方一方、、、、アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶はははは 81.3％％％％、、、、缶缶缶缶化率化率化率化率とととと申申申申しますかしますかしますかしますか、、、、缶缶缶缶 to 缶缶缶缶、、、、つつつつまりまりまりまり缶缶缶缶がまたがまたがまたがまた缶缶缶缶にににに戻戻戻戻るるるる率率率率はははは 63.4％％％％とととということでいうことでいうことでいうことで、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの処処処処理理理理、、、、もしもしもしもしくくくくはリサイクルというはリサイクルというはリサイクルというはリサイクルという点点点点ではではではでは、、、、もうもうもうもう数数数数十十十十年年年年前前前前からからからから、、、、缶詰缶詰缶詰缶詰業界業界業界業界中心中心中心中心にににに一一一一般食般食般食般食缶缶缶缶のののの我我我我々々々々のののの魚魚魚魚のののの缶詰缶詰缶詰缶詰会社会社会社会社、、、、そしてそしてそしてそして飲飲飲飲料缶料缶料缶料缶ののののメメメメーーーーカカカカーーーー合合合合わせてわせてわせてわせて優優優優等生等生等生等生ではではではではないかというないかというないかというないかというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。一方一方一方一方、、、、身近身近身近身近なななな水水水水産産産産系系系系のののの缶詰缶詰缶詰缶詰会社会社会社会社のののの場場場場合合合合はははは、、、、リサイクリサイクリサイクリサイクルルルル率率率率はははは、、、、缶缶缶缶がががが大体大体大体大体 85％％％％、、、、ままままああああ、、、、一一一一般般般般的的的的だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、魚魚魚魚のののの余余余余剰剰剰剰残残残残渣渣渣渣といいますといいますといいますといいます魚魚魚魚のののの残残残残滓滓滓滓はははは、、、、大体大体大体大体 98％％％％。。。。家家家家畜畜畜畜のえさでのえさでのえさでのえさであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、飼飼飼飼料料料料、、、、肥肥肥肥料料料料としてとしてとしてとして有効利用有効利用有効利用有効利用されていされていされていされているというるというるというるという点点点点ででででござござござございますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話のののの出出出出ましたましたましたました段段段段ボボボボールはールはールはールは、、、、再再再再資源資源資源資源というというというということでことでことでことで、、、、リサリサリサリサイクルにイクルにイクルにイクルにつつつついてですがいてですがいてですがいてですが、、、、弊弊弊弊社社社社ではではではでは大体大体大体大体 98％％％％ですですですです。。。。全全全全体体体体でででで 95％％％％程程程程度度度度のののの 3 つつつつのののの R、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リデリデリデリデュュュュースースースース、、、、リサイクルというリサイクルというリサイクルというリサイクルという点点点点をををを実施実施実施実施しているというしているというしているというしているというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

  残残残残りはりはりはりは、、、、ままままああああ、、、、廃水処廃水処廃水処廃水処理理理理でででで発生発生発生発生しますしますしますします汚汚汚汚泥泥泥泥のののの処処処処理理理理はははは、、、、絞絞絞絞ってってってって、、、、省省省省資源資源資源資源にしておりますがにしておりますがにしておりますがにしておりますが、、、、ままままだだだだ焼焼焼焼却却却却ということでということでということでということで難難難難点点点点ががががござござござございますいますいますいます。。。。一方一方一方一方、、、、不不不不衛衛衛衛生生生生なななな魚魚魚魚のののの余余余余剰剰剰剰物物物物、、、、またはまたはまたはまたは木木木木材材材材のののの切切切切れれれれ端端端端、、、、そういうものがわずかながらそういうものがわずかながらそういうものがわずかながらそういうものがわずかながら残残残残っておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、木製木製木製木製のパのパのパのパレレレレットでットでットでットであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、輸輸輸輸入入入入のののの魚魚魚魚、、、、またまたまたまた輸輸輸輸入入入入のののの食材食材食材食材をををを使使使使いますといますといますといますと、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても木製木製木製木製のののの容器容器容器容器とととと申申申申しますかしますかしますかしますか、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でででで工場工場工場工場にににに搬搬搬搬入入入入されてされてされてされてくくくくるというるというるというるという厄厄厄厄介介介介なななな問問問問題題題題ももももござござござございますいますいますいます。。。。そのそのそのその辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろがががが今後今後今後今後のののの缶詰缶詰缶詰缶詰業業業業界界界界のののの問問問問題題題題ではないかというではないかというではないかというではないかという……………………。。。。 

  スクリーンにスクリーンにスクリーンにスクリーンに出出出出ておりますておりますておりますております、「、「、「、「青青青青魚魚魚魚からからからから宝宝宝宝をををを探探探探しししし出出出出すすすす」」」」というタイトルはというタイトルはというタイトルはというタイトルは、、、、1985 年年年年にプラにプラにプラにプラザザザザ合合合合意意意意というというというという為為為為替替替替のののの合合合合意意意意ががががござござござございましたいましたいましたいました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、1ドドドドルルルル 250円円円円のののの円円円円がががが半半半半年年年年からからからから 1 年年年年でででで 150円円円円までまでまでまで切切切切りりりり上上上上げげげげになったというになったというになったというになったという、、、、我我我我がががが業界業界業界業界ではではではでは非非非非常常常常にショッにショッにショッにショッキキキキングなングなングなングな問問問問題題題題でしたでしたでしたでした。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、缶詰缶詰缶詰缶詰産業産業産業産業はははは、、、、戦戦戦戦前前前前・・・・戦戦戦戦後後後後をををを通通通通しましてしましてしましてしまして、、、、輸輸輸輸出出出出をををを主力主力主力主力にしてにしてにしてにして経経経経営営営営されてきているということされてきているということされてきているということされてきているということでででで、、、、外外外外貨貨貨貨をををを稼稼稼稼ぐぐぐぐ優優優優等生等生等生等生というというというというふふふふうにうにうにうに役所役所役所役所からもてはからもてはからもてはからもてはややややされたものでされたものでされたものでされたものでござござござございますいますいますいます。。。。それがそれがそれがそれが、、、、ププププララララザザザザ合合合合意意意意以以以以後後後後、、、、輸輸輸輸出出出出型型型型からからからから内内内内需需需需型型型型にににに転換転換転換転換されてきたというされてきたというされてきたというされてきたという時時時時代代代代にににに、、、、業界業界業界業界はははは淘汰淘汰淘汰淘汰されるされるされるされる、、、、会社会社会社会社のののの中中中中はははは暗暗暗暗くくくくなるというようなときになるというようなときになるというようなときになるというようなときに、、、、社社社社員員員員にににに「「「「どうしたらいいかどうしたらいいかどうしたらいいかどうしたらいいか」」」」というようなというようなというようなというような話話話話ををををしてしてしてして、、、、やややややややや管理管理管理管理をををを強強強強めてまいりますとめてまいりますとめてまいりますとめてまいりますと、、、、中小中小中小中小企業企業企業企業のののの会社会社会社会社ではではではでは、、、、社社社社員員員員がががが、「、「、「、「社社社社長長長長、、、、おれたおれたおれたおれたちちちちはははは頭頭頭頭をかをかをかをかくくくくこととこととこととことと背背背背中中中中をかをかをかをかくくくくことはできるけどことはできるけどことはできるけどことはできるけど、、、、字字字字はははは書書書書けけけけねねねねええええんだんだんだんだ。。。。書書書書けるならこけるならこけるならこけるならこんんんんなななな会社会社会社会社にいないにいないにいないにいない」」」」というようなというようなというようなというような悪悪悪悪たれをたれをたれをたれを言言言言うううう社社社社員員員員がいるがいるがいるがいるんんんんですですですです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、困困困困りましてりましてりましてりまして、、、、ああああるるるる若若若若手手手手のののの社社社社員員員員がががが、「、「、「、「どうしようかどうしようかどうしようかどうしようか」、」、」、」、私私私私とととと相相相相談談談談しましてしましてしましてしまして、、、、私私私私がががが、「、「、「、「缶詰缶詰缶詰缶詰業業業業をダをダをダをダメメメメにしようかにしようかにしようかにしようか。。。。たかがたかがたかがたかがイワシイワシイワシイワシじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか」」」」ということということということということでででで、、、、がっかりしておりましたらがっかりしておりましたらがっかりしておりましたらがっかりしておりましたら、「、「、「、「いいいいやややや、、、、社社社社長長長長、、、、イワシこそイワシこそイワシこそイワシこそ我我我我がががが社社社社のののの宝宝宝宝じゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。青青青青背背背背のののの魚魚魚魚をををを宝宝宝宝としてとしてとしてとして会社会社会社会社をををを盛盛盛盛りりりり上上上上げげげげようようようよう」」」」というようなというようなというようなというような勇勇勇勇気気気気ああああるるるる
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励励励励ましのましのましのましの言言言言葉葉葉葉がががが出出出出ましてましてましてまして、、、、青青青青魚魚魚魚からサからサからサからサババババ、、、、イワシイワシイワシイワシ、、、、サンサンサンサンママママ、、、、そのようなそのようなそのようなそのような魚魚魚魚をををを中心中心中心中心にしたにしたにしたにした会会会会社社社社にににに生生生生まれかわまれかわまれかわまれかわろろろろうううう、、、、1つつつつはははは商品商品商品商品開発開発開発開発だだだだ、、、、1つつつつはははは研究型研究型研究型研究型のののの仕仕仕仕事事事事をしようをしようをしようをしよう、、、、そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、後後後後ほほほほどおどおどおどお話話話話がががが出出出出ますがますがますがますが、、、、1つつつつはははは、、、、ササササバカレバカレバカレバカレーというようなーというようなーというようなーというような大大大大変変変変ユユユユニークなニークなニークなニークな商品商品商品商品をををを発発発発売売売売致致致致しまししまししまししましたたたた。。。。一方一方一方一方、、、、ううううろろろろこのこのこのこの廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを有効利用有効利用有効利用有効利用しようということでしようということでしようということでしようということで、、、、我我我我がががが社社社社のののの 20 年年年年前前前前のののの話話話話からからからから現現現現在在在在にににに至至至至るということでるということでるということでるということでござござござございますいますいますいます。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、ななななぜぜぜぜ信田信田信田信田缶詰缶詰缶詰缶詰がががが環境環境環境環境にににに終終終終始始始始努努努努力力力力するようになってきたかというするようになってきたかというするようになってきたかというするようになってきたかという一一一一端端端端をををを今今今今からからからから手手手手短短短短におにおにおにお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

  このこのこのこの会社会社会社会社はははは、、、、フランスのシャンセフランスのシャンセフランスのシャンセフランスのシャンセレレレレーラーラーラーラ社社社社というというというという会社会社会社会社でででで、、、、1853 年年年年のののの創創創創業業業業ででででござござござございますいますいますいます。。。。約約約約 150 年年年年。。。。缶詰缶詰缶詰缶詰がナがナがナがナポレポレポレポレオンのオンのオンのオンの懸懸懸懸賞賞賞賞募集募集募集募集によりましてによりましてによりましてによりまして、、、、ニニニニココココラ・アッラ・アッラ・アッラ・アッペペペペールというパンールというパンールというパンールというパン職職職職人人人人がががが缶詰缶詰缶詰缶詰技術技術技術技術原原原原理理理理をををを一一一一番最初番最初番最初番最初にににに開発開発開発開発したわけですしたわけですしたわけですしたわけです。。。。保存保存保存保存食食食食としてとしてとしてとして。。。。それがそれがそれがそれが 1805 年年年年ででででござござござございいいいますからますからますからますから、、、、ままままああああ、、、、缶詰缶詰缶詰缶詰のののの中中中中ではではではでは一一一一番早番早番早番早くくくく産産産産声声声声をををを上上上上げげげげたシャンセたシャンセたシャンセたシャンセレレレレーラーラーラーラ社社社社ででででござござござございますいますいますいます。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、約約約約 11 年年年年前前前前にににに私私私私がフランスをがフランスをがフランスをがフランスを訪問訪問訪問訪問したときのしたときのしたときのしたときの写写写写真真真真ででででござござござございますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、後後後後ほほほほどどどど、、、、最後最後最後最後のののの 1つつつつののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ななななぜぜぜぜこのこのこのこの会社会社会社会社がががが営営営営々々々々150 年年年年もももも続続続続いているのかといいているのかといいているのかといいているのかということがうことがうことがうことが私私私私のののの目目目目からうからうからうからうろろろろこをこをこをこを落落落落とすようなとすようなとすようなとすような衝衝衝衝撃撃撃撃的的的的なななな話話話話ががががああああったということでったということでったということでったということでござござござございますいますいますいます。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、工場工場工場工場のののの中中中中のののの、、、、覆覆覆覆いがされているラインでいがされているラインでいがされているラインでいがされているラインでござござござございますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、大大大大変変変変衛衛衛衛生的生的生的生的なななな、、、、イワシをイワシをイワシをイワシを丁寧丁寧丁寧丁寧にににに処処処処理理理理されているされているされているされている工場工場工場工場でででであああありますりますりますります。。。。 

  一方一方一方一方、、、、これはデンこれはデンこれはデンこれはデンママママークのークのークのークの北北北北ののののほほほほうにうにうにうにあああありますセイりますセイりますセイりますセイビビビビーーーー社社社社というというというという会社会社会社会社ですですですです。。。。このこのこのこの会社会社会社会社はははは、、、、ややややはりはりはりはり 10 年年年年ほほほほどどどど前前前前にににに訪問訪問訪問訪問したしたしたしたんんんんですがですがですがですが、、、、魚魚魚魚臭臭臭臭くくくくないないないない工場工場工場工場でででで、、、、オーデオーデオーデオーディィィィオオオオ風風風風のののの工場工場工場工場でででで、、、、煙煙煙煙突突突突もももも 3 色色色色でででで、、、、大大大大変変変変カカカカラフルなラフルなラフルなラフルな工場工場工場工場でででで、、、、おとおとおとおとぎぎぎぎのののの国国国国のようなのようなのようなのような、、、、フフフファァァァンタステンタステンタステンタスティィィィックなックなックなックな工場工場工場工場ででででごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。このこのこのこの工場工場工場工場のののの屋屋屋屋根根根根からからからから撮撮撮撮ったったったった写写写写真真真真、、、、遠遠遠遠くくくくにににに風風風風力発力発力発力発電電電電がががが 3 本本本本見見見見えますえますえますえます。。。。10 年年年年前前前前にににに、、、、私私私私はこのはこのはこのはこの姿姿姿姿をををを見見見見てててて大大大大変変変変驚驚驚驚きましたきましたきましたきました。。。。ななななぜぜぜぜかとかとかとかと申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、大体大体大体大体 5 人人人人ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで風風風風力発力発力発力発電電電電をををを個個個個人人人人がががが投投投投資資資資をしてをしてをしてをして立立立立ちちちち上上上上げげげげたたたた。。。。そしてリターンがそしてリターンがそしてリターンがそしてリターンがああああるというようなおるというようなおるというようなおるというようなお話話話話ですですですです。。。。ななななぜぜぜぜそういうそういうそういうそういうデンデンデンデンママママークでークでークでークで環境環境環境環境とととと申申申申しますかしますかしますかしますか、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電ができるのかということがができるのかということがができるのかということがができるのかということが、、、、ややややっとっとっとっと日日日日本本本本でででで今今今今実実実実現現現現できるようなできるようなできるようなできるような 10 年年年年後後後後のののの日日日日本本本本のののの姿姿姿姿ででででああああるということでるということでるということでるということでござござござございますいますいますいます。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、銚銚銚銚子子子子ののののポポポポートタワーからのートタワーからのートタワーからのートタワーからのぞぞぞぞいたいたいたいた東東東東総台地総台地総台地総台地。。。。手手手手前前前前にににに漁漁漁漁港港港港ががががござござござございますいますいますいます。。。。遠遠遠遠くくくくにににに風風風風力発力発力発力発電電電電がががが本本本本来映来映来映来映っっっっておるておるておるておるんんんんですがですがですがですが、、、、銚銚銚銚子子子子にはにはにはには今約今約今約今約 15基基基基ほほほほどのどのどのどの風風風風力発力発力発力発電電電電がががが回回回回っておりますっておりますっておりますっております。。。。ソソソソニーさニーさニーさニーさんんんんでででであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、そのそのそのそのほほほほかのかのかのかの環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したいしたいしたいしたいろろろろいいいいろろろろなななな会社会社会社会社がががが電電電電力力力力をををを買買買買いいいい上上上上げげげげててててくくくくれているということでれているということでれているということでれているということで、、、、漁漁漁漁港港港港のののの近近近近くくくくにににに風風風風力発力発力発力発電電電電ができているということでができているということでができているということでができているということで、、、、ややややっとデっとデっとデっとデンンンンママママークにークにークにークに近近近近づいてきたかなというづいてきたかなというづいてきたかなというづいてきたかなという感感感感じじじじがいたしますがいたしますがいたしますがいたします。。。。 

  ちちちちょょょょっとっとっとっと話話話話はははは現実現実現実現実にににに戻戻戻戻りますがりますがりますがりますが、、、、私私私私どものどものどものどもの会社会社会社会社のののの主力主力主力主力商品商品商品商品はははは、、、、イワシイワシイワシイワシ缶詰缶詰缶詰缶詰ででででござござござございますいますいますいます。。。。イワシのイワシのイワシのイワシの資源資源資源資源をををを、、、、1905 年年年年からからからから、、、、ここにはここにはここにはここには 1995 年年年年までしかまでしかまでしかまでしか出出出出ておりませておりませておりませておりませんんんんがががが、、、、ほぼほぼほぼほぼ 2005 年年年年でもでもでもでも、、、、1995 年年年年ののののああああのののの辺辺辺辺のののの位位位位置置置置ででででござござござございますいますいますいます。。。。過過過過去去去去最高最高最高最高 400 万万万万トンをトンをトンをトンを超超超超えましたえましたえましたえました。。。。449 万万万万トトトトンンンン、、、、昭昭昭昭和和和和 63 年年年年ででででござござござございますいますいますいます。。。。それがそれがそれがそれが、、、、平平平平成成成成 14 年年年年、、、、15 年年年年とととと、、、、去去去去年年年年もももも含含含含めましていきますとめましていきますとめましていきますとめましていきますと、、、、約約約約 100 分分分分のののの 1 以以以以下下下下になるというになるというになるというになるという、、、、5万万万万 8,000 トントントントン、、、、2 万万万万 8,000 トンとトンとトンとトンと、、、、非非非非常常常常にににに急急急急減減減減をしておをしておをしておをしておりますりますりますります。。。。ななななぜぜぜぜイワシがこのようにイワシがこのようにイワシがこのようにイワシがこのように減減減減るかというるかというるかというるかという点点点点はははは、、、、クジラがクジラがクジラがクジラが食食食食べてしまうというようなべてしまうというようなべてしまうというようなべてしまうというような説説説説ももももござござござございますがいますがいますがいますが、、、、私私私私はははは、、、、それにはそれにはそれにはそれには異異異異論論論論をををを唱唱唱唱えているというえているというえているというえているという 1 人人人人ででででござござござございますいますいますいます。。。。ややややはりはりはりはり地地地地球規模球規模球規模球規模のののの環境環境環境環境のののの異異異異変変変変、、、、そういうものがそういうものがそういうものがそういうものが大大大大ききききくくくく魚魚魚魚のののの生生生生態態態態系系系系にににに影響影響影響影響しているということでしているということでしているということでしているということで、、、、海海海海流流流流、、、、海海海海水水水水温温温温、、、、プランクトンのえさのプランクトンのえさのプランクトンのえさのプランクトンのえさの増増増増殖殖殖殖、、、、そういうそういうそういうそういう点点点点がががが大大大大ききききくくくく影響影響影響影響しておしておしておしておりますりますりますります。。。。 
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  魚魚魚魚はははは、、、、0.01℃℃℃℃をををを感知感知感知感知しますしますしますします。。。。私私私私もももも大学大学大学大学にににに行行行行っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、大学大学大学大学のののの先生先生先生先生はははは大大大大変変変変暇暇暇暇でででで、、、、魚魚魚魚がががが
0.01 度度度度をををを感知感知感知感知できるようなできるようなできるようなできるような、、、、そういうそういうそういうそういう実実実実験験験験をしているをしているをしているをしているんんんんですですですですねねねね。。。。イワシもイワシもイワシもイワシもほぼほぼほぼほぼこれとこれとこれとこれと一一一一緒緒緒緒ですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、海海海海水水水水温温温温がががが 2 度度度度からからからから 3 度度度度違違違違うということはうということはうということはうということは、、、、夏夏夏夏からからからから冬冬冬冬にににに戻戻戻戻るようなことにるようなことにるようなことにるようなことになるわけですなるわけですなるわけですなるわけです。。。。人人人人間間間間ですとですとですとですと、、、、当当当当然然然然冷冷冷冷暖暖暖暖房房房房、、、、そしてそしてそしてそして衣衣衣衣服服服服をををを変変変変えてしのえてしのえてしのえてしのぎぎぎぎますがますがますがますが、、、、魚魚魚魚はははは、、、、自分自分自分自分のすみのすみのすみのすみややややすいとこすいとこすいとこすいところろろろにににに移移移移動動動動するということでするということでするということでするということで、、、、きのうたきのうたきのうたきのうたくくくくささささんんんんとれたからとれたからとれたからとれたから、、、、またきまたきまたきまたきょょょょうもうもうもうもとれるとれるとれるとれるんんんんじゃじゃじゃじゃないかというようなないかというようなないかというようなないかというような楽楽楽楽なななな漁漁漁漁獲獲獲獲、、、、またまたまたまた漁漁漁漁業業業業のののの状況状況状況状況ではないということでではないということでではないということでではないということでござござござございいいいますますますます。。。。 

  じゃじゃじゃじゃ、、、、日日日日本本本本のイワシがのイワシがのイワシがのイワシが減減減減っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、世界的世界的世界的世界的にイワシもにイワシもにイワシもにイワシも減減減減っておるっておるっておるっておるんんんんですがですがですがですが、、、、一一一一番番番番特特特特異異異異なななな例例例例としましてとしましてとしましてとしまして、、、、日日日日本本本本のののの対対対対岸岸岸岸ののののカカカカリフォルニアリフォルニアリフォルニアリフォルニア、、、、オオオオレレレレゴゴゴゴンンンン州州州州、、、、このこのこのこの 2 つつつつ、、、、特特特特にオにオにオにオレレレレゴゴゴゴンンンン州州州州のイワシとのイワシとのイワシとのイワシと日日日日本本本本のイワシをのイワシをのイワシをのイワシを比比比比べますとべますとべますとべますと、、、、このこのこのこの 5 年年年年間間間間でででで、、、、オオオオレレレレゴゴゴゴンンンン州州州州のイワシがのイワシがのイワシがのイワシが日日日日本本本本のののの総総総総漁漁漁漁獲獲獲獲量量量量のイワシをのイワシをのイワシをのイワシを上上上上回回回回ってきているということでってきているということでってきているということでってきているということでござござござございますいますいますいます。。。。日日日日本本本本はははは数万数万数万数万トントントントン、、、、オオオオレレレレゴゴゴゴンンンン州州州州のイワシはのイワシはのイワシはのイワシはややややはりはりはりはり 4 万万万万トンということでトンということでトンということでトンということで、、、、赤赤赤赤いいいい線線線線でででで少少少少しししし上上上上回回回回ってきておりますってきておりますってきておりますってきております。。。。これこれこれこれはどういうことかといいますとはどういうことかといいますとはどういうことかといいますとはどういうことかといいますと、、、、1940 年年年年代代代代までまでまでまで、、、、オオオオレレレレゴゴゴゴンンンン州州州州はははは大大大大変変変変イワシのイワシのイワシのイワシの大大大大豊豊豊豊漁漁漁漁でしたでしたでしたでした。。。。それがそれがそれがそれが今今今今、、、、50 年年年年ぶぶぶぶりにりにりにりに復復復復活活活活してきているというしてきているというしてきているというしてきているという状況状況状況状況ででででござござござございますいますいますいます。。。。アアアアメメメメリリリリカカカカではではではでは、、、、イワシイワシイワシイワシははははほほほほととととんんんんどどどど食食食食用用用用にににに回回回回されないされないされないされないんんんんですがですがですがですが、、、、今今今今オオオオレレレレゴゴゴゴンンンン州州州州のイワシがのイワシがのイワシがのイワシが非非非非常常常常にににに脚脚脚脚光光光光をををを浴浴浴浴びてきてびてきてびてきてびてきているいるいるいる。。。。これはこれはこれはこれは、、、、自然自然自然自然のののの海海海海流流流流のののの問問問問題題題題ももももござござござございますがいますがいますがいますが、、、、気象気象気象気象のののの問問問問題題題題もももも、、、、もうもうもうもう一方一方一方一方、、、、資源資源資源資源管理管理管理管理型型型型のののの漁漁漁漁業業業業をアをアをアをアメメメメリリリリカカカカがががが行行行行っているということでっているということでっているということでっているということでござござござございますいますいますいます。。。。大大大大変変変変厳厳厳厳しいしいしいしい漁漁漁漁獲獲獲獲制制制制限限限限をををを行行行行っておっておっておっておりますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれは、、、、デンデンデンデンママママークもークもークもークも、、、、ノノノノルルルルウウウウェーもェーもェーもェーも、、、、北北北北欧欧欧欧のののの世界世界世界世界もももも一一一一緒緒緒緒ででででござござござございますいますいますいます。。。。日日日日本本本本もももも、、、、遅遅遅遅れれれればばばばせながらせながらせながらせながら、、、、管理管理管理管理型型型型のののの漁漁漁漁業業業業をしようということでをしようということでをしようということでをしようということで、、、、スタートしたわけでスタートしたわけでスタートしたわけでスタートしたわけでござござござございますいますいますいます。。。。 

  ちちちちょょょょっとっとっとっとごごごご参考参考参考参考にににに申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカのイワシのイワシのイワシのイワシ漁漁漁漁のののの一一一一番初番初番初番初めにめにめにめに紹介紹介紹介紹介されたされたされたされた方方方方はははは、、、、千葉千葉千葉千葉県県県県出出出出身身身身のののの佐佐佐佐野野野野初初初初治治治治というというというという人人人人物物物物がががが、、、、江江江江戸戸戸戸時時時時代代代代のののの末末末末期期期期にアにアにアにアメメメメリリリリカカカカにににに渡渡渡渡りましてりましてりましてりまして、、、、イワシイワシイワシイワシ漁漁漁漁をををを教教教教えたというえたというえたというえたという事事事事実実実実ががががござござござございますいますいますいます。。。。 

  このようなとここのようなとここのようなとここのようなところろろろでででで、、、、だんだんだんだんだんだんだんだん核核核核心心心心にににに向向向向けてまいるわけなけてまいるわけなけてまいるわけなけてまいるわけなんんんんですがですがですがですが、、、、デンデンデンデンママママークのークのークのークのカカカカルルルルンンンンボボボボーというーというーというーという工工工工業団地業団地業団地業団地へへへへ、、、、当当当当社社社社のののの若若若若手手手手のののの社社社社員員員員とととと申申申申しますかしますかしますかしますか、、、、研究研究研究研究員員員員がががが一度一度一度一度訪問訪問訪問訪問しておりましておりましておりましておりますすすす。。。。向向向向こうではゼロエミッションというこうではゼロエミッションというこうではゼロエミッションというこうではゼロエミッションという言言言言葉葉葉葉はははは使使使使いませいませいませいませんんんん。。。。シンシンシンシンババババイオシスというイオシスというイオシスというイオシスという、、、、産業産業産業産業共生共生共生共生というようなというようなというようなというような言言言言葉葉葉葉でででで、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ささささんんんんののののほほほほうではゼロエミッションということですけどうではゼロエミッションということですけどうではゼロエミッションということですけどうではゼロエミッションということですけど、、、、ちちちちょょょょっとデンっとデンっとデンっとデンママママークのークのークのークのほほほほうではうではうではうでは、、、、内内内内容容容容もももも一一一一緒緒緒緒ななななんんんんですがですがですがですが、、、、言言言言いいいい回回回回しがしがしがしが異異異異なっているというなっているというなっているというなっているということでことでことでことでござござござございますいますいますいます。。。。 

  デンデンデンデンママママークはークはークはークは大大大大変変変変産業産業産業産業機機機機器器器器、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電、、、、ババババイオイオイオイオママママスのスのスのスの環境環境環境環境問問問問題題題題をををを対対対対日日日日売売売売りりりり込込込込みのためにみのためにみのためにみのために格格格格安安安安のののの旅旅旅旅行行行行をををを紹介紹介紹介紹介してしてしてしてくくくくれますれますれますれます。。。。学学学学者者者者のののの方方方方、、、、産業人産業人産業人産業人、、、、そしてそしてそしてそして行行行行政政政政のののの方方方方もももも、、、、我我我我々々々々のののの社社社社員員員員とととと一一一一緒緒緒緒にににに見見見見学学学学してまいりましたしてまいりましたしてまいりましたしてまいりました。。。。私私私私はははは、、、、そのそのそのそのほほほほかにかにかにかに、、、、山山山山梨梨梨梨県県県県のののの甲甲甲甲府府府府市市市市にににに国国国国母母母母工工工工業団地業団地業団地業団地というもというもというもというものがのがのがのがござござござございますいますいますいます。。。。ここもよここもよここもよここもよくくくく視視視視察察察察をしてまいりましたをしてまいりましたをしてまいりましたをしてまいりました。。。。 一一一一般般般般のののの水水水水産産産産食食食食料品製料品製料品製料品製造造造造のののの加工加工加工加工のののの排排排排水水水水ということになるわけでということになるわけでということになるわけでということになるわけでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、魚魚魚魚 1 トントントントン加加加加工工工工するのにするのにするのにするのに約約約約 10 トンのトンのトンのトンの水水水水をををを使使使使いますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、私私私私どものどものどものどもの会社会社会社会社ではではではでは、、、、1 日日日日 30 トンからトンからトンからトンから 40トンのトンのトンのトンの魚魚魚魚をををを処処処処理理理理しますとしますとしますとしますと、、、、そのそのそのその 10倍倍倍倍のののの 300 トンからトンからトンからトンから 400 トンのトンのトンのトンの水水水水をををを使使使使いいいい、、、、排排排排水水水水をするといをするといをするといをするということでうことでうことでうことでござござござございますいますいますいます。。。。このこのこのこの廃水廃水廃水廃水のののの特徴特徴特徴特徴はははは、、、、魚魚魚魚をををを煮煮煮煮たりたりたりたり焼焼焼焼いたりしますものでいたりしますものでいたりしますものでいたりしますもので、、、、煮汁煮汁煮汁煮汁がががが多多多多くくくく、、、、油油油油分分分分がががが多多多多いということでいということでいということでいということで、、、、廃水処廃水処廃水処廃水処理理理理業業業業者者者者にとりましてはにとりましてはにとりましてはにとりましては非非非非常常常常にににに処処処処理理理理がががが難難難難しいしいしいしい業業業業種種種種のののの廃水廃水廃水廃水ででででござござござございますいますいますいます。。。。部部部部署署署署によりますがによりますがによりますがによりますが、、、、大体大体大体大体数万数万数万数万 ppm、、、、少少少少ななななくくくくてもてもてもても 5,000 からからからから 1万万万万ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの BOD
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のののの廃水廃水廃水廃水をををを放放放放出出出出しているというしているというしているというしているという状況状況状況状況ででででござござござございますいますいますいます。。。。 そしてそしてそしてそして、、、、私私私私はははは、、、、千葉千葉千葉千葉県県県県のののの経済経済経済経済季季季季報報報報にゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッション型型型型水水水水産産産産加工加工加工加工団地団地団地団地というというというという構想構想構想構想をををを早早早早くくくく発表発表発表発表させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。そのそのそのその後後後後、、、、水水水水産産産産庁庁庁庁ののののほほほほうでうでうでうで、、、、ゼゼゼゼロエミッションというロエミッションというロエミッションというロエミッションという言言言言葉葉葉葉をををを使使使使わずにわずにわずにわずに、、、、無無無無廃廃廃廃棄棄棄棄型型型型のののの水水水水産産産産加工加工加工加工団地団地団地団地ということでということでということでということで、、、、中中中中期期期期・・・・短短短短期期期期でででで速速速速効効効効性性性性ののののああああるるるる団地団地団地団地建建建建設設設設にににに対対対対してしてしてして強力強力強力強力なななな支援支援支援支援をしてをしてをしてをしてくくくくれることになりましたれることになりましたれることになりましたれることになりました。。。。たたたただだだだしししし、、、、強力強力強力強力なななな支援支援支援支援をしてをしてをしてをしてくくくくれるというれるというれるというれるということでことでことでことであああありましてもりましてもりましてもりましても、、、、各地各地各地各地区区区区、、、、各各各各都都都都道道道道府府府府県県県県とととと競争競争競争競争ででででござござござございますからいますからいますからいますから、、、、内内内内容容容容のののの審審審審査査査査はははは非非非非常常常常にににに厳厳厳厳しいということでしいということでしいということでしいということでござござござございましていましていましていまして、、、、おおおお手手手手元元元元のののの資資資資料料料料にもにもにもにもああああるとるとるとると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、A 加工場加工場加工場加工場、、、、B 加加加加工場工場工場工場、、、、C 加工場加工場加工場加工場からからからから出出出出たたたた廃水廃水廃水廃水でででであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、残残残残滓滓滓滓でででであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを食食食食品品品品化化化化したりしたりしたりしたり、、、、魚魚魚魚粉粉粉粉にしたりにしたりにしたりにしたり、、、、魚油魚油魚油魚油としてとしてとしてとして、、、、特特特特にににに DHA、、、、魚魚魚魚をををを食食食食べるとべるとべるとべると頭頭頭頭がよがよがよがよくくくくなるというようなるというようなるというようなるというようなななな水水水水産産産産庁庁庁庁ののののキキキキャッャッャッャッチチチチフフフフレレレレーズーズーズーズ、、、、実実実実質質質質このこのこのこの DHA のののの油油油油脂脂脂脂のののの研究発表研究発表研究発表研究発表がががが我我我我がががが水水水水産業界産業界産業界産業界ではではではでは、、、、私私私私、、、、戦戦戦戦後後後後のののの一大一大一大一大革革革革命命命命だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。イエスイエスイエスイエスキキキキリストにリストにリストにリストに等等等等しいしいしいしい救救救救世主世主世主世主だだだだというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、イイイイギギギギリスのリスのリスのリスのママママイイイイケケケケル・クロフォール・クロフォール・クロフォール・クロフォードドドドというというというという、、、、北北北北ロンロンロンロンドドドドンンンン大学大学大学大学のののの先生先生先生先生がががが発発発発見見見見したとしたとしたとしたといいますかいいますかいいますかいいますか、、、、研究研究研究研究でででで日日日日本本本本にににに広広広広めためためためた油油油油脂脂脂脂ででででござござござございますいますいますいます。。。。このこのこのこの油油油油脂脂脂脂はははは、、、、脳脳脳脳のののの働働働働きをよきをよきをよきをよくくくくするするするする、、、、視視視視神神神神経経経経をよをよをよをよくくくくするというようなものするというようなものするというようなものするというようなもの。。。。もうもうもうもう一方一方一方一方、、、、EPA というものはというものはというものはというものは、、、、魚魚魚魚をををを食食食食べることによべることによべることによべることによってってってって血血血血液液液液がさらさらするというようながさらさらするというようながさらさらするというようながさらさらするというような DHA、、、、EPA というもののというもののというもののというものの魚魚魚魚のののの油油油油脂脂脂脂がががが非非非非常常常常にいいといにいいといにいいといにいいということでうことでうことでうことで、、、、特特特特にサにサにサにサババババとかイワとかイワとかイワとかイワシにこのシにこのシにこのシにこの油油油油がががが多多多多くくくく含含含含まれておりましてまれておりましてまれておりましてまれておりまして、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、不不不不飽飽飽飽和和和和脂脂脂脂肪肪肪肪酸酸酸酸とととと申申申申しましてしましてしましてしまして、、、、特特特特にににに魚魚魚魚臭臭臭臭いのがいのがいのがいのが特徴特徴特徴特徴でででで青青青青魚魚魚魚というのはというのはというのはというのはママママグロとグロとグロとグロと比比比比べましてどうしてもべましてどうしてもべましてどうしてもべましてどうしても魚魚魚魚臭臭臭臭いということでいということでいということでいということで嫌嫌嫌嫌われるわれるわれるわれるんんんんですがですがですがですが――――――――そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味のたのたのたのたぐぐぐぐいのいのいのいの中中中中にににに多多多多くくくく含含含含まれているまれているまれているまれている油油油油脂脂脂脂ででででござござござございますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、ママママグロのグロのグロのグロの目目目目玉玉玉玉のののの裏裏裏裏にもこのようなにもこのようなにもこのようなにもこのような油油油油脂脂脂脂がたがたがたがたくくくくささささんんんん多多多多くくくく含含含含まれてまれてまれてまれているということでいるということでいるということでいるということで、、、、今今今今までまでまでまでああああまりまりまりまり見向見向見向見向きもされなかったきもされなかったきもされなかったきもされなかったママママグロのグロのグロのグロの目目目目玉玉玉玉でででであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、魚魚魚魚のののの油油油油脂脂脂脂がががが大大大大変今変今変今変今貴貴貴貴重重重重になっているということでになっているということでになっているということでになっているということでござござござございますいますいますいます。。。。 リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの概概概概念念念念のフローはのフローはのフローはのフローは、、、、もうもうもうもう諸諸諸諸先生方先生方先生方先生方からおからおからおからお話話話話ががががあああありますものでりますものでりますものでりますもので、、、、簡単簡単簡単簡単にににに申申申申しししし上上上上げげげげまままますとすとすとすと、、、、魚魚魚魚のののの残残残残滓滓滓滓はははは、、、、有効利用率有効利用率有効利用率有効利用率としてとしてとしてとして大体大体大体大体 55％％％％ででででござござござございますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、粕粕粕粕、、、、またまたまたまた残残残残滓滓滓滓とととと言言言言われるわれるわれるわれる不不不不可可可可食食食食部部部部分分分分はははは 45％％％％出出出出ますますますます。。。。このこのこのこの 45％％％％のののの不不不不可可可可食食食食部部部部分分分分をいかにをいかにをいかにをいかに有効利用有効利用有効利用有効利用するかとするかとするかとするかということがいうことがいうことがいうことが今後今後今後今後水水水水産業界産業界産業界産業界においてにおいてにおいてにおいて大大大大きなきなきなきな課課課課せられたせられたせられたせられた課題課題課題課題ででででああああるるるる。。。。嫌嫌嫌嫌なものはなものはなものはなものは中中中中国国国国でででで加工加工加工加工ししししてててて置置置置いていていていてくくくくれれれればばばばいいというのではいいというのではいいというのではいいというのでは、、、、ややややはりもったいないはりもったいないはりもったいないはりもったいない。。。。ややややはりはりはりはり魚魚魚魚をををを丸丸丸丸ごごごごとととと使使使使ううううんだんだんだんだといといといということがうことがうことがうことが必要必要必要必要だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには鮮鮮鮮鮮度度度度管理管理管理管理がよりがよりがよりがより大大大大事事事事ででででああああるるるる。。。。またまたまたまた、、、、魚魚魚魚業界業界業界業界がおがおがおがおくくくくれておりますのはれておりますのはれておりますのはれておりますのは、、、、畜畜畜畜肉肉肉肉関係関係関係関係からからからから比比比比べましてべましてべましてべまして、、、、そういうそういうそういうそういう不不不不可可可可食食食食部部部部分分分分のののの有効利用有効利用有効利用有効利用、、、、鮮鮮鮮鮮度度度度管管管管理理理理がまがまがまがまだだだだままままだだだだおおおおくくくくれておりますれておりますれておりますれております。。。。特特特特にににに部位部位部位部位別別別別なななな鮮鮮鮮鮮度度度度管理管理管理管理がおがおがおがおくくくくれておるということでれておるということでれておるということでれておるということでござござござございますいますいますいます。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、今後今後今後今後、、、、魚魚魚魚のののの分分分分別収集別収集別収集別収集、、、、それからそれからそれからそれから遠遠遠遠くくくくへへへへ持持持持っていかずにっていかずにっていかずにっていかずに域内域内域内域内、、、、町町町町のののの単単単単位位位位でででで収集収集収集収集してしてしてして有効利用有効利用有効利用有効利用するするするする。。。。そしてそしてそしてそして、、、、衛衛衛衛生的生的生的生的なななな残残残残滓滓滓滓とととと非非非非衛衛衛衛生的生的生的生的なななな残残残残滓滓滓滓をををを区区区区別別別別するといするといするといするということがうことがうことがうことが必要必要必要必要かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。特特特特にににに今問今問今問今問題題題題のダイオのダイオのダイオのダイオキキキキシンでシンでシンでシンであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、環境環境環境環境ホホホホルルルルモモモモンとンとンとンというもののいうもののいうもののいうものの混混混混入入入入率率率率もももも非非非非常常常常にににに高高高高いものでいものでいものでいもので、、、、これをこれをこれをこれを十十十十分分分分チチチチェックしていェックしていェックしていェックしていくくくく検検検検査査査査体体体体制制制制もももも必要必要必要必要だだだだとととということでいうことでいうことでいうことでござござござございますいますいますいます。。。。そうなりますとそうなりますとそうなりますとそうなりますと、、、、ババババイオイオイオイオママママスでスでスでスであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、フフフフィィィィッシッシッシッシュュュュミールミールミールミール化化化化、、、、食食食食用化用化用化用化というものがというものがというものがというものが今後今後今後今後水水水水産業界産業界産業界産業界にににに緊急緊急緊急緊急にににに課課課課せられていることでせられていることでせられていることでせられていることでござござござございますいますいますいます。。。。 そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、銚銚銚銚子子子子青青青青魚魚魚魚加工加工加工加工共共共共同同同同組合組合組合組合はははは、、、、このリサイクルのこのリサイクルのこのリサイクルのこのリサイクルの問問問問題題題題をををを大大大大変変変変重重重重要視要視要視要視してしてしてして組組組組合合合合をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげてててて参参参参ったったったった訳訳訳訳ですですですです。。。。そのそのそのその第第第第 1 次次次次がががが、、、、廃水処廃水処廃水処廃水処理理理理等等等等をををを重重重重点点点点的的的的にににに行行行行っておるとこっておるとこっておるとこっておるところろろろででででござござござございますいますいますいます。。。。廃水処廃水処廃水処廃水処理理理理ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、非非非非常常常常にににに専専専専門門門門的的的的になりますものでになりますものでになりますものでになりますもので、、、、割愛割愛割愛割愛をさせていをさせていをさせていをさせてい
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たたたただだだだきますがきますがきますがきますが、、、、油油油油をををを取取取取りりりり、、、、余余余余剰剰剰剰汚汚汚汚泥泥泥泥をどうをどうをどうをどう処処処処理理理理するかというようなことでするかというようなことでするかというようなことでするかというようなことで、、、、廃水処廃水処廃水処廃水処理理理理のののの後後後後、、、、有効利用有効利用有効利用有効利用をしていをしていをしていをしていくくくくというというというという考考考考ええええ方方方方ででででござござござございますいますいますいます。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、弊弊弊弊社社社社がががが、、、、昨昨昨昨年年年年のののの 5 月月月月にににに組合組合組合組合としてとしてとしてとして約約約約 10億億億億をかけてをかけてをかけてをかけてつくつくつくつくったったったった廃水処廃水処廃水処廃水処理理理理場場場場ででででござござござございいいいますますますます。。。。国国国国庫補庫補庫補庫補助助助助をををを 2 分分分分のののの 1、、、、千葉千葉千葉千葉県県県県、、、、銚銚銚銚子子子子市市市市、、、、農農農農水省水省水省水省からからからから補補補補助助助助をををを受受受受けておりますけておりますけておりますけております。。。。一一一一番番番番左側左側左側左側がががが水水水水産産産産加工廃水加工廃水加工廃水加工廃水でででで、、、、BOD でででで大体大体大体大体 1 万万万万 ppm ぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。次次次次にににに高高高高度度度度にににに生生生生物物物物処処処処理理理理されたされたされたされた水水水水ででででござござござございいいいますがますがますがますが、、、、これがこれがこれがこれが大体大体大体大体 COD でででで 20ppm になりますになりますになりますになります。。。。そしてそしてそしてそして、、、、一一一一番番番番右側右側右側右側のののの中水中水中水中水というものはというものはというものはというものは、、、、
COD でででで大体大体大体大体 5ppm になりますになりますになりますになります。。。。工場工場工場工場はははは、、、、新新新新設設設設でででで、、、、犬吠埼犬吠埼犬吠埼犬吠埼がすがすがすがすぐぐぐぐ間近間近間近間近にににに見見見見えるえるえるえる、、、、大大大大変変変変風風風風光光光光明明明明媚媚媚媚なとこなとこなとこなところろろろにににに移移移移転転転転しましたものでしましたものでしましたものでしましたもので、、、、大大大大変変変変厳厳厳厳しいしいしいしい新新新新設設設設のののの工場工場工場工場でででで、、、、排排排排出基出基出基出基準準準準ががががござござござございますいますいますいます。。。。そそそそれをどうクリアするかということがれをどうクリアするかということがれをどうクリアするかということがれをどうクリアするかということが課題課題課題課題ででででござござござございましていましていましていまして、、、、1日約日約日約日約 1,000 トンのトンのトンのトンの処処処処理理理理能力能力能力能力ががががああああるるるるんんんんですがですがですがですが、、、、このうこのうこのうこのうちちちちのののの 300 トンをトンをトンをトンを中水中水中水中水、、、、飲飲飲飲んんんんでもでもでもでも構構構構わないわないわないわないぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの水水水水にににに戻戻戻戻しておきますしておきますしておきますしておきます。。。。これはこれはこれはこれは工場工場工場工場内内内内のののの清掃清掃清掃清掃水水水水、、、、そしてトイそしてトイそしてトイそしてトイレレレレにににに今今今今有効利用有効利用有効利用有効利用しているとこしているとこしているとこしているところろろろででででござござござございますいますいますいます。。。。単単単単純純純純にににに
5ppm とととと申申申申しますけどしますけどしますけどしますけど、、、、もうこれはもうこれはもうこれはもうこれは大大大大変変変変なななな努努努努力力力力ででででござござござございましていましていましていまして、、、、食食食食肉肉肉肉業界業界業界業界、、、、魚魚魚魚業界業界業界業界、、、、そしてそしてそしてそしておおおお弁弁弁弁当屋当屋当屋当屋ささささんんんん、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな業業業業種種種種ががががああああるとるとるとると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、大大大大変変変変なエネルなエネルなエネルなエネルギギギギーとーとーとーと技術力技術力技術力技術力をををを使使使使うううう施施施施設設設設ででででござござござございますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその中水中水中水中水をををを組合組合組合組合員員員員にににに配配配配布布布布するするするする。。。。井井井井戸戸戸戸水水水水、、、、水水水水道道道道水水水水をををを使使使使うよりはうよりはうよりはうよりは、、、、雑雑雑雑水水水水としてとしてとしてとして安安安安くくくく分分分分けますものでけますものでけますものでけますもので、、、、利用利用利用利用してしてしてしてくだくだくだくださいということでさいということでさいということでさいということで、、、、このこのこのこの中水中水中水中水をををを造造造造っておりっておりっておりっておりますますますます。。。。     ああああとととと、、、、水水水水産産産産のののの加工加工加工加工段階段階段階段階のののの中中中中でででで一一一一番番番番大大大大事事事事なななな点点点点はうはうはうはうろろろろこのこのこのこの利用利用利用利用ででででござござござございますいますいますいます。。。。このうこのうこのうこのうろろろろこはこはこはこは、、、、ココココララララゲゲゲゲタイトというのはタイトというのはタイトというのはタイトというのは、、、、私私私私どもでどもでどもでどもで開発開発開発開発したものですがしたものですがしたものですがしたものですが、、、、ココココラーラーラーラーゲゲゲゲンとアパタイトのンとアパタイトのンとアパタイトのンとアパタイトの合成合成合成合成語語語語ででででござござござございますいますいますいます。。。。サンサンサンサンママママのうのうのうのうろろろろここここ、、、、そしてそしてそしてそして真真真真んんんん中中中中はそれをはそれをはそれをはそれを粉粉粉粉砕砕砕砕したものでしたものでしたものでしたもので、、、、タブタブタブタブレレレレットットットット状状状状にしたものでにしたものでにしたものでにしたものでござござござございますいますいますいます。。。。このうこのうこのうこのうろろろろこをこをこをこを、、、、10 年以年以年以年以上前上前上前上前からからからから、、、、何何何何かかかか有効利用有効利用有効利用有効利用できないかといできないかといできないかといできないかということでうことでうことでうことで社内社内社内社内でででで検討検討検討検討しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、なかなかいいなかなかいいなかなかいいなかなかいい考考考考えがえがえがえが出出出出なかったわけですなかったわけですなかったわけですなかったわけです。。。。ああああるときるときるときるときにににに、、、、NHK でででで、、、、今今今今はははは番番番番組組組組名名名名がががが変変変変わりましたがわりましたがわりましたがわりましたが、「、「、「、「生生生生きききき物物物物世界地球世界地球世界地球世界地球紀紀紀紀行行行行」」」」というというというという、、、、動動動動物物物物・・・・植物植物植物植物のののの大自然大自然大自然大自然をををを背背背背景景景景にしたにしたにしたにした、、、、大大大大変変変変いいいいいいいい自然自然自然自然番番番番組組組組ががががござござござございますがいますがいますがいますが、、、、それがそれがそれがそれがああああるときるときるときるとき放放放放映映映映されましされましされましされましたときにたときにたときにたときに、、、、アフリアフリアフリアフリカカカカののののああああるるるる湖湖湖湖でででで、、、、ううううろろろろここここだだだだけをけをけをけを食食食食べているべているべているべている魚魚魚魚がいるということをがいるということをがいるということをがいるということを社社社社員員員員がががが見見見見ましてましてましてまして、、、、すすすすぐぐぐぐ NHK にににに問問問問いいいい合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、追追追追求求求求していったしていったしていったしていった結結結結果果果果、、、、ううううろろろろこにはこにはこにはこには大大大大変変変変いいいいいいいい成分成分成分成分ががががああああるるるるということがわかりましてということがわかりましてということがわかりましてということがわかりまして、、、、大体大体大体大体カカカカルシルシルシルシウウウウムがムがムがムが 20％％％％、、、、ココココラーラーラーラーゲゲゲゲンがンがンがンが 30％％％％ももももああああるということるということるということるということがわかりましたがわかりましたがわかりましたがわかりました。。。。文献文献文献文献をををを調調調調べれべれべれべればばばば調調調調べるべるべるべるほほほほどいどいどいどいろろろろいいいいろろろろなデータがなデータがなデータがなデータが上上上上がってまいりましてがってまいりましてがってまいりましてがってまいりまして、、、、今今今今研究研究研究研究中中中中ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、大体大体大体大体魚魚魚魚のうのうのうのうろろろろことことことこと申申申申しますのはしますのはしますのはしますのは、、、、自分自分自分自分のののの体重体重体重体重のののの 2％％％％からからからから 3％％％％になになになになっておりますっておりますっておりますっております。。。。漁漁漁漁獲獲獲獲されるときにされるときにされるときにされるときに、、、、ほほほほととととんんんんどもがいてどもがいてどもがいてどもがいて、、、、海海海海中中中中にににに 3 分分分分のののの 1 がががが落落落落ちちちちてしまいまてしまいまてしまいまてしまいますすすす。。。。そしてそしてそしてそして、、、、船船船船にににに積積積積まれてまれてまれてまれて、、、、船船船船倉倉倉倉のののの中中中中ででででややややはりはりはりはり 3 分分分分のののの 1ぐぐぐぐらいらいらいらい落落落落ちちちちてしまうということでてしまうということでてしまうということでてしまうということで、、、、工場工場工場工場にににに入入入入るときにはるときにはるときにはるときには非非非非常常常常にわずかなものでにわずかなものでにわずかなものでにわずかなものでござござござございますいますいますいます。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、皆様皆様皆様皆様がががが魚魚魚魚屋屋屋屋ささささんんんんからからからから購入購入購入購入したときにはしたときにはしたときにはしたときには、、、、ううううろろろろこはこはこはこはほほほほととととんんんんどどどどつつつついておらないというのがいておらないというのがいておらないというのがいておらないというのが状況状況状況状況ででででござござござございますいますいますいます。。。。 

  たたたただだだだ、、、、単単単単純純純純にこのうにこのうにこのうにこのうろろろろこがこがこがこが使使使使えないというえないというえないというえないという厄厄厄厄介介介介ものでものでものでものでござござござございますいますいますいます。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、タタタタバコバコバコバコのフのフのフのフィィィィルターでルターでルターでルターであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、石石石石でででであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、海海海海草草草草でででであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、非非非非常常常常ににににごごごごみみみみ、、、、夾夾夾夾雑物雑物雑物雑物がががが多多多多いものでいものでいものでいもので、、、、今私今私今私今私どもどもどもども、、、、工場工場工場工場のうのうのうのうろろろろこはこはこはこは一一一一部部部部使使使使っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、ううううろろろろここここ専専専専門門門門にににに、、、、某某某某地域地域地域地域でででで特特特特殊殊殊殊なななな収集収集収集収集方方方方法法法法をををを行行行行ってってってって集集集集めているとこめているとこめているとこめているところろろろででででござござござございますいますいますいます。。。。このうこのうこのうこのうろろろろこというものがどこというものがどこというものがどこというものがどうううういうものにいいかといいますというものにいいかといいますというものにいいかといいますというものにいいかといいますと、、、、骨骨骨骨粗鬆症粗鬆症粗鬆症粗鬆症でででであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、美美美美肌肌肌肌でででであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、大大大大変変変変いいいいいものでいものでいものでいものでござござござございましていましていましていまして、、、、おもしおもしおもしおもしろろろろいのではいのではいのではいのでは、、、、茨茨茨茨城県城県城県城県のののの美美美美浦浦浦浦のトのトのトのトレレレレーニングセンターでーニングセンターでーニングセンターでーニングセンターで、、、、馬馬馬馬
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にににに飼飼飼飼いいいい葉葉葉葉とととと与与与与えるえるえるえる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、毛毛毛毛づづづづややややがよがよがよがよくくくくなるなるなるなる、、、、そしてそしてそしてそしてひひひひづめのづめのづめのづめの割割割割れがれがれがれが少少少少ななななくくくくなるというなるというなるというなるということでことでことでことで、、、、某厩某厩某厩某厩舎舎舎舎ではではではでは、、、、このこのこのこのココココララララゲゲゲゲタイトをタイトをタイトをタイトを与与与与えたえたえたえた馬馬馬馬がががが 1億円億円億円億円をををを稼稼稼稼いいいいだだだだということでということでということでということで、、、、2 年年年年前前前前にテにテにテにテレビレビレビレビ放送放送放送放送されましたされましたされましたされました。。。。ままままああああ、、、、大大大大変変変変静静静静粛粛粛粛なななな中中中中でのでのでのでの講演講演講演講演会会会会ででででちちちちょょょょっとっとっとっと冗冗冗冗談談談談になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、社内社内社内社内でででで、、、、ハハハハルルルルウウウウララにこれをララにこれをララにこれをララにこれを送送送送ろろろろうなうなうなうなんんんんていうおていうおていうおていうお話話話話がががが出出出出たときにたときにたときにたときに、、、、もしもこもしもこもしもこもしもこののののココココララララゲゲゲゲタイタイタイタイトをトをトをトを食食食食べてべてべてべて勝勝勝勝ってしまったらってしまったらってしまったらってしまったら、、、、ハハハハルルルルウウウウララのネームララのネームララのネームララのネームババババリリリリュュュューがなーがなーがなーがなくくくくなるからなるからなるからなるから送送送送るのはるのはるのはるのはややややめめめめようということでようということでようということでようということで、、、、ややややめましためましためましためました。。。。当当当当然然然然、、、、中央競中央競中央競中央競馬馬馬馬会会会会ののののドドドドーーーーピピピピングのングのングのングの検検検検査査査査にもにもにもにも受受受受かっておりかっておりかっておりかっておりますますますます。。。。  そしてそしてそしてそして、、、、今今今今、、、、浜浜浜浜松松松松医医医医科大学科大学科大学科大学とととと、、、、臨床臨床臨床臨床実実実実験験験験にににに近近近近いいいい形形形形でででで、、、、人人人人のののの投投投投与与与与実実実実験験験験をををを行行行行っておりっておりっておりっておりますますますます。。。。一一一一応応応応製製製製造造造造特特特特許許許許はははは出出出出してしてしてしてござござござございますものでいますものでいますものでいますもので、、、、申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、抗抗抗抗ストストストストレレレレスススス剤剤剤剤としてとしてとしてとして、、、、今今今今研究研究研究研究のまとめにのまとめにのまとめにのまとめに入入入入っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、近近近近々々々々、、、、今今今今月月月月ああああたりでたりでたりでたりで発表発表発表発表をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただくだくだくだく予予予予定定定定ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。パンフパンフパンフパンフレレレレットがットがットがットが入入入入っておりますものでっておりますものでっておりますものでっておりますもので、、、、もしももしももしももしもほほほほんんんんとうかなととうかなととうかなととうかなと思思思思うううう人人人人はははは、、、、ぜひぜひぜひぜひごごごご一一一一報報報報いたいたいたいただだだだけれけれけれければばばば、、、、それなりのおそれなりのおそれなりのおそれなりのお試試試試しをしてしをしてしをしてしをしてごごごご利用利用利用利用いたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばとととと。。。。 

  最後最後最後最後になりますがになりますがになりますがになりますが、「、「、「、「シダのシダのシダのシダの宿宿宿宿題題題題」」」」ということでということでということでということで、、、、非非非非常常常常にににに逆説逆説逆説逆説的的的的なななな物物物物のののの考考考考えでえでえでえでござござござございますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、もうもうもうもう皆皆皆皆ささささんんんん読読読読んんんんでいたでいたでいたでいただだだだけれけれけれければばばばわかるわかるわかるわかるんんんんですがですがですがですが、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション型型型型のののの工場工場工場工場、、、、団団団団地地地地をををを目指目指目指目指そうということでそうということでそうということでそうということでござござござございますしいますしいますしいますし、、、、一一一一番番番番冒冒冒冒頭頭頭頭にににに申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました、、、、1853 年年年年創創創創業業業業のフラのフラのフラのフランスのシャンセンスのシャンセンスのシャンセンスのシャンセレレレレーラーラーラーラ社社社社というというというという会社会社会社会社のののの社社社社長長長長にこういうにこういうにこういうにこういう質質質質問問問問をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、このこのこのこの「「「「シダのシダのシダのシダの宿宿宿宿題題題題」」」」のののの、「、「、「、「このこのこのこの星星星星にににに生生生生きるのきるのきるのきるのだだだだからからからから、、、、誠誠誠誠心心心心誠誠誠誠意意意意のののの『『『『YES』』』』をををを。」。」。」。」というとこというとこというとこというところろろろのののの真真真真んんんん中中中中辺辺辺辺にににに書書書書いていていていてござござござございますがいますがいますがいますが、、、、私私私私がががが訪問訪問訪問訪問してしてしてして、、、、フランスフランスフランスフランス語語語語はできないはできないはできないはできないんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、英語英語英語英語ででででややややりとりりとりりとりりとりをしたときにをしたときにをしたときにをしたときに、「、「、「、「イワシがイワシがイワシがイワシがああああったからこそったからこそったからこそったからこそ 150 年続年続年続年続いたいたいたいたんんんんですですですです」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉がががが 7代代代代目目目目のののの社社社社長長長長ささささんんんんからからからから返返返返ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。ああああああああ、、、、イワシにイワシにイワシにイワシに感謝感謝感謝感謝しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけないんだんだんだんだなというなというなというなということをことをことをことを考考考考えさせられましたえさせられましたえさせられましたえさせられました。。。。だだだだからからからから 150 年続年続年続年続いているいているいているいているんだんだんだんだなななな。。。。信田缶詰信田缶詰信田缶詰信田缶詰はははは 1905 年年年年だだだだ、、、、そのそのそのその会社会社会社会社よりもまよりもまよりもまよりもまだだだだ 50 年年年年おおおおくくくくれているれているれているれている。。。。少少少少ななななくくくくともともともともああああとととと 50 年企業年企業年企業年企業がががが存存存存続続続続するのにはするのにはするのにはするのには、、、、イワシイワシイワシイワシにににに感謝感謝感謝感謝しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない、、、、環境環境環境環境にににに感謝感謝感謝感謝しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけないんだんだんだんだというようなというようなというようなというような、、、、目目目目からうからうからうからうろろろろここここがががが落落落落ちちちちたことがたことがたことがたことが、、、、信田信田信田信田をををを、、、、またまたまたまた信田缶詰信田缶詰信田缶詰信田缶詰をををを環境環境環境環境にににに奮奮奮奮いいいい立立立立たせたたせたたせたたせた 1 つつつつのののの大大大大きなきなきなきな力力力力となりましとなりましとなりましとなりましたたたた。。。。デンデンデンデンママママークのセイークのセイークのセイークのセイビビビビーーーー社社社社。。。。風風風風力発力発力発力発電電電電をををを見見見見たたたた 10 年年年年前前前前のそののそののそののその感感感感動動動動、、、、そしてそしてそしてそしてババババイオイオイオイオママママスまでスまでスまでスまでややややっているというこのっているというこのっているというこのっているというこの企業企業企業企業をををを見見見見ましてましてましてまして、、、、ままままだだだだままままだだだだ日日日日本本本本とととと申申申申しますかしますかしますかしますか、、、、我我我我々々々々ももももややややらなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいいいいけないけないけないけない点点点点ががががああああるなとるなとるなとるなと。。。。今今今今イワシがイワシがイワシがイワシが絶絶絶絶不不不不漁漁漁漁でででで、、、、これからこれからこれからこれから復復復復活活活活するのにはするのにはするのにはするのには 50 年年年年もかかるかもしもかかるかもしもかかるかもしもかかるかもしれないれないれないれない。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、新工場新工場新工場新工場でででであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、新新新新しいしいしいしい廃水処廃水処廃水処廃水処理理理理ををををつくつくつくつくるということはるということはるということはるということは大大大大変変変変勇勇勇勇気気気気のののの要要要要るるるる大大大大冒険冒険冒険冒険ででででござござござございますいますいますいます。。。。しかししかししかししかし、、、、環境環境環境環境というというというというキキキキーワーーワーーワーーワードドドドでででで社社社社員員員員をををを引引引引っっっっ張張張張りりりり、、、、銀銀銀銀行行行行もももも説説説説得得得得しししし、、、、そしておそしておそしておそしてお得意得意得意得意様様様様にもにもにもにも支持支持支持支持されるようなことをしていかなけれされるようなことをしていかなけれされるようなことをしていかなけれされるようなことをしていかなければばばばいけないといういけないといういけないといういけないということでことでことでことで始始始始まったまったまったまった 1 つつつつのののの事事事事業業業業ででででござござござございますいますいますいます。。。。そういうことがそういうことがそういうことがそういうことが信田信田信田信田をををを環境環境環境環境にににに奮奮奮奮いいいい立立立立たせたたせたたせたたせた海海海海外外外外事例事例事例事例のののの背背背背景景景景ででででござござござございますいますいますいます。。。。 

  もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、個個個個人的人的人的人的ににににござござござございますいますいますいます。。。。私私私私もももも、、、、市市市市にににに参参参参りますとりますとりますとりますと、、、、公公公公のののの仕仕仕仕事事事事をををを仰仰仰仰せせせせつつつつかることがかることがかることがかることがござござござございますいますいますいます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、銚銚銚銚子子子子市市市市のののの監査監査監査監査委員委員委員委員でででであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、千葉千葉千葉千葉県県県県観観観観光光光光土土土土産産産産品品品品連連連連盟盟盟盟、、、、公正公正公正公正取取取取引引引引協議会協議会協議会協議会のののの会会会会長長長長というようなことでというようなことでというようなことでというようなことで、、、、2 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい役役役役にににに預預預預かりますかりますかりますかります。。。。そのそのそのその社社社社長長長長、、、、企業企業企業企業がががが、、、、法法法法律律律律にににに違違違違反反反反するようなするようなするようなするような廃水処廃水処廃水処廃水処理理理理をしてはいけないというをしてはいけないというをしてはいけないというをしてはいけないという気気気気持持持持ちちちちがががが常常常常ににににござござござございますいますいますいます。。。。これがこれがこれがこれが個個個個人人人人的的的的なもうなもうなもうなもう一一一一つつつつのののの理理理理由由由由ででででござござござございますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして今今今今、、、、私私私私どものどものどものどもの中小中小中小中小企業企業企業企業のののの 1 つつつつのののの環境宣言環境宣言環境宣言環境宣言というというというというようなようなようなような意意意意味味味味でででで、、、、私私私私なりになりになりになりに考考考考えたえたえたえた環境宣言環境宣言環境宣言環境宣言はははは、、、、環境環境環境環境をををを重重重重視視視視してしてしてして、、、、永永永永続続続続的的的的にににに発展発展発展発展していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮型型型型のののの工場工場工場工場としてとしてとしてとして、、、、皆様皆様皆様皆様にににに、、、、ままままああああ、、、、すべてすべてすべてすべてババババイオイオイオイオママママスまではまスまではまスまではまスまではまだだだだいっておりませいっておりませいっておりませいっておりませんんんん
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がががが、、、、そのそのそのその精精精精神神神神をををを、、、、今今今今からからからからやろやろやろやろうとしているうとしているうとしているうとしている試試試試みをみをみをみをぜひぜひぜひぜひ見見見見ていたていたていたていただだだだきたいきたいきたいきたい、、、、そしてそしてそしてそして環境対策環境対策環境対策環境対策はははは利利利利益益益益ににににつつつつながらないというようなながらないというようなながらないというようなながらないというような人人人人たたたたちちちちをををを説説説説得得得得できれできれできれできればばばばいいなといういいなといういいなといういいなというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりえておりえておりえておりますますますます。。。。 

  最後最後最後最後にににに、、、、中小中小中小中小企業企業企業企業のののの社会社会社会社会責任責任責任責任ということはどういうことかということでということはどういうことかということでということはどういうことかということでということはどういうことかということで、、、、本本本本日日日日、、、、中小中小中小中小企企企企業業業業のののの方方方方もおられるかともおられるかともおられるかともおられるかと思思思思いますいますいますいます、、、、またまたまたまた団体団体団体団体のののの方方方方もおられるかともおられるかともおられるかともおられるかと思思思思いますいますいますいます。。。。ぜひぜひぜひぜひそのそのそのその会会会会員員員員のののの方方方方々々々々におにおにおにお話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。そしてそしてそしてそして、、、、私私私私どもとどもとどもとどもと一一一一緒緒緒緒にににに行動行動行動行動していたしていたしていたしていただだだだきたいというきたいというきたいというきたいという物物物物のののの考考考考ええええ方方方方ををををちちちちょょょょっとっとっとっと申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、中小中小中小中小企業企業企業企業はははは、、、、売売売売りりりり上上上上げげげげがががが多多多多いいいい少少少少ないでないでないでないで区区区区別別別別をされてをされてをされてをされておりますがおりますがおりますがおりますが、、、、地方地方地方地方のののの地地地地場場場場産業産業産業産業においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、そのそのそのその地方地方地方地方をををを代代代代表表表表するするするする主力主力主力主力なななな企業企業企業企業がががが多多多多いわけですいわけですいわけですいわけです。。。。地域地域地域地域にににに密着密着密着密着してしてしてして、、、、地域地域地域地域とともにとともにとともにとともに息息息息のののの長長長長いいいい歴史歴史歴史歴史とととと伝伝伝伝統統統統をををを育育育育んんんんできたできたできたできた企業企業企業企業でででであああありますりますりますります。。。。製品製品製品製品 1つつつつ 1 つつつつがががが地方地方地方地方特特特特有有有有のののの産産産産物物物物でででであああありりりり、、、、観観観観光光光光土土土土産産産産品品品品になっているものでになっているものでになっているものでになっているものでござござござございますいますいますいます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、焼焼焼焼津津津津のののの鰹鰹鰹鰹節節節節、、、、銚銚銚銚子子子子のイワシのイワシのイワシのイワシ、、、、数数数数多多多多くくくく水水水水産産産産、、、、農農農農産産産産物物物物ががががござござござございますいますいますいます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカではではではではカカカカリリリリフォルニアサーデフォルニアサーデフォルニアサーデフォルニアサーディィィィンというものがンというものがンというものがンというものが大大大大変変変変有有有有名名名名でででで、、、、フランスのフランスのフランスのフランスのカモカモカモカモンンンンベベベベールールールールチチチチーズーズーズーズ、、、、これはこれはこれはこれはカモカモカモカモンンンンベベベベールールールール地方地方地方地方でででで、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカのののの連合連合連合連合軍軍軍軍がががが持持持持ちちちち帰帰帰帰ってってってって有有有有名名名名になったになったになったになったチチチチーズでーズでーズでーズでござござござございますいますいますいます。。。。おおおお酒酒酒酒ではではではではココココニャックのニャックのニャックのニャックのココココニャックニャックニャックニャック、、、、ノノノノルルルルウウウウェーのオイルサーデェーのオイルサーデェーのオイルサーデェーのオイルサーディィィィンもンもンもンもあああありますりますりますります。。。。社会的社会的社会的社会的にににに見見見見てもてもてもても、、、、地方地方地方地方のののの国産国産国産国産のよいのよいのよいのよい例例例例がたがたがたがたくくくくささささんござんござんござんございますいますいますいます。。。。地地地地場場場場産業産業産業産業がががが地方地方地方地方のののの担担担担いいいい手手手手としてとしてとしてとして脚脚脚脚光光光光をををを浴浴浴浴びるびるびるびる中中中中、、、、地方地方地方地方のののの中小中小中小中小企業企業企業企業もももも、、、、消費消費消費消費者者者者やややや社会社会社会社会全全全全体体体体のことをのことをのことをのことを考考考考えないとえないとえないとえないと生生生生きききき残残残残れないといれないといれないといれないというううう時時時時代代代代になっているわけですになっているわけですになっているわけですになっているわけです。。。。ですからですからですからですから、、、、中小中小中小中小企業企業企業企業だだだだからできないからできないからできないからできない、、、、ああああるいはるいはるいはるいは大企業大企業大企業大企業だだだだけけけけのののの責任責任責任責任だだだだ、、、、採採採採算算算算にににに合合合合わないからわないからわないからわないからややややらないということでらないということでらないということでらないということで逃逃逃逃げげげげるのではなるのではなるのではなるのではなくくくく、、、、環境対策環境対策環境対策環境対策ばばばばかりかりかりかりでなでなでなでなくくくく、、、、企業企業企業企業がががが社会的社会的社会的社会的責任責任責任責任をををを果果果果たすことによってたすことによってたすことによってたすことによって地域地域地域地域のののの発展発展発展発展にさらににさらににさらににさらに貢献貢献貢献貢献するするするするんだんだんだんだというというというという意意意意気気気気込込込込みをみをみをみを私私私私はははは中小中小中小中小企業企業企業企業はははは持持持持つつつつべきべきべきべきだだだだというというというというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

  横横横横文文文文字字字字でででで CSR というというというという言言言言葉葉葉葉ががががああああるわけでるわけでるわけでるわけでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、今後今後今後今後はははは企業企業企業企業のののの経済的経済的経済的経済的負負負負担担担担のののの大大大大きなきなきなきなものをどうものをどうものをどうものをどう乗乗乗乗りりりり越越越越えていえていえていえていくくくくかということがかということがかということがかということが地地地地場場場場のののの産業産業産業産業、、、、そしてそしてそしてそして中小中小中小中小企業企業企業企業をををを生生生生きききき残残残残らせるらせるらせるらせる 1つつつつののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドではないかというではないかというではないかというではないかというふふふふうにうにうにうに私私私私はははは信信信信じじじじておりますておりますておりますております。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、まずまずまずまず金金金金融融融融機機機機関関関関のののの絶絶絶絶大大大大なるなるなるなる環境環境環境環境にににに対対対対するするするする支援支援支援支援がががが必必必必須須須須ででででござござござございますいますいますいます。。。。やややややややや特別特別特別特別なななな例例例例でででで申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、特特特特別別別別老老老老人人人人ホホホホームなどはームなどはームなどはームなどは、、、、おおおお医医医医者者者者ささささんんんんががががやろやろやろやろうとしましたらうとしましたらうとしましたらうとしましたら、、、、500万万万万円円円円あああありましたらすりましたらすりましたらすりましたらすぐぐぐぐできたできたできたできたわけですわけですわけですわけです。。。。今今今今はできませはできませはできませはできませんんんん。。。。ですからですからですからですから、、、、環境環境環境環境にににに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ企業企業企業企業にににに対対対対してしてしてして、、、、国国国国とかとかとかとか県県県県、、、、またはまたはまたはまたは金金金金融融融融機機機機関関関関がもっとがもっとがもっとがもっと積極的積極的積極的積極的にににに支援支援支援支援するするするする。。。。三方三方三方三方両両両両得得得得というおというおというおというお話話話話ももももござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ドドドドイイイイツツツツなどではなどではなどではなどでは、、、、三方三方三方三方両両両両損損損損というというというという形形形形でででで、、、、金金金金融融融融機機機機関関関関もももも、、、、投投投投資資資資家家家家もももも、、、、機機機機械械械械メメメメーーーーカカカカーもーもーもーも、、、、みみみみんんんんなでなでなでなで力力力力をををを合合合合わせるというわせるというわせるというわせるという仕仕仕仕組組組組みができておりますみができておりますみができておりますみができております。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、中小中小中小中小企業企業企業企業はははは、、、、ややややはりまとまってはりまとまってはりまとまってはりまとまって、、、、個個個個ではなではなではなではなくくくく集集集集団団団団でででで戦戦戦戦うというようなことでうというようなことでうというようなことでうというようなことで、、、、国国国国のののの補補補補助助助助なりいなりいなりいなりいろろろろいいいいろろろろなななな支援支援支援支援をををを受受受受けていけていけていけていくくくく仕仕仕仕組組組組みづみづみづみづくくくくりもりもりもりも必要必要必要必要ではないかなというではないかなというではないかなというではないかなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 

  魚魚魚魚はははは薬薬薬薬ででででああああるるるる、、、、魚魚魚魚屋屋屋屋はははは薬薬薬薬屋屋屋屋ででででああああるというようなるというようなるというようなるというような私私私私のののの強強強強いいいい信念信念信念信念でででで、、、、青青青青魚魚魚魚のののの良良良良さをさをさをさを今後今後今後今後ともともともとも大大大大切切切切にしたいにしたいにしたいにしたい。。。。大大大大変変変変、、、、自社自社自社自社のののの PR をををを含含含含めましてめましてめましてめまして耳耳耳耳ざざざざわりなわりなわりなわりな点点点点ががががああああったかとったかとったかとったかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ごごごご清清清清聴聴聴聴あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。信田缶詰株式信田缶詰株式信田缶詰株式信田缶詰株式会社会社会社会社のののの代代代代表取表取表取表取締役締役締役締役社社社社長長長長でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃるるるる信信信信田田田田臣臣臣臣一一一一様様様様ののののごごごご発表発表発表発表ででででござござござございましたいましたいましたいました。。。。改改改改めましてめましてめましてめまして、、、、信田信田信田信田様様様様にににに盛盛盛盛大大大大なななな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。
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（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 総総総総括括括括講演講演講演講演「「「「企業企業企業企業存存存存続続続続のためののためののためののための環境経環境経環境経環境経営営営営」」」」 

 司司司司会会会会     それではそれではそれではそれでは、、、、本本本本日日日日のののの総総総総括括括括講演講演講演講演としてとしてとしてとして、、、、このフォーラムのテーこのフォーラムのテーこのフォーラムのテーこのフォーラムのテーママママでもでもでもでもあああありますりますりますります「「「「企業企業企業企業存存存存続続続続ののののためのためのためのための環境経環境経環境経環境経営営営営」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、経済環境経済環境経済環境経済環境ジャーナリストでジャーナリストでジャーナリストでジャーナリストであああありりりり、、、、千葉商千葉商千葉商千葉商科大学科大学科大学科大学政政政政策策策策情情情情報報報報学学学学部教授部教授部教授部教授でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃるるるる三三三三橋橋橋橋規規規規宏宏宏宏様様様様からからからからごごごご講演講演講演講演いたいたいたいただだだだきますきますきますきます。。。。     三三三三橋橋橋橋様様様様はははは、、、、1964 年年年年にににに日日日日本経済本経済本経済本経済新新新新聞聞聞聞社社社社にににに入入入入社社社社されされされされ、、、、そのそのそのその後後後後、、、、ロンロンロンロンドドドドンンンン支支支支局長局長局長局長、、、、日日日日経経経経ビビビビジネジネジネジネスススス編編編編集集集集長長長長などをなどをなどをなどを歴歴歴歴任後任後任後任後、、、、論説論説論説論説委員委員委員委員会会会会にににに転転転転籍籍籍籍されされされされ、、、、論説論説論説論説副副副副主主主主幹幹幹幹としてとしてとしてとして、、、、連連連連載載載載社社社社説説説説「「「「環境環境環境環境のののの世世世世紀紀紀紀へのへのへのへの提提提提案案案案」」」」のデスクをのデスクをのデスクをのデスクを担当担当担当担当、、、、環境経環境経環境経環境経営営営営のののの重重重重要要要要性性性性をををを強調強調強調強調されてこられましたされてこられましたされてこられましたされてこられました。。。。現現現現在在在在、、、、中央中央中央中央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会委員委員委員委員、、、、全全全全国地球国地球国地球国地球温暖温暖温暖温暖化化化化防止防止防止防止活動推進活動推進活動推進活動推進センターセンターセンターセンター運運運運営委員営委員営委員営委員会議会議会議会議長長長長などのなどのなどのなどの要職要職要職要職もももも兼兼兼兼任任任任されていらっしされていらっしされていらっしされていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、三三三三橋橋橋橋様様様様、、、、よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 三三三三橋教授橋教授橋教授橋教授 

  長長長長時間時間時間時間、、、、講講講講師師師師のののの方方方方がががが熱熱熱熱のののの入入入入ったおったおったおったお話話話話をなさっをなさっをなさっをなさってててて、、、、皆皆皆皆ささささんんんんもももも大分大分大分大分おおおお疲疲疲疲れになっているのでれになっているのでれになっているのでれになっているのではないかとはないかとはないかとはないかと思思思思いますいますいますいます。。。。できるできるできるできるだだだだけけけけ、、、、ききききょょょょうのうのうのうの締締締締めめめめくくくくくくくくりにりにりにりにふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい話話話話をできれをできれをできれをできればばばば思思思思ってってってっておりますおりますおりますおります。。。。 

  現現現現在在在在のようなのようなのようなのような地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題がながながながなぜぜぜぜ起起起起こってきたのかこってきたのかこってきたのかこってきたのか、、、、そのそのそのその理理理理由由由由はははは、、、、実実実実はははは皆皆皆皆ささささんんんんよよよよくくくく知知知知っっっっているわけですているわけですているわけですているわけです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、現現現現在在在在のようなのようなのようなのような地球環境地球環境地球環境地球環境破破破破壊壊壊壊をこれをこれをこれをこれ以以以以上上上上促進促進促進促進させないためにさせないためにさせないためにさせないために私私私私たたたたちちちちがががが何何何何をしたらいいかということもをしたらいいかということもをしたらいいかということもをしたらいいかということも、、、、皆皆皆皆ささささんんんんはおわかりになっているとはおわかりになっているとはおわかりになっているとはおわかりになっていると思思思思いますいますいますいます。。。。原原原原因因因因がわかっていてがわかっていてがわかっていてがわかっていて、、、、解決解決解決解決策策策策もわかっているもわかっているもわかっているもわかっている。。。。しかししかししかししかし、、、、それをそれをそれをそれを実行実行実行実行するということがするということがするということがするということが大大大大変変変変難難難難ししししいいいい。。。。それはなそれはなそれはなそれはなぜぜぜぜでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。私私私私たたたたちちちちのののの豊豊豊豊かなかなかなかな生活生活生活生活をををを支支支支えてえてえてえてくくくくれていれていれていれているるるる、、、、特特特特にににに化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料のののの消消消消費費費費にににに原原原原因因因因ががががああああるからでするからでするからでするからです。。。。化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料のののの消費消費消費消費をををを抑抑抑抑制制制制するためにはするためにはするためにはするためには、、、、私私私私たたたたちちちちがががが現現現現在在在在享享享享受受受受していしていしていしているはるはるはるは豊豊豊豊かさをかさをかさをかさをああああるるるる程程程程度度度度犠牲犠牲犠牲犠牲にしなけれにしなけれにしなけれにしなければばばばならないからですならないからですならないからですならないからです。。。。 

  例例例例ええええばばばば、、、、24時間時間時間時間営営営営業業業業のおのおのおのお店店店店がががが増増増増えていますえていますえていますえていますねねねね。。。。これはこれはこれはこれは、、、、私私私私たたたたちちちちにとってはにとってはにとってはにとっては便便便便利利利利ですよですよですよですよねねねね、、、、いいいいつつつつ行行行行ってもってもってもっても利用利用利用利用できるわけですからできるわけですからできるわけですからできるわけですから。。。。ああああるいはるいはるいはるいは、、、、テテテテレビレビレビレビのののの深深深深夜夜夜夜放送放送放送放送でででで、、、、若若若若者者者者がががが熱中熱中熱中熱中してしてしてして見見見見ていますていますていますていますねねねね。。。。深深深深夜夜夜夜放送放送放送放送、、、、特特特特にににに土土土土曜曜曜曜とかとかとかとか日日日日曜曜曜曜日日日日にはにはにはには若若若若者者者者たたたたちちちちがががが夜夜夜夜更更更更かししてかししてかししてかしして楽楽楽楽ししししんんんんでいまでいまでいまでいますすすす。。。。 自動自動自動自動販販販販売売売売機機機機もももも至至至至るとこるとこるとこるところろろろににににあああありますりますりますります。。。。自動自動自動自動販販販販売売売売機機機機 1 台台台台はははは、、、、普普普普通通通通のののの家庭家庭家庭家庭でででで使使使使うううう電電電電力力力力とととと同同同同じじじじぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの電電電電力力力力をををを消費消費消費消費しているしているしているしているそうですがそうですがそうですがそうですが近近近近くくくくににににああああるとるとるとるとほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに便便便便利利利利ですですですです。。。。特特特特にににに夏夏夏夏のののの暑暑暑暑いといといといときにきにきにきに、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと冷冷冷冷たいものをたいものをたいものをたいものを飲飲飲飲みたいとみたいとみたいとみたいと思思思思うときうときうときうとき、、、、近近近近くくくくにににに自動自動自動自動販販販販売売売売機機機機ががががああああるとるとるとると救救救救われたわれたわれたわれた気気気気持持持持ちちちちになりますになりますになりますになります。。。。これはこれはこれはこれはあああありがたいりがたいりがたいりがたい。。。。とにかとにかとにかとにかくくくく私私私私たたたたちちちちのののの、、、、便便便便利利利利でででで豊豊豊豊かなかなかなかな生活生活生活生活をををを求求求求めれめれめれめればばばば求求求求めるめるめるめるほほほほどどどど石石石石油油油油をををを使使使使うことになるわけですうことになるわけですうことになるわけですうことになるわけです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、私私私私たたたたちちちちがががが、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化をストップをストップをストップをストップさせようとさせようとさせようとさせようと思思思思ええええばばばば、、、、そういったそういったそういったそういった便便便便利利利利なななな生活生活生活生活ををををああああるるるる程程程程度度度度犠牲犠牲犠牲犠牲にするというにするというにするというにするという覚覚覚覚悟悟悟悟がががが必要必要必要必要になりになりになりになりますますますます。。。。 

  私私私私がががが参加参加参加参加しているしているしているしている中央中央中央中央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会ではではではでは、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好好好好循環循環循環循環ににににつつつついていていていて議議議議論論論論をしていますをしていますをしていますをしています。。。。
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しかししかししかししかし、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好好好好循環循環循環循環のののの議議議議論論論論のののの中中中中でででで、、、、省省省省エエエエネネネネ技術技術技術技術のののの開発開発開発開発などのなどのなどのなどの議議議議論論論論とととと比比比比べてべてべてべて、、、、エネエネエネエネルルルルギギギギーーーー多多多多消費消費消費消費型型型型のライフスタイルののライフスタイルののライフスタイルののライフスタイルの是是是是正正正正ににににつつつついてのいてのいてのいての議議議議論論論論ははははああああまりまりまりまり具具具具体的体的体的体的にににに議議議議論論論論されませされませされませされませんんんん。。。。
24 時間時間時間時間営営営営業業業業やややや深深深深夜夜夜夜テテテテレビレビレビレビ放送放送放送放送をををを自自自自粛粛粛粛すべきすべきすべきすべきだだだだといったといったといったといった各各各各論論論論のののの議議議議論論論論はははは、、、、様様様様々々々々なななな利利利利害害害害関係関係関係関係者者者者ががががいるためいるためいるためいるため、、、、ああああまりまりまりまり活発活発活発活発なななな意見意見意見意見がでませがでませがでませがでませんんんん。。。。例例例例ええええばばばば自動自動自動自動販販販販売売売売機機機機をををを制制制制限限限限しまししまししまししましょょょょうということうということうということうということになるとになるとになるとになると、、、、自動自動自動自動販販販販売売売売機機機機業界業界業界業界でででで働働働働くくくく人人人人からからからから、「、「、「、「私私私私たたたたちちちちのののの生活生活生活生活ががががややややってってってって行行行行けなけなけなけなくくくくなるなるなるなる。。。。どうしてどうしてどうしてどうしてくくくくれるれるれるれるんだんだんだんだ」」」」というというというという反反反反発発発発がががが起起起起こりますこりますこりますこります。。。。エネルエネルエネルエネルギギギギーをどーをどーをどーをどんんんんどどどどんんんん使使使使ってってってって、、、、利利利利便性便性便性便性のののの高高高高いいいい豊豊豊豊かかかかなななな生活生活生活生活をををを支支支支えているえているえているえている産業産業産業産業、、、、またそこにまたそこにまたそこにまたそこに働働働働いているいているいているいている人人人人たたたたちちちち、、、、彼彼彼彼らがらがらがらが養養養養っているっているっているっている家家家家族族族族がいるわがいるわがいるわがいるわけですけですけですけです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、簡単簡単簡単簡単にににに省省省省エネエネエネエネ型型型型のののの経済経済経済経済ををををつくろつくろつくろつくろうよとうよとうよとうよと言言言言ってもってもってもっても実際実際実際実際はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか大大大大変変変変なことですなことですなことですなことです。。。。それでもそれでもそれでもそれでも覚覚覚覚悟悟悟悟してしてしてして変変変変えていえていえていえていくくくくというというというという強強強強いいいい意志意志意志意志をををを私私私私たたたたちちちちがががが持持持持てるかどうかといてるかどうかといてるかどうかといてるかどうかということがうことがうことがうことが問問問問われているわけですわれているわけですわれているわけですわれているわけです。。。。問問問問題題題題のののの所所所所在在在在もわかりもわかりもわかりもわかり、、、、解決解決解決解決策策策策もわかっているけれどももわかっているけれどももわかっているけれどももわかっているけれども、、、、それをそれをそれをそれを前前前前にににに進進進進めることがめることがめることがめることが難難難難しいのはしいのはしいのはしいのは、、、、そのようなそのようなそのようなそのような事事事事情情情情ががががああああるからでするからでするからでするからです。。。。 

  このこのこのこの図図図図をををを見見見見ててててくだくだくだくださいさいさいさい。。。。先先先先ほほほほどリどリどリどリココココーのーのーのーの谷谷谷谷ささささんんんんがががが提示提示提示提示したしたしたした図図図図とととと同同同同じじじじようなようなようなような図図図図ですですですです。、。、。、。、自然自然自然自然界界界界はははは非非非非常常常常にににに大大大大きいきいきいきい。。。。そのそのそのその自然界自然界自然界自然界のののの一一一一部部部部にににに人人人人間間間間社会社会社会社会ががががあああありますりますりますります。。。。人人人人間間間間社会社会社会社会のさらにのさらにのさらにのさらに一一一一部部部部のののの活活活活動動動動としてとしてとしてとして経済活動経済活動経済活動経済活動ががががあああありますりますりますります。。。。通常通常通常通常のののの経済活動経済活動経済活動経済活動はははは、、、、自然界自然界自然界自然界からさまからさまからさまからさまざざざざまなまなまなまな資源資源資源資源をををを取取取取りりりり入入入入れれれれ、、、、そのそのそのその資源資源資源資源をををを使使使使ってってってって自動自動自動自動車車車車ををををつくつくつくつくったりったりったりったり、、、、家家家家電製品電製品電製品電製品ををををつくつくつくつくったりったりったりったり、、、、いいいいろんろんろんろんなものをなものをなものをなものをつくつくつくつくりまりまりまりますすすす。。。。食食食食料品料品料品料品もそうですもそうですもそうですもそうですねねねね。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの信田信田信田信田ささささんんんんのおのおのおのお話話話話ににににああああったったったった魚魚魚魚類類類類もももも自然界自然界自然界自然界からとってからとってからとってからとってくくくくるるるるわけですわけですわけですわけですねねねね。。。。食食食食品品品品やややや製品製品製品製品もももも食食食食べたりべたりべたりべたり、、、、寿命寿命寿命寿命ががががくくくくれれれればばばば廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物となってとなってとなってとなって自然界自然界自然界自然界にににに戻戻戻戻されますされますされますされます。。。。このこのこのこのメメメメカカカカニズムがニズムがニズムがニズムが健全健全健全健全にににに機機機機能能能能するためにはするためにはするためにはするためには、、、、自然自然自然自然のののの生産生産生産生産量量量量のののの枠枠枠枠内内内内でででで資源資源資源資源をををを消費消費消費消費しししし、、、、経済活経済活経済活経済活動動動動からからからから排排排排出出出出されるさまされるさまされるさまされるさまざざざざまなまなまなまな廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物もももも自然自然自然自然のののの環境環境環境環境許容許容許容許容限限限限度度度度のののの枠枠枠枠内内内内でででで排排排排出出出出されていれされていれされていれされていればばばば、、、、特特特特にににに問問問問題題題題はははは起起起起こらずこらずこらずこらず、、、、自然界自然界自然界自然界はははは持続可能持続可能持続可能持続可能なななな変変変変化化化化をををを遂遂遂遂げげげげてていてていてていてていくくくくことがでことがでことがでことができるわけですきるわけですきるわけですきるわけです。。。。このこのこのこのメメメメカカカカニズムがニズムがニズムがニズムが、、、、おかしおかしおかしおかしくくくくなってしまったということですなってしまったということですなってしまったということですなってしまったということです。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、どうしておかしどうしておかしどうしておかしどうしておかしくくくくなってしまったのでしなってしまったのでしなってしまったのでしなってしまったのでしょょょょうかうかうかうか。。。。結論結論結論結論をををを申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、自然自然自然自然のののの生産生産生産生産量量量量をををを上上上上回回回回ってってってって過過過過剰剰剰剰消費消費消費消費をするをするをするをする、、、、またまたまたまた自然自然自然自然のののの浄浄浄浄化能力化能力化能力化能力をををを超超超超えてえてえてえて廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを自然界自然界自然界自然界にににに放放放放出出出出すすすするというるというるというるという現現現現象象象象がががが起起起起こってしまったからですこってしまったからですこってしまったからですこってしまったからです。。。。ななななぜぜぜぜ、、、、過過過過剰剰剰剰消費消費消費消費、、、、過過過過剰剰剰剰廃廃廃廃棄棄棄棄がががが起起起起こってしまっこってしまっこってしまっこってしまったかというとたかというとたかというとたかというと、、、、1つつつつはははは人人人人口口口口増加増加増加増加ですですですです。。。。20 世世世世紀紀紀紀、、、、人人人人口口口口爆爆爆爆発発発発がががが起起起起りましたりましたりましたりました。。。。1900 年年年年のののの世界人世界人世界人世界人口口口口はどれはどれはどれはどれくくくくらいからいからいからいか皆皆皆皆ささささんごんごんごんご存存存存じじじじですかですかですかですか。。。。16億億億億 5,000万万万万人人人人ですですですです。。。。。。。。現現現現在在在在のののの世界人世界人世界人世界人口口口口はははは先先先先ほほほほどどどど基基基基調調調調講演講演講演講演でででで加藤加藤加藤加藤先生先生先生先生がおがおがおがお話話話話しにしにしにしになったようになったようになったようになったように、、、、６６６６５５５５億億億億人人人人近近近近くくくくにににに達達達達していますしていますしていますしています。。。。100 年年年年間間間間でででで人人人人口口口口がががが
4倍倍倍倍近近近近くくくく増加増加増加増加したしたしたした。。。。こういうようなことはこういうようなことはこういうようなことはこういうようなことは過過過過去去去去のののの歴史歴史歴史歴史にはにはにはにはあああありませりませりませりませんんんんでしたでしたでしたでした。。。。 もうもうもうもうひひひひととととつつつつのののの原原原原因因因因がががが豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを求求求求めてのめてのめてのめての経済成経済成経済成経済成長長長長ですですですです。。。。このこのこのこの人人人人口口口口爆爆爆爆発発発発とととと経済成経済成経済成経済成長長長長によってによってによってによって経経経経済活動済活動済活動済活動がががが拡大拡大拡大拡大していしていしていしていくくくく。。。。このこのこのこの経済活動経済活動経済活動経済活動のののの拡大拡大拡大拡大によってによってによってによって、、、、自然自然自然自然のののの生産能力生産能力生産能力生産能力をををを上上上上回回回回ってってってって資源資源資源資源のののの過過過過剰剰剰剰消費消費消費消費がががが常常常常態態態態化化化化してしまったしてしまったしてしまったしてしまった。。。。一方一方一方一方、、、、自然自然自然自然のののの浄浄浄浄化能力化能力化能力化能力をををを上上上上回回回回ってってってって有有有有害物害物害物害物質質質質をををを自然界自然界自然界自然界にににに過過過過剰剰剰剰放放放放出出出出するようになってしまったするようになってしまったするようになってしまったするようになってしまった。。。。こうしてさまこうしてさまこうしてさまこうしてさまざざざざまなまなまなまな環境環境環境環境破破破破壊壊壊壊がががが起起起起こってきたわけですこってきたわけですこってきたわけですこってきたわけです。。。。 

  環境環境環境環境破破破破壊壊壊壊はいはいはいはいろんろんろんろんなななな現現現現象象象象としてとしてとしてとして現現現現れますれますれますれます。。。。今今今今一一一一番番番番大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題になっているになっているになっているになっている地球地球地球地球のののの温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、それにそれにそれにそれに酸酸酸酸性性性性雨雨雨雨被被被被害害害害ややややオオオオゾゾゾゾンンンン層層層層のののの破破破破壊壊壊壊ももももあああありますりますりますります。。。。大大大大気気気気、、、、水水水水、、、、土壌土壌土壌土壌のののの汚染汚染汚染汚染、、、、食食食食糧糧糧糧危危危危機機機機、、、、海海海海面面面面上上上上昇昇昇昇、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな危危危危機機機機がががが起起起起こってきているわけですこってきているわけですこってきているわけですこってきているわけです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、自然自然自然自然のののの生産力生産力生産力生産力のののの枠枠枠枠中中中中にににに消費消費消費消費水水水水準準準準をををを落落落落とすとすとすとす、、、、ああああるいはるいはるいはるいは自然自然自然自然のののの浄浄浄浄化力化力化力化力のののの範囲範囲範囲範囲のののの中中中中でででで廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを出出出出すというようなすというようなすというようなすというような経済経済経済経済シシシシステムをステムをステムをステムを変変変変えていえていえていえていくくくくことがことがことがことが環境環境環境環境問問問問題題題題解決解決解決解決のののの王王王王道道道道なわけですなわけですなわけですなわけです。。。。 

  環境環境環境環境問問問問題題題題のうのうのうのうちちちち、、、、今今今今一一一一番番番番緊急緊急緊急緊急度度度度のののの高高高高いものがいものがいものがいものが地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化ですですですです。。。。先先先先週週週週１６１６１６１６日日日日にににに発効発効発効発効したしたしたした京京京京
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都都都都議定議定議定議定書書書書はははは、、、、温暖温暖温暖温暖化対策化対策化対策化対策をををを定定定定めためためためた国際国際国際国際条条条条約約約約ですですですです。。。。日日日日本本本本のののの場場場場合合合合、、、、1990 年年年年にににに対対対対してしてしてして 2012 年年年年末末末末ままままでにでにでにでに温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガスのスのスのスの排排排排出出出出量量量量をををを６６６６％％％％削減削減削減削減するというのがするというのがするというのがするというのが京都京都京都京都議定議定議定議定書書書書のののの約約約約束束束束ですですですです。。。。図図図図ををををごごごご覧覧覧覧くくくくだだだださいさいさいさい。。。。1990 年年年年からからからから 2012 年年年年までまでまでまで着実着実着実着実にににに温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガスがスがスがスが減減減減っていれっていれっていれっていればばばばこのこのこのこの緑緑緑緑ののののココココースをたどースをたどースをたどースをたどることになるわけですることになるわけですることになるわけですることになるわけです。。。。このこのこのこのココココースはースはースはースは経済経済経済経済とととと環境環境環境環境がががが両両両両立立立立していれしていれしていれしていればばばば実現実現実現実現できるできるできるできるココココースですースですースですースです。。。。しかししかししかししかし、、、、現実現実現実現実はどうはどうはどうはどうだだだだったでしったでしったでしったでしょょょょうかうかうかうか。。。。2002 年年年年にはにはにはには、、、、1990 年年年年のののの排排排排出出出出量量量量とととと比比比比べてべてべてべて 7.5％％％％もももも増増増増えてしまったえてしまったえてしまったえてしまった。。。。2003 年年年年だだだだとさらにとさらにとさらにとさらに 8％％％％もももも増増増増えてしまったえてしまったえてしまったえてしまった。。。。減減減減らすはずがらすはずがらすはずがらすはずが逆逆逆逆にににに右肩右肩右肩右肩上上上上がりでがりでがりでがりで排排排排出出出出量量量量がががが増増増増えてしまったえてしまったえてしまったえてしまった。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、実際実際実際実際にはにはにはには経済経済経済経済とととと環境環境環境環境がががが両両両両立立立立しないためにこういうしないためにこういうしないためにこういうしないためにこういう矛盾矛盾矛盾矛盾がががが起起起起こってしまったわけですこってしまったわけですこってしまったわけですこってしまったわけです。。。。これからこれからこれからこれから 2012 年年年年までにまでにまでにまでに温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガスをスをスをスを 6％％％％削減削減削減削減するためにするためにするためにするためにはははは、、、、このこのこのこの 8％％％％、、、、プラスプラスプラスプラス、、、、6％％％％、、、、合合合合わせてわせてわせてわせて 14％％％％もももも削減削減削減削減しなしなしなしなくくくくてはなりませてはなりませてはなりませてはなりませんんんん。。。。明明明明らかにらかにらかにらかに企業企業企業企業のののの自主的取組自主的取組自主的取組自主的取組やややや個個個個人人人人のののの努努努努力力力力ではではではでは限限限限界界界界ががががあああありますりますりますります。。。。政政政政府府府府によるによるによるによる排排排排出出出出量削減量削減量削減量削減のためののためののためののための政政政政策策策策がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。環境環境環境環境税税税税のののの導導導導入入入入、、、、排排排排出出出出量量量量取取取取引引引引、、、、さらにさらにさらにさらに省省省省エネエネエネエネ法法法法のののの改改改改正正正正などがなどがなどがなどが検討検討検討検討されているのはされているのはされているのはされているのは、、、、そそそそのためですのためですのためですのためです。。。。 このこのこのこの図図図図はははは、、、、地球地球地球地球限限限限界界界界時時時時代代代代のののの経済経済経済経済領領領領域域域域をををを示示示示したものですしたものですしたものですしたものです。。。。図図図図はははは自然自然自然自然満満満満足足足足度度度度曲曲曲曲線線線線ですですですです。。。。縦縦縦縦軸軸軸軸がががが社会的社会的社会的社会的厚厚厚厚生生生生ですですですです。。。。生活生活生活生活のののの満満満満足足足足度度度度といったといったといったといった意意意意味味味味ですですですです。、。、。、。、横横横横軸軸軸軸がががが自然自然自然自然のののの利用利用利用利用ですですですです。。。。真真真真んんんん中中中中のののの B点点点点、、、、これがこれがこれがこれが先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたしましたしましたしました環境環境環境環境許容許容許容許容限限限限度度度度ですですですです。。。。このこのこのこの B点点点点のののの左側左側左側左側のののの世界世界世界世界とととと B点点点点のののの右側右側右側右側のののの世界世界世界世界ととととではではではでは、、、、私私私私たたたたちちちちのライフスタイルとかのライフスタイルとかのライフスタイルとかのライフスタイルとか企業活動企業活動企業活動企業活動にににに大大大大きなきなきなきな違違違違いがいがいがいがあああありますりますりますります。。。。 

  このこのこのこの B 点点点点のののの左側左側左側左側のののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、自然自然自然自然のののの利用利用利用利用がががが進進進進めめめめばばばば進進進進むむむむほほほほどどどど満満満満足足足足度度度度はははは高高高高くくくくなっていなっていなっていなっていくくくく。。。。自自自自然然然然満満満満足足足足度度度度曲曲曲曲線線線線はははは右肩右肩右肩右肩上上上上がりのがりのがりのがりの曲曲曲曲線線線線としてとしてとしてとして描描描描かれていますかれていますかれていますかれています。。。。森森森森をををを切切切切りりりり開開開開いていていていて農農農農地地地地ををををつくつくつくつくったったったったりりりり、、、、工場工場工場工場ををををつくつくつくつくったりったりったりったり、、、、道道道道路路路路やややや鉄鉄鉄鉄道道道道をををを敷敷敷敷設設設設することですることですることですることで、、、、生活生活生活生活のののの利利利利便性便性便性便性はははは飛飛飛飛躍躍躍躍的的的的にににに上上上上昇昇昇昇しましましましますすすす。。。。一方一方一方一方、、、、自然界自然界自然界自然界ににににああああるいるいるいるいろろろろいいいいろろろろなななな資源資源資源資源をををを取取取取りりりり出出出出してしてしてして自動自動自動自動車車車車、、、、住住住住宅宅宅宅、、、、家具家具家具家具、、、、家家家家電製品電製品電製品電製品などなどなどなどのののの製品製品製品製品をどをどをどをどんんんんどどどどんんんん造造造造るるるる、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形でででで、、、、自然自然自然自然のののの資源資源資源資源、、、、ああああるいはるいはるいはるいは自然自然自然自然をどをどをどをどんんんんどどどどんんんん利用利用利用利用すすすするこるこるこることによってとによってとによってとによって私私私私たたたたちちちちのののの社会的社会的社会的社会的厚厚厚厚生生生生がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん上上上上昇昇昇昇するするするする世界世界世界世界、、、、これがこれがこれがこれが B 点点点点のののの左側左側左側左側のののの世界世界世界世界ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、自然自然自然自然をををを切切切切りりりり開開開開きききき、、、、自然資源自然資源自然資源自然資源をををを最最最最もももも効率的効率的効率的効率的にににに利用利用利用利用するするするする経済経済経済経済システムこそシステムこそシステムこそシステムこそ、、、、大大大大量量量量生産生産生産生産・・・・大大大大量消費量消費量消費量消費・・・・大大大大量量量量廃廃廃廃棄棄棄棄というというというという、、、、これまでこれまでこれまでこれまで私私私私たたたたちちちちがががが依依依依存存存存してきたしてきたしてきたしてきた一方一方一方一方通通通通行型経済行型経済行型経済行型経済システムにシステムにシステムにシステムにほほほほかなりませかなりませかなりませかなりませんんんん。。。。 

  しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、自然自然自然自然はははは利用利用利用利用すれすれすれすればばばば利用利用利用利用するするするするほほほほどどこまでもどどこまでもどどこまでもどどこまでも私私私私たたたたちちちちのののの生活生活生活生活のののの満満満満足足足足度度度度をををを高高高高めめめめててててくくくくれるわけではれるわけではれるわけではれるわけではあああありませりませりませりませんんんん。。。。過過過過剰剰剰剰なななな自然利用自然利用自然利用自然利用をすれをすれをすれをすればばばば、、、、かえってかえってかえってかえって私私私私たたたたちちちちのののの生活生活生活生活のののの満満満満足足足足度度度度はははは低低低低下下下下してしまうしてしまうしてしまうしてしまう。。。。それがそれがそれがそれが B点点点点のののの右側右側右側右側のののの世界世界世界世界ですですですです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、現現現現在在在在のののの私私私私たたたたちちちちはおそらはおそらはおそらはおそらくくくく C点点点点近近近近くくくくにいにいにいにいるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの C点点点点のののの満満満満足足足足度度度度はははは W1 ですですですです。「。「。「。「W」」」」というのはというのはというのはというのは welfare のののの「「「「W」」」」をとっていますをとっていますをとっていますをとっています。。。。ＢＢＢＢ点点点点のののの満満満満足足足足度度度度はははは W0 ですのでですのでですのでですので、、、、C 点点点点のののの満満満満足足足足度度度度ＷＷＷＷ１１１１のののの方方方方がががが低低低低下下下下しているわしているわしているわしているわけですけですけですけです。。。。ななななぜぜぜぜ低低低低下下下下したのでししたのでししたのでししたのでしょょょょうかうかうかうか。。。。ＣＣＣＣ点点点点のののの近近近近くくくくになるとになるとになるとになると、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな公公公公害害害害がががが発生発生発生発生しますしますしますします。。。。自然自然自然自然のののの資源資源資源資源をどをどをどをどんんんんどどどどんんんん使使使使ってってってって、、、、自然自然自然自然のののの浄浄浄浄化力化力化力化力をををを超超超超えてえてえてえて、、、、有有有有害物害物害物害物質質質質をををを自然界自然界自然界自然界にににに排排排排出出出出するわけするわけするわけするわけですからですからですからですから、、、、大大大大気気気気汚染汚染汚染汚染、、、、土壌土壌土壌土壌汚染汚染汚染汚染、、、、水水水水質汚質汚質汚質汚濁濁濁濁などがなどがなどがなどが起起起起こってきますこってきますこってきますこってきます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料のののの過過過過剰剰剰剰消費消費消費消費によってによってによってによって、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん進進進進みますみますみますみます。。。。緑緑緑緑のののの森森森森はははは、、、、人人人人間間間間ににににややややすらすらすらすらぎぎぎぎとととと癒癒癒癒しをしをしをしを与与与与ええええててててくくくくれますがれますがれますがれますが、、、、、、、、そうしたそうしたそうしたそうした森森森森のののの機機機機能能能能もももも失失失失われてしまいますわれてしまいますわれてしまいますわれてしまいます。。。。そうしたそうしたそうしたそうしたママママイナスのイナスのイナスのイナスの相相相相乗乗乗乗効効効効果果果果にににによってよってよってよって、、、、B 点点点点をををを超超超超えるとえるとえるとえると、、、、かえってかえってかえってかえって私私私私たたたたちちちちのののの生活生活生活生活水水水水準準準準はははは低低低低下下下下してしまうわけですしてしまうわけですしてしまうわけですしてしまうわけです。。。。ＢＢＢＢ点点点点のののの右側右側右側右側のののの世界世界世界世界でででで生活生活生活生活していしていしていしていくくくくためにはためにはためにはためには、、、、B 点点点点のののの左側左側左側左側のののの世界世界世界世界とはとはとはとは全全全全くくくく違違違違うううう企業行動企業行動企業行動企業行動、、、、ライフスライフスライフスライフスタイルがタイルがタイルがタイルが必要必要必要必要ですですですです。。。。そのそのそのその違違違違いをいをいをいを認認認認識識識識することがすることがすることがすることが、、、、地球地球地球地球限限限限界界界界時時時時代代代代をををを生生生生きていきていきていきていくくくくためめのためめのためめのためめの重重重重要要要要
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ななななポポポポイントになりますイントになりますイントになりますイントになります。。。。 

  B点点点点のののの左側左側左側左側のののの世界世界世界世界をををを端端端端的的的的にににに表現表現表現表現しているのがしているのがしているのがしているのが、、、、昭昭昭昭和和和和 30 年年年年代代代代にににに、、、、電通電通電通電通のののの子子子子会社会社会社会社ででででああああるるるる電通電通電通電通
PR センターがセンターがセンターがセンターがつくつくつくつくったったったった「「「「戦戦戦戦略略略略 10 訓訓訓訓」」」」ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは当時当時当時当時、、、、企業経企業経企業経企業経営者営者営者営者にににに非非非非常常常常にににに新新新新鮮鮮鮮鮮なななな響響響響ききききをををを持持持持ってってってって迎迎迎迎えられたものですえられたものですえられたものですえられたものです。「。「。「。「もっともっともっともっと使使使使わせわせわせわせろろろろ、、、、捨捨捨捨てさせてさせてさせてさせろろろろ、、、、無無無無駄駄駄駄使使使使いさせいさせいさせいさせろろろろ、、、、季季季季節節節節をををを忘忘忘忘れさせれさせれさせれさせろろろろ」、」、」、」、さらにさらにさらにさらに続続続続きますきますきますきます。「。「。「。「贈贈贈贈りりりり物物物物をさせをさせをさせをさせろろろろ、、、、組組組組みみみみ合合合合わせでわせでわせでわせで買買買買わせわせわせわせろろろろ、、、、きっかけをきっかけをきっかけをきっかけを投投投投じじじじろろろろ、、、、流行流行流行流行遅遅遅遅れにさせれにさせれにさせれにさせろろろろ、、、、気気気気安安安安くくくく買買買買わせわせわせわせろろろろ、、、、混乱混乱混乱混乱をををを作作作作りりりり出出出出せせせせ」。」。」。」。このこのこのこの戦戦戦戦略略略略１０１０１０１０訓訓訓訓にににに沿沿沿沿ってってってって、「、「、「、「大大大大きいことはいいこときいことはいいこときいことはいいこときいことはいいことだだだだ」」」」とかとかとかとか、「、「、「、「浪浪浪浪費費費費はははは美美美美徳徳徳徳」」」」といったといったといったといった様様様様々々々々ななななコマコマコマコマーシャルができましたーシャルができましたーシャルができましたーシャルができました。。。。長長長長いいいい間間間間もったいないもったいないもったいないもったいない精精精精神神神神できたできたできたできた日日日日本人本人本人本人にとってにとってにとってにとって、、、、戦戦戦戦略略略略１０１０１０１０訓訓訓訓はははは発想発想発想発想のののの転換転換転換転換をををを迫迫迫迫るるるる衝衝衝衝撃撃撃撃的的的的なななな内内内内容容容容でででで、、、、高高高高度成度成度成度成長長長長期期期期のののの企業経企業経企業経企業経営者営者営者営者たたたたちちちちはわはわはわはわくくくくわわわわくくくくしながらしながらしながらしながら飛飛飛飛びびびびつつつつきききき、、、、このこのこのこの戦戦戦戦略略略略 10訓訓訓訓にににに基基基基づづづづいていていていて経経経経営営営営をををを展開展開展開展開しましたしましたしましたしました。。。。そのそのそのその結結結結果果果果、、、、高高高高度成度成度成度成長長長長がががが実現実現実現実現ししししたということなたということなたということなたということなんんんんですですですです。。。。 ＢＢＢＢ点点点点のののの左側左側左側左側のののの世界世界世界世界ではではではでは戦戦戦戦略略略略 10訓訓訓訓がががが受受受受けけけけ入入入入れられたわけですがれられたわけですがれられたわけですがれられたわけですが、、、、ＢＢＢＢ点点点点のののの右側右側右側右側のののの世界世界世界世界ではそではそではそではそれにれにれにれに代代代代わるわるわるわる何何何何かかかか新新新新しいしいしいしいキキキキーワーーワーーワーーワードドドドがががが必要必要必要必要ですですですです。。。。それがそれがそれがそれが戦戦戦戦略略略略５５５５訓訓訓訓ですですですです。。。。足足足足るをるをるをるを知知知知れれれれ、、、、大大大大事事事事にににに使使使使ええええ、、、、資源生産資源生産資源生産資源生産性性性性をををを高高高高めよめよめよめよ、、、、流行流行流行流行をををを追追追追うなうなうなうな、、、、自然自然自然自然のリズムをのリズムをのリズムをのリズムを尊尊尊尊重重重重せよですせよですせよですせよです。。。。 

  次次次次のののの図図図図はははは、、、、ＢＢＢＢ点点点点のののの左側左側左側左側とととと右側右側右側右側のののの世界世界世界世界のののの経済活動経済活動経済活動経済活動のののの違違違違いをいをいをいを先先先先ほほほほどのどのどのどの自然自然自然自然満満満満足足足足度度度度曲曲曲曲線線線線をををを使使使使っっっってててて説説説説明明明明したももですしたももですしたももですしたももです。。。。黄黄黄黄色色色色のののの部部部部分分分分がストックをがストックをがストックをがストックを示示示示していますしていますしていますしています。。。。ストックがストックがストックがストックが増増増増えるとえるとえるとえると生活生活生活生活のののの満満満満足足足足度度度度がががが高高高高まりますまりますまりますまります。。。。B 点点点点のののの左側左側左側左側のののの世界世界世界世界はははは、、、、ストックストックストックストック不不不不足足足足のののの経済経済経済経済ですですですです。。。。ストックをストックをストックをストックを増増増増ややややすすすすためにはためにはためにはためには物物物物をををを大大大大量量量量ににににつくつくつくつくるるるる大大大大量量量量生産生産生産生産がががが必要必要必要必要ですですですです。、。、。、。、ストックをどストックをどストックをどストックをどんんんんどどどどんんんん増増増増ややややしていしていしていしていくくくく経済経済経済経済ななななのでのでのでので右右右右上上上上がりのがりのがりのがりの矢印矢印矢印矢印になっていますになっていますになっていますになっています。。。。大大大大量量量量生産生産生産生産でストックがどでストックがどでストックがどでストックがどんんんんどどどどんんんん蓄蓄蓄蓄積積積積されていされていされていされていくくくくとととと、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、ああああああああ、、、、豊豊豊豊かになったなとかになったなとかになったなとかになったなと思思思思うわけですうわけですうわけですうわけですねねねね。。。。 現現現現在在在在のののの日日日日本本本本はははは、、、、ＣＣＣＣ点点点点のののの近近近近くくくくににににああああるわけですがストックはるわけですがストックはるわけですがストックはるわけですがストックは十十十十分分分分すすすすぎぎぎぎるるるるほほほほどどどど蓄蓄蓄蓄積積積積されていまされていまされていまされていますすすす。。。。ＢＢＢＢ点点点点のののの右側右側右側右側のののの世界世界世界世界ではではではでは黄黄黄黄色色色色のストックがのストックがのストックがのストックが大大大大きなきなきなきな比比比比重重重重をしめていますをしめていますをしめていますをしめています。。。。具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、住住住住宅宅宅宅ストックはすでにストックはすでにストックはすでにストックはすでに世世世世帯帯帯帯数数数数をををを大大大大ききききくくくく上上上上回回回回りりりり、、、、セセセセカカカカンンンンドドドドハウハウハウハウスのスのスのスの時時時時代代代代にににに入入入入っていますっていますっていますっています。。。。自動自動自動自動車車車車もももも欲欲欲欲しいしいしいしい人人人人にはにはにはには、、、、ああああままままねねねねくくくく行行行行きききき渡渡渡渡っていますっていますっていますっています。。。。家家家家のののの中中中中にはにはにはには各各各各種種種種家家家家電製品電製品電製品電製品がががが配配配配置置置置されてされてされてされておおおおりりりり、、、、たたたたんんんんすのすのすのすの中中中中にはさまにはさまにはさまにはさまざざざざまなまなまなまな衣衣衣衣料品料品料品料品でいっでいっでいっでいっぱぱぱぱいですいですいですいです。。。。もうもうもうもう新品新品新品新品をどをどをどをどんんんんどどどどんんんん生産生産生産生産するするするする必要必要必要必要ががががあああありませりませりませりませんんんん。。。。ＢＢＢＢ点点点点のののの右側右側右側右側のののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、ストックをストックをストックをストックを循環循環循環循環させてさせてさせてさせて有効有効有効有効にににに活用活用活用活用していしていしていしていくくくくことがことがことがことが必要必要必要必要ですですですです。。。。新新新新たにたにたにたにモモモモノノノノををををつくつくつくつくるよりもるよりもるよりもるよりも、、、、既既既既存品存品存品存品（（（（ストックストックストックストック））））をををを活用活用活用活用することですることですることですることで、、、、資源資源資源資源のののの節節節節約約約約になりますになりますになりますになります。。。。 

  B 点点点点のののの右側右側右側右側のののの世界世界世界世界でででで、、、、ストックのストックのストックのストックの有効活用有効活用有効活用有効活用とととと並並並並んんんんでででで重重重重要要要要なことはなことはなことはなことは、、、、地域循環地域循環地域循環地域循環というというというという考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。地産地地産地地産地地産地消消消消はそのはそのはそのはそのひひひひととととつつつつですですですです。。。。。。。。そのそのそのその地域地域地域地域でとれたものはできるでとれたものはできるでとれたものはできるでとれたものはできるだだだだけそのけそのけそのけその地域地域地域地域でででで消費消費消費消費しししし、、、、食食食食料品料品料品料品ででででああああれれれればばばば、、、、生生生生ごごごごみはみはみはみはココココンンンンポポポポストストストスト化化化化してまたしてまたしてまたしてまた地地地地元元元元のののの農農農農家家家家にににに還還還還元元元元するするするする循環循環循環循環システムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築がががが大大大大切切切切ですですですです。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、冒冒冒冒頭頭頭頭でででで藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃっていたようなっていたようなっていたようなっていたようなババババイオイオイオイオママママスエネルスエネルスエネルスエネルギギギギーーーー利用利用利用利用。。。。ババババイオイオイオイオママママスはスはスはスは、、、、分分分分散散散散型型型型エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの典典典典型的型的型的型的なななな例例例例ですですですです。。。。1カカカカ所所所所でででで大大大大量量量量のののの電電電電力力力力をををを起起起起こしてこしてこしてこして、、、、それをそれをそれをそれを消費消費消費消費地地地地にににに運運運運ぶぶぶぶ既既既既存存存存のエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーーーー供供供供給給給給システムはシステムはシステムはシステムは、、、、B 点点点点のののの左側左側左側左側のののの世界世界世界世界でででで有効有効有効有効でしたでしたでしたでした。。。。これからはこれからはこれからはこれからは、、、、分分分分散散散散型型型型のエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーとしてーとしてーとしてーとして、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電、、、、太太太太陽陽陽陽光光光光発発発発電電電電、、、、燃燃燃燃料電池料電池料電池料電池、、、、さらにさらにさらにさらにババババイイイイオオオオママママスエネルスエネルスエネルスエネルギギギギーのーのーのーの時時時時代代代代になりますになりますになりますになります。。。。地域地域地域地域でででで必要必要必要必要なエネルなエネルなエネルなエネルギギギギーはーはーはーは地域地域地域地域でできるでできるでできるでできるだだだだけけけけ獲獲獲獲得得得得ししししてててて使使使使っていっていっていっていくくくくことがことがことがことが必要必要必要必要ですですですです。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ重重重重要要要要なことはなことはなことはなことは廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの自自自自区区区区内内内内処処処処理理理理ですですですです自分自分自分自分のとこのとこのとこのところろろろでででで出出出出したしたしたした廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物
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はできるはできるはできるはできるだだだだけけけけ自分自分自分自分のののの地域地域地域地域でででで循環循環循環循環させさせさせさせ、、、、処処処処理理理理していしていしていしていくくくくというようなことですというようなことですというようなことですというようなことです。。。。 

  図図図図はははは、、、、今今今今おおおお話話話話したことをしたことをしたことをしたことを商品商品商品商品構成構成構成構成でででで見見見見たものですたものですたものですたものです。。。。ＢＢＢＢ点点点点のののの左側左側左側左側のののの世界世界世界世界はフローはフローはフローはフロー重重重重視視視視のののの経経経経済済済済ですですですです。。。。商品商品商品商品構成構成構成構成でででで見見見見るとるとるとると、、、、新品新品新品新品のののの割割割割合合合合がががが圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的にににに大大大大ききききくくくく、、、、ストックストックストックストック、、、、既既既既存品存品存品存品のののの比比比比率率率率がががが極極極極端端端端にににに低低低低くくくくなっていることがなっていることがなっていることがなっていることが分分分分かりますかりますかりますかります。。。。日日日日本本本本はははは、、、、戦争戦争戦争戦争でででで住住住住宅宅宅宅をはをはをはをはじじじじめめめめ社会資本社会資本社会資本社会資本、、、、いいいいろんろんろんろんななななものをものをものをものを爆爆爆爆撃撃撃撃でででで壊壊壊壊されてしまいされてしまいされてしまいされてしまい、、、、ストックがなストックがなストックがなストックがなくくくくなってしまったなってしまったなってしまったなってしまった。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、企業企業企業企業はははは新品新品新品新品はどはどはどはどんんんんどどどどんつくんつくんつくんつくりりりり、、、、ストックとしてストックとしてストックとしてストックとして蓄蓄蓄蓄積積積積することがすることがすることがすることが求求求求められためられためられためられた。。。。従従従従ってこのってこのってこのってこの時時時時代代代代はははは、、、、新品新品新品新品ををををつくつくつくつくるるるる中中中中にににに大大大大きなきなきなきなビビビビジネスジネスジネスジネスチチチチャンスがャンスがャンスがャンスがああああったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。戦戦戦戦後後後後のののの日日日日本経済本経済本経済本経済のののの中中中中でででで大大大大ききききくくくくななななったったったった企業企業企業企業はみはみはみはみんんんんなななな新品新品新品新品ををををつくつくつくつくってってってって大大大大ききききくくくくなってきましたなってきましたなってきましたなってきました。。。。新品新品新品新品をどをどをどをどんんんんどどどどんつくんつくんつくんつくるるるる、、、、それをそれをそれをそれを売売売売るるるる、、、、そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで企業企業企業企業はははは大大大大ききききくくくくなってきたわけですなってきたわけですなってきたわけですなってきたわけです。。。。これはこれはこれはこれは大大大大量量量量生産生産生産生産、、、、使使使使いいいい捨捨捨捨てとてとてとてと裏裏裏裏腹腹腹腹のののの関係関係関係関係にもにもにもにもああああるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして B 点点点点のののの右側右側右側右側のののの世界世界世界世界はははは、、、、ストックがストックがストックがストックが非非非非常常常常にににに充充充充実実実実ししししているているているている経済経済経済経済ですですですです。。。。既既既既存品存品存品存品がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいいいいああああるのでるのでるのでるので、、、、新品新品新品新品はもうはもうはもうはもうああああまりまりまりまりつくつくつくつくるるるる必要必要必要必要ははははあああありませりませりませりませんんんん。。。。新品新品新品新品がががが必要必要必要必要になるのはになるのはになるのはになるのは、、、、住住住住宅宅宅宅がががが寿命寿命寿命寿命がきてがきてがきてがきて建建建建てててて替替替替えるとかえるとかえるとかえるとか、、、、寿命寿命寿命寿命がきたがきたがきたがきた自動自動自動自動車車車車やややや家家家家電製品電製品電製品電製品のののの買買買買いいいい替替替替ええええ需需需需要要要要のためののためののためののための生産生産生産生産でででで、、、、付付付付随随随随的的的的なななな生産生産生産生産というというというという性性性性格格格格がががが強強強強くくくくなるなるなるなる。。。。 

  生産方生産方生産方生産方式式式式もももも大大大大量量量量生産生産生産生産をををを支支支支えたえたえたえたベベベベルとルとルとルとココココンンンンベベベベヤヤヤヤーーーー方方方方式式式式にににに代代代代わってわってわってわって、、、、少少少少人人人人数数数数でででで製品製品製品製品をををを組組組組みみみみ立立立立てるてるてるてる適適適適正正正正生産方生産方生産方生産方式式式式がががが主流主流主流主流になってきますになってきますになってきますになってきます。。。。先先先先ほほほほどリどリどリどリココココーのーのーのーの谷谷谷谷ささささんんんんがおがおがおがお話話話話しになりましたがしになりましたがしになりましたがしになりましたが、、、、――――――――リリリリココココーがーがーがーが非非非非常常常常にににに業業業業績績績績をををを上上上上げげげげているのはているのはているのはているのは、、、、実実実実はははは適適適適正正正正生産生産生産生産にににに切切切切りりりり替替替替えたえたえたえた効効効効果果果果がががが大大大大ききききくくくく貢献貢献貢献貢献していますしていますしていますしています。。。。適適適適正正正正生産生産生産生産というのはというのはというのはというのは、、、、大大大大量量量量生産生産生産生産とととと違違違違ってってってって、、、、必要必要必要必要なものしかなものしかなものしかなものしかつくつくつくつくらないらないらないらない、、、、そうそうそうそういういういういう生産生産生産生産のののの仕仕仕仕方方方方ですですですです。。。。大大大大量量量量生産生産生産生産というのはというのはというのはというのは見見見見込込込込みみみみ生産生産生産生産ですからですからですからですから、、、、とにかとにかとにかとにかくくくく製品製品製品製品をどをどをどをどんんんんどどどどんんんんつくつくつくつくるるるる。。。。見見見見込込込込みでみでみでみでつくつくつくつくったったったった製品製品製品製品がががが売売売売れなけれれなけれれなけれれなければばばば、、、、それはそれはそれはそれは在在在在庫庫庫庫となりとなりとなりとなり、、、、ややややがてがてがてがて廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物としてとしてとしてとして捨捨捨捨てられることになってられることになってられることになってられることになってしまうてしまうてしまうてしまう。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして適適適適正正正正生産生産生産生産はははは、、、、注注注注文文文文にににに応応応応じじじじててててつくつくつくつくるるるる生産方生産方生産方生産方式式式式なのでなのでなのでなので、、、、在在在在庫庫庫庫ががががほほほほととととんんんんどどどどあああありませりませりませりませんんんん。。。。B 点点点点のののの左側左側左側左側のののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、大大大大量量量量生産生産生産生産のののの時時時時代代代代ですのでですのでですのでですので大大大大企業企業企業企業にににに有利有利有利有利でしたでしたでしたでした。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、ＢＢＢＢ点点点点のののの右側右側右側右側のののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、適適適適正正正正生産生産生産生産のののの時時時時代代代代なのでなのでなのでなので、、、、特特特特にににに大企業大企業大企業大企業にににに有利有利有利有利というわけではというわけではというわけではというわけではあああありませりませりませりませんんんん。。。。しかもしかもしかもしかも既既既既存品存品存品存品をうまをうまをうまをうまくくくく活用活用活用活用するするするする、、、、主主主主としてサーとしてサーとしてサーとしてサービビビビスをスをスをスを中心中心中心中心としたとしたとしたとした分野分野分野分野ののののビビビビジネスがジネスがジネスがジネスが中心中心中心中心になるためになるためになるためになるため、、、、中小中小中小中小企業企業企業企業もももも、、、、問問問問題題題題意意意意識識識識さえさえさえさえああああれれれればばばば、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん成成成成功功功功するするするする余余余余地地地地ががががああああるるるる、、、、そういうそういうそういうそういう社会社会社会社会にににに入入入入ったということになりますったということになりますったということになりますったということになります。。。。 

  ストックをストックをストックをストックを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用するサーするサーするサーするサービビビビスはスはスはスは、、、、いいいいろろろろいいいいろあろあろあろありますりますりますります。。。。図図図図ををををごごごご覧覧覧覧くだくだくだくださいさいさいさい。。。。修修修修理理理理、、、、リフォームリフォームリフォームリフォーム、、、、中古中古中古中古、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、リース・リース・リース・リース・レレレレンタルンタルンタルンタル、、、、ママママッッッッチチチチングングングング、、、、ココココンサルテンサルテンサルテンサルティィィィングングングング、、、、総合総合総合総合 IT システムサーシステムサーシステムサーシステムサービビビビスススス。、。、。、。、動動動動脈脈脈脈産業産業産業産業もももも立立立立派派派派なサーなサーなサーなサービビビビスススス産業産業産業産業ですですですです。。。。水水水水・・・・大大大大気気気気・・・・土土土土壌壌壌壌のののの浄浄浄浄化化化化とかとかとかとか自然自然自然自然復復復復元元元元。。。。またまたまたまた、、、、エエエエココココフフフファァァァンンンンドドドド、、、、グリーングリーングリーングリーン融融融融資資資資。。。。金金金金融融融融機機機機関関関関がもっとがもっとがもっとがもっと環境環境環境環境問問問問題題題題にににに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでもらわなでもらわなでもらわなでもらわなくちくちくちくちゃゃゃゃ困困困困るよというるよというるよというるよという話話話話ももももああああるわけですけれどもるわけですけれどもるわけですけれどもるわけですけれども、、、、こういうこういうこういうこういう分野分野分野分野はこれからはこれからはこれからはこれから大大大大きなきなきなきな成成成成長長長長産業産業産業産業としてとしてとしてとして発展発展発展発展してしてしてしてくくくくるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ききききょょょょうはうはうはうは、、、、時間時間時間時間がながながながなくくくくてててて、、、、各各各各論論論論ににににああああまりまりまりまり踏踏踏踏みみみみ込込込込めませめませめませめませんんんんがががが、、、、新品新品新品新品のおのおのおのお店店店店ををををややややめてめてめてめて、、、、中古中古中古中古品品品品にににに切切切切りりりり換換換換えてえてえてえて成成成成功功功功したしたしたした電電電電器器器器屋屋屋屋ささささんんんんとかとかとかとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは和和和和服服服服屋屋屋屋ささささんんんんとかとかとかとか、、、、いいいいろんろんろんろんななななケケケケースがースがースがースが今今今今各地各地各地各地でででで見見見見られますられますられますられます。。。。皆皆皆皆ささささんんんんはははは不思不思不思不思議議議議にににに思思思思うかもしれませうかもしれませうかもしれませうかもしれませんんんんねねねね。。。。今今今今まではまではまではまでは、、、、例例例例ええええばばばばテテテテレビレビレビレビがががが故故故故障障障障したのでしたのでしたのでしたので、、、、電電電電器屋器屋器屋器屋ささささんんんんにににに持持持持っていっていっていっていくくくくとととと、「、「、「、「修修修修理理理理代代代代がががが高高高高くつくくつくくつくくつくからからからから新新新新しいのをしいのをしいのをしいのを買買買買ったったったったほほほほううううがいいですよがいいですよがいいですよがいいですよ」」」」ななななんんんんてててて勧勧勧勧められたわけめられたわけめられたわけめられたわけだだだだがががが、、、、最近最近最近最近はははは、、、、修修修修理理理理にににに積極的積極的積極的積極的店店店店がががが目立目立目立目立つつつつしししし、、、、中古品中古品中古品中古品をきれいにをきれいにをきれいにをきれいに直直直直してしてしてして安安安安いいいい価格価格価格価格でででで売売売売るとかるとかるとかるとか、、、、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろにににに大大大大きなきなきなきなビビビビジネスジネスジネスジネスチチチチャンスがャンスがャンスがャンスが生生生生ままままれてきていますれてきていますれてきていますれてきています。。。。 
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  ESCO はははは新新新新しいしいしいしい省省省省エネのサーエネのサーエネのサーエネのサービビビビスススス産業産業産業産業ですですですです。。。。エネルエネルエネルエネルギギギギー・サーー・サーー・サーー・サービビビビス・ス・ス・ス・カカカカンパニーンパニーンパニーンパニー（（（（Energy  

Service Company=ESCO））））のののの頭頭頭頭文文文文字字字字をとってこのようにをとってこのようにをとってこのようにをとってこのように呼呼呼呼びますびますびますびます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、ああああるるるる工場工場工場工場でででで、、、、1年年年年間間間間のののの電電電電気気気気代代代代がががが 10億円億円億円億円かかったとしますかかったとしますかかったとしますかかったとします。。。。ああああるるるる ESCO がががが、、、、このこのこのこの工場工場工場工場をををを診診診診断断断断してしてしてして、、、、電電電電気気気気のむのむのむのむだだだだ使使使使いがいがいがいが目立目立目立目立つつつつ、、、、特別特別特別特別のののの施設施設施設施設とかとかとかとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは電電電電気気気気のののの利用利用利用利用のののの仕仕仕仕方方方方にににに工夫工夫工夫工夫をこらせをこらせをこらせをこらせばばばば、、、、10 億円億円億円億円かかっていたかかっていたかかっていたかかっていた電電電電気気気気代代代代がががが 8 億円億円億円億円でででで済済済済むとむとむとむと診診診診断断断断したとしますしたとしますしたとしますしたとします。。。。そこでそこでそこでそこで工場工場工場工場とととと契契契契約約約約しますしますしますします。。。。契契契契約約約約通通通通りりりり、、、、このこのこのこの ESCO がががが 10億億億億がががが１０１０１０１０億円億円億円億円かかっていたかかっていたかかっていたかかっていた電電電電気気気気代代代代をををを 2億円億円億円億円節約節約節約節約してしてしてして、、、、8億円億円億円億円にしたにしたにしたにしたとしますとしますとしますとします。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、浮浮浮浮かしたかしたかしたかした 2億円億円億円億円のうのうのうのうちちちちのののの一一一一部部部部、、、、たとえたとえたとえたとえばばばばはははは１１１１億円億円億円億円をををを ESCO がががが報報報報酬酬酬酬としてとしてとしてとして受受受受けけけけ取取取取りますりますりますります。。。。。。。。残残残残りのりのりのりの 1億円億円億円億円はははは、、、、このこのこのこの工場工場工場工場のののの電電電電気気気気代代代代のののの節約節約節約節約になるわけですになるわけですになるわけですになるわけです。。。。今今今今までまでまでまで
10 億円払億円払億円払億円払っていたっていたっていたっていた電電電電気気気気代代代代がががが最終最終最終最終的的的的にはにはにはには 9 億円億円億円億円でででで済済済済むわけですからむわけですからむわけですからむわけですから、、、、1 億円億円億円億円ののののココココストストストスト削減削減削減削減にににになるわけですなるわけですなるわけですなるわけですねねねね。。。。このこのこのこの工場工場工場工場はははは、、、、初期初期初期初期投投投投資資資資をまったをまったをまったをまったくくくく必要必要必要必要としませとしませとしませとしませんんんん。。。。すべてのリスクはすべてのリスクはすべてのリスクはすべてのリスクはＥＥＥＥＳＳＳＳＣＣＣＣＯＯＯＯがががが引引引引きききき受受受受けますけますけますけます。。。。これもストックのこれもストックのこれもストックのこれもストックの有効活用有効活用有効活用有効活用のののの新新新新しいしいしいしいビビビビジネスといえるでしジネスといえるでしジネスといえるでしジネスといえるでしょょょょうううう。。。。 

  私私私私のののの大学大学大学大学のののの学生学生学生学生のののの環境活動環境活動環境活動環境活動費費費費はははは、、、、大学大学大学大学側側側側ととととＥＥＥＥＳＳＳＳＣＣＣＣＯＯＯＯ契契契契約約約約をををを結結結結んんんんでででで調調調調達達達達していますしていますしていますしています。。。。千葉千葉千葉千葉商商商商科大科大科大科大ではではではでは、、、、２００３２００３２００３２００３年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日にににに学生主導学生主導学生主導学生主導でででで ISO14001 のののの認認認認証証証証をををを取取取取得得得得しましたしましたしましたしました。。。。千葉商千葉商千葉商千葉商科大科大科大科大のののの学生学生学生学生数数数数はははは約約約約 7,000 人人人人ぐぐぐぐらいですらいですらいですらいです。。。。それまでそれまでそれまでそれまで、、、、大学大学大学大学のののの年年年年間間間間のののの電電電電気気気気代代代代がががが 1億億億億１１１１000万万万万円円円円かかかからららら１１１１億億億億 2,000 万万万万円円円円ぐぐぐぐらいかかっていましたらいかかっていましたらいかかっていましたらいかかっていました。。。。しかししかししかししかし、、、、ISO14001 をををを取取取取得得得得後後後後、、、、授授授授業業業業後後後後のののの消消消消灯灯灯灯のののの徹底徹底徹底徹底、、、、エエエエレベレベレベレベーターをーターをーターをーターを使使使使わずわずわずわず徒徒徒徒歩歩歩歩によるによるによるによる階段階段階段階段のののの上上上上りりりり下下下下りりりり運運運運動動動動、、、、エアエアエアエアココココンのンのンのンの温温温温度調度調度調度調整整整整などをなどをなどをなどを学生学生学生学生がががが中心中心中心中心でででで実施実施実施実施してきたしてきたしてきたしてきた結結結結果果果果、、、、年年年年間間間間でででで約約約約 1,200万万万万円円円円のののの電電電電気気気気代代代代がががが節約節約節約節約できましたできましたできましたできました。。。。そのそのそのその節約節約節約節約したしたしたした電電電電気気気気代代代代のののの一一一一部部部部をををを、、、、環境環境環境環境 ISO 学生会議学生会議学生会議学生会議のののの活動活動活動活動費費費費にににに回回回回してしてしてして欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと大学大学大学大学側側側側にににに話話話話をしてをしてをしてをして、、、、大大大大学学学学側側側側もももも、、、、新新新新規規規規のののの出出出出費費費費ではではではではあああありませりませりませりませんんんんのでのでのでので、、、、節約節約節約節約できたおできたおできたおできたお金金金金のののの一一一一部部部部をををを学生学生学生学生のののの活動活動活動活動費費費費にににに振振振振りりりり向向向向けることはけることはけることはけることは結結結結構構構構だだだだということでということでということでということで、、、、これもこれもこれもこれも、、、、全全全全国国国国のののの大学大学大学大学でででで初初初初めてめてめてめて、、、、大学大学大学大学側側側側とととと学生学生学生学生側側側側がががが ESCO契契契契約約約約をををを結結結結びましたびましたびましたびました。。。。今後今後今後今後、、、、さらにさらにさらにさらに大学大学大学大学のののの水水水水道道道道代代代代とかとかとかとか、、、、ガガガガスススス代代代代をををを省省省省エネエネエネエネ運運運運動動動動でででで節約節約節約節約すれすれすれすればばばば、、、、そのそのそのその削減削減削減削減分分分分のののの一一一一部部部部をををを学生学生学生学生のののの活動活動活動活動費費費費にににに振振振振りりりり向向向向けることもけることもけることもけることも決決決決めましためましためましためました。。。。このこのこのこの関係関係関係関係はははは、、、、大学大学大学大学側側側側ににににとってもとってもとってもとっても、、、、学生学生学生学生側側側側にとってもプラスになるのでにとってもプラスになるのでにとってもプラスになるのでにとってもプラスになるので「「「「ＷＷＷＷＩＩＩＩＮＮＮＮ－－－－ＷＷＷＷＩＩＩＩＮＮＮＮのののの関係関係関係関係」」」」といいますといいますといいますといいます。。。。 

  このこのこのこの図図図図はははは自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業のののの売売売売りりりり上上上上げげげげをををを示示示示していますしていますしていますしています。。。。皆皆皆皆ささささんんんんのののの多多多多くくくくのののの方方方方はははは自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業はまさはまさはまさはまさにににに製製製製造造造造業業業業のののの中中中中核核核核的的的的なななな産業産業産業産業だだだだとおとおとおとお考考考考えになっているのではないかとえになっているのではないかとえになっているのではないかとえになっているのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。自動自動自動自動車車車車 1 台台台台ををををつくつくつくつくるのにるのにるのにるのに約約約約 2 万万万万のののの部品部品部品部品がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。発展発展発展発展途途途途上上上上国国国国がががが経済経済経済経済をををを発展発展発展発展させるさせるさせるさせる近道近道近道近道はははは、、、、自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業をををを誘誘誘誘致致致致するのがするのがするのがするのが一一一一番番番番いいといいといいといいと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業をををを誘誘誘誘致致致致すれすれすれすればばばば、、、、素素素素材材材材産業産業産業産業、、、、電子部電子部電子部電子部品品品品産業産業産業産業、、、、精精精精密密密密機機機機械械械械産業産業産業産業などさまなどさまなどさまなどさまざざざざまなまなまなまな産業産業産業産業がそのがそのがそのがその周辺周辺周辺周辺にににに集集集集積積積積されされされされ、、、、ババババランスのとれたランスのとれたランスのとれたランスのとれた経済経済経済経済発展発展発展発展がががが可能可能可能可能になるからですになるからですになるからですになるからです。。。。 さてさてさてさて、、、、日日日日本本本本のののの自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業のののの市市市市場場場場規模規模規模規模はははは売売売売上上上上げベげベげベげベースでースでースでースで現現現現在在在在、、、、約約約約 36兆兆兆兆円円円円にににに達達達達しておりますしておりますしておりますしております。。。。このうこのうこのうこのうちちちち、、、、新新新新車車車車のののの売売売売りりりり上上上上げげげげはははは 11兆兆兆兆円円円円、、、、全全全全体体体体のののの約約約約３３３３割割割割にににに過過過過ぎぎぎぎませませませませんんんん。。。。残残残残りのりのりのりの 70％％％％はははは何何何何かといかといかといかというとうとうとうと、、、、サーサーサーサービビビビスススス部門部門部門部門のののの売売売売りりりり上上上上げげげげですですですです。。。。アフターアフターアフターアフターケケケケアアアア、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる自動自動自動自動車車車車修修修修理理理理がががが大体大体大体大体 10兆兆兆兆円円円円ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで約約約約３３３３割割割割、、、、中古中古中古中古車車車車販販販販売売売売がががが１１１１・・・・５５５５割割割割、、、、それからそれからそれからそれから、、、、自動自動自動自動車車車車保保保保険険険険、、、、金金金金融融融融、、、、リリリリースがースがースがースが合合合合わせてわせてわせてわせて約約約約 3 割割割割となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。ハハハハーーーードドドドのののの自動自動自動自動車車車車よりもサーよりもサーよりもサーよりもサービビビビスススス部門部門部門部門のののの売売売売上上上上げげげげがががが圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的にににに高高高高いこといこといこといことがががが分分分分かりますかりますかりますかります。。。。一度生産一度生産一度生産一度生産されたされたされたされた自動自動自動自動車車車車をををを、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ長長長長くくくく使使使使っていっていっていっていくくくくためのさまためのさまためのさまためのさまざざざざまなサまなサまなサまなサーーーービビビビスがスがスがスがビビビビジネスとしてジネスとしてジネスとしてジネスとして成成成成りりりり立立立立ちちちち、、、、現現現現在在在在のののの自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業をををを形成形成形成形成しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。意意意意外外外外にににに思思思思われるかもしれませわれるかもしれませわれるかもしれませわれるかもしれませんんんんがががが、、、、自動自動自動自動車車車車というというというという最最最最先先先先端端端端のののの産業産業産業産業もももも、、、、サーサーサーサービビビビスススス産業産業産業産業にににに支支支支えられているえられているえられているえられているわけですわけですわけですわけです。。。。 
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  日日日日本本本本のののの自動自動自動自動車車車車のののの所所所所有台有台有台有台数数数数（（（（ストックストックストックストック数数数数））））はははは、、、、大体大体大体大体 7,300万万万万台台台台からからからから 7,400万万万万台台台台ですですですです。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして年年年年間間間間のののの新新新新車車車車販販販販売売売売台台台台数数数数はははは大体大体大体大体 600 万万万万台台台台ですですですです。。。。一方一方一方一方、、、、年年年年間間間間にににに廃廃廃廃棄棄棄棄されるされるされるされる自動自動自動自動車車車車、、、、つつつつまりまりまりまり廃廃廃廃車車車車台台台台数数数数はははは大体大体大体大体 500 万万万万台台台台前後前後前後前後ですですですです。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、新新新新車車車車販販販販売売売売台台台台数数数数 600 からからからから廃廃廃廃棄棄棄棄されるされるされるされる自動自動自動自動車車車車をををを引引引引くくくくとととと、、、、大体大体大体大体 100 万万万万台台台台ですですですです。。。。このこのこのこの１００１００１００１００万万万万台台台台がフローのがフローのがフローのがフローの台台台台数数数数ですですですです。。。。このことからもこのことからもこのことからもこのことからも分分分分かかかかるようにるようにるようにるように、、、、日日日日本本本本のののの自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業はははは、、、、買買買買いいいい替替替替ええええ需需需需要要要要のためののためののためののための新新新新車車車車をををを除除除除きききき、、、、大大大大部部部部分分分分はははは既既既既存存存存のストのストのストのストックとしてックとしてックとしてックとして存存存存在在在在しているしているしているしている自動自動自動自動車車車車をををを利用利用利用利用してしてしてして成成成成りりりり立立立立っているということがおわかりいたっているということがおわかりいたっているということがおわかりいたっているということがおわかりいただだだだけけけけるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。サーサーサーサービビビビスススス部門部門部門部門のののの売売売売上上上上げげげげ比比比比率率率率がががが高高高高くくくくなるのはなるのはなるのはなるのは当当当当然然然然ですですですですねねねね。。。。中古中古中古中古車車車車もももも、、、、大体年大体年大体年大体年間間間間 500 万万万万からからからから 600 万万万万台取台取台取台取引引引引されていますされていますされていますされています。。。。既既既既存品存品存品存品をいかにうまをいかにうまをいかにうまをいかにうまくくくく使使使使うかというとこうかというとこうかというとこうかというところろろろににににビビビビジネスジネスジネスジネスチチチチャンスャンスャンスャンスがががが沢山沢山沢山沢山ああああるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。このこのこのこの会会会会場場場場にはいにはいにはいにはいろろろろいいいいろごろごろごろご商商商商売売売売をおをおをおをおややややりになっているりになっているりになっているりになっている方方方方がいるとがいるとがいるとがいると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、改改改改めてめてめてめて自分自分自分自分のののの商商商商売売売売をサーをサーをサーをサービビビビスというスというスというスという視点視点視点視点、、、、製品製品製品製品をををを長長長長持持持持ちちちちさせるたさせるたさせるたさせるためにどのようなめにどのようなめにどのようなめにどのような工夫工夫工夫工夫をしたらよいかををしたらよいかををしたらよいかををしたらよいかを考考考考えるえるえるえる中中中中でででで、、、、新新新新しいしいしいしいビビビビジネスをおジネスをおジネスをおジネスをお考考考考えになるといいえになるといいえになるといいえになるといいとととと思思思思いますいますいますいますねねねね。。。。 結論結論結論結論部部部部分分分分にににに入入入入りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 将来将来将来将来をををを予予予予測測測測するするするする方方方方法法法法はははは大大大大ききききくくくく分分分分けてけてけてけて 2 つあつあつあつありますりますりますります。。。。ひひひひととととつつつつはフォアはフォアはフォアはフォアキキキキャステャステャステャスティィィィングといングといングといングというううう予予予予測測測測方方方方法法法法ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは過過過過去去去去のトのトのトのトレレレレンンンンドドドドをををを将来将来将来将来にににに引引引引きききき伸伸伸伸ばばばばすことでですことでですことでですことでで将来将来将来将来社会社会社会社会のののの姿姿姿姿をををを予予予予測測測測するするするする方方方方法法法法ですですですです。。。。将来将来将来将来にににに大大大大きなきなきなきな変変変変化化化化がががが起起起起きないときないときないときないと想定想定想定想定されるされるされるされる場場場場合合合合にはにはにはには、、、、過過過過去去去去のトのトのトのトレレレレンンンンドドドドをををを将将将将来来来来にににに引引引引きききき伸伸伸伸ばばばばすすすす予予予予測測測測方方方方法法法法はははは極極極極めてめてめてめて現実的現実的現実的現実的ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、将来将来将来将来大大大大きなきなきなきな変変変変化化化化がががが予予予予想想想想されるされるされるされる場場場場合合合合はははは、、、、過過過過去去去去のトのトのトのトレレレレンンンンドドドドをををを将来将来将来将来にににに引引引引きききき伸伸伸伸ばばばばすことはすことはすことはすことは危危危危険険険険がががが伴伴伴伴いますいますいますいます。。。。たとえたとえたとえたとえばばばば、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化でででで将来将来将来将来異常異常異常異常気象気象気象気象がががが予予予予想想想想されるとしますされるとしますされるとしますされるとします。。。。そのそのそのその場場場場合合合合、、、、家家家家畜畜畜畜のののの飼飼飼飼料料料料用用用用トトトトウウウウモモモモロロロロココココシをアシをアシをアシをアメメメメリリリリカカカカにににに 9 割割割割もももも依依依依存存存存ているているているている場場場場合合合合、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカのののの穀穀穀穀倉倉倉倉地地地地帯帯帯帯がががが大大大大干干干干ばつばつばつばつにににに襲襲襲襲われわれわれわれ、、、、トトトトウウウウモモモモロロロロココココシのシのシのシの日日日日本本本本へのへのへのへの輸輸輸輸出出出出ができなができなができなができなくくくくなってしまうとなってしまうとなってしまうとなってしまうと、、、、日日日日本本本本のののの酪酪酪酪農農農農産業産業産業産業はははは壊壊壊壊滅滅滅滅的的的的なななな打打打打撃撃撃撃をををを受受受受けてしまいますけてしまいますけてしまいますけてしまいます。。。。将来将来将来将来、、、、そういうそういうそういうそういう事事事事態態態態がががが想定想定想定想定されるとすれされるとすれされるとすれされるとすればばばば、、、、今今今今のうのうのうのうちちちちからからからから、、、、必要必要必要必要なななな家家家家畜畜畜畜のののの飼飼飼飼料料料料はできるはできるはできるはできるだだだだけけけけ国産国産国産国産でででで賄賄賄賄っていっていっていっていくくくくためのためのためのための対策対策対策対策をををを考考考考えてえてえてえて手手手手をををを打打打打っておかないとってっておかないとってっておかないとってっておかないとって大大大大変変変変なことになりますなことになりますなことになりますなことになります。。。。ババババッッッッククククキキキキャステャステャステャスティィィィングというングというングというングという予予予予測測測測方方方方法法法法はははは、、、、、、、、将来将来将来将来危危危危機機機機がががが予予予予想想想想されるされるされるされる場場場場合合合合、、、、危危危危機機機機をををを避避避避けけけけ、、、、将来将来将来将来のののの望望望望ましいましいましいましい社会社会社会社会のののの姿姿姿姿をををを描描描描きききき、、、、そのそのそのその望望望望ましいましいましいましい社会社会社会社会へへへへ着地着地着地着地できるようにできるようにできるようにできるように、、、、望望望望ましいましいましいましい将来将来将来将来のののの社会社会社会社会からからからから現現現現在在在在をををを振振振振りりりり返返返返りりりり、、、、それにそれにそれにそれに近近近近づけるようにづけるようにづけるようにづけるように、、、、今今今今からからからから対策対策対策対策をををを講講講講ずるためのずるためのずるためのずるための予予予予測測測測方方方方法法法法ですですですです。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、今必要今必要今必要今必要なのはなのはなのはなのは、、、、このこのこのこのババババックックックックキキキキャステャステャステャスティィィィングというングというングというングという考考考考ええええ方方方方ををををビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの中中中中にににに取取取取りりりり込込込込んんんんでいでいでいでいくくくくことですことですことですことです。。。。このこのこのこの図図図図ははははババババックックックックキキキキャステイングをャステイングをャステイングをャステイングを考慮考慮考慮考慮したしたしたした環境環境環境環境ビビビビジネスジネスジネスジネス発発発発掘掘掘掘ののののママママトトトトリックスですリックスですリックスですリックスです。。。。皆皆皆皆ささささんんんんのおのおのおのお手手手手元元元元にもにもにもにもあああありますりますりますります。。。。縦縦縦縦軸軸軸軸にはにはにはには、、、、破破破破局局局局をををを避避避避けるためにけるためにけるためにけるために何何何何をなすべをなすべをなすべをなすべきかがきかがきかがきかが書書書書いていていていてあああありますりますりますります。。。。例例例例ええええばばばば、「、「、「、「省省省省エネエネエネエネ＋＋＋＋脱脱脱脱化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料」」」」とととと書書書書いていていていてあああありますりますりますりますねねねね。。。。そのそのそのその下下下下にはにはにはには、、、、「「「「省省省省資源資源資源資源＋＋＋＋脱脱脱脱有有有有害害害害化学化学化学化学物物物物質質質質」」」」ということがということがということがということが書書書書いていていていてあああありますりますりますります。。。。それからそれからそれからそれから、、、、一一一一番番番番下下下下にはにはにはには、「、「、「、「新新新新時時時時代代代代のののの潮潮潮潮流流流流」」」」とととと書書書書いていていていてあああありますりますりますります。。。。今今今今度度度度はははは横横横横軸軸軸軸ですですですです。。。。横横横横軸軸軸軸はははは、、、、技術技術技術技術革革革革新新新新がががが可能可能可能可能ななななビビビビジネスジネスジネスジネス分野分野分野分野がががが 5 つつつつ書書書書いていていていてあああありますりますりますります。。。。新製品新製品新製品新製品のののの開発開発開発開発、、、、新新新新生産方生産方生産方生産方法法法法のののの導導導導入入入入、、、、新新新新販販販販路路路路のののの開発開発開発開発、、、、新原新原新原新原材材材材料料料料のののの獲獲獲獲得得得得、、、、新新新新組織組織組織組織のののの実現実現実現実現ですですですです。。。。縦縦縦縦軸軸軸軸とととと横横横横軸軸軸軸をによってをによってをによってをによって全部全部全部全部でででで 15 のののの升升升升目目目目（（（（ママママトリックストリックストリックストリックス））））ができまができまができまができますすすす。。。。このこのこのこの升升升升目目目目をををを埋埋埋埋めることによってめることによってめることによってめることによって、、、、新新新新ビビビビジネスをジネスをジネスをジネスを発発発発掘掘掘掘していたしていたしていたしていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  このこのこのこの図図図図はははは、、、、私私私私なりになりになりになりに升升升升目目目目をををを埋埋埋埋めたものですめたものですめたものですめたものです。。。。参考参考参考参考にしていたにしていたにしていたにしていただだだだけれけれけれければばばば思思思思いますいますいますいます。。。。 

  最後最後最後最後にににに宣宣宣宣伝伝伝伝になってになってになってになって恐縮恐縮恐縮恐縮ですがですがですがですが、、、、岩岩岩岩波波波波新新新新書書書書「「「「環境環境環境環境再再再再生生生生とととと日日日日本経済本経済本経済本経済」」」」をををを 12 月月月月末末末末にににに出出出出版版版版しましましましましたしたしたした。。。。おおおお読読読読みいたみいたみいたみいただだだだけれけれけれければばばば幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。 
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  どうもどうもどうもどうもごごごご清清清清聴聴聴聴あああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     どうもどうもどうもどうもあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。。。。三三三三橋橋橋橋規規規規宏宏宏宏様様様様ののののごごごご講演講演講演講演ででででござござござございましたいましたいましたいました。。。。改改改改めましてめましてめましてめまして、、、、三三三三橋橋橋橋様様様様にににに盛盛盛盛大大大大なななな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））     本本本本日日日日はははは、、、、基基基基調調調調講演講演講演講演、、、、企業企業企業企業のののの事例事例事例事例発表発表発表発表、、、、総総総総括括括括講演講演講演講演をををを通通通通じじじじ、、、、各先生方各先生方各先生方各先生方、、、、企業企業企業企業のののの皆様皆様皆様皆様方方方方によりによりによりによりましてましてましてまして大大大大変変変変充充充充実実実実したフォーラムになったとしたフォーラムになったとしたフォーラムになったとしたフォーラムになったと思思思思いますいますいますいます。。。。本本本本日日日日いいいいたたたただだだだいたいたいたいたごごごご講演講演講演講演等等等等のののの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを十十十十分分分分にににに生生生生かしながらかしながらかしながらかしながら、、、、企業企業企業企業のののの皆様皆様皆様皆様、、、、NPO のののの皆様皆様皆様皆様、、、、県民県民県民県民のののの皆様皆様皆様皆様とともにゼロエミッションのとともにゼロエミッションのとともにゼロエミッションのとともにゼロエミッションの実実実実現現現現にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、以以以以上上上上をもをもをもをもちちちちましてましてましてまして、、、、本本本本日日日日のフォーラムをのフォーラムをのフォーラムをのフォーラムを終了終了終了終了させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。本本本本日日日日はははは、、、、長長長長時間時間時間時間にわたりにわたりにわたりにわたりごごごご協力協力協力協力をををを賜賜賜賜りりりり、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうにあああありがとうりがとうりがとうりがとうござござござございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 ――――――――    了了了了    ―――――――― 

 おおおお詫詫詫詫びびびび    株式株式株式株式会社会社会社会社リリリリココココーのーのーのーの谷谷谷谷社会環境本社会環境本社会環境本社会環境本部部部部本本本本部長部長部長部長ののののごごごご発表発表発表発表部部部部分分分分はははは、、、、録録録録音音音音状状状状態態態態がががが悪悪悪悪くくくく正確正確正確正確なななな議議議議事事事事録録録録をををを作作作作成成成成することができずすることができずすることができずすることができず、、、、報告報告報告報告書書書書からからからから割愛割愛割愛割愛させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。不不不不手手手手際際際際をおわびをおわびをおわびをおわび申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。ななななおおおお、、、、ごごごご発表発表発表発表になられたパワーになられたパワーになられたパワーになられたパワーポポポポイントのイントのイントのイントの図図図図はははは、、、、資資資資料料料料編編編編にににに掲掲掲掲載載載載しておりますしておりますしておりますしております。。。。    
 

 

    

    


