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国連大学ゼロエミッションフォーラム・イン・千葉市 

～挑戦！焼却ごみ 1/3削減～ 

 日時日時日時日時    ：：：：    2008 年年年年 11 月月月月 1 日日日日（（（（土土土土））））13:30－－－－16:30 場所場所場所場所    ：：：：    千葉市文化千葉市文化千葉市文化千葉市文化センターセンターセンターセンター3 階階階階  アートホールアートホールアートホールアートホール 

 プログラムプログラムプログラムプログラム 開会挨拶開会挨拶開会挨拶開会挨拶            林孝二郎林孝二郎林孝二郎林孝二郎    氏氏氏氏 千葉市副市長千葉市副市長千葉市副市長千葉市副市長 

              三橋規宏三橋規宏三橋規宏三橋規宏  氏氏氏氏      国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学 ZEF 自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表 

                                千葉商科大学政策情報学部教授千葉商科大学政策情報学部教授千葉商科大学政策情報学部教授千葉商科大学政策情報学部教授 

 基調基調基調基調講演講演講演講演 1        「「「「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ととととゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション  ～～～～新新新新 3R のののの役割役割役割役割をををを考考考考えるえるえるえる～～～～」」」」 三橋規宏三橋規宏三橋規宏三橋規宏  氏氏氏氏      国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学 ZEF 自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表 

                                千葉商科大学政策情報学部教授千葉商科大学政策情報学部教授千葉商科大学政策情報学部教授千葉商科大学政策情報学部教授 

 基調講演基調講演基調講演基調講演 2     講演講演講演講演「「「「地球地球地球地球とととと仲良仲良仲良仲良くねくねくねくね！」！」！」！」 

              白井貴子白井貴子白井貴子白井貴子  氏氏氏氏      シンガーシンガーシンガーシンガー・・・・ソングライターソングライターソングライターソングライター、、、、環境省環境省環境省環境省 3R 推進推進推進推進マイスターマイスターマイスターマイスター タンポポタンポポタンポポタンポポ児童合唱団児童合唱団児童合唱団児童合唱団とのとのとのとのミニコンサートミニコンサートミニコンサートミニコンサート 

 パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション テーマテーマテーマテーマ：「：「：「：「挑戦挑戦挑戦挑戦！！！！焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」                         ・・・・コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター 倉阪秀史倉阪秀史倉阪秀史倉阪秀史    氏氏氏氏            千葉大学法経学部教授千葉大学法経学部教授千葉大学法経学部教授千葉大学法経学部教授                         ・・・・パネパネパネパネリストリストリストリスト 井上井上井上井上健健健健治治治治  氏氏氏氏            NPO 団体団体団体団体 GONET（（（（ごみごみごみごみゼロネットゼロネットゼロネットゼロネットちばちばちばちば 21））））代表代表代表代表 表表表表  知子知子知子知子  氏氏氏氏      「「「「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」推進市民会議委員推進市民会議委員推進市民会議委員推進市民会議委員 児玉谷弘児玉谷弘児玉谷弘児玉谷弘  氏氏氏氏      南町共栄会会長南町共栄会会長南町共栄会会長南町共栄会会長 高橋高橋高橋高橋  晋晋晋晋  氏氏氏氏      イオンリテールイオンリテールイオンリテールイオンリテール株式会社環境社会貢献部長株式会社環境社会貢献部長株式会社環境社会貢献部長株式会社環境社会貢献部長 深沢深沢深沢深沢あゆみあゆみあゆみあゆみ氏氏氏氏      千葉大学環境千葉大学環境千葉大学環境千葉大学環境 ISO 学生委員会学生委員会学生委員会学生委員会 林孝二郎林孝二郎林孝二郎林孝二郎  氏氏氏氏      千葉市副市長千葉市副市長千葉市副市長千葉市副市長 

 

 議事議事議事議事 

 司会司会司会司会 

  皆様皆様皆様皆様、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。本日本日本日本日はははは大変大変大変大変いいおいいおいいおいいお天気天気天気天気にににに恵恵恵恵まれましたまれましたまれましたまれました。。。。おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中多数中多数中多数中多数おおおお越越越越しいたしいたしいたしいただきましてだきましてだきましてだきまして、、、、ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。私私私私、、、、本日本日本日本日のののの司会進行役司会進行役司会進行役司会進行役をさせをさせをさせをさせていただきますていただきますていただきますていただきます、、、、蔵本蔵本蔵本蔵本由紀由紀由紀由紀とととと申申申申しますしますしますします。。。。どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

  本日本日本日本日ののののゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム・・・・インインインイン・・・・千葉千葉千葉千葉市市市市につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市とととと国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムによるによるによるによる主催主催主催主催、、、、環境省環境省環境省環境省によるによるによるによる共催共催共催共催でででで行行行行われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。そしてそしてそしてそして、、、、本日本日本日本日はははは主催者主催者主催者主催者のおのおのおのお二人二人二人二人によるによるによるによる開会開会開会開会あいさつにあいさつにあいさつにあいさつに続続続続きききき、、、、基調講演基調講演基調講演基調講演といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼゼゼゼロエミッションフォーラムロエミッションフォーラムロエミッションフォーラムロエミッションフォーラム自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表でででで、、、、千葉商科大学政策情報学部教授千葉商科大学政策情報学部教授千葉商科大学政策情報学部教授千葉商科大学政策情報学部教授のののの三橋規宏先生三橋規宏先生三橋規宏先生三橋規宏先生をををを講師講師講師講師としておとしておとしておとしてお招招招招きしきしきしきし、「、「、「、「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ととととゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション～～～～新新新新 3R のののの役割役割役割役割をををを考考考考えるえるえるえる」」」」とととと題題題題してごしてごしてごしてご講演講演講演講演をいただきますをいただきますをいただきますをいただきます。。。。なおなおなおなお、、、、三橋先生三橋先生三橋先生三橋先生にはにはにはには、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムをををを代表代表代表代表してしてしてして、、、、主催者主催者主催者主催者としてのごあいさつもおとしてのごあいさつもおとしてのごあいさつもおとしてのごあいさつもお願願願願いしておりますいしておりますいしておりますいしております。。。。 

  そのそのそのその後後後後、、、、基調講演基調講演基調講演基調講演 2 といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、シンガーシンガーシンガーシンガー・・・・ソングライターソングライターソングライターソングライターとしてごとしてごとしてごとしてご活躍活躍活躍活躍されされされされ、、、、まままま
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たたたた環境省環境省環境省環境省のののの 3R 推進推進推進推進マイスターマイスターマイスターマイスターとしてもとしてもとしてもとしても積極的積極的積極的積極的にににに活動活動活動活動していらっしゃるしていらっしゃるしていらっしゃるしていらっしゃる白井貴子白井貴子白井貴子白井貴子さんによさんによさんによさんによるごるごるごるご講演講演講演講演「「「「地球地球地球地球とととと仲良仲良仲良仲良くねくねくねくね！！！！」、」、」、」、そしてそしてそしてそして、、、、それにそれにそれにそれに引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、白井白井白井白井さんとさんとさんとさんとタンポポタンポポタンポポタンポポ児童児童児童児童合唱団合唱団合唱団合唱団とのとのとのとのミニコンサートミニコンサートミニコンサートミニコンサートをををを行行行行いますいますいますいます。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその後後後後15分間程度分間程度分間程度分間程度のののの休憩休憩休憩休憩をををを挟挟挟挟みましてみましてみましてみまして、「、「、「、「挑戦挑戦挑戦挑戦！！！！焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ1/3削減削減削減削減～～～～環境環境環境環境とととと資源資源資源資源、、、、次世次世次世次世代代代代のたのたのたのためめめめにににに今今今今できるこできるこできるこできることととと～」～」～」～」ををををテーマテーマテーマテーマにににに、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな立立立立場場場場ののののパネリストパネリストパネリストパネリストをおをおをおをお招招招招きしてきしてきしてきしてパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションをををを行行行行いますいますいますいます。。。。どうぞごどうぞごどうぞごどうぞご期待期待期待期待くださいくださいくださいください。。。。 

 開会開会開会開会あいさつあいさつあいさつあいさつ    
 司会司会司会司会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、開演開演開演開演にににに先先先先立立立立ちちちち、、、、ままままずずずず最初最初最初最初にににに、、、、主催者千葉市主催者千葉市主催者千葉市主催者千葉市をををを代表代表代表代表いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、千葉市副市千葉市副市千葉市副市千葉市副市長長長長、、、、林孝二郎林孝二郎林孝二郎林孝二郎よりごあいさつよりごあいさつよりごあいさつよりごあいさつ申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。なおなおなおなお、、、、林副市長林副市長林副市長林副市長はははは、、、、第第第第 2 部部部部ののののパネルディスカパネルディスカパネルディスカパネルディスカッションッションッションッションにもにもにもにもパネリストパネリストパネリストパネリストとしてとしてとしてとして参加参加参加参加いたしますいたしますいたしますいたします。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、林副市長林副市長林副市長林副市長、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 林副市長林副市長林副市長林副市長 

  皆様皆様皆様皆様、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。千葉市副市長千葉市副市長千葉市副市長千葉市副市長のののの林林林林でございますでございますでございますでございます。。。。本日本日本日本日はははは、「、「、「、「ゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーラムラムラムラム・・・・インインインイン・・・・千葉市千葉市千葉市千葉市」」」」をををを開催開催開催開催しまししまししまししましたところたところたところたところ、、、、ごごごご参加参加参加参加いただきましていただきましていただきましていただきまして、、、、まことにありがとまことにありがとまことにありがとまことにありがとうございますうございますうございますうございます。。。。開催開催開催開催にあたりましてにあたりましてにあたりましてにあたりまして、、、、ままままずずずず、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム、、、、環境環境環境環境省省省省、、、、それそれそれそれかかかからららら講演者講演者講演者講演者、、、、パネリストパネリストパネリストパネリストのののの皆様皆様皆様皆様方方方方のごのごのごのご協力協力協力協力をいただきましたことををいただきましたことををいただきましたことををいただきましたことを深深深深くくくく感謝感謝感謝感謝申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

  さてさてさてさて、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは現在現在現在現在、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、またまたまたまた大大大大量消費量消費量消費量消費、、、、そしてそしてそしてそして大大大大量量量量にににに廃棄廃棄廃棄廃棄するするするする、、、、こういったこういったこういったこういった社社社社会経会経会経会経済済済済のののの中中中中でででで、、、、豊豊豊豊かかかかでででで便利便利便利便利なななな生活生活生活生活をををを営営営営んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。ししししかかかかしながらしながらしながらしながら、、、、一方一方一方一方でででで、、、、発発発発生生生生するするするする膨膨膨膨大大大大なななな量量量量のごみのごみのごみのごみ、、、、またまたまたまたエネルエネルエネルエネルギギギギーーーーのののの大大大大量消費量消費量消費量消費、、、、こういったことでこういったことでこういったことでこういったことで自自自自然然然然環境環境環境環境へへへへのののの負荷負荷負荷負荷がががが大変大大変大大変大大変大きくなっておりますきくなっておりますきくなっておりますきくなっております。。。。温暖温暖温暖温暖化化化化などなどなどなど、、、、地球規地球規地球規地球規模模模模でのでのでのでの大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題がががが生生生生じじじじてきておりますてきておりますてきておりますてきております。。。。このこのこのこのようなようなようなような中中中中、、、、今今今今年年年年のののの 7 月月月月にはにはにはには洞爺湖洞爺湖洞爺湖洞爺湖サミットサミットサミットサミットがががが開催開催開催開催されましてされましてされましてされまして、、、、世界各世界各世界各世界各国国国国のののの首脳首脳首脳首脳がががが日本日本日本日本にににに集集集集まりまりまりまり、、、、そのそのそのその主主主主要要要要議題議題議題議題のののの 1 つがつがつがつが地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化対対対対策策策策となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、2050 年年年年までにまでにまでにまでに温室温室温室温室効果効果効果効果ガスガスガスガスのののの排出量排出量排出量排出量をををを現在現在現在現在のののの半半半半分分分分にににに減減減減らそうということをらそうということをらそうということをらそうということを世界世界世界世界にににに呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけたところでございたところでございたところでございたところでございますますますます。。。。皆様皆様皆様皆様ごごごご承承承承知知知知のとおりのとおりのとおりのとおりかかかかとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 こういったことをこういったことをこういったことをこういったことを背景背景背景背景にににに、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、ごみごみごみごみ処理処理処理処理ににににかかかかかかかかるるるる課課課課題題題題をををを解決解決解決解決しまししまししまししましてててて、、、、次世次世次世次世代代代代にににに豊豊豊豊かかかかなななな生活環境生活環境生活環境生活環境をををを引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ、、、、そういうことができるようにそういうことができるようにそういうことができるようにそういうことができるように、、、、平成平成平成平成 19 年年年年 3 月月月月、、、、昨昨昨昨年年年年のののの 3 月月月月ですがですがですがですが、「、「、「、「環境環境環境環境とととと資源資源資源資源、、、、次世次世次世次世代代代代のたのたのたのためめめめにににに今今今今できることできることできることできること～～～～挑戦挑戦挑戦挑戦! 焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減～～～～」、」、」、」、これをこれをこれをこれをビジビジビジビジョンョンョンョンとしますとしますとしますとします新新新新たなたなたなたな千葉市千葉市千葉市千葉市一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物ごみごみごみごみ処理処理処理処理基本基本基本基本計画計画計画計画をををを策策策策定定定定いたしましいたしましいたしましいたしましたたたた。。。。このこのこのこの内容内容内容内容につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、第第第第 2 部部部部ののののパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションのののの際際際際にににに詳詳詳詳しくごしくごしくごしくご説明説明説明説明いたいたいたいたしますがしますがしますがしますが、、、、簡単簡単簡単簡単にににに申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、目標目標目標目標数数数数値値値値をををを定定定定めめめめましてましてましてまして、、、、徹底徹底徹底徹底的的的的なごみのなごみのなごみのなごみの減減減減量量量量、、、、再資源再資源再資源再資源へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めめめめることでることでることでることで、、、、焼却焼却焼却焼却ごみのごみのごみのごみの 3 分分分分のののの 1 にににに当当当当たるたるたるたる約約約約 10万万万万トントントントンをををを削減削減削減削減しましてしましてしましてしまして、、、、現在現在現在現在清掃工清掃工清掃工清掃工場場場場、、、、ごみをごみをごみをごみを燃燃燃燃ややややすすすす工工工工場場場場がががが 3 つあるわつあるわつあるわつあるわけけけけですがですがですがですが、、、、これをこれをこれをこれを 2 清掃工清掃工清掃工清掃工場場場場ででででややややれるようにしれるようにしれるようにしれるようにしていこうということをていこうということをていこうということをていこうということを目指目指目指目指しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  平成平成平成平成 19 年度年度年度年度かかかからららら始始始始めめめめたわたわたわたわけけけけですがですがですがですが、、、、計画初計画初計画初計画初年度年度年度年度でありますでありますでありますであります 19 年度年度年度年度、、、、焼却焼却焼却焼却ごみがごみがごみがごみが市民市民市民市民、、、、事事事事業業業業者者者者のののの皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご協力協力協力協力によりましてによりましてによりましてによりまして、、、、そのそのそのその前前前前年度年度年度年度とととと比比比比べべべべましてましてましてまして約約約約 2 万万万万 4 千千千千トントントントン、、、、またまたまたまた今今今今年年年年度度度度はははは、、、、4 月月月月かかかからららら 9 月月月月までのまでのまでのまでの半半半半年間年間年間年間ですがですがですがですが、、、、ここここのののの間間間間でででで前前前前年度年度年度年度よりよりよりより約約約約 8 千千千千トントントントン削減削減削減削減することがすることがすることがすることがでででできましたきましたきましたきました。。。。このこのこのこの間間間間のののの市民市民市民市民、、、、またまたまたまた事事事事業業業業者者者者のののの皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご協力協力協力協力にこのにこのにこのにこの場場場場をををを借借借借りりりりましてましてましてまして深深深深くくくく感謝感謝感謝感謝をををを申申申申しししし上上上上げるげるげるげる次第次第次第次第ですですですです。。。。 

  これはこれはこれはこれは平成平成平成平成 28 年度年度年度年度をををを目標目標目標目標にににに今今今今取取取取りりりり組組組組んでいるわんでいるわんでいるわんでいるわけけけけですがですがですがですが、、、、今今今今後後後後もももも焼却焼却焼却焼却ごみのごみのごみのごみの削減削減削減削減にににに向向向向けけけけてててて普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発などさまざまななどさまざまななどさまざまななどさまざまな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを積極的積極的積極的積極的にににに進進進進めめめめてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考考考考えておりますがえておりますがえておりますがえておりますが、、、、目目目目標標標標とするとするとするとする 10万万万万トントントントン削減削減削減削減をををを達成達成達成達成するのはなするのはなするのはなするのはなかかかかななななかかかか容易容易容易容易なことではないとなことではないとなことではないとなことではないと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。ここここのたのたのたのためめめめにににに、、、、市民市民市民市民、、、、事事事事業業業業者者者者のののの皆様皆様皆様皆様にもさらなるごにもさらなるごにもさらなるごにもさらなるご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げるげるげるげる次第次第次第次第でございますでございますでございますでございます。。。。 
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  今今今今日日日日ののののゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムもももも、、、、そういったことのそういったことのそういったことのそういったことの一一一一環環環環としてとしてとしてとして開催開催開催開催ささささせていただせていただせていただせていただきましたきましたきましたきました。。。。本日本日本日本日はははは、、、、廃棄物問廃棄物問廃棄物問廃棄物問題題題題にににに詳詳詳詳しいしいしいしい先生先生先生先生方方方方のごのごのごのご講演講演講演講演ののののほかほかほかほかにににに、、、、日日日日ごろごろごろごろ地地地地域域域域やややや家庭家庭家庭家庭、、、、ままままたたたた大学大学大学大学などでごみなどでごみなどでごみなどでごみ問問問問題題題題についてについてについてについて実践実践実践実践的的的的にににに取取取取りりりり組組組組みをなされているみをなされているみをなされているみをなされている皆様皆様皆様皆様方方方方をおをおをおをお迎迎迎迎えしましてえしましてえしましてえしましてパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション、、、、そしてそしてそしてそして白井貴子白井貴子白井貴子白井貴子さんとさんとさんとさんとタンポポタンポポタンポポタンポポ児童合唱団児童合唱団児童合唱団児童合唱団ののののミニコンサートミニコンサートミニコンサートミニコンサート、、、、こういったこういったこういったこういった多多多多彩彩彩彩ななななプログラムプログラムプログラムプログラムをををを用意用意用意用意しておりますのしておりますのしておりますのしておりますのでででで、、、、参加参加参加参加のののの皆様皆様皆様皆様にはにはにはには十十十十分分分分おおおお楽楽楽楽しみいたしみいたしみいたしみいただきたいとだきたいとだきたいとだきたいと存存存存じじじじますますますます。。。。 

  今回今回今回今回ののののフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムをををを契機契機契機契機にににに、、、、ごごごご参加参加参加参加のののの皆様皆様皆様皆様もももも加加加加えましてえましてえましてえまして、、、、焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 3 分分分分のののの 1 削減削減削減削減のごのごのごのご理理理理解解解解をををを深深深深めめめめていただきていただきていただきていただき、、、、さらにこのさらにこのさらにこのさらにこの運運運運動動動動をををを進進進進めめめめていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。よろしくごよろしくごよろしくごよろしくご協協協協力力力力ののののほほほほどおどおどおどお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  終終終終わりにわりにわりにわりに、、、、ごごごご参加参加参加参加のののの皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご健健健健康康康康、、、、ごごごご多多多多幸幸幸幸をおをおをおをお祈祈祈祈りりりり申申申申しししし上上上上げましてげましてげましてげまして、、、、私私私私のあいさつといのあいさつといのあいさつといのあいさつといたしますたしますたしますたします。。。。今今今今日日日日ははははほほほほんとうにありがとうございましたんとうにありがとうございましたんとうにありがとうございましたんとうにありがとうございました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  林副市長林副市長林副市長林副市長でございましたでございましたでございましたでございました。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、もうもうもうもう一一一一人人人人のののの主催者主催者主催者主催者であるであるであるである国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムをををを代代代代表表表表いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、同同同同フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表でででで、、、、千葉商科大学政策情報学千葉商科大学政策情報学千葉商科大学政策情報学千葉商科大学政策情報学部教授部教授部教授部教授のののの三橋規宏三橋規宏三橋規宏三橋規宏よりごあいさつよりごあいさつよりごあいさつよりごあいさつ申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

 三橋国連大学三橋国連大学三橋国連大学三橋国連大学 ZEF 自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表 

  皆様皆様皆様皆様、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムのののの三橋三橋三橋三橋でございますでございますでございますでございます。。。。 

  ききききょょょょうはうはうはうは、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市ででででゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムをををを開催開催開催開催していただきましてしていただきましてしていただきましてしていただきまして、、、、まことにまことにまことにまことにありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。またまたまたまた、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市がががが焼却焼却焼却焼却ごみをごみをごみをごみを 3 分分分分のののの 1 減減減減らすというらすというらすというらすという非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げてげてげてげて取取取取りりりり組組組組むむむむ決意決意決意決意をなさったということにをなさったということにをなさったということにをなさったということに対対対対してしてしてして、、、、心心心心かかかからららら、、、、敬意敬意敬意敬意をををを表表表表しししし、、、、頑張頑張頑張頑張ってってってってほほほほしいとしいとしいとしいと申申申申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いいいいますますますます。。。。 

  皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションというというというという言言言言葉葉葉葉をごをごをごをご存存存存じじじじでしでしでしでしょょょょううううかかかか。。。。実実実実はははは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学がががが初初初初めめめめてててて使使使使ったったったった言言言言葉葉葉葉でございますでございますでございますでございますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、今今今今かかかからららら 15 年年年年前前前前のののの 94 年年年年にさにさにさにさかかかかののののぼぼぼぼりますりますりますります。。。。ちちちちょょょょうどうどうどうど 92年年年年にににに、、、、国連国連国連国連がががが主催主催主催主催しましてしましてしましてしまして、、、、ブブブブララララジジジジルルルルののののリオリオリオリオでででで地球地球地球地球セミットセミットセミットセミットがががが開開開開かかかかれましたれましたれましたれました。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、アアアアジェジェジェジェンンンンダダダダ 21 がががが採用採用採用採用されたわされたわされたわされたわけけけけですですですです。。。。アアアアジェジェジェジェンンンンダダダダ 21 とはとはとはとは何何何何かかかかとととと申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、例例例例えばえばえばえば国国国国ベベベベースースースース、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体ベベベベースースースース、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは大学大学大学大学、、、、研究研究研究研究所所所所、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな分分分分野野野野でででで持持持持続続続続可能可能可能可能なななな社会社会社会社会をつくるたをつくるたをつくるたをつくるためめめめのののの行動行動行動行動計画計画計画計画をつくろうということがをつくろうということがをつくろうということがをつくろうということが地球地球地球地球サミットサミットサミットサミットでででで合合合合意意意意されたわされたわされたわされたわけけけけでごでごでごでございますざいますざいますざいます。。。。 国国国国連大学連大学連大学連大学としてもとしてもとしてもとしても、、、、大学大学大学大学としてのとしてのとしてのとしての、、、、アアアアジェジェジェジェンンンンダダダダ 21 をつくろうをつくろうをつくろうをつくろうじじじじゃないゃないゃないゃないかかかかといといといということでうことでうことでうことで議議議議論論論論をしたわをしたわをしたわをしたわけけけけですですですです。。。。そのそのそのその中中中中でででで浮浮浮浮上上上上してきたのがしてきたのがしてきたのがしてきたのがゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション構想構想構想構想でしたでしたでしたでした。。。。 

  ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションというというというという言言言言葉自体葉自体葉自体葉自体はははは、、、、文文文文字字字字どおりどおりどおりどおり訳訳訳訳せばせばせばせば廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ゼロゼロゼロゼロということですということですということですということです。「。「。「。「エエエエミッションミッションミッションミッション」」」」というのはというのはというのはというのは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、排出物排出物排出物排出物というというというという意味意味意味意味ですですですですかかかからららら、、、、そのそのそのその前前前前にににに「「「「ゼロゼロゼロゼロ」」」」がつくわがつくわがつくわがつくわけけけけですですですですかかかからららら、「、「、「、「廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ゼロゼロゼロゼロ」」」」というというというという意味意味意味意味になるわになるわになるわになるわけけけけでございますでございますでございますでございます。。。。当当当当時時時時、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のののの学長学長学長学長補補補補佐佐佐佐をしていたをしていたをしていたをしていたベベベベルルルルギギギギーーーー人人人人のののの実業家実業家実業家実業家でででで、、、、グンターグンターグンターグンター・・・・パパパパウウウウリリリリさんというさんというさんというさんという方方方方がいましてがいましてがいましてがいまして、、、、彼彼彼彼がががが「「「「ゼゼゼゼロエミッションロエミッションロエミッションロエミッション」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉をををを提案提案提案提案ししししたわたわたわたわけけけけですですですです。。。。 

  94 年年年年のあるのあるのあるのある日日日日、、、、そのそのそのそのグンターグンターグンターグンター・・・・パパパパウウウウリリリリがががが私私私私をををを訪訪訪訪ねてきましたねてきましたねてきましたねてきました。。。。当当当当時時時時、、、、私私私私はははは日本経日本経日本経日本経済済済済新新新新聞聞聞聞社社社社のののの論説論説論説論説副主副主副主副主幹幹幹幹でででで、、、、社社社社説説説説のののの執筆執筆執筆執筆ととととデスクデスクデスクデスクををををややややっていたましたっていたましたっていたましたっていたました。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をごみとしてをごみとしてをごみとしてをごみとして捨捨捨捨ててててててててしまうのではなくてしまうのではなくてしまうのではなくてしまうのではなくて、、、、資源資源資源資源としてとしてとしてとして使使使使おうというごみおうというごみおうというごみおうというごみゼロゼロゼロゼロ発想発想発想発想ということをそのときということをそのときということをそのときということをそのときグンタグンタグンタグンターーーー・・・・パパパパウウウウリリリリさんがさんがさんがさんが私私私私にににに提案提案提案提案したわしたわしたわしたわけけけけですですですです。。。。94 年年年年当当当当時時時時はははは、、、、現在常識現在常識現在常識現在常識になっているようなになっているようなになっているようなになっているような 3Rというというというという考考考考ええええ方方方方はまだはまだはまだはまだ表表表表立立立立ってってってって登登登登場場場場していませんでしたしていませんでしたしていませんでしたしていませんでした。。。。たたたたかかかかだだだだかかかかリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルというというというという言言言言葉葉葉葉ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが使使使使われていたわれていたわれていたわれていた程度程度程度程度ですですですです。。。。そのそのそのその当当当当時時時時はははは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは集集集集めめめめてててて最終処最終処最終処最終処分場分場分場分場にににに持持持持っていってっていってっていってっていって埋埋埋埋めめめめ立立立立てればよてればよてればよてればよいというようないというようないというようないというような考考考考ええええ方方方方がががが支配支配支配支配的的的的ででででしたしたしたした。。。。日本日本日本日本はははは、、、、バブバブバブバブルルルル経経経経済済済済がはがはがはがはじけじけじけじけたとはたとはたとはたとはいえいえいえいえ、、、、毎毎毎毎年大年大年大年大量量量量のごみがどんどんのごみがどんどんのごみがどんどんのごみがどんどん出出出出るようになっていましたるようになっていましたるようになっていましたるようになっていました。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを処理処理処理処理すすすするたるたるたるためめめめのののの最終処最終処最終処最終処分場分場分場分場もあっというもあっというもあっというもあっという間間間間にににに不足不足不足不足してきたわしてきたわしてきたわしてきたわけけけけでありますでありますでありますであります。。。。 
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  最終処最終処最終処最終処分場分場分場分場がががが不足不足不足不足してきますとしてきますとしてきますとしてきますと、、、、当然当然当然当然のことですがのことですがのことですがのことですが、、、、今今今今度度度度はごみはごみはごみはごみ処理処理処理処理代代代代がががが高高高高くなっていくなっていくなっていくなっていくわくわくわくわけけけけですですですです。。。。これではたまらんこれではたまらんこれではたまらんこれではたまらん、、、、何何何何ととととかかかかならないならないならないならないかかかかということでということでということでということで、、、、国国国国もももも、、、、地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体もももも、、、、頭頭頭頭をををを抱抱抱抱えていたわえていたわえていたわえていたわけけけけですですですです。。。。そういうそういうそういうそういうタイミングタイミングタイミングタイミングのののの中中中中ででででゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを資源資源資源資源ととととしてしてしてして活活活活用用用用するというするというするというするという新新新新しいしいしいしい考考考考ええええ方方方方がががが提起提起提起提起されたわされたわされたわされたわけけけけでございますでございますでございますでございます。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを資源資源資源資源としてとしてとしてとして活活活活用用用用することにすることにすることにすることに成功成功成功成功すればすればすればすれば、、、、ごみはごみはごみはごみは出出出出さないでさないでさないでさないで済済済済むむむむわわわわけけけけですねですねですねですね。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、ゼロエミゼロエミゼロエミゼロエミッションッションッションッション構想構想構想構想にににに乗乗乗乗ってみてもいいってみてもいいってみてもいいってみてもいいかかかかなというなというなというなというふふふふうにうにうにうに思思思思ったわったわったわったわけけけけですですですです。。。。 

  時代時代時代時代をををを変変変変えるたえるたえるたえるためめめめにはにはにはには、、、、既存既存既存既存のののの考考考考ええええ方方方方ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、新新新新しいしいしいしい発想発想発想発想がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。私私私私はははは、、、、ジャジャジャジャーーーーナナナナリストリストリストリストとしてとしてとしてとして、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションをををを 1 つのつのつのつのキキキキーワーーワーーワーーワードドドドにしてにしてにしてにして廃棄物問廃棄物問廃棄物問廃棄物問題題題題のののの解決解決解決解決にににに取取取取りりりり組組組組めめめめないないないないかかかかというというというというふふふふうにうにうにうに考考考考えましたえましたえましたえました。。。。日本経日本経日本経日本経済済済済新新新新聞聞聞聞がそのたがそのたがそのたがそのためめめめのののの役割役割役割役割をををを少少少少しはしはしはしは果果果果たせるのたせるのたせるのたせるのではないではないではないではないかかかかというというというというふふふふうにうにうにうに考考考考えたわえたわえたわえたわけけけけですですですです。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションというというというという言言言言葉葉葉葉をををを初初初初めめめめてててて日本経日本経日本経日本経済済済済新新新新聞聞聞聞のののの紙紙紙紙上上上上でででで使使使使っっっったわたわたわたわけけけけですですですです。。。。そのそのそのその後後後後、、、、ほかほかほかほかのののの新新新新聞聞聞聞社社社社ももももゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションというというというという言言言言葉葉葉葉をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん使使使使うようになりましたうようになりましたうようになりましたうようになりました。。。。最最最最後後後後までまでまでまでゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションというというというという言言言言葉葉葉葉をををを使使使使うことうことうことうことにににに抵抗抵抗抵抗抵抗していたしていたしていたしていた全全全全国国国国紙紙紙紙もありましたもありましたもありましたもありました。。。。日経日経日経日経がががが最初最初最初最初にににに使使使使ったったったった言言言言葉葉葉葉をををを使使使使いたくないというよういたくないというよういたくないというよういたくないというようなこだわりがあったのだとなこだわりがあったのだとなこだわりがあったのだとなこだわりがあったのだと思思思思いますいますいますいます。。。。ししししかかかかしししし、、、、1 年年年年もたつともたつともたつともたつと、、、、そのそのそのその新新新新聞聞聞聞社社社社ももももゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッションンンンというというというという言言言言葉葉葉葉をををを使使使使うようになってうようになってうようになってうようになって、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションというというというという言言言言葉葉葉葉ががががマスコミマスコミマスコミマスコミではではではでは一般用語一般用語一般用語一般用語になってきたわになってきたわになってきたわになってきたわけけけけですですですです。。。。 

  ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション構想構想構想構想はははは時代時代時代時代のののの要請要請要請要請にににに合合合合ったのだとったのだとったのだとったのだと思思思思いますいますいますいます。。。。またたくまたたくまたたくまたたく間間間間にににに環境省環境省環境省環境省ばばばばかかかかりではなくりではなくりではなくりではなく、、、、経経経経済産業済産業済産業済産業省省省省、、、、農水農水農水農水省省省省、、、、さらにさらにさらにさらに多多多多くのくのくのくの地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体がががが廃棄物処理対廃棄物処理対廃棄物処理対廃棄物処理対策策策策やややや、、、、あるいあるいあるいあるいはははは地地地地域振興域振興域振興域振興ののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドとしてとしてとしてとして盛盛盛盛んにんにんにんに使使使使ってくれるようになりましたってくれるようになりましたってくれるようになりましたってくれるようになりました。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学をををを舞台舞台舞台舞台ににににゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション活動活動活動活動をををを展展展展開開開開してきたしてきたしてきたしてきた私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、さらにさらにさらにさらに活動活動活動活動をををを全全全全国的国的国的国的にににに広広広広げていきたいとげていきたいとげていきたいとげていきたいと考考考考えましてえましてえましてえまして、、、、2000 年年年年 4 月月月月ににににゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムというというというという組織組織組織組織をををを立立立立ちちちち上上上上げてげてげてげて、、、、今今今今日日日日にににに至至至至っているわっているわっているわっているわけけけけでございますでございますでございますでございます。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、94 年年年年ににににゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションというというというという言言言言葉葉葉葉がががが発想発想発想発想さささされてれてれてれて、、、、2000 年年年年にににに 1 つのつのつのつの運運運運動体動体動体動体としてのとしてのとしてのとしての組織組織組織組織ができができができができ、、、、今今今今日日日日にににに至至至至ったということでございますったということでございますったということでございますったということでございます。。。。 

  このこのこのこの間間間間、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションのののの概念概念概念概念もももも時代時代時代時代のののの変化変化変化変化にににに応応応応じじじじてててて大大大大きくきくきくきく変変変変わってまいりましたわってまいりましたわってまいりましたわってまいりました。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの概念概念概念概念をををを拡拡拡拡大大大大させてさせてさせてさせて、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化のののの元凶元凶元凶元凶であるであるであるである CO2 というというというという廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ををををゼロゼロゼロゼロにににに近近近近づけづけづけづけるるるるたたたためめめめのののの低炭素低炭素低炭素低炭素社会社会社会社会づづづづくりのくりのくりのくりの実現実現実現実現、、、、これもこれもこれもこれも今今今今ややややゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムのののの非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきなターターターターゲゲゲゲットットットットになっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。このこのこのこの点点点点についてはまたについてはまたについてはまたについてはまた後後後後ほほほほどどどど私私私私のののの話話話話のののの中中中中でもでもでもでも触触触触れさせていれさせていれさせていれさせていただくことになるとただくことになるとただくことになるとただくことになると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  千葉市千葉市千葉市千葉市のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションのののの考考考考ええええ方方方方ををををぜひぜひぜひぜひ参参参参考考考考にしていただいてにしていただいてにしていただいてにしていただいて、、、、生生生生きききき生生生生きときときときとしたしたしたした地地地地域域域域づづづづくりくりくりくり、、、、さらにさらにさらにさらに地地地地域域域域のののの活活活活性性性性化化化化にににに取取取取りりりり組組組組んでいただんでいただんでいただんでいただけけけければればればれば非常非常非常非常にありがたいとにありがたいとにありがたいとにありがたいと思思思思いいいいますますますます。。。。燃燃燃燃えるごみをえるごみをえるごみをえるごみを 3 分分分分のののの 1 にするというのもにするというのもにするというのもにするというのもまさにまさにまさにまさにゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションののののコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトににににかかかかなうなうなうなう政策政策政策政策だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ききききょょょょうこれうこれうこれうこれかかかからららら講演講演講演講演、、、、そのそのそのその後後後後ののののシンポシンポシンポシンポジウジウジウジウムムムムなどがありますがなどがありますがなどがありますがなどがありますが、、、、よりよいよりよいよりよいよりよい千葉市千葉市千葉市千葉市をつくをつくをつくをつくるたるたるたるためめめめにににに皆様皆様皆様皆様のののの知恵知恵知恵知恵をををを結集結集結集結集していただしていただしていただしていただけけけければありがたいとればありがたいとればありがたいとればありがたいと願願願願いつついつついつついつつ、、、、私私私私のあいさつにのあいさつにのあいさつにのあいさつにかかかかええええさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  主催者主催者主催者主催者よりごあいさつよりごあいさつよりごあいさつよりごあいさつ申申申申しししし上上上上げましたげましたげましたげました。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、三橋先生三橋先生三橋先生三橋先生にににに、、、、第第第第 1 部部部部のののの基調講演基調講演基調講演基調講演 1 をおをおをおをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと存存存存じじじじまままますがすがすがすが、、、、そのそのそのその前前前前にににに、、、、舞台舞台舞台舞台上上上上のののの準備準備準備準備をさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます。。。。少少少少々々々々おおおお待待待待ちくださいちくださいちくださいちください。。。。（（（（舞台準備舞台準備舞台準備舞台準備）））） 
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基調講演基調講演基調講演基調講演 1 

 司会司会司会司会     それではそれではそれではそれでは、、、、第第第第 1 部部部部、、、、基調講演基調講演基調講演基調講演 1 のののの講師講師講師講師をおをおをおをお務務務務めめめめいただきますいただきますいただきますいただきます三橋先生三橋先生三橋先生三橋先生をををを改改改改めめめめてごてごてごてご紹介紹介紹介紹介ささささせていただきますせていただきますせていただきますせていただきます。。。。 

  三橋先生三橋先生三橋先生三橋先生はははは、、、、日本経日本経日本経日本経済済済済新新新新聞聞聞聞社社社社 OB でででで、、、、経経経経済済済済人人人人とととと環境環境環境環境 NGOやややや NPO とのとのとのとの交流交流交流交流をををを促促促促進進進進するするするする一一一一方方方方、、、、色色色色々々々々なななな大学大学大学大学でででで環境講環境講環境講環境講座座座座をををを開講開講開講開講しししし、、、、経経経経営営営営者者者者とととと学生学生学生学生とのとのとのとの直接直接直接直接対話対話対話対話にににに道道道道をををを開開開開くなどくなどくなどくなど、、、、独独独独自自自自のののの立立立立場場場場かかかからららら実践実践実践実践活動活動活動活動をををを続続続続けけけけていらっしゃいますていらっしゃいますていらっしゃいますていらっしゃいます。。。。2000 年年年年かかかからはらはらはらは、、、、千葉商科大学政策情報学部千葉商科大学政策情報学部千葉商科大学政策情報学部千葉商科大学政策情報学部教授教授教授教授をををを務務務務めめめめるるるる一方一方一方一方、、、、現在現在現在現在、、、、環境省中環境省中環境省中環境省中央央央央環境環境環境環境審審審審議会委員議会委員議会委員議会委員、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーラムラムラムラム自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表、、、、全全全全国地球国地球国地球国地球温暖温暖温暖温暖化化化化防止防止防止防止活動推進活動推進活動推進活動推進センターセンターセンターセンター（（（（ＪＣＣＣＡＪＣＣＣＡＪＣＣＣＡＪＣＣＣＡ））））運営運営運営運営委員会議長委員会議長委員会議長委員会議長などをなどをなどをなどを兼任兼任兼任兼任されておりますされておりますされておりますされております。。。。 

  本日本日本日本日のののの講演講演講演講演テーマテーマテーマテーマはははは、「、「、「、「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ととととゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション～～～～新新新新 3R のののの役割役割役割役割をををを考考考考えるえるえるえる～」～」～」～」ですですですです。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、三橋先生三橋先生三橋先生三橋先生、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 三橋国連大学三橋国連大学三橋国連大学三橋国連大学 ZEF 自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表 

  再再再再度度度度登登登登板板板板ということでということでということでということで、、、、恐縮恐縮恐縮恐縮ですですですです。「。「。「。「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ととととゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション～～～～新新新新 3R のののの役割役割役割役割をををを考考考考えるえるえるえる～」～」～」～」ということについてこれということについてこれということについてこれということについてこれかかかからおらおらおらお話話話話をさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  40 分分分分のののの予予予予定定定定でしたでしたでしたでしたけけけけれどもれどもれどもれども、、、、時間時間時間時間がががが少少少少ししししずずずずれれれれ込込込込んでんでんでんで、、、、2 時時時時 20 分分分分にはにはにはには終終終終えたいということえたいということえたいということえたいということなのでなのでなのでなので、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと話話話話をををを速速速速めめめめにににに進進進進めめめめささささせていただくということになるとせていただくということになるとせていただくということになるとせていただくということになると思思思思いますいますいますいますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ごごごご容容容容赦赦赦赦いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 地球地球地球地球とととと人間人間人間人間はははは長長長長いいいい間良間良間良間良好好好好なななな関係関係関係関係をををを維維維維持持持持してきたしてきたしてきたしてきた 

  長長長長いいいい間間間間、、、、自自自自然界然界然界然界とととと人間人間人間人間はははは非常非常非常非常にににに良良良良好好好好なななな関係関係関係関係をををを維維維維持持持持しししし、、、、仲良仲良仲良仲良くつきくつきくつきくつき合合合合ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。大大大大ききききなななな自自自自然然然然のののの中中中中にににに人間社会人間社会人間社会人間社会がががが包包包包まれてまれてまれてまれて、、、、自自自自然然然然のさまざまなのさまざまなのさまざまなのさまざまな恩恩恩恩恵恵恵恵をををを受受受受けけけけてててて、、、、ややややってきましたってきましたってきましたってきました。。。。人人人人類類類類のののの歴歴歴歴史史史史はははは 500 万万万万年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい前前前前にさにさにさにさかかかかののののぼぼぼぼることができますがることができますがることができますがることができますが、、、、それそれそれそれかかかかららららずずずずっとっとっとっと今今今今日日日日までまでまでまで、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく人人人人類類類類のののの歴歴歴歴史史史史のののの 99％％％％はははは自自自自然然然然とととと人間人間人間人間はははは非常非常非常非常にににに仲仲仲仲がよがよがよがよかかかかったわったわったわったわけけけけですですですです。。。。そのそのそのその関係関係関係関係がががが突突突突然然然然最近最近最近最近になってになってになってになって崩崩崩崩れてしまったということですれてしまったということですれてしまったということですれてしまったということです。。。。地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、酸酸酸酸性性性性雨雨雨雨のののの、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層のののの破壊破壊破壊破壊ななななどいろんなどいろんなどいろんなどいろんな問問問問題題題題がががが起起起起こってきてこってきてこってきてこってきて、、、、地球地球地球地球とととと人間人間人間人間とのとのとのとの折折折折りりりり合合合合いがいがいがいが極極極極端端端端にににに悪悪悪悪くなってしまいましくなってしまいましくなってしまいましくなってしまいましたたたた。。。。ななななぜぜぜぜ悪悪悪悪くなってしまったのくなってしまったのくなってしまったのくなってしまったのかかかかということでございますということでございますということでございますということでございますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、それはそれはそれはそれは、、、、地球地球地球地球ののののサスサスサスサステテテテナビナビナビナビリティリティリティリティがががが失失失失われてしまったことがわれてしまったことがわれてしまったことがわれてしまったことが原因原因原因原因ですですですです。。。。サステサステサステサステナビナビナビナビリティリティリティリティはははは持持持持続続続続可能性可能性可能性可能性とととと訳訳訳訳さささされていますれていますれていますれています。。。。このこのこのこの地球地球地球地球ののののサステサステサステサステナビナビナビナビリティリティリティリティがががが失失失失われてしまったたわれてしまったたわれてしまったたわれてしまったためめめめにににに地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題がががが起起起起ここここってきたというってきたというってきたというってきたというふふふふうにごうにごうにごうにご理解理解理解理解くださいくださいくださいください。。。。 

  これこれこれこれかかかからのらのらのらの話話話話しはしはしはしは、、、、大体大体大体大体レレレレジジジジュメュメュメュメにににに沿沿沿沿っておっておっておってお話話話話ししますのでししますのでししますのでししますので、、、、後後後後でそれをごらんいただでそれをごらんいただでそれをごらんいただでそれをごらんいただけけけければとればとればとればと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、地球地球地球地球ののののサステサステサステサステナビナビナビナビリテリテリテリティィィィとととと具具具具体的体的体的体的にはどのようなことをにはどのようなことをにはどのようなことをにはどのようなことを意味意味意味意味しているのでししているのでししているのでししているのでしょょょょううううかかかか。。。。決決決決してしてしてして難難難難しいことではありませんしいことではありませんしいことではありませんしいことではありません。。。。地球地球地球地球ののののサステサステサステサステナビナビナビナビリティリティリティリティとはとはとはとは、「、「、「、「健健健健全全全全なななな地球地球地球地球のののの営営営営みをみをみをみを、、、、過去過去過去過去かかかからららら現在現在現在現在、、、、そしてそしてそしてそして未来未来未来未来へへへへ、、、、途絶途絶途絶途絶えることなくえることなくえることなくえることなく引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐことことことこと」」」」ですですですです。。。。このこのこのこの何何何何ででででもないもないもないもない当当当当たりたりたりたり前前前前のことがのことがのことがのことが守守守守られられられられずずずず、、、、壊壊壊壊れてしまったたれてしまったたれてしまったたれてしまったためめめめ、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題がががが発発発発生生生生してしまったわしてしまったわしてしまったわしてしまったわけけけけですですですです。。。。 サステサステサステサステナビナビナビナビリティリティリティリティをををを維維維維持持持持するたするたするたするためめめめのののの３３３３条件条件条件条件 

  それではそれではそれではそれでは、、、、サステサステサステサステナビナビナビナビリティリティリティリティをををを維維維維持持持持していくたしていくたしていくたしていくためめめめにはどのようなにはどのようなにはどのようなにはどのような条件条件条件条件がががが必要必要必要必要なのでしなのでしなのでしなのでしょょょょううううかかかか。。。。ここにここにここにここに書書書書いてあるようにいてあるようにいてあるようにいてあるように少少少少なくともなくともなくともなくとも 3 つのつのつのつの条件条件条件条件がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。1 つはつはつはつは、、、、地球地球地球地球有限有限有限有限性性性性のののの認認認認識識識識ですですですです。。。。地球地球地球地球はははは無限無限無限無限ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。資源資源資源資源はははは、、、、使使使使えばえばえばえば使使使使ううううほほほほどどどど減減減減少少少少しししし、、、、ややややがてがてがてがて底底底底をついてをついてをついてをついてしまいますしまいますしまいますしまいます。。。。有害有害有害有害廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを自自自自然界然界然界然界にににに排出排出排出排出しししし続続続続けけけければればればれば、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境はどんどんはどんどんはどんどんはどんどん悪悪悪悪化化化化してしまうしてしまうしてしまうしてしまう。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、地球地球地球地球はははは有限有限有限有限なななな存在存在存在存在にもにもにもにもかかかかかかかかわらわらわらわらずずずず、、、、あたあたあたあたかかかかもももも無限無限無限無限のようにのようにのようにのように扱扱扱扱われましたわれましたわれましたわれました。。。。有限有限有限有限なななな地球地球地球地球のののの下下下下でででで、、、、経経経経済済済済はははは成成成成長長長長しししし続続続続けけけけ、、、、世界世界世界世界のののの人人人人口口口口もももも右肩右肩右肩右肩上上上上がりでがりでがりでがりで増増増増加加加加しししし続続続続けけけけ、、、、自自自自然然然然のののの浄浄浄浄化化化化力力力力をををを超超超超えてえてえてえて有害有害有害有害物物物物質質質質がががが排出排出排出排出されされされされ続続続続けけけけていますていますていますています。。。。このようなこのようなこのようなこのようなややややりりりり方方方方をしていればをしていればをしていればをしていれば、、、、どこどこどこどこかかかか
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でででで破綻破綻破綻破綻にににに突突突突きききき当当当当たることはたることはたることはたることは当然当然当然当然ですですですです。。。。ししししかかかかしししし、、、、現実現実現実現実のののの社会社会社会社会はははは、、、、地球地球地球地球をあたをあたをあたをあたかかかかもももも無限無限無限無限のののの存在存在存在存在のようにのようにのようにのように扱扱扱扱ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、地地地地球球球球ののののサステサステサステサステナビナビナビナビリティリティリティリティがががが失失失失われてしまったわわれてしまったわわれてしまったわわれてしまったわけけけけでででですすすす。。。。有限有限有限有限なななな地球地球地球地球というというというという前提前提前提前提にににに立立立立ってってってって、、、、経経経経済済済済活動活動活動活動、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの日日日日常常常常生活生活生活生活というものがというものがというものがというものが営営営営まれるまれるまれるまれる必要必要必要必要があるわがあるわがあるわがあるわけけけけですですですです。。。。 

  2番番番番目目目目がががが生生生生態系態系態系態系のののの全全全全体的体的体的体的なななな保保保保全全全全ですですですです。。。。現在現在現在現在私私私私たちがたちがたちがたちが生生生生きていくたきていくたきていくたきていくためめめめにににに必要必要必要必要なきれいななきれいななきれいななきれいな空空空空気気気気、、、、きれいなきれいなきれいなきれいな水水水水、、、、適正適正適正適正なななな温温温温度度度度、、、、これはこれはこれはこれは生生生生態系態系態系態系がががが存在存在存在存在することによってすることによってすることによってすることによって初初初初めめめめてててて守守守守られているわられているわられているわられているわけけけけですですですです。。。。生生生生態系態系態系態系がががが壊壊壊壊れてしまうとれてしまうとれてしまうとれてしまうと、、、、きれいなきれいなきれいなきれいな水水水水、、、、きれいなきれいなきれいなきれいな空空空空気気気気、、、、それそれそれそれかかかからららら適正適正適正適正なななな温温温温度度度度、、、、私私私私たたたたちがちがちがちが生生生生きていくたきていくたきていくたきていくためめめめにににに適正適正適正適正なななな温温温温度度度度、、、、これはこれはこれはこれは壊壊壊壊れてしまいますれてしまいますれてしまいますれてしまいます。。。。今今今今のののの地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化のののの有有有有力力力力なななな原原原原因因因因ののののひひひひとつがとつがとつがとつが生生生生態系態系態系態系のののの破壊破壊破壊破壊にににに起起起起因因因因しているわしているわしているわしているわけけけけですですですです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは生生生生態系態系態系態系のののの全全全全体体体体的的的的なななな保保保保全全全全にににに取取取取りりりり組組組組まなまなまなまなけけけければなりませんればなりませんればなりませんればなりません。。。。 

  それそれそれそれかかかからららら、、、、3 番番番番目目目目はははは、、、、未来未来未来未来世世世世代代代代へへへへのののの利利利利益益益益配配配配慮慮慮慮ですですですです。。。。まだまだまだまだ生生生生まれてきていないまれてきていないまれてきていないまれてきていない私私私私たちのたちのたちのたちの孫孫孫孫、、、、またそのまたそのまたそのまたその孫孫孫孫のののの孫孫孫孫というようなというようなというようなというような未来未来未来未来世世世世代代代代もももも私私私私たちとたちとたちとたちと同同同同様様様様にににに地球地球地球地球のさまざまなのさまざまなのさまざまなのさまざまな恩恩恩恩恵恵恵恵がががが得得得得られるられるられるられるようにようにようにように、、、、健健健健全全全全なななな地球地球地球地球をををを残残残残していしていしていしていかかかかなくはいなくはいなくはいなくはいけけけけませんませんませんません。。。。現在現在現在現在私私私私たちがたちがたちがたちが豊豊豊豊かかかかでででで便利便利便利便利なななな生活生活生活生活をすをすをすをするたるたるたるためめめめにににに資源資源資源資源をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん使使使使いいいい、、、、自自自自然然然然環境環境環境環境をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん破壊破壊破壊破壊するするするする、、、、そのそのそのその結果結果結果結果、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの未来未来未来未来世世世世代代代代がががが資源資源資源資源のののの乏乏乏乏しいしいしいしい、、、、汚汚汚汚れたれたれたれた地球地球地球地球をををを引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐようなことはようなことはようなことはようなことは、、、、人間人間人間人間としてとしてとしてとして許許許許されるされるされるされるべべべべきことできことできことできことではありませんはありませんはありませんはありません。。。。ややややはりはりはりはり未来未来未来未来世世世世代代代代へへへへのののの利利利利益益益益配配配配慮慮慮慮がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。アアアアメメメメリカリカリカリカ先先先先住住住住民民民民のののの間間間間にはにはにはには、、、、7 代先代先代先代先のののの子子子子孫孫孫孫にににに現在現在現在現在のののの自分自分自分自分たちがたちがたちがたちが享受享受享受享受しているしているしているしている健健健健全全全全なななな自自自自然然然然をををを残残残残さなさなさなさなけけけければならないというればならないというればならないというればならないという教教教教えがえがえがえが親親親親かかかからららら子子子子、、、、子子子子かかかからららら孫孫孫孫へへへへとととと代代代代々々々々伝伝伝伝えられていたそうですえられていたそうですえられていたそうですえられていたそうです。。。。未来未来未来未来世世世世代代代代へへへへのののの利利利利益益益益配配配配慮慮慮慮とはとはとはとは、、、、そうそうそうそういうことですいうことですいうことですいうことです。。。。 ２０２０２０２０世世世世紀後紀後紀後紀後半半半半のののの膨張膨張膨張膨張のののの時代時代時代時代ががががサステサステサステサステナビナビナビナビリティリティリティリティをををを壊壊壊壊してしまったしてしまったしてしまったしてしまった 

  ところがところがところがところが、、、、1950 年年年年かかかからららら 2000 年年年年、、、、つまりつまりつまりつまり 20世世世世紀紀紀紀のののの後後後後半半半半のののの半世半世半世半世紀紀紀紀、、、、膨張膨張膨張膨張のののの時代時代時代時代とととと言言言言われてわれてわれてわれていますがいますがいますがいますが、、、、世界世界世界世界経経経経済済済済はははは爆爆爆爆発発発発的的的的にににに拡拡拡拡大大大大いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。たとえばたとえばたとえばたとえば、、、、1950 年年年年のののの世界世界世界世界人人人人口口口口はははは 25億億億億人人人人だったのがだったのがだったのがだったのが、、、、わわわわずかずかずかずか 50 年後年後年後年後のののの 2000 年年年年にはにはにはには 61億億億億人人人人にににに、、、、2.4倍倍倍倍もももも増増増増えてしまうえてしまうえてしまうえてしまう。。。。GDP もももも、、、、世世世世界界界界 GDP がががが 3.8 兆兆兆兆ドドドドルルルルだったのがだったのがだったのがだったのが、、、、8.1 倍倍倍倍、、、、30 兆兆兆兆ドドドドルルルルにもにもにもにも増増増増えてしまうえてしまうえてしまうえてしまう。。。。こういうようなこういうようなこういうようなこういうような形形形形でででで、、、、1950 年年年年かかかからららら 2000 年年年年のののの、、、、ごくごくごくごく最近最近最近最近のののの半世半世半世半世紀紀紀紀のののの膨張膨張膨張膨張のののの時代時代時代時代をををを経経経経てててて、、、、地球地球地球地球のののの限限限限界界界界があらわにがあらわにがあらわにがあらわになってきたわなってきたわなってきたわなってきたわけけけけですですですです。。。。 

  小麦小麦小麦小麦についてもについてもについてもについても、、、、1950 年年年年にはにはにはには 1.4億億億億トントントントン、、、、それがそれがそれがそれが 2000 年年年年にににに 5.8億億億億トントントントン、、、、もうこれでもうこれでもうこれでもうこれで地球地球地球地球のののの使使使使えるえるえるえる穀穀穀穀物物物物生生生生産産産産のののの農農農農地地地地はもうはもうはもうはもうぎぎぎぎりりりりぎぎぎぎりですりですりですりです。。。。これこれこれこれ以以以以上人上人上人上人口口口口がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん増増増増えればえればえればえれば、、、、とてもとてもとてもとても食糧食糧食糧食糧はははは賄賄賄賄いいいい切切切切れなくなってしまうれなくなってしまうれなくなってしまうれなくなってしまう。。。。このこのこのこの膨張膨張膨張膨張のののの時代時代時代時代をををを経経経経てててて、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊がががが起起起起こっこっこっこってきましたてきましたてきましたてきました。。。。温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層のののの破壊破壊破壊破壊、、、、酸酸酸酸性性性性雨雨雨雨、、、、いろいろありますいろいろありますいろいろありますいろいろあります。。。。最近最近最近最近ではではではでは、、、、異異異異常常常常気気気気象象象象、、、、海面海面海面海面水水水水位位位位のののの上上上上昇昇昇昇などのなどのなどのなどのささささまざまなまざまなまざまなまざまな環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊がががが起起起起こってこってこってこって私私私私たちたちたちたち人人人人類類類類のののの生生生生存存存存条件条件条件条件をををを脅脅脅脅かかかかしてきしてきしてきしてきているわているわているわているわけけけけですですですです。。。。 

  環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん進進進進むむむむだだだだけけけけではございませんではございませんではございませんではございません。。。。地球地球地球地球にあるにあるにあるにある資源資源資源資源もももも今今今今どんどんどんどんどんどんどんどん減減減減ってきってきってきってきていますていますていますています。。。。このこのこのこの図図図図はははは、、、、地地地地下下下下資源資源資源資源をををを 100 としてとしてとしてとして、、、、既既既既にににに発発発発掘掘掘掘されてされてされてされて使使使使われてしまったわれてしまったわれてしまったわれてしまった資源資源資源資源のののの量量量量をををを黒印黒印黒印黒印でででで表表表表現現現現しているわしているわしているわしているわけけけけですですですです。。。。これをこれをこれをこれを見見見見るとるとるとると明明明明ららららかかかかなようになようになようになように、、、、地球地球地球地球資源資源資源資源のうちのうちのうちのうち、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、水水水水銀銀銀銀ととととかかかか、、、、銀銀銀銀ととととかかかか、、、、ススススズズズズととととかかかか、、、、鉛鉛鉛鉛ととととかかかか、、、、金金金金ととととかかかか、、、、黒棒黒棒黒棒黒棒がががが長長長長いところはいところはいところはいところは、、、、もうもうもうもう地地地地下下下下ににににほほほほとんとんとんとんどどどど資源資源資源資源はなくなってしまはなくなってしまはなくなってしまはなくなってしまっていますっていますっていますっています。。。。発発発発掘掘掘掘してしてしてして、、、、使使使使ってしまったわってしまったわってしまったわってしまったわけけけけですですですです。。。。銅銅銅銅もももも、、、、大体大体大体大体 50％％％％ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが使使使使われていますわれていますわれていますわれています。。。。無限無限無限無限にあるとにあるとにあるとにあると言言言言われているわれているわれているわれている鉄鉄鉄鉄もももも、、、、30％％％％ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが使使使使われてしまっわれてしまっわれてしまっわれてしまっていますていますていますています。。。。現在現在現在現在、、、、銅銅銅銅ととととかかかか鉄鉄鉄鉄などのなどのなどのなどの資源消費量資源消費量資源消費量資源消費量はははは非常非常非常非常にににに増増増増えていますえていますえていますえていますかかかからららら、、、、今今今今のままののままののままののままのテンテンテンテンポポポポでででで使使使使えばえばえばえば、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく今世今世今世今世紀紀紀紀のののの半半半半ばばばば、、、、2050 年年年年ぐぐぐぐらいにはらいにはらいにはらいには、、、、枯渇枯渇枯渇枯渇してしまうおそれがありましてしまうおそれがありましてしまうおそれがありましてしまうおそれがありますすすす。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、今今今今やややや膨張膨張膨張膨張のののの時代時代時代時代をををを経経経経てててて、、、、地球地球地球地球のののの限限限限界界界界がががが非常非常非常非常にににに明明明明ららららかかかかになってきたわになってきたわになってきたわになってきたわけけけけですですですです。。。。 自自自自然然然然満満満満足足足足度度度度曲線曲線曲線曲線でででで見見見見るるるる地球地球地球地球のののの限限限限界界界界 

  現在現在現在現在私私私私たちがたちがたちがたちが置置置置かかかかれているれているれているれている歴歴歴歴史的史的史的史的状況状況状況状況をををを認認認認識識識識するたするたするたするためめめめののののグラフグラフグラフグラフがここにがここにがここにがここに示示示示したしたしたした、、、、自自自自然然然然満満満満足足足足度度度度曲線曲線曲線曲線ですですですです。。。。縦軸縦軸縦軸縦軸にににに社会的社会的社会的社会的厚厚厚厚生生生生（（（（生活生活生活生活のののの満満満満足足足足度度度度）、）、）、）、横軸横軸横軸横軸がががが自自自自然然然然のののの利用利用利用利用となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。００００点点点点はははは自自自自然然然然がまったくがまったくがまったくがまったく利用利用利用利用されていないされていないされていないされていない状態状態状態状態、、、、逆逆逆逆ににににＤＤＤＤ点点点点はははは自自自自然然然然がががが１００１００１００１００％％％％利用利用利用利用されつくしたされつくしたされつくしたされつくした
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状態状態状態状態でででで、、、、社会的社会的社会的社会的厚厚厚厚生生生生はともにはともにはともにはともにゼロゼロゼロゼロ。。。。B点点点点はははは、、、、自自自自然然然然のののの環境環境環境環境許許許許容容容容限限限限度度度度ですですですです。。。。B点点点点をををを境境境境にしてにしてにしてにして、、、、自自自自然然然然満満満満足足足足度度度度曲線曲線曲線曲線のののの方向方向方向方向がががが変変変変わってきますわってきますわってきますわってきます。。。。B 点点点点のののの左側左側左側左側のののの世界世界世界世界はははは、、、、自自自自然然然然をををを利用利用利用利用すればするすればするすればするすればするほほほほどどどど社会的社会的社会的社会的厚厚厚厚生生生生、、、、別別別別のののの言言言言葉葉葉葉でいえばでいえばでいえばでいえば生活生活生活生活のののの満満満満足足足足度度度度はははは高高高高くなっていきますくなっていきますくなっていきますくなっていきます。。。。自自自自然然然然満満満満足足足足度度度度曲線曲線曲線曲線はははは、、、、右肩右肩右肩右肩上上上上がりでがりでがりでがりで上上上上昇昇昇昇しますしますしますします。。。。ししししかかかかしながらしながらしながらしながら、、、、B 点点点点のののの右側右側右側右側のののの世界世界世界世界だとだとだとだと、、、、自自自自然然然然をををを利用利用利用利用すればするすればするすればするすればするほほほほどどどど満満満満足足足足度度度度はどんどんはどんどんはどんどんはどんどん落落落落ちていちていちていちていきますきますきますきます。。。。これがこれがこれがこれが自自自自然然然然満満満満足足足足度度度度曲線曲線曲線曲線ですですですです。。。。繰繰繰繰りりりり返返返返しますがしますがしますがしますが、、、、B点点点点のののの左側左側左側左側のののの世界世界世界世界はははは、、、、自自自自然然然然をををを利用利用利用利用すればするすればするすればするすればするほほほほどどどど社会的社会的社会的社会的厚厚厚厚生生生生、、、、生活生活生活生活のののの満満満満足足足足度度度度はどんどんはどんどんはどんどんはどんどん上上上上ががががっていくわっていくわっていくわっていくわけけけけですですですです。。。。自自自自然然然然をををを切切切切りりりり開開開開いていていていて道路道路道路道路をつくったりをつくったりをつくったりをつくったり、、、、鉄道鉄道鉄道鉄道をををを敷敷敷敷いたりいたりいたりいたり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは工工工工場場場場をつくったりをつくったりをつくったりをつくったり、、、、住宅住宅住宅住宅をつくったりすることでをつくったりすることでをつくったりすることでをつくったりすることで生活生活生活生活のののの利便性利便性利便性利便性がががが急速急速急速急速にににに高高高高まりますまりますまりますまります。。。。またまたまたまた、、、、自自自自然界然界然界然界にににに存在存在存在存在するさまざまなするさまざまなするさまざまなするさまざまな資源資源資源資源をををを使使使使ってってってって自動自動自動自動車車車車をつくったりをつくったりをつくったりをつくったり、、、、家家家家電製品電製品電製品電製品をつくったりをつくったりをつくったりをつくったり、、、、家家家家具具具具をつくったりするをつくったりするをつくったりするをつくったりするほほほほどどどど、、、、生活生活生活生活のののの満満満満足足足足度度度度はははは上上上上がっていくわがっていくわがっていくわがっていくわけけけけですですですです。。。。 ししししかかかかしししし、、、、自自自自然然然然はははは利用利用利用利用すればするすればするすればするすればするほほほほどどこまでもどどこまでもどどこまでもどどこまでも満満満満足足足足度度度度がががが向向向向上上上上するわするわするわするわけけけけではありませんではありませんではありませんではありません。。。。環境環境環境環境許許許許容容容容限限限限度度度度をををを超超超超えてえてえてえて過剰過剰過剰過剰にににに自自自自然然然然をををを利用利用利用利用するようになればするようになればするようになればするようになれば、、、、満満満満足足足足度度度度はははは逆逆逆逆にどんどんにどんどんにどんどんにどんどん落落落落ちてちてちてちてしまいますしまいますしまいますしまいます。。。。 現在現在現在現在私私私私たちはこのたちはこのたちはこのたちはこの C 点点点点のののの近近近近くにいるというくにいるというくにいるというくにいるというふふふふうにうにうにうに考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。このこのこのこの C 点点点点のののの満満満満足足足足度度度度、、、、
W1 というのはというのはというのはというのは、、、、B のののの上上上上のののの満満満満足足足足度度度度、、、、W0 よりよりよりより低低低低くなっていますくなっていますくなっていますくなっています。。。。ななななぜぜぜぜこういうこういうこういうこういう現現現現象象象象がががが起起起起こるこるこるこるののののかかかかというとというとというとというと、、、、B 点点点点のののの右側右側右側右側のののの世界世界世界世界ではすでにではすでにではすでにではすでに自自自自然然然然はははは過剰過剰過剰過剰消費消費消費消費されているわされているわされているわされているわけけけけですですですです。。。。そのそのそのその結結結結果果果果、、、、様様様様々々々々なななな公害公害公害公害がががが発発発発生生生生しますしますしますします。。。。地球規地球規地球規地球規模模模模のののの環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊もももも起起起起こってきますこってきますこってきますこってきます。。。。温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層破壊破壊破壊破壊、、、、酸酸酸酸性性性性雨雨雨雨のののの発発発発生生生生などがそのなどがそのなどがそのなどがその具具具具体体体体例例例例ですですですです。。。。さらにさらにさらにさらに私私私私たちのたちのたちのたちの気気気気持持持持ちをちをちをちを癒癒癒癒してくれるしてくれるしてくれるしてくれる森森森森もももも今今今今どんどんどんどんどんどんどんどん減減減減少少少少していましていましていましていますすすす。。。。そういうそういうそういうそういうマイマイマイマイナナナナススススのののの相相相相乗効果乗効果乗効果乗効果としてとしてとしてとして、、、、C 点点点点のののの近近近近傍傍傍傍ではではではでは、、、、満満満満足足足足度度度度がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん落落落落ちてきているわちてきているわちてきているわちてきているわけけけけですですですです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、もうこれもうこれもうこれもうこれ以以以以上自上自上自上自然然然然をををを過剰過剰過剰過剰にどんどんにどんどんにどんどんにどんどん利利利利用用用用してもしてもしてもしても、、、、社会的社会的社会的社会的厚厚厚厚生生生生はははは向向向向上上上上しませんしませんしませんしません。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、これこれこれこれかかかからはこのらはこのらはこのらはこの C 点近点近点近点近傍傍傍傍でででで生活生活生活生活をしてをしてをしてをしているのだといういるのだといういるのだといういるのだという前提前提前提前提でででで、、、、経経経経済済済済活動活動活動活動をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、日日日日常常常常生活生活生活生活をををを送送送送るということがるということがるということがるということが必要必要必要必要になってくになってくになってくになってくるわるわるわるわけけけけですですですです。。。。 フローフローフローフローととととストックストックストックストックのののの関係関係関係関係 電通電通電通電通ＰＲＰＲＰＲＰＲセンターセンターセンターセンターがががが作作作作成成成成したしたしたした戦戦戦戦略略略略 10訓訓訓訓がありますがありますがありますがあります。。。。B点点点点のののの左側左側左側左側のののの世界世界世界世界のののの雰囲雰囲雰囲雰囲気気気気がががが見見見見ごとごとごとごとにににに表表表表現現現現されていますされていますされていますされています。。。。自自自自然然然然をできるだをできるだをできるだをできるだけけけけ速速速速やかやかやかやかにににに利用利用利用利用することですることですることですることで、、、、社会的社会的社会的社会的厚厚厚厚生生生生、、、、生活生活生活生活のののの満満満満足足足足度度度度をををを高高高高めめめめるこるこるこることができたとができたとができたとができた時代時代時代時代のののの空空空空気気気気がががが分分分分かかかかりますりますりますります。。。。むむむむだだだだ使使使使いをいをいをいを奨励奨励奨励奨励しししし、、、、資源資源資源資源をををを浪浪浪浪費費費費するするするすることがことがことがことが経経経経済成済成済成済成長長長長をををを高高高高めめめめるたるたるたるためめめめにににに必要必要必要必要だっただっただっただった時代時代時代時代ですですですです。。。。もっともっともっともっと使使使使わせろわせろわせろわせろ、、、、捨捨捨捨てさせろてさせろてさせろてさせろ、、、、むむむむだだだだ使使使使いさせろなどいさせろなどいさせろなどいさせろなど１０１０１０１０項項項項がががが挙挙挙挙げられていますげられていますげられていますげられています。。。。膨張膨張膨張膨張のののの時代時代時代時代はまさにこういうはまさにこういうはまさにこういうはまさにこういう考考考考ええええ方方方方でででで実現実現実現実現ししししたわたわたわたわけけけけでございますでございますでございますでございます。。。。 

B 点点点点のののの右側右側右側右側のののの世界世界世界世界はははは、、、、戦戦戦戦略略略略１０１０１０１０訓訓訓訓ではではではではややややっていっていっていっていけけけけませんませんませんません。。。。逆逆逆逆にににに新新新新しいしいしいしい戦戦戦戦略略略略 5 訓訓訓訓、、、、足足足足るをるをるをるを知知知知るるるる、、、、大事大事大事大事にににに使使使使うううう、、、、資源資源資源資源生生生生産性産性産性産性をををを高高高高めめめめようようようよう、、、、流流流流行行行行をををを追追追追うなうなうなうな、、、、自自自自然然然然ののののリリリリズズズズムムムムをををを尊重尊重尊重尊重せよなどせよなどせよなどせよなどですですですです。。。。春春春春になればになればになればになれば食食食食べべべべられるられるられるられるイイイイチゴチゴチゴチゴをををを温室温室温室温室でででで促促促促成成成成栽培栽培栽培栽培してしてしてして冬冬冬冬にににに食食食食べべべべればればればれば、、、、膨膨膨膨大大大大ななななエネルエネルエネルエネルギギギギーーーーがががが必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。。。。春春春春、、、、自自自自然然然然にににに育育育育ったったったったイイイイチゴチゴチゴチゴをををを食食食食べべべべればいいのですればいいのですればいいのですればいいのです。。。。そういうようなこそういうようなこそういうようなこそういうようなことでとでとでとで自自自自然然然然ののののリリリリズズズズムムムムをををを尊重尊重尊重尊重していくことがこれしていくことがこれしていくことがこれしていくことがこれかかかからららら必要必要必要必要になってきているわになってきているわになってきているわになってきているわけけけけですですですです。。。。 次次次次にににに循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを説明説明説明説明したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますがそのいますがそのいますがそのいますがその前前前前にににに、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと回回回回りりりり道道道道になりますになりますになりますになりますけけけけれどれどれどれど経経経経済済済済学学学学のののの言言言言葉葉葉葉をををを 2 つだつだつだつだけけけけ覚覚覚覚えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。1 つはつはつはつはフローフローフローフローというというというという言言言言葉葉葉葉ですですですです。。。。フローフローフローフローとはとはとはとは、、、、一定一定一定一定期期期期間間間間、、、、例例例例えばえばえばえば 1 年間年間年間年間にににに新新新新たにつくりたにつくりたにつくりたにつくり出出出出されたされたされたされた付付付付加加加加価価価価値値値値のののの合合合合計計計計のことですのことですのことですのことです。。。。ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ（（（（国国国国内内内内総総総総生生生生産産産産））））ははははフローフローフローフローをををを代表代表代表代表するするするする経経経経済指標済指標済指標済指標ですですですです。。。。もうもうもうもう一一一一つがつがつがつがストックストックストックストックというというというという言言言言葉葉葉葉ですですですです。。。。一定一定一定一定時時時時点点点点にににに存在存在存在存在するするするする経経経経済済済済財財財財のののの存在量存在量存在量存在量のことですのことですのことですのことです。。。。フローフローフローフローととととストックストックストックストックのののの間間間間にはにはにはには非非非非常常常常にににに密接密接密接密接なななな関係関係関係関係があがあがあがありますりますりますります。。。。フローフローフローフローのののの一一一一部部部部がががが翌翌翌翌年年年年ののののストックストックストックストックにににに積積積積みみみみ増増増増されるというされるというされるというされるという関係関係関係関係ですですですです。。。。住宅住宅住宅住宅をををを考考考考えてみえてみえてみえてみましましましましょょょょうううう。。。。あるあるあるある年年年年のののの住宅住宅住宅住宅ののののフローフローフローフローはははは、、、、A＋＋＋＋C1、、、、これはそのこれはそのこれはそのこれはその年年年年にににに新新新新たにできたたにできたたにできたたにできた新新新新築住宅築住宅築住宅築住宅ですですですです。。。。それそれそれそれかかかからららら、、、、B＋＋＋＋C2 というのはというのはというのはというのは、、、、既既既既にににに過去過去過去過去かかかからららら存在存在存在存在しているしているしているしている住宅住宅住宅住宅のののの数数数数ですですですです。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、翌翌翌翌年年年年のののの住宅住宅住宅住宅はどうはどうはどうはどうなるでしなるでしなるでしなるでしょょょょううううかかかか。。。。C1 とととと C2 をををを除除除除いたいたいたいた A＋＋＋＋B がががが翌翌翌翌年年年年のののの新新新新ストックストックストックストック、、、、住宅住宅住宅住宅のののの総総総総数数数数になるわになるわになるわになるわけけけけですですですです。。。。C1、、、、C2 はははは、、、、そのそのそのその年年年年にににに火災火災火災火災やややや洪洪洪洪水水水水などでなくなってしまったなどでなくなってしまったなどでなくなってしまったなどでなくなってしまった住宅住宅住宅住宅のののの数数数数。。。。そそそそのののの部分部分部分部分をををを引引引引くわくわくわくわけけけけですですですです。。。。 
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さてさてさてさて、、、、このこのこのこの図図図図をごらんくださいをごらんくださいをごらんくださいをごらんください。。。。戦後戦後戦後戦後のののの日本日本日本日本をををを頭頭頭頭にににに浮浮浮浮かべかべかべかべていたていたていたていただきたいとだきたいとだきたいとだきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。戦後戦後戦後戦後のののの日本日本日本日本はははは、、、、戦戦戦戦争争争争ででででストックストックストックストックがががが大大大大幅幅幅幅にににに破壊破壊破壊破壊されてしまいましたされてしまいましたされてしまいましたされてしまいました。。。。工工工工場場場場、、、、鉄道鉄道鉄道鉄道、、、、道路道路道路道路、、、、一一一一般般般般住宅住宅住宅住宅、、、、あらゆるものがあらゆるものがあらゆるものがあらゆるものが戦戦戦戦争争争争でででで灰灰灰灰になってしまったわになってしまったわになってしまったわになってしまったわけけけけですですですです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、戦後戦後戦後戦後のののの日本日本日本日本ははははストックストックストックストックがががが非常非常非常非常にににに不足不足不足不足したしたしたした経経経経済済済済だったわだったわだったわだったわけけけけですですですです。。。。不足不足不足不足しているしているしているしているストックストックストックストックをををを増増増増ややややすたすたすたすためめめめにはにはにはには新新新新しいしいしいしい製品製品製品製品やややや住宅住宅住宅住宅をどんどんつくるをどんどんつくるをどんどんつくるをどんどんつくる、、、、別別別別のののの言言言言いいいい方方方方をすればをすればをすればをすれば、、、、フローフローフローフローをををを大大大大幅幅幅幅にににに増増増増ややややすすすす必要必要必要必要ががががあったわあったわあったわあったわけけけけですですですです。。。。フローフローフローフローをををを増増増増ややややすということはすということはすということはすということはＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰをををを増増増増ややややすということでありすということでありすということでありすということであり、、、、ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰをををを増増増増ややややすたすたすたすためめめめにはにはにはには、、、、高度高度高度高度成成成成長政策長政策長政策長政策がががが必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。。。。そのたそのたそのたそのためめめめのののの方方方方法法法法がががが、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消費消費消費消費、、、、大大大大量廃量廃量廃量廃棄棄棄棄ととととワンワンワンワンウウウウエイエイエイエイ型型型型（（（（一方一方一方一方通通通通行型行型行型行型））））のののの経経経経済済済済システムシステムシステムシステムですですですです。。。。戦後戦後戦後戦後のののの日本日本日本日本がががが高度高度高度高度成成成成長政策長政策長政策長政策をををを追求追求追求追求してきたのはしてきたのはしてきたのはしてきたのは、、、、ストックストックストックストック不足不足不足不足をををを補補補補うたうたうたうためめめめ、、、、フローフローフローフローをををを短短短短期期期期間間間間にににに増増増増ややややすすすす必要必要必要必要があがあがあがあったたったたったたったためめめめですですですです。。。。 そのおそのおそのおそのお陰陰陰陰でででで、、、、今今今今のののの日本日本日本日本はははは、、、、地球地球地球地球のののの限限限限界界界界にはにはにはには直面直面直面直面しているもののしているもののしているもののしているものの、、、、ストックストックストックストックがががが非常非常非常非常にににに充充充充実実実実したしたしたした社会社会社会社会になっていますになっていますになっていますになっています。。。。もうもうもうもう新新新新品品品品のののの製品製品製品製品をどんどんつくるをどんどんつくるをどんどんつくるをどんどんつくる必要必要必要必要はありませんはありませんはありませんはありません。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの自自自自然然然然満満満満足足足足度度度度曲線曲線曲線曲線ににににストックストックストックストックのののの考考考考ええええ方方方方をををを加加加加えたのがこのえたのがこのえたのがこのえたのがこの図図図図ですですですです。。。。このこのこのこの黄色黄色黄色黄色いいいい部分部分部分部分ががががストックストックストックストックですですですです。。。。ＢＢＢＢ点点点点のののの左側左側左側左側のののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、ストックストックストックストックがががが非常非常非常非常にににに不足不足不足不足していたのでしていたのでしていたのでしていたので、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産によってどによってどによってどによってどんどんんどんんどんんどんフローフローフローフローをををを増増増増ややややすすすす必要必要必要必要があっがあっがあっがあったわたわたわたわけけけけですですですです。。。。ししししかかかかしししし、、、、B 点点点点のののの右側右側右側右側のののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、黄色黄色黄色黄色いいいい部部部部分分分分、、、、ストックストックストックストックがががが非常非常非常非常にににに充充充充実実実実していますしていますしていますしています。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、フローフローフローフローとしてのとしてのとしてのとしての新新新新品品品品をどんどんつくをどんどんつくをどんどんつくをどんどんつくるるるる必要必要必要必要はありませんはありませんはありませんはありません。。。。 ストックストックストックストック重視重視重視重視のののの経経経経済済済済へへへへ転換転換転換転換 これこれこれこれかかかからのらのらのらの時代時代時代時代、、、、つまりつまりつまりつまりＢＢＢＢ点点点点のののの右側右側右側右側のののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、ストックストックストックストックをををを有有有有効効効効にににに活活活活用用用用することですることですることですることで成成成成りりりり立立立立つつつつ新新新新しいしいしいしい経経経経済済済済をつくっていくをつくっていくをつくっていくをつくっていく必要必要必要必要があるわがあるわがあるわがあるわけけけけですですですです。。。。すでにすでにすでにすでに存在存在存在存在しているしているしているしている既存既存既存既存のののの製品製品製品製品をでをでをでをできるだきるだきるだきるだけけけけ長長長長くくくく使使使使っていくことでっていくことでっていくことでっていくことで成成成成りりりり立立立立つつつつ経経経経済済済済ですですですです。。。。B 点点点点のののの左側左側左側左側はははは、、、、新新新新品品品品をどんどんつくるをどんどんつくるをどんどんつくるをどんどんつくることでことでことでことで成成成成りりりり立立立立つつつつ経経経経済済済済だったわだったわだったわだったわけけけけですですですです。。。。当然当然当然当然投入投入投入投入資源資源資源資源、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーーがががが多多多多くなるくなるくなるくなる経経経経済済済済ですですですです。。。。ここここのののの違違違違いをいをいをいをぜひぜひぜひぜひごごごご理理理理解解解解いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 ストックストックストックストックをうまくをうまくをうまくをうまく活活活活用用用用していくしていくしていくしていく社会社会社会社会がががが循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ににににほかほかほかほかならないわならないわならないわならないわけけけけですですですです。。。。ストックストックストックストックをををを有有有有効効効効にににに活活活活用用用用するするするする方方方方法法法法としてとしてとしてとして、、、、資源資源資源資源生生生生産性産性産性産性をををを向向向向上上上上させることがさせることがさせることがさせることが必要必要必要必要ですですですです。。。。資源資源資源資源生生生生産性産性産性産性とはとはとはとは、、、、最最最最小小小小のののの資源資源資源資源投入投入投入投入でででで最最最最大大大大ののののアアアアウウウウトプットトプットトプットトプット（（（（製品製品製品製品ややややサーサーサーサービビビビスススス））））をををを生生生生みみみみ出出出出すことですすことですすことですすことです。。。。このこのこのこの表表表表でででで、、、、資源資源資源資源生生生生産性産性産性産性をををを高高高高めめめめるるるる方方方方法法法法がががが 1かかかからららら 10 までまでまでまで挙挙挙挙げられていますげられていますげられていますげられています。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産・・・・大大大大量消費量消費量消費量消費・・・・大大大大量廃棄量廃棄量廃棄量廃棄というというというという経経経経済済済済システムシステムシステムシステムをををを改改改改めめめめてててて、、、、適正適正適正適正生生生生産産産産・・・・適正適正適正適正消費消費消費消費・・・・ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションというというというという、、、、いわばいわばいわばいわば円形円形円形円形、、、、丸丸丸丸いいいい形形形形、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは循環型循環型循環型循環型のののの経経経経済済済済システムシステムシステムシステムにににに作作作作りりりり変変変変えることによってえることによってえることによってえることによって、、、、ストッストッストッストッククククをををを有有有有効効効効にににに活活活活用用用用することができますすることができますすることができますすることができます。。。。 

3R（（（（リデリデリデリデュュュュースースースース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル））））ももももストックストックストックストックをををを有有有有効効効効にににに活活活活用用用用するたするたするたするためめめめのののの非常非常非常非常にににに好好好好ましいましいましいましい 1 つのつのつのつの手手手手段段段段ですですですです。。。。重厚重厚重厚重厚長大型長大型長大型長大型のののの技術技術技術技術をををを軽薄短小軽薄短小軽薄短小軽薄短小型型型型のののの技術技術技術技術にににに切切切切りりりりかかかかえていくえていくえていくえていく、、、、あるいあるいあるいあるいはははは使使使使いいいい捨捨捨捨てててて商商商商品品品品ををををやめやめやめやめてててて、、、、できるだできるだできるだできるだけけけけ長長長長寿寿寿寿商商商商品品品品、、、、長長長長持持持持ちするちするちするちする商商商商品品品品をつくっていくをつくっていくをつくっていくをつくっていく。。。。こういこういこういこういうようなうようなうようなうような形形形形ででででストックストックストックストックをををを有有有有効効効効にににに活活活活用用用用していくことによってしていくことによってしていくことによってしていくことによって成成成成りりりり立立立立つつつつ経経経経済済済済がこれがこれがこれがこれかかかからはらはらはらは必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。。。。 製品製品製品製品ののののライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクルかかかからららら見見見見たたたた新新新新３３３３ＲＲＲＲ ストックストックストックストックをををを有有有有効効効効にににに活活活活用用用用するというのはするというのはするというのはするというのは、、、、資源資源資源資源節節節節約約約約型型型型、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向けけけけたたたたアプアプアプアプローローローローチチチチににににほかほかほかほかなりませんなりませんなりませんなりません。。。。そこそこそこそこでででで、、、、ストックストックストックストックのののの有有有有効効効効活活活活用用用用というというというという視視視視点点点点かかかからららら、、、、新新新新 3R というというというという新新新新ししししいいいい概念概念概念概念をををを提案提案提案提案したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ななななぜぜぜぜ 3R ではなくてではなくてではなくてではなくて、「、「、「、「新新新新」」」」がつくがつくがつくがつくかかかかというとというとというとというと、、、、現在現在現在現在環境環境環境環境省省省省、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは多多多多くのくのくのくの地地地地方方方方自治体自治体自治体自治体がががが取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる 3R というのはというのはというのはというのは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物になったになったになったになった製品製品製品製品のののの有有有有効効効効活活活活用用用用というというというという問問問問題題題題意識意識意識意識かかかかららららスタートスタートスタートスタートしていますしていますしていますしています。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして、、、、私私私私のののの提案提案提案提案するするするする新新新新３３３３ＲＲＲＲはははは、、、、製品製品製品製品ののののライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクル全全全全体体体体でででで 3R をををを実践実践実践実践すすすすべべべべきだというきだというきだというきだという新新新新しいしいしいしい提案提案提案提案であるわであるわであるわであるわけけけけですですですです。。。。 製品製品製品製品ののののライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクルというというというという場合場合場合場合、、、、原材料原材料原材料原材料をををを調調調調達達達達してしてしてして、、、、製品製品製品製品をつくるをつくるをつくるをつくる段段段段階階階階、、、、それをそれをそれをそれを流通流通流通流通・・・・消費消費消費消費・・・・使用使用使用使用するするするする段段段段階階階階、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物になったになったになったになった製品製品製品製品をををを素素素素材材材材ごとにごとにごとにごとに分分分分解解解解しししし再資源再資源再資源再資源化化化化するするするする段段段段階階階階のののの３３３３つのつのつのつのステーステーステーステージジジジがありますがありますがありますがあります。。。。製品製品製品製品をつくるをつくるをつくるをつくる段段段段階階階階がががが上上上上流流流流ですですですです。。。。上上上上流段流段流段流段階階階階でででで一一一一番番番番必要必要必要必要なことはなことはなことはなことはリデリデリデリデュュュュースースースースですですですです。。。。必要必要必要必要なものなものなものなもの以外以外以外以外はつくらないということですはつくらないということですはつくらないということですはつくらないということです。。。。上上上上流流流流ですですですですぐぐぐぐごみになってしまうごみになってしまうごみになってしまうごみになってしまう
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ようなようなようなような、、、、むむむむだなだなだなだな製品製品製品製品をどんどんつくればをどんどんつくればをどんどんつくればをどんどんつくれば、、、、下流下流下流下流でいくらでいくらでいくらでいくらリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルしたしたしたしたとしとしとしとしてもごみはてもごみはてもごみはてもごみは減減減減りませんりませんりませんりません。。。。上上上上流流流流のののの製造製造製造製造業業業業ははははＢＢＢＢ点点点点のののの左側左側左側左側のののの世界世界世界世界でででで行行行行ってきたようなってきたようなってきたようなってきたような見込見込見込見込みみみみ、、、、大大大大量量量量生生生生産方産方産方産方式式式式をををを止止止止めめめめ、、、、注注注注文生文生文生文生産産産産にににに近近近近いいいい生生生生産方産方産方産方式式式式にににに転換転換転換転換していくことがしていくことがしていくことがしていくことが必要必要必要必要ですですですです。。。。中中中中流段流段流段流段階階階階のののの流通流通流通流通・・・・消費消費消費消費・・・・使用使用使用使用段段段段階階階階ではではではでは、、、、リリリリユユユユースースースースにににに力力力力をををを入入入入れなれなれなれなけけけければなりませんればなりませんればなりませんればなりません。。。。ストックストックストックストック製品製品製品製品をできるだをできるだをできるだをできるだけけけけ長長長長くくくく使使使使ううううリリリリユユユユースースースースががががポイントポイントポイントポイントになってきますになってきますになってきますになってきます。。。。下流段下流段下流段下流段階階階階ではではではではリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう皆皆皆皆さんごさんごさんごさんご承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物になったになったになったになった後後後後、、、、それをそれをそれをそれを解解解解体体体体・・・・分分分分解解解解してしてしてして、、、、素素素素材材材材をををを取取取取りりりり出出出出してしてしてして、、、、またまたまたまた新新新新製製製製品品品品のたのたのたのためめめめのののの原料原料原料原料としてとしてとしてとして使使使使っていくことがっていくことがっていくことがっていくことが求求求求めめめめられますられますられますられます。。。。製品製品製品製品ののののライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクルでででで 3R をををを考考考考ええええていくというのがていくというのがていくというのがていくというのが新新新新 3R ですですですです。。。。下流段下流段下流段下流段階階階階のののの 3R とはそこがとはそこがとはそこがとはそこが大大大大きくきくきくきく違違違違いますいますいますいます。。。。 上上上上流流流流のののの製造製造製造製造業業業業段段段段階階階階でのでのでのでのリデリデリデリデユユユユースースースースについてについてについてについて、、、、考考考考えてみましえてみましえてみましえてみましょょょょうううう。。。。ＢＢＢＢ点点点点のののの左側左側左側左側のののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、ベベベベルトコンルトコンルトコンルトコンベベベベアアアアをををを使使使使ってってってって、、、、見込見込見込見込みみみみ生生生生産産産産でででで大大大大量量量量にににに製品製品製品製品をつくっていたわをつくっていたわをつくっていたわをつくっていたわけけけけですですですです。。。。大大大大量量量量につくにつくにつくにつくったったったった製品製品製品製品がががが売売売売れなれなれなれなけけけければればればれば、、、、製品製品製品製品在在在在庫庫庫庫となりそのとなりそのとなりそのとなりその大部分大部分大部分大部分はごみとしてはごみとしてはごみとしてはごみとして捨捨捨捨てられてしまいますてられてしまいますてられてしまいますてられてしまいます。。。。資源資源資源資源のののの浪浪浪浪費費費費ににににほかほかほかほかなりませんなりませんなりませんなりません。。。。これこれこれこれかかかからのらのらのらの製造製造製造製造業業業業はははは、、、、適正適正適正適正生生生生産産産産にににに徹徹徹徹することがすることがすることがすることが必要必要必要必要ですですですです。。。。適正適正適正適正生生生生産産産産とはとはとはとは、、、、必要必要必要必要なものしなものしなものしなものしかかかかつくらないということですつくらないということですつくらないということですつくらないということです。。。。いわばいわばいわばいわば注注注注文生文生文生文生産産産産ですですですです。。。。注注注注文文文文にににに応応応応じじじじてててて物物物物をつくっていればをつくっていればをつくっていればをつくっていれば製品製品製品製品在在在在庫庫庫庫がががが出出出出ることもありませんることもありませんることもありませんることもありません。。。。注注注注文生文生文生文生産産産産にににに対応対応対応対応したしたしたした生生生生産方産方産方産方法法法法としてとしてとしてとして、、、、セルセルセルセル生生生生産方産方産方産方式式式式がありますがありますがありますがあります。。。。今今今今製造製造製造製造業業業業でどんどんでどんどんでどんどんでどんどん取取取取りりりり入入入入れられていますれられていますれられていますれられています。。。。セルセルセルセルとととというのはいうのはいうのはいうのは、、、、英英英英語語語語でででで細胞細胞細胞細胞というというというという意味意味意味意味ですねですねですねですね。。。。1 人人人人かかかからららら 5 人人人人ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの小小小小さなさなさなさなチチチチームームームームをつくりをつくりをつくりをつくり、、、、そそそそののののチチチチームームームームがががが必要必要必要必要なななな数数数数のののの製品製品製品製品をつくるをつくるをつくるをつくる方方方方式式式式ですですですです。。。。このこのこのこの生生生生産方産方産方産方式式式式のことをのことをのことをのことをセルセルセルセル生生生生産方産方産方産方式式式式とととと呼呼呼呼んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。 これはこれはこれはこれはキキキキヤノヤノヤノヤノンンンンのののの例例例例ですですですです。。。。キキキキヤヤヤヤノノノノンンンンはははは 98 年年年年かかかからららら 2001 年年年年のののの 4 年間年間年間年間ににににかけかけかけかけてててて世界世界世界世界でででで約約約約 45 ああああるるるる工工工工場場場場かかかかららららベベベベルトコンルトコンルトコンルトコンベベベベアアアアをすをすをすをすべべべべてててて撤撤撤撤廃廃廃廃しししし、、、、セルセルセルセル生生生生産方産方産方産方式式式式にににに切切切切りりりりかかかかえましたえましたえましたえました。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、4年間年間年間年間でででで、、、、ここにここにここにここに書書書書いてあるようないてあるようないてあるようないてあるような大大大大きなきなきなきな成果成果成果成果がががが上上上上がったわがったわがったわがったわけけけけですですですです。。。。生生生生産性産性産性産性もももも 35％％％％上上上上がってがってがってがって、、、、コストコストコストコストダウダウダウダウンンンンがががが 1,188億円億円億円億円、、、、CO2 のののの削減削減削減削減もももも大大大大幅幅幅幅にににに実現実現実現実現できましたできましたできましたできました。。。。1万万万万 8,000 人人人人のののの労働労働労働労働力力力力がががが不要不要不要不要になりましたになりましたになりましたになりました。。。。ただただただただ、、、、キキキキヤヤヤヤノノノノンンンンのののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、こうしてこうしてこうしてこうして浮浮浮浮いたいたいたいた余剰余剰余剰余剰人員人員人員人員をををを同同同同社社社社のののの別別別別のののの部部部部門門門門でででで働働働働いてもらうたいてもらうたいてもらうたいてもらうためめめめ、「、「、「、「活人活人活人活人」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉をををを使使使使っていますっていますっていますっています。。。。そういうそういうそういうそういう形形形形でででで、、、、大大大大量量量量生生生生産方産方産方産方式式式式ををををセルセルセルセル生生生生産方産方産方産方式式式式にににに切切切切りりりりかかかかえることによってえることによってえることによってえることによってキキキキヤヤヤヤノノノノンンンンではではではでは増増増増収収収収・・・・増益増益増益増益ををををずずずずっとっとっとっと続続続続けけけけることがることがることがることができたわできたわできたわできたわけけけけですですですです。。。。今回今回今回今回ののののアアアアメメメメリカリカリカリカ発発発発のののの金金金金融危融危融危融危機機機機のののの中中中中でででで、、、、さすがにさすがにさすがにさすがに売売売売りりりり上上上上げもげもげもげも利利利利益益益益もももも落落落落ちてちてちてちていますいますいますいますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、それはそれはそれはそれは別別別別のののの要要要要因因因因によるものですによるものですによるものですによるものです。。。。 次次次次ににににストックストックストックストック活活活活用用用用のののの中中中中流流流流対対対対策策策策。。。。ここではもうここではもうここではもうここではもう徹底徹底徹底徹底的的的的にににに経経経経済済済済ののののサーサーサーサービビビビスススス化化化化がががが必要必要必要必要になってになってになってになってきますきますきますきます。。。。修修修修理理理理、、、、リフォームリフォームリフォームリフォーム、、、、中中中中古古古古市場市場市場市場、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ書書書書いてありますねいてありますねいてありますねいてありますね。。。。こういうようなこういうようなこういうようなこういうような形形形形でででで、、、、製品製品製品製品のののの中中中中流流流流対対対対策策策策としてはとしてはとしてはとしては徹底徹底徹底徹底的的的的ににににリリリリユユユユースースースースをををを図図図図っていくっていくっていくっていく。。。。ESCO（（（（エネルエネルエネルエネルギギギギーサーーサーーサーーサービビビビスススス会社会社会社会社））））もまさにもまさにもまさにもまさにリリリリユユユユースースースースのののの典典典典型的型的型的型的ななななビジビジビジビジネスネスネスネスとととと言言言言えるでしえるでしえるでしえるでしょょょょうううう。。。。 それそれそれそれかかかからららら、、、、日本日本日本日本のののの自動自動自動自動車車車車市場市場市場市場についてについてについてについて説明説明説明説明しておきますしておきますしておきますしておきます。。。。日本日本日本日本のののの自動自動自動自動車車車車はははは、、、、大体大体大体大体売売売売りりりり上上上上げげげげベベベベースースースースでででで 35兆円兆円兆円兆円のののの産業産業産業産業ですですですです。。。。このうちこのうちこのうちこのうち新新新新車車車車のののの売売売売りりりり上上上上げというのはげというのはげというのはげというのは実実実実はははは 31％％％％ぐぐぐぐらいしらいしらいしらいしかかかかあああありませんりませんりませんりません。。。。残残残残りのりのりのりの 7 割割割割がががが実実実実ははははサーサーサーサービビビビススススのののの売売売売りりりり上上上上げですげですげですげです。。。。アフターサーアフターサーアフターサーアフターサービビビビススススというのはというのはというのはというのは、、、、自自自自動動動動車車車車修修修修理理理理、、、、中中中中古古古古車車車車、、、、それそれそれそれかかかからららら自動自動自動自動車保車保車保車保険険険険、、、、こういったものでこういったものでこういったものでこういったもので実実実実はははは日本日本日本日本のののの自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業のののの７７７７割割割割をををを占占占占めめめめていますていますていますています。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、日本日本日本日本のののの自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業ははははサーサーサーサービビビビスススス産業産業産業産業のののの売売売売りりりり上上上上げでげでげでげで支支支支えられているえられているえられているえられているということになるわということになるわということになるわということになるわけけけけですですですです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、次次次次のののの数数数数字字字字をををを見見見見ればればればれば明明明明ららららかかかかですですですです。。。。ストックストックストックストックとしてのとしてのとしてのとしての自自自自動動動動車車車車はははは現在現在現在現在日本日本日本日本でででで 7,000万台万台万台万台ありますありますありますあります。。。。1 年間年間年間年間にににに廃廃廃廃車車車車されるされるされるされる自動自動自動自動車車車車のののの数数数数はははは大体大体大体大体 500万台万台万台万台。。。。年年年年間間間間のののの新新新新車車車車販販販販売売売売台台台台数数数数というのはというのはというのはというのは大体大体大体大体 550万台万台万台万台。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、550万台万台万台万台かかかからららら廃廃廃廃車車車車されるされるされるされる 500万台万台万台万台をををを引引引引くとくとくとくと、、、、新規新規新規新規需需需需要要要要はははは 50万台万台万台万台ししししかかかかありませんありませんありませんありません。。。。日本日本日本日本のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、新新新新車車車車はははは廃廃廃廃車車車車のののの買買買買いいいい換換換換ええええ需需需需要要要要がががが中中中中心心心心ですですですです。。。。日本日本日本日本のののの自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業はははは今今今今ややややストックストックストックストックとしてとしてとしてとして存在存在存在存在するするするする約約約約 7,000万台万台万台万台のののの車車車車のののの修修修修理理理理ととととかかかか、、、、中中中中古古古古市場市場市場市場でのでのでのでの売売売売りりりり上上上上げとげとげとげとかかかか、、、、自動自動自動自動車保車保車保車保険険険険ととととかかかか、、、、そういうものでそういうものでそういうものでそういうもので成成成成りりりり立立立立っているわっているわっているわっているわけけけけでででですすすす。。。。それはそれはそれはそれはリリリリユユユユースースースースがどんどんがどんどんがどんどんがどんどん進進進進んでいることのんでいることのんでいることのんでいることの結果結果結果結果でもあるわでもあるわでもあるわでもあるわけけけけですですですです。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、リリリリユユユユースースースースというのがというのがというのがというのが中中中中流段流段流段流段階階階階ではではではでは非非非非常常常常にににに重重重重要要要要になってきているということですになってきているということですになってきているということですになってきているということです。。。。 それそれそれそれかかかからららら、、、、製品製品製品製品のののの下流段下流段下流段下流段階階階階、、、、これはこれはこれはこれはリリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションというよというよというよというようなことですねうなことですねうなことですねうなことですね。。。。これはもうこれはもうこれはもうこれはもう皆皆皆皆さんごさんごさんごさんご存存存存じじじじだしだしだしだし、、、、またまたまたまた千葉市千葉市千葉市千葉市でもでもでもでも取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる 3R のことのことのことのこと
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ですですですです。。。。 ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２有料有料有料有料時代時代時代時代ががががややややってくるってくるってくるってくる ストックストックストックストック活活活活用用用用時代時代時代時代のののの地地地地域域域域社会社会社会社会についてはについてはについてはについては、、、、地地地地産産産産地地地地消消消消ととととかかかか、、、、分分分分散散散散型型型型エネルエネルエネルエネルギギギギーーーーのののの活活活活用用用用ととととかかかか、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの地地地地域域域域循環循環循環循環というようなことがというようなことがというようなことがというようなことが考考考考えられるわえられるわえられるわえられるわけけけけですですですです。。。。またまたまたまたストックストックストックストック活活活活用用用用時代時代時代時代のののの消費消費消費消費者者者者にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、グリーンコンシグリーンコンシグリーンコンシグリーンコンシュュュューマーーマーーマーーマーへへへへのののの転換転換転換転換がががが必要必要必要必要ですねですねですねですね。。。。必要必要必要必要なものをなものをなものをなものを必要必要必要必要なななな量量量量だだだだけけけけ買買買買うとうとうとうとかかかか、、、、長長長長持持持持ちするちするちするちする製品製品製品製品をををを選選選選ぶぶぶぶととととかかかか、、、、過剰包過剰包過剰包過剰包装装装装をををを避避避避けけけけるとるとるとるとかかかか、、、、いろいろありますねいろいろありますねいろいろありますねいろいろありますね。。。。そういうようなそういうようなそういうようなそういうような形形形形でででで貢献貢献貢献貢献していくということになるとしていくということになるとしていくということになるとしていくということになると思思思思いますいますいますいます。。。。 最最最最後後後後にににに、、、、これこれこれこれかかかからはらはらはらは CO2 というというというという最最最最大大大大のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をどうするをどうするをどうするをどうするかかかかということがということがということがということが大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題になになになになってきているわってきているわってきているわってきているわけけけけですですですです。。。。通通通通常常常常のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とはとはとはとは違違違違ってってってって、、、、CO2 はははは大体大体大体大体 100 日日日日かかかからららら 120 日日日日ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで世界世界世界世界をををを一一一一周周周周するというするというするというするというふふふふうにうにうにうに言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、日本国日本国日本国日本国内内内内だだだだけけけけでででで努努努努力力力力してもしてもしてもしても限限限限界界界界がありますががありますががありますががありますが、、、、このこのこのこの CO2 というというというという最最最最大大大大のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、私私私私たちはおたちはおたちはおたちはお金金金金をををを払払払払うことにようことにようことにようことによってってってって CO2 のののの排出量排出量排出量排出量をををを削減削減削減削減していくというしていくというしていくというしていくという時代時代時代時代をををを迎迎迎迎えたとえたとえたとえたと思思思思いますいますいますいます。。。。ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２有料有料有料有料時代時代時代時代のののの到到到到来来来来ですですですです。。。。国国国国がががが行行行行うううう CO2 のののの有料有料有料有料化化化化としてはとしてはとしてはとしては環境環境環境環境税税税税、、、、またまたまたまた企企企企業業業業ベベベベースースースースではではではでは、、、、例例例例えばえばえばえば CO2 のののの排出排出排出排出権権権権取取取取引引引引、、、、キャキャキャキャップップップップ・・・・アンアンアンアンドドドド・・・・トトトトレレレレーーーードドドド方方方方式式式式などがありますなどがありますなどがありますなどがあります。。。。またまたまたまた私私私私たちたちたちたち個個個個人人人人ベベベベースースースースではではではでは、、、、カカカカーーーーボボボボンオフセットンオフセットンオフセットンオフセットというというというという考考考考ええええ方方方方もありますもありますもありますもあります。。。。自分自分自分自分のののの日日日日常常常常のののの行動行動行動行動でででで排出排出排出排出するするするする CO2 にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、何何何何ららららかかかかのののの形形形形でそれをでそれをでそれをでそれを相相相相殺殺殺殺するするするする行動行動行動行動をするをするをするをする。。。。場合場合場合場合によってはによってはによってはによっては相相相相殺殺殺殺するたするたするたするためめめめのおのおのおのお金金金金をををを払払払払うううう、、、、ここここれがれがれがれがカーカーカーカーボボボボンオフセットンオフセットンオフセットンオフセットですですですです。。。。 

  私私私私たちがたちがたちがたちが生生生生きていくたきていくたきていくたきていくためめめめにににに 1 年間年間年間年間にににに CO2 をどのくらいをどのくらいをどのくらいをどのくらい排出排出排出排出しているしているしているしているかかかかというとというとというとというと CO2換換換換算算算算でででで大体大体大体大体 320キキキキログラムログラムログラムログラムですですですです。。。。これをこれをこれをこれを、、、、例例例例えばえばえばえばヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパのののの CO2取取取取引引引引のののの価価価価格格格格をををを参参参参考考考考にしてにしてにしてにして、、、、1トントントントン当当当当たりたりたりたり 2,000円円円円でででで換換換換算算算算するとするとするとすると、、、、640円円円円ぐぐぐぐらいになりますらいになりますらいになりますらいになります。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、国民国民国民国民 1 人人人人当当当当たりたりたりたりがががが年間年間年間年間 640 円円円円のおのおのおのお金金金金をををを払払払払うことによってうことによってうことによってうことによって、、、、例例例例えばえばえばえば植植植植林林林林をするというようなことにおをするというようなことにおをするというようなことにおをするというようなことにお金金金金をををを使使使使うことでうことでうことでうことで、、、、自分自分自分自分がががが生生生生きていくたきていくたきていくたきていくためめめめにににに排出排出排出排出したしたしたした CO2 をををを相相相相殺殺殺殺することができるわすることができるわすることができるわすることができるわけけけけですですですです。。。。日本日本日本日本国民国民国民国民全全全全体体体体だとだとだとだと年間年間年間年間 820億円億円億円億円ぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。これをこれをこれをこれを植植植植林林林林すればすればすればすれば結構結構結構結構 CO2 をををを吸収吸収吸収吸収できますできますできますできます。。。。 

  このこのこのこのパネルパネルパネルパネルにににに「「「「未来未来未来未来駅駅駅駅」」」」とととと書書書書いてありますねいてありますねいてありますねいてありますね。「。「。「。「２０２０２０２０５５５５００００年年年年までにまでにまでにまでに、、、、世界世界世界世界のののの温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガスのののの排出量排出量排出量排出量をををを現在現在現在現在のののの半半半半分分分分にしなにしなにしなにしなけけけければならないればならないればならないればならない、、、、というのがというのがというのがというのが世界世界世界世界のののの合合合合意意意意ですですですです。。。。これにこれにこれにこれに成成成成功功功功ししししないとないとないとないと、、、、人人人人為為為為的的的的にににに気気気気候候候候変動変動変動変動をををを制御制御制御制御できなくなるとされていますできなくなるとされていますできなくなるとされていますできなくなるとされています。。。。そこでそこでそこでそこで、「、「、「、「2050 年年年年駅駅駅駅」」」」へへへへ向向向向かかかかうたうたうたうためめめめにはにはにはには、、、、CO2 のののの排出量排出量排出量排出量をををを削減削減削減削減するたするたするたするためめめめののののコストコストコストコストをををを乗乗乗乗客客客客であるであるであるである私私私私たちはたちはたちはたちは支支支支払払払払わなわなわなわなけけけけれれれればなりませんばなりませんばなりませんばなりません。。。。そのたそのたそのたそのためめめめにはにはにはには、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２有料有料有料有料時代時代時代時代というというというという新新新新しいしいしいしい価価価価値値値値観観観観をををを地球地球地球地球列列列列車車車車のすのすのすのすべべべべてのてのてのての乗乗乗乗客客客客がががが共共共共有有有有するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。ただただただただ乗乗乗乗りをりをりをりを認認認認めめめめてはいてはいてはいてはいけけけけませんませんませんません。。。。どうもごどうもごどうもごどうもご清清清清聴聴聴聴ありがとありがとありがとありがとうございましたうございましたうございましたうございました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  三橋先生三橋先生三橋先生三橋先生にごにごにごにご講演講演講演講演をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞ皆様皆様皆様皆様、、、、いまいまいまいま一一一一度大度大度大度大きなきなきなきな拍手拍手拍手拍手をおをおをおをお送送送送りくださりくださりくださりくださいいいい。。。。先生先生先生先生、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。（（（（拍手拍手拍手拍手）））） 

  大変大変大変大変興味興味興味興味深深深深いおいおいおいお話話話話をしていただきましたをしていただきましたをしていただきましたをしていただきました。。。。おおおお時間時間時間時間にににに限限限限りがあったのがりがあったのがりがあったのがりがあったのが大変大変大変大変残残残残念念念念でございでございでございでございますますますます。。。。 

  さてさてさてさて、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、シンガーシンガーシンガーシンガー・・・・ソングライターソングライターソングライターソングライターのののの白井貴子白井貴子白井貴子白井貴子さんによりますさんによりますさんによりますさんによります基基基基調講演調講演調講演調講演にににに移移移移りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そのそのそのその前前前前ににににステーステーステーステージジジジのののの準備準備準備準備をさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます。。。。今今今今しばしばしばしばらくおらくおらくおらくお待待待待ちくださいちくださいちくださいちください。（。（。（。（ステーステーステーステージジジジ準備準備準備準備）））） 
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基調講演基調講演基調講演基調講演 2 

 司会司会司会司会 

  さてさてさてさて、、、、講演者講演者講演者講演者のののの白井貴子白井貴子白井貴子白井貴子さんについてはさんについてはさんについてはさんについては、、、、このこのこのこの会場会場会場会場にもにもにもにもフフフファァァァンンンンのののの方方方方がたくさんいらっしがたくさんいらっしがたくさんいらっしがたくさんいらっしゃるとゃるとゃるとゃると思思思思いますいますいますいます。。。。準備準備準備準備のののの間間間間にににに、、、、白井貴子白井貴子白井貴子白井貴子さんについてごさんについてごさんについてごさんについてご紹介紹介紹介紹介をさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます。。。。 

  白井白井白井白井さんはさんはさんはさんは、、、、神奈川県藤神奈川県藤神奈川県藤神奈川県藤沢市沢市沢市沢市出出出出身身身身でででで、、、、フフフフェェェェリスリスリスリス女女女女学学学学院院院院短短短短期期期期大大大大学学学学音音音音楽楽楽楽科科科科をををを卒卒卒卒業業業業されされされされ、、、、1981年年年年ににににデデデデビビビビュュュューーーーされましたされましたされましたされました。。。。1984 年年年年、「、「、「、「CHANCE!」」」」ののののヒヒヒヒットットットットをををを機機機機にににに、、、、ロックロックロックロックのののの女王女王女王女王とととと呼呼呼呼ばればればればれ、、、、女女女女性性性性ポップロックシンガーポップロックシンガーポップロックシンガーポップロックシンガーのののの先先先先駆駆駆駆者的者的者的者的なななな存在存在存在存在となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。1988 年年年年ににににロンロンロンロンドドドドンンンンへへへへ移移移移住住住住。。。。1990年年年年にににに帰帰帰帰国国国国されされされされ、、、、ロンロンロンロンドドドドンンンンでででで感感感感動動動動、、、、体体体体得得得得したしたしたしたオーガニックオーガニックオーガニックオーガニックなななな、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境をををを配配配配慮慮慮慮したしたしたした生活生活生活生活をををを現現現現在在在在もももも実践実践実践実践されておりますされておりますされておりますされております。。。。2007 年年年年にはにはにはには、、、、神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県環境大環境大環境大環境大使使使使およおよおよおよびびびび環境省環境省環境省環境省 3R 推進推進推進推進マイスタマイスタマイスタマイスターーーーにににに任任任任命命命命されましたされましたされましたされました。。。。またまたまたまた、、、、今今今今年年年年 2 月月月月にはにはにはには、、、、20 年年年年ぶぶぶぶりのりのりのりのニニニニュュュューアルーアルーアルーアルババババムムムム「「「「地球地球地球地球～～～～HOSHI～～～～」」」」をををを発発発発表表表表、、、、グリーンエネルグリーンエネルグリーンエネルグリーンエネルギギギギーーーー「「「「カーカーカーカーボボボボンオフセットンオフセットンオフセットンオフセット」」」」をををを導導導導入入入入したしたしたしたライライライライブブブブをををを開催開催開催開催するなどするなどするなどするなど、、、、ロックロックロックロックととととエコエコエコエコののののハハハハイイイイブブブブリッリッリッリッドドドドななななミミミミュュュューーーージジジジシシシシャャャャンンンンとしてとしてとしてとして現在現在現在現在ごごごご活躍中活躍中活躍中活躍中ですですですです。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、今今今今日日日日はははは、、、、白井白井白井白井さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話のののの後後後後にはにはにはには、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市花花花花見見見見川区川区川区川区をををを拠拠拠拠点点点点にににに活動活動活動活動をしているをしているをしているをしているタタタタンポポンポポンポポンポポ児童合唱団児童合唱団児童合唱団児童合唱団とのとのとのとのミミミミニコンサートニコンサートニコンサートニコンサートがありますがありますがありますがあります。。。。今回今回今回今回ののののミニコンサートミニコンサートミニコンサートミニコンサートにつきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、講演講演講演講演のののの中中中中でででで千葉市千葉市千葉市千葉市のののの子子子子供供供供たちとたちとたちとたちと一一一一緒緒緒緒にににに歌歌歌歌をををを歌歌歌歌ってもらえますってもらえますってもらえますってもらえますかかかかというというというという市市市市かかかからのらのらのらの提案提案提案提案にごにごにごにご快快快快諾諾諾諾をいただいたものですをいただいたものですをいただいたものですをいただいたものです。。。。曲曲曲曲はははは全全全全 3曲曲曲曲ですですですです。。。。白井白井白井白井さんのさんのさんのさんの持持持持ちちちち歌歌歌歌「「「「CHANCE!」」」」にににに続続続続きききき、、、、童童童童謡謡謡謡のののの「「「「里里里里のののの秋秋秋秋」、」、」、」、そしてそしてそしてそしてイルカイルカイルカイルカさんのさんのさんのさんの「「「「まあるいまあるいまあるいまあるいいのちいのちいのちいのち」」」」とととと続続続続きますきますきますきます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、舞台舞台舞台舞台のののの準備準備準備準備がががが整整整整ったようでございますったようでございますったようでございますったようでございます。。。。おおおお待待待待たせいたしましたたせいたしましたたせいたしましたたせいたしました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、白井貴子白井貴子白井貴子白井貴子さんにごさんにごさんにごさんにご登登登登場場場場をををを願願願願いますいますいますいます。。。。白井白井白井白井さんさんさんさん、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。本日本日本日本日のののの講演講演講演講演ののののテーマテーマテーマテーマはははは、、、、「「「「地球地球地球地球とととと仲良仲良仲良仲良くねくねくねくね!」」」」ですですですです。。。。おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 白井白井白井白井貴子貴子貴子貴子    氏氏氏氏 

  どうもどうもどうもどうも、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。青青青青空空空空がががが大大大大好好好好きなきなきなきな珍珍珍珍しいしいしいしいロックロックロックロック歌歌歌歌手手手手、、、、白井貴子白井貴子白井貴子白井貴子ですですですです。。。。 

  今今今今日日日日はははは、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに、、、、そんなそんなそんなそんなキャキャキャキャッッッッチチチチフフフフレレレレーーーーズズズズとととと同同同同じじじじようなようなようなような、、、、秋晴秋晴秋晴秋晴れのれのれのれの、、、、すごいすごいすごいすごい青青青青空空空空のののの日日日日なんですなんですなんですなんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ごみのことをみんなでごみのことをみんなでごみのことをみんなでごみのことをみんなで考考考考えましえましえましえましょょょょうといううといううといううという大大大大切切切切なななな 1 日日日日にわざわざにわざわざにわざわざにわざわざ集集集集まっていただいてまっていただいてまっていただいてまっていただいて、、、、ほほほほんとうにうれしくんとうにうれしくんとうにうれしくんとうにうれしく思思思思っていますっていますっていますっています。。。。どうもありがとどうもありがとどうもありがとどうもありがとうございますうございますうございますうございます。。。。 

  前前前前のののの先生先生先生先生のののの時間時間時間時間をすごくをすごくをすごくをすごく短短短短くさせてしまってくさせてしまってくさせてしまってくさせてしまって、、、、私私私私、、、、申申申申しわしわしわしわけけけけないようなんですないようなんですないようなんですないようなんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっとそのそのそのその分分分分頑張頑張頑張頑張っておっておっておってお話話話話ししたいとししたいとししたいとししたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  楽楽楽楽器器器器がががが置置置置いてあるいてあるいてあるいてあるかかかからららら、、、、思思思思わわわわずずずず、、、、こんなこんなこんなこんな感感感感じじじじだとだとだとだと弾弾弾弾きききき語語語語りりりりかかかか何何何何かかかかしたくなっちゃうようしたくなっちゃうようしたくなっちゃうようしたくなっちゃうようなとこなとこなとこなところでろでろでろで何何何何なんですなんですなんですなんですけけけけどどどど、、、、一応一応一応一応、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市用用用用のののの台台台台本本本本をををを書書書書いていていていてきましたきましたきましたきましたけけけけどどどど……………………。。。。 

  私私私私はははは、、、、出出出出身身身身はははは神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県のののの藤藤藤藤沢沢沢沢なんですなんですなんですなんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、このこのこのこの三三三三、、、、四四四四年年年年、、、、ももももっとっとっとっとかかかかなななな、、、、四四四四、、、、五五五五年年年年になるでしになるでしになるでしになるでしょょょょううううかかかか、、、、千葉千葉千葉千葉のののの皆皆皆皆さんとはさんとはさんとはさんとはほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに仲良仲良仲良仲良くさせてもらっているんですくさせてもらっているんですくさせてもらっているんですくさせてもらっているんです。。。。といといといというのはうのはうのはうのは、、、、bayfm のののの「「「「ミミミミュュュューーーージジジジックサラックサラックサラックサラダダダダ」」」」というというというというララララジジジジオオオオをををを佐佐佐佐倉市倉市倉市倉市ののののユユユユーーーーカリカリカリカリがががが丘丘丘丘というとというとというとというところでころでころでころでずずずずっとっとっとっとややややっていましたっていましたっていましたっていました。。。。毎毎毎毎週週週週、、、、生生生生放放放放送送送送のたのたのたのためめめめにににに、、、、東京東京東京東京をををを通通通通りりりり越越越越してしてしてして、、、、往復往復往復往復 5 時間時間時間時間ぐぐぐぐらいらいらいらい電車電車電車電車にににに乗乗乗乗ってってってって神奈川神奈川神奈川神奈川かかかからららら千葉千葉千葉千葉までまでまでまで来来来来てててて生生生生放放放放送送送送をしていたんですをしていたんですをしていたんですをしていたんですけけけけどどどど、、、、そのごそのごそのごそのご縁縁縁縁でででで、、、、佐佐佐佐倉倉倉倉のののの町町町町もすごくもすごくもすごくもすごく城城城城下下下下町町町町でとてもいいところですのででとてもいいところですのででとてもいいところですのででとてもいいところですので、、、、何何何何かかかか楽楽楽楽しいしいしいしい人人人人たちたちたちたち多多多多そうだなそうだなそうだなそうだな、、、、なんなんなんなんてててて思思思思ってってってって、、、、地地地地産産産産地地地地消消消消じじじじゃないですゃないですゃないですゃないですけけけけどどどど、、、、地地地地元元元元ののののおおおお宝宝宝宝にににに巡巡巡巡りりりり合合合合いたいといたいといたいといたいと思思思思ってってってって、、、、いろんないろんないろんないろんな方方方方々々々々のところのところのところのところへへへへ行行行行っていたんですっていたんですっていたんですっていたんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、おおおお味味味味噌噌噌噌蔵蔵蔵蔵をををを見見見見学学学学したりしたりしたりしたり、、、、おおおお米屋米屋米屋米屋さんにさんにさんにさんに行行行行ったりったりったりったり、、、、田田田田んんんんぼぼぼぼをををを見見見見にいったりとにいったりとにいったりとにいったりとかかかか、、、、あとあとあとあと、、、、ビビビビオトープオトープオトープオトープというというというという、、、、自自自自然然然然のののの循環循環循環循環するするするする、、、、動動動動物物物物ととととかかかか草花草花草花草花がががが生生生生いいいい茂茂茂茂るようなつくりるようなつくりるようなつくりるようなつくり方方方方をしているおをしているおをしているおをしているお庭庭庭庭やややや田田田田んんんんぼぼぼぼにににに行行行行ったりとったりとったりとったりとかかかか、、、、見見見見学学学学をさせてもらいまをさせてもらいまをさせてもらいまをさせてもらいましたしたしたした。。。。そういうすごいいいところもあるそういうすごいいいところもあるそういうすごいいいところもあるそういうすごいいいところもあるかかかかとととと思思思思ったらったらったらったら、、、、反反反反対対対対にににに、、、、千葉千葉千葉千葉にはにはにはには大大大大問問問問題題題題があるとがあるとがあるとがあるといういういういうふふふふうにうにうにうに聞聞聞聞いていていていて、、、、それがそれがそれがそれが印印印印旛沼旛沼旛沼旛沼だったんですねだったんですねだったんですねだったんですね。。。。今今今今はどうなんでしはどうなんでしはどうなんでしはどうなんでしょょょょううううかかかか、、、、印印印印旛沼旛沼旛沼旛沼、、、、ワワワワーストーストーストースト幾幾幾幾つつつつぐぐぐぐらいになったのらいになったのらいになったのらいになったのかかかかなななな。。。。ちちちちょょょょっとでもそのっとでもそのっとでもそのっとでもその成成成成績績績績がががが下下下下がっていたらいいなとがっていたらいいなとがっていたらいいなとがっていたらいいなと思思思思ううううののののですですですですけけけけどどどど、、、、私私私私ががががララララジジジジオオオオををををややややらせてもらっていたころにはらせてもらっていたころにはらせてもらっていたころにはらせてもらっていたころには、、、、たしたしたしたしかかかかワーストワーストワーストワースト 3 かかかかなんなんなんなんかかかかにににに入入入入るときだったとるときだったとるときだったとるときだったと思思思思いますいますいますいます。。。。なのでなのでなのでなので、、、、「「「「じじじじゃゃゃゃ、、、、ちちちちょょょょっとでもそのっとでもそのっとでもそのっとでもその数数数数字字字字がががが下下下下がるといいですよがるといいですよがるといいですよがるといいですよ
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ねねねね、、、、何何何何かかかかできることあったらできることあったらできることあったらできることあったら考考考考えましえましえましえましょょょょうううう」」」」なんていうなんていうなんていうなんていうふふふふうなうなうなうな話話話話ががががララララジジジジオオオオでででで盛盛盛盛りりりり上上上上がったがったがったがったりとりとりとりとかかかか、、、、そんなことをそんなことをそんなことをそんなことを 2 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらいややややらせてもらいましたらせてもらいましたらせてもらいましたらせてもらいました。。。。なのでなのでなのでなので、、、、それそれそれそれ以来以来以来以来ずずずずっとっとっとっと仲良仲良仲良仲良くくくくしてもらってしてもらってしてもらってしてもらって、、、、このこのこのこの夏夏夏夏もももも佐佐佐佐倉倉倉倉ででででライライライライブブブブををををややややってきましたしってきましたしってきましたしってきましたし、、、、ほぼほぼほぼほぼ毎毎毎毎年千葉年千葉年千葉年千葉にはにはにはには来来来来させてもさせてもさせてもさせてもらっていますらっていますらっていますらっています。。。。そんなごそんなごそんなごそんなご縁縁縁縁をいただいてをいただいてをいただいてをいただいて……………………。。。。 

  もうもうもうもうほほほほんとうんとうんとうんとう、、、、千葉千葉千葉千葉はははは、、、、広広広広いいいい土地土地土地土地とととと、、、、海海海海とととと、、、、温温温温泉泉泉泉はあるしはあるしはあるしはあるし、、、、外外外外国国国国へへへへ行行行行こうとこうとこうとこうと思思思思ったらったらったらったらめめめめちゃくちゃちゃくちゃちゃくちゃちゃくちゃ近近近近いしいしいしいし、、、、ディディディディズズズズニーランニーランニーランニーランドドドドもあるしもあるしもあるしもあるし、、、、東京東京東京東京にもにもにもにも近近近近いしといういしといういしといういしという、、、、何何何何かかかか、、、、もうもうもうもう三三三三拍拍拍拍子子子子もももも四四四四拍拍拍拍子子子子もそろっているすごいところだなっていつももそろっているすごいところだなっていつももそろっているすごいところだなっていつももそろっているすごいところだなっていつも感感感感動動動動しているんでしているんでしているんでしているんですすすすけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そそそそんなんなんなんな、、、、このこのこのこの場所場所場所場所のおのおのおのお宝宝宝宝がががが少少少少しでもなくならいようにしでもなくならいようにしでもなくならいようにしでもなくならいように、、、、輝輝輝輝きききき続続続続けけけけるようにるようにるようにるように、、、、そんなことをそんなことをそんなことをそんなことを思思思思いながらおいながらおいながらおいながらお話話話話ししていししていししていししていけけけけたらいいなとたらいいなとたらいいなとたらいいなと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  私私私私はははは、、、、今今今今はははは 3R 推進推進推進推進マイスターマイスターマイスターマイスターとととと同同同同時時時時にににに、、、、神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県のののの環境大環境大環境大環境大使使使使ももももややややらせてもらっていますらせてもらっていますらせてもらっていますらせてもらっています。。。。それもそれもそれもそれも初初初初のののの。。。。神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県人人人人はははは、、、、どうどうどうどうややややらららら初物初物初物初物好好好好きだそうできだそうできだそうできだそうで、、、、何何何何でもでもでもでも最初最初最初最初にににに「「「「初初初初」」」」しちゃうしちゃうしちゃうしちゃう。。。。だだだだかかかからららら私私私私ももももロックロックロックロックのののの女王女王女王女王なんていってなんていってなんていってなんていって走走走走っちゃったのっちゃったのっちゃったのっちゃったのかかかかなとなとなとなと思思思思ううううののののですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、多分多分多分多分、、、、そのそのそのその昔昔昔昔でででで言言言言ったらったらったらったら、、、、カカカカレレレレーーーーをををを最初最初最初最初につくったりとにつくったりとにつくったりとにつくったりとかかかか、、、、何何何何かかかかいろんないろんないろんないろんな、、、、そういうそういうそういうそういう遺遺遺遺伝伝伝伝子子子子があがあがあがあるのるのるのるのかかかかなななな。。。。でででで、「、「、「、「初初初初」」」」はいいんですはいいんですはいいんですはいいんですけけけけどどどど、、、、環境大環境大環境大環境大使使使使でででで初初初初というのはねというのはねというのはねというのはね、、、、よくよくよくよくよくよくよくよく考考考考えるとえるとえるとえると、、、、格格格格好好好好いいようでいいようでいいようでいいようで、、、、結構結構結構結構格格格格好悪好悪好悪好悪いいいいかかかかなななな、、、、なんてなんてなんてなんて思思思思ったりもするんですよねったりもするんですよねったりもするんですよねったりもするんですよね、、、、ままままじめじめじめじめなななな話話話話。。。。そそそそういうういうういうういう環境環境環境環境のことをのことをのことをのことを言言言言わなきゃいわなきゃいわなきゃいわなきゃいけけけけなくなってしまったなくなってしまったなくなってしまったなくなってしまったかかかからららら環境大環境大環境大環境大使使使使なんてつくることになんてつくることになんてつくることになんてつくることになってしまったんであってなってしまったんであってなってしまったんであってなってしまったんであって、、、、そこにそこにそこにそこに私私私私がががが最初最初最初最初にににに就就就就任任任任させてもらってさせてもらってさせてもらってさせてもらって、、、、まあまあまあまあ、、、、うれしいよううれしいよううれしいよううれしいようなななな、、、、悲悲悲悲しいようなしいようなしいようなしいような、、、、というというというという感感感感じじじじなんですなんですなんですなんですけけけけどどどど、、、、でもでもでもでも、、、、自分自分自分自分ののののややややれるだれるだれるだれるだけけけけのことをのことをのことをのことをややややろうなろうなろうなろうなんてんてんてんて思思思思ってってってって、、、、きのうもきのうもきのうもきのうも、、、、名古屋名古屋名古屋名古屋ののののほほほほうでうでうでうでややややっっっっぱぱぱぱりごみりごみりごみりごみ減減減減らしらしらしらし運運運運動動動動のののの、、、、同同同同じじじじようなようなようなような会会会会にににに行行行行っっっってきましたてきましたてきましたてきました。。。。 

  私私私私、、、、名古屋名古屋名古屋名古屋とととと言言言言えばえばえばえば、、、、話話話話ははははぽぽぽぽんんんんぽぽぽぽんんんん各各各各地地地地にににに飛飛飛飛んでしまいますんでしまいますんでしまいますんでしまいますけけけけどどどど、、、、小小小小学学学学校校校校 4 年生年生年生年生のときのときのときのとき、、、、
1 年間年間年間年間だだだだけけけけ名古屋名古屋名古屋名古屋にににに住住住住んでいたんですよんでいたんですよんでいたんですよんでいたんですよ。。。。それでねそれでねそれでねそれでね、、、、三三三三つつつつ子子子子のののの魂魂魂魂じじじじゃないですゃないですゃないですゃないですけけけけどどどど、、、、ティーティーティーティーンエーンエーンエーンエージャジャジャジャーーーーのころのころのころのころ、、、、ロックロックロックロックミミミミュュュューーーージジジジックックックック、、、、ビビビビートルートルートルートルズズズズととととかかかか、、、、ローリングストーンローリングストーンローリングストーンローリングストーンズズズズととととかかかか、、、、デデデデビビビビッッッッドドドド・・・・ボボボボウウウウイイイイととととかかかか、、、、TREX ととととかかかかってってってって、、、、イングランイングランイングランイングランドドドドのののの音音音音楽楽楽楽をいっをいっをいっをいっぱぱぱぱいいいい吸吸吸吸いいいい取取取取ってってってって、、、、自自自自分分分分ででででややややれるれるれるれる女女女女のののの子子子子ののののロックロックロックロックをつくろうとをつくろうとをつくろうとをつくろうと言言言言ってってってって 80 年代年代年代年代駆駆駆駆けけけけだしただしただしただした私私私私ですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、昔昔昔昔かかかかららららややややっっっっぱぱぱぱりちりちりちりちょょょょっとっとっとっと変変変変なところがあったみたいでなところがあったみたいでなところがあったみたいでなところがあったみたいで、、、、4 年生年生年生年生のころのことをすごいのころのことをすごいのころのことをすごいのころのことをすごい思思思思いいいい出出出出したんしたんしたんしたんですねですねですねですね。。。。 

  4 年生年生年生年生のときにのときにのときにのときに、、、、すごいすごいすごいすごい忘忘忘忘れられないれられないれられないれられない思思思思いいいい出出出出がががが幾幾幾幾つもあってつもあってつもあってつもあって、、、、名古屋名古屋名古屋名古屋のののの市市市市内内内内のののの、、、、結構結構結構結構街街街街中中中中にいたんですにいたんですにいたんですにいたんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、すごいすごいすごいすごい暑暑暑暑いときがあったんですよいときがあったんですよいときがあったんですよいときがあったんですよ。。。。なんなんなんなんかかかかもうもうもうもう、、、、おおおおかかかかしいぞとしいぞとしいぞとしいぞと。。。。「「「「おおおおかかかかしいしいしいしい、、、、おおおおかかかかしいしいしいしい、、、、おおおお母母母母さんさんさんさん、、、、暑暑暑暑くておくておくておくておかかかかしいよしいよしいよしいよ」」」」とととと言言言言っているんだっているんだっているんだっているんだけけけけどどどど、、、、周周周周りはりはりはりは全然全然全然全然見見見見向向向向きもしてくれなくてきもしてくれなくてきもしてくれなくてきもしてくれなくて、、、、私私私私ははははほほほほんとうにおんとうにおんとうにおんとうにおかかかかしいとしいとしいとしいと思思思思ったのねったのねったのねったのね。。。。何何何何をををを思思思思ったったったったかかかか、、、、家家家家かかかからららら温温温温度度度度計計計計をををを取取取取りりりり出出出出してしてしてして、、、、ダダダダダダダダダダダダダダダダッッッッとととと外外外外へへへへ出出出出てててて、、、、庭庭庭庭先先先先ににににブブブブランコランコランコランコがあったんですがあったんですがあったんですがあったんですけけけけどどどど、、、、そのそのそのそのブブブブランコランコランコランコににににずずずずっとっとっとっと座座座座りながらりながらりながらりながら、、、、夕夕夕夕方方方方のののの太陽太陽太陽太陽にににに向向向向かかかかってってってって温温温温度度度度計計計計ををををずずずずっとこうっとこうっとこうっとこうややややってってってって、、、、一一一一体体体体何何何何度度度度までまでまでまで上上上上がるがるがるがるかかかかというのというのというのというのををををチチチチェェェェックックックックしてたというしてたというしてたというしてたという、、、、それでそれでそれでそれで、、、、38 度度度度までまでまでまで来来来来てててて、「、「、「、「ほほほほらねらねらねらね、、、、ほほほほらねらねらねらね、、、、暑暑暑暑いでしいでしいでしいでしょょょょうううう？？？？    ほほほほらららら、、、、ほほほほらららら、、、、あっあっあっあっ、、、、40 度度度度にににに上上上上がっちゃったがっちゃったがっちゃったがっちゃった！」！」！」！」ととととかかかか言言言言ってってってって、、、、もうすごいもうすごいもうすごいもうすごい、、、、私私私私のののの感感感感じじじじたものはたものはたものはたものは正正正正しいんだしいんだしいんだしいんだ、、、、みたいなみたいなみたいなみたいな感感感感じじじじでででで、、、、一一一一生生生生懸命懸命懸命懸命ははははかかかかったったったった思思思思いいいい出出出出があってがあってがあってがあって、、、、何何何何ででででそんなことしたのそんなことしたのそんなことしたのそんなことしたのかかかかなななな……………………。。。。だだだだけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そのそのそのその後後後後がだがだがだがだめめめめですねですねですねですね。。。。白井貴子白井貴子白井貴子白井貴子、、、、詰詰詰詰めめめめがががが甘甘甘甘いといといといといういういういうかかかか。。。。じじじじゃゃゃゃ、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうにうにうにうに 40 度度度度にににに上上上上がったことがながったことがながったことがながったことがなぜぜぜぜなのなのなのなのかかかかというのをというのをというのをというのを研究研究研究研究しようとしようとしようとしようとかかかか、、、、勉強勉強勉強勉強しようとしようとしようとしようとかかかか、、、、もっともっともっともっと科学的科学的科学的科学的なななな目目目目をもっていればをもっていればをもっていればをもっていれば、、、、今今今今ごろもしごろもしごろもしごろもしかかかかしたらしたらしたらしたら元元元元副大副大副大副大統領統領統領統領ののののゴゴゴゴアアアアさんのさんのさんのさんの横横横横にににに並並並並んでいたんでいたんでいたんでいたかかかかなとなとなとなとかかかかってってってって思思思思ったりもしないではないんですったりもしないではないんですったりもしないではないんですったりもしないではないんですけけけけどどどど、、、、意意意意外外外外とととと、、、、
40 度度度度にににに上上上上がったのでがったのでがったのでがったので納納納納得得得得しましてしましてしましてしまして、、、、そのままそのままそのままそのまま安安安安心心心心してしてしてして――――――――安安安安心心心心というというというというかかかか、、、、何何何何かかかか、、、、母母母母ととととかかかか、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり自分自分自分自分のののの感感感感覚覚覚覚はははは正正正正しいなんてしいなんてしいなんてしいなんて自分自分自分自分にににに太鼓判太鼓判太鼓判太鼓判をををを押押押押してしてしてして部部部部屋屋屋屋にににに戻戻戻戻ったったったった記憶記憶記憶記憶があるんですがあるんですがあるんですがあるんですよねよねよねよね。。。。 ロックロックロックロックのののの女王女王女王女王というのでというのでというのでというので、、、、ミニスカートミニスカートミニスカートミニスカートをいきなりはきをいきなりはきをいきなりはきをいきなりはき始始始始めめめめててててライライライライブブブブををををややややったんですったんですったんですったんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そのころもそのころもそのころもそのころも、、、、デデデデビビビビュュュューーーーのののの当当当当時時時時はははは、、、、かかかかなりなりなりなり名名名名だたるだたるだたるだたる、、、、すごいすごいすごいすごい有有有有名名名名ななななミミミミュュュューーーージジジジシシシシャャャャンンンンがががが来来来来てくれててくれててくれててくれて、、、、レレレレコーディングコーディングコーディングコーディングをしましたをしましたをしましたをしました。。。。わあわあわあわあ、、、、あのあのあのあの人人人人だだだだ、、、、あのあのあのあの人人人人だってだってだってだって感感感感じじじじでででで、、、、びびびびっっっっ
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くりしてくりしてくりしてくりして、、、、それですごいいいそれですごいいいそれですごいいいそれですごいいいレレレレコーコーコーコードドドドができてができてができてができて、、、、そしてそしてそしてそして今今今今度度度度またまたまたまた自分自分自分自分ののののライライライライブブブブををををややややろうとろうとろうとろうというときにいうときにいうときにいうときに、、、、そういうそういうそういうそういう有有有有名名名名ななななミミミミュュュューーーージジジジシシシシャャャャンンンンがががが自分自分自分自分ののののライライライライブブブブををををややややってくれるのってくれるのってくれるのってくれるのかかかかとととと思思思思ったったったったらららら、、、、全然全然全然全然とんでもなくてとんでもなくてとんでもなくてとんでもなくて、、、、そんなことそんなことそんなことそんなこと言言言言ってもってもってもっても高高高高くてくてくてくて、、、、すすすすぐぐぐぐつつつつぶぶぶぶれちゃうというれちゃうというれちゃうというれちゃうという感感感感じじじじでででで……………………。。。。まあまあまあまあ、、、、じじじじゃゃゃゃ、、、、若若若若手手手手でいこうということででいこうということででいこうということででいこうということで、、、、若若若若いいいいミミミミュュュューーーージジジジシシシシャャャャンンンン、、、、まあまあまあまあ、、、、同同同同じぐじぐじぐじぐらいのらいのらいのらいのミミミミュュュューーーージジジジシシシシャャャャンンンンででででババババンンンンドドドドををををややややっていたんですっていたんですっていたんですっていたんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、結結結結局局局局、、、、デデデデビビビビュュュューーーーのころのころのころのころ、、、、私私私私ははははレレレレココココーディングーディングーディングーディングとととと自分自分自分自分ののののライライライライブブブブのときののときののときののときのリリリリハハハハーサルーサルーサルーサルとととと同同同同じじじじ思思思思いをいをいをいを二度二度二度二度にわたってにわたってにわたってにわたって言言言言わなきゃいわなきゃいわなきゃいわなきゃいけけけけななななかかかかったんですねったんですねったんですねったんですね。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、イントロイントロイントロイントロをををを 4 小節小節小節小節にしてくださいとにしてくださいとにしてくださいとにしてくださいとかかかか、、、、エンディングエンディングエンディングエンディングはははは Gでででで終終終終わってわってわってわってくださいとくださいとくださいとくださいとかかかか、、、、レレレレコーディングコーディングコーディングコーディングののののスタスタスタスタジジジジオオオオでもでもでもでも同同同同じじじじ思思思思いをいをいをいを言言言言ってってってって、、、、そしてそしてそしてそしてババババンンンンドドドドにににに帰帰帰帰っっっってもてもてもても、、、、ライライライライブバブバブバブバンンンンドドドドでもでもでもでもライライライライブバブバブバブバンンンンドドドドにににに同同同同じじじじことをことをことをことを言言言言うというのはどうもうというのはどうもうというのはどうもうというのはどうも何何何何かかかか労労労労力力力力ののののむむむむだだなというだだなというだだなというだだなというふふふふうにうにうにうに思思思思ってってってって。。。。結構結構結構結構ほかほかほかほかののののアーティストアーティストアーティストアーティストはみんなはみんなはみんなはみんな当当当当たりたりたりたり前前前前にそれをにそれをにそれをにそれをややややっていたんですっていたんですっていたんですっていたんですけけけけどどどど、、、、どうどうどうどう考考考考えてもえてもえてもえても、、、、何何何何かかかかすすすすべべべべてててて時間時間時間時間ののののむむむむだだというだだというだだというだだというふふふふうにうにうにうに、、、、もったいなもったいなもったいなもったいないといといといと思思思思ってってってって、、、、まあまあまあまあ、、、、もともともともともともともともとババババンンンンドドドド人間人間人間人間なのでなのでなのでなので、、、、じじじじゃゃゃゃ、、、、自分自分自分自分のののの思思思思うようなうようなうようなうような、、、、ビビビビートルートルートルートルズズズズみみみみたいなたいなたいなたいな男男男男のののの子子子子がががが結構結構結構結構わいわいわいわいわいわいわいわい飛飛飛飛びびびび跳跳跳跳ねているようなねているようなねているようなねているような、、、、そういうそういうそういうそういう楽楽楽楽しいしいしいしいロックロックロックロックババババンンンンドドドドをつくをつくをつくをつくろうなんてろうなんてろうなんてろうなんて思思思思ってってってって、、、、貴子貴子貴子貴子& THE CRAZY BOYS というというというというババババンンンンドドドドをつくったりなんをつくったりなんをつくったりなんをつくったりなんかかかかしましたしましたしましたしました。。。。 

  このこのこのこの間間間間、、、、実実実実はははは 25周周周周年年年年でででで――――――――でもでもでもでも、、、、そうそうそうそう、、、、私私私私、、、、自分自分自分自分ののののデデデデビビビビュュュューーーーのののの日日日日なんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。まあまあまあまあ、、、、ここここんなときにんなときにんなときにんなときに……………………。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手））））すみませんすみませんすみませんすみません。。。。わざわざわざわざわざわざわざわざ拍手拍手拍手拍手もらっちゃいますもらっちゃいますもらっちゃいますもらっちゃいます。。。。ありがとうございありがとうございありがとうございありがとうございますますますます。。。。11 月月月月 1 日日日日がががが、、、、実実実実はははは 27 年年年年目目目目にににに入入入入ったんですったんですったんですったんですけけけけどどどど。。。。25周周周周年年年年がががが 2 年年年年前前前前にありましてにありましてにありましてにありまして、、、、そそそそののののときもときもときもときも、、、、ああああ、、、、そうだとそうだとそうだとそうだと思思思思ってってってって、、、、そのころはいてたそのころはいてたそのころはいてたそのころはいてた、、、、結構結構結構結構大大大大好好好好きなきなきなきなジジジジーンーンーンーンズズズズののののミニスカーミニスカーミニスカーミニスカートトトトがあったんですがあったんですがあったんですがあったんですけけけけどどどど、、、、普普普普通通通通はははは、、、、もうもうもうもう衣装衣装衣装衣装はどんどんはどんどんはどんどんはどんどん新新新新しくしていくというのがしくしていくというのがしくしていくというのがしくしていくというのが 80 年代年代年代年代、、、、
90 年代年代年代年代なんなんなんなんかかかか当当当当たりたりたりたり前前前前ですですですですかかかからららら、、、、今今今今でもでもでもでも当当当当たりたりたりたり前前前前かかかかもしれませんもしれませんもしれませんもしれませんけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そんなそんなそんなそんな中中中中、、、、すすすすごいおごいおごいおごいお気気気気にににに入入入入りのりのりのりのスカートスカートスカートスカートだっただっただっただったかかかからららら、、、、ずずずずっっっっとととと取取取取ってあったんですよねってあったんですよねってあったんですよねってあったんですよね。。。。まあまあまあまあ、、、、ははははけけけけるとるとるとるとはははは思思思思っていなっていなっていなっていなかかかかったんですったんですったんですったんですけけけけどどどど、、、、でもでもでもでも、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと恐恐恐恐るるるる恐恐恐恐るるるるタンスタンスタンスタンスのののの奥奥奥奥かかかからららら取取取取りりりり出出出出してしてしてして、、、、そそそそののののスカートスカートスカートスカートがはがはがはがはけけけけるるるるかかかかどうどうどうどうかやかやかやかやってみたんですよってみたんですよってみたんですよってみたんですよ。。。。ははははけけけけたとたとたとたと思思思思いますいますいますいます？？？？    ぐぐぐぐっとはいてっとはいてっとはいてっとはいて、、、、ぐぐぐぐっっっっぐぐぐぐっっっっぐぐぐぐっとっとっとっと上上上上げていったんですげていったんですげていったんですげていったんですけけけけどどどど、、、、最最最最後後後後ののののチチチチャャャャックックックックをををを上上上上げるときはげるときはげるときはげるときは結構結構結構結構ドキドキドキドキドキドキドキドキもももものだったんですのだったんですのだったんですのだったんですけけけけれどもねれどもねれどもねれどもね、、、、どうにどうにどうにどうにかかかか入入入入りましてりましてりましてりまして、、、、ついついついつい 2 年年年年前前前前もももも、、、、20 代代代代のときにのときにのときにのときに大大大大好好好好きだきだきだきだったったったったスカートスカートスカートスカートをまたをまたをまたをまたババババンンンンドドドド復復復復活活活活ではいたりなんではいたりなんではいたりなんではいたりなんかかかかしましたしましたしましたしました。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり長長長長くくくく大大大大切切切切にするといにするといにするといにするというのはいいものだなあってうのはいいものだなあってうのはいいものだなあってうのはいいものだなあって思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、物物物物にはにはにはには愛着愛着愛着愛着じじじじゃないですゃないですゃないですゃないですけけけけどどどど、、、、そのとそのとそのとそのときのことがきのことがきのことがきのことがばあっとばあっとばあっとばあっと思思思思いいいい出出出出されてされてされてされて、、、、私私私私ははははほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに大大大大好好好好きなものはきなものはきなものはきなものは捨捨捨捨てられないてられないてられないてられないほほほほうなんですよねうなんですよねうなんですよねうなんですよね。。。。 

  それでそれでそれでそれで、、、、ききききょょょょうはいろいろうはいろいろうはいろいろうはいろいろ持持持持ってきましたってきましたってきましたってきましたけけけけどどどど、、、、1 つつつつ私私私私のおのおのおのお宝宝宝宝をををを、、、、そういうそういうそういうそういう捨捨捨捨てられないてられないてられないてられないもののもののもののものの 1 つでつでつでつで。。。。このこのこのこの間間間間、、、、実家実家実家実家でででで母母母母がががが、、、、部部部部屋屋屋屋のののの掃掃掃掃除除除除をするというのでをするというのでをするというのでをするというので、「、「、「、「あなたあなたあなたあなた、、、、これどうすこれどうすこれどうすこれどうするるるる？？？？    もうもうもうもう要要要要らないんだったららないんだったららないんだったららないんだったら捨捨捨捨てちゃうわよてちゃうわよてちゃうわよてちゃうわよ」」」」ってってってって言言言言われたのがわれたのがわれたのがわれたのが実実実実はこれなんですねはこれなんですねはこれなんですねはこれなんですね。。。。懐懐懐懐かかかかしいしいしいしい。。。。こういうのをこういうのをこういうのをこういうのを見見見見せせせせるとるとるとると何何何何かかかか年年年年がばれちゃうんですがばれちゃうんですがばれちゃうんですがばれちゃうんですけけけけどどどど、、、、私私私私がががが幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のときにのときにのときにのときに母母母母がこのおがこのおがこのおがこのお弁弁弁弁当当当当箱箱箱箱にににに詰詰詰詰めめめめてくれててくれててくれててくれて、、、、いつもおいつもおいつもおいつもお弁弁弁弁当当当当をををを持持持持っていっていたっていっていたっていっていたっていっていたアルミアルミアルミアルミのおのおのおのお弁弁弁弁当当当当箱箱箱箱でででで、、、、これもこれもこれもこれも母母母母がががが、、、、私私私私以以以以上上上上にもったいないにもったいないにもったいないにもったいない大大大大王王王王でででで、、、、捨捨捨捨てないでとってあったんですてないでとってあったんですてないでとってあったんですてないでとってあったんですけけけけどどどど、、、、まあまあまあまあ、、、、そのおそのおそのおそのおかかかかげでげでげでげで今今今今私私私私のののの手元手元手元手元ににににカムカムカムカムババババックックックックしてきたというしてきたというしてきたというしてきたという感感感感じじじじでででで、、、、すごいすごいすごいすごい、、、、何何何何かかかかこのときのここのときのここのときのここのときのことをとをとをとを思思思思うとうとうとうと……………………。。。。またこのおまたこのおまたこのおまたこのお弁弁弁弁当当当当箱箱箱箱をををを持持持持っていたころはっていたころはっていたころはっていたころは九州九州九州九州にいたんですよねにいたんですよねにいたんですよねにいたんですよね。。。。私私私私のののの父父父父がががが転転転転勤勤勤勤のののの多多多多いいいい会社会社会社会社でででで、、、、いっいっいっいっぱぱぱぱいいいい母母母母がおがおがおがおかずかずかずかずをををを入入入入れてくれるんですれてくれるんですれてくれるんですれてくれるんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、どういうわどういうわどういうわどういうわけかけかけかけか、、、、そのころそのころそのころそのころ私私私私はおはおはおはおかずかずかずかずをあまりをあまりをあまりをあまり食食食食べべべべないないないない子子子子でででで、、、、必必必必ずずずず先生先生先生先生かかかからごまらごまらごまらごま塩塩塩塩をもらってをもらってをもらってをもらって、、、、御飯御飯御飯御飯だだだだけけけけ食食食食べべべべてててて帰帰帰帰ってきたというってきたというってきたというってきたという……………………。。。。それでいつもそれでいつもそれでいつもそれでいつも母母母母にににに怒怒怒怒られていたことをられていたことをられていたことをられていたことを、、、、何何何何かかかかこのおこのおこのおこのお弁弁弁弁当当当当箱箱箱箱をををを見見見見たときにたときにたときにたときに思思思思いいいい出出出出したんですしたんですしたんですしたんです。。。。     それそれそれそれかかかからららら、、、、ここここれはついこのれはついこのれはついこのれはついこの間間間間復復復復活活活活したんですしたんですしたんですしたんですけけけけどどどど、、、、後後後後ろにろにろにろに「「「「しのしのしのしの」」」」ってってってって書書書書いてありますいてありますいてありますいてありますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、近近近近くのくのくのくの人人人人ししししかかかか見見見見れないとれないとれないとれないと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、私私私私のののの父父父父ののののほほほほうのおばあちゃんがうのおばあちゃんがうのおばあちゃんがうのおばあちゃんが彫彫彫彫ったったったった鎌鎌鎌鎌倉倉倉倉彫彫彫彫なんですなんですなんですなんです。。。。これもこれもこれもこれも、、、、実家実家実家実家でででで、、、、もうもうもうもうオオオオレレレレンンンンジジジジ色色色色になってになってになってになって、、、、何何何何かかかかすごくすごくすごくすごく汚汚汚汚くなっていてくなっていてくなっていてくなっていて、、、、もうもうもうもう今今今今にもごみにもごみにもごみにもごみ箱箱箱箱行行行行きというきというきというきという感感感感じじじじだったんですよだったんですよだったんですよだったんですよ。。。。だだだだけけけけどどどど、、、、私私私私はははは今今今今鎌鎌鎌鎌倉倉倉倉にににに住住住住んでいるんでんでいるんでんでいるんでんでいるんですすすすけけけけれどもねれどもねれどもねれどもね、、、、何何何何人人人人かかかか鎌鎌鎌鎌倉倉倉倉彫彫彫彫のおのおのおのお店店店店のののの方方方方ともともともとも仲良仲良仲良仲良くなってくなってくなってくなって、、、、ああああ、、、、そうだとそうだとそうだとそうだと思思思思ってってってって、、、、思思思思いいいい出出出出してしてしてして、、、、これをこれをこれをこれを持持持持っていったんですっていったんですっていったんですっていったんです、、、、すごいすごいすごいすごい汚汚汚汚かかかかったときにったときにったときにったときに。。。。そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら、、、、もうもうもうもう見見見見たたたた途端途端途端途端にににに、、、、
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「「「「ああああああああ、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう新新新新品品品品のようにきれいになりまのようにきれいになりまのようにきれいになりまのようにきれいになりますよすよすよすよ」」」」ってってってって言言言言ってくれてってくれてってくれてってくれて、、、、それでそれでそれでそれで１１１１週週週週間間間間後後後後にににに、、、、こんなつるつるしたこんなつるつるしたこんなつるつるしたこんなつるつるした美美美美しいしいしいしい鎌鎌鎌鎌倉倉倉倉彫彫彫彫にまたなってにまたなってにまたなってにまたなって、、、、私私私私のののの元元元元にににに戻戻戻戻ってというってというってというってというかかかか、、、、おばあおばあおばあおばあちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの形見形見形見形見がががが戻戻戻戻ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。     こんなのでこんなのでこんなのでこんなので、、、、これもこれもこれもこれも危危危危うくうくうくうく今今今今ごろごろごろごろ埋立埋立埋立埋立地地地地にににに行行行行っていたっていたっていたっていたかかかかもしれないんですもしれないんですもしれないんですもしれないんですけけけけどどどど、、、、よよよよかかかかっっっったなというたなというたなというたなという。。。。きっとごみのきっとごみのきっとごみのきっとごみの中中中中にはそういうものもいっにはそういうものもいっにはそういうものもいっにはそういうものもいっぱぱぱぱいあるしいあるしいあるしいあるし、、、、反反反反対対対対にににに、、、、もうもうもうもう 20 年年年年前前前前にににに捨捨捨捨てておてておてておてておけけけけばよばよばよばよかかかかったというものもあるったというものもあるったというものもあるったというものもあるかかかかもしれませんもしれませんもしれませんもしれませんけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そんなのでそんなのでそんなのでそんなので、、、、私私私私はははは何何何何かかかか、、、、こういうこういうこういうこういう生活生活生活生活雑貨雑貨雑貨雑貨がががが特特特特にににに好好好好きなのできなのできなのできなので、、、、すごくすごくすごくすごく大大大大切切切切にしていますにしていますにしていますにしています。。。。     そんなそんなそんなそんな、、、、もともともともともともともともとアンティークアンティークアンティークアンティークというというというというかかかか、、、、古古古古いものがいものがいものがいものが大大大大好好好好きなのきなのきなのきなのだっただっただっただったかかかからだとはらだとはらだとはらだとは思思思思ううううののののですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ロックロックロックロック界界界界でででで、、、、馬馬馬馬車車車車馬馬馬馬のようにのようにのようにのように駆駆駆駆けけけけてててて、、、、もうもうもうもう次次次次はははは大大大大ヒヒヒヒットットットット、、、、次次次次はははは大大大大ヒヒヒヒットットットットってってってって、、、、ここここぶぶぶぶしをどんどんしをどんどんしをどんどんしをどんどん振振振振りりりり上上上上げてげてげてげて、、、、80 年代年代年代年代はははは私私私私、、、、頑張頑張頑張頑張っていたんですっていたんですっていたんですっていたんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、どうどうどうどう走走走走ってもこれってもこれってもこれってもこれ以以以以上上上上無無無無理理理理だよというだよというだよというだよというぐぐぐぐらいらいらいらい体体体体力力力力のののの限限限限界界界界をををを感感感感じじじじたというたというたというたというかかかか、、、、20 代代代代のくせにのくせにのくせにのくせに、、、、もうもうもうもうすごいくたくたにすごいくたくたにすごいくたくたにすごいくたくたに疲疲疲疲れちゃったときがあったんですれちゃったときがあったんですれちゃったときがあったんですれちゃったときがあったんです。。。。そのそのそのその時代時代時代時代はははは、、、、今今今今はそれこそはそれこそはそれこそはそれこそ 30 になっになっになっになってもてもてもても 40 になってもになってもになってもになっても、、、、例例例例えばえばえばえば頑張頑張頑張頑張っているっているっているっている女女女女のののの人人人人はそんなことはそんなことはそんなことはそんなこと言言言言われることないですわれることないですわれることないですわれることないですけけけけどどどど、、、、まだまだまだまだ 25 年年年年前前前前のののの日本日本日本日本ってってってって、、、、25 をををを過過過過ぎぎぎぎたらおたらおたらおたらお肌肌肌肌のののの曲曲曲曲がりがりがりがり角角角角ととととかかかかねねねね、、、、二二二二十十十十七七七七、、、、八八八八になったらになったらになったらになったら、、、、ととととんとんんとんんとんんとん、「、「、「、「どうするのどうするのどうするのどうするの？？？？」」」」ってってってって肩肩肩肩たたたたたたたたかかかかれるようなれるようなれるようなれるような感感感感じじじじでででで、「、「、「、「結結結結婚婚婚婚するのするのするのするの、、、、しないのしないのしないのしないの？？？？」」」」みみみみたいなねたいなねたいなねたいなね、、、、周周周周囲囲囲囲かかかからららら何何何何かかかかそういうそういうそういうそういう目目目目でででで見見見見られるみたいなられるみたいなられるみたいなられるみたいな、、、、そういうそういうそういうそういう時代時代時代時代だったんですよねだったんですよねだったんですよねだったんですよね。。。。     そういうそういうそういうそういう時代時代時代時代にもにもにもにもかかかかかかかかわらわらわらわらずずずず、、、、私私私私はもっともっとはもっともっとはもっともっとはもっともっと音音音音楽楽楽楽をををを生生生生みみみみ出出出出したらうまくいくはしたらうまくいくはしたらうまくいくはしたらうまくいくはずずずずだだだだとととと言言言言ってってってって頑張頑張頑張頑張ろうとしているろうとしているろうとしているろうとしている自分自分自分自分がいるのにというがいるのにというがいるのにというがいるのにという、、、、周周周周りのりのりのりの目目目目とととと私私私私のののの思思思思いというのがもういというのがもういというのがもういというのがもう全然全然全然全然違違違違ったときがあったんですったときがあったんですったときがあったんですったときがあったんです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、スタッフスタッフスタッフスタッフののののほほほほうはうはうはうは、、、、CD がががが 5 万万万万枚枚枚枚売売売売れてれてれてれて、、、、10 万万万万枚枚枚枚売売売売れてとれてとれてとれてと私私私私がががが喜喜喜喜んでいるんでいるんでいるんでいる中中中中、、、、さらにさらにさらにさらに 15 万万万万枚枚枚枚、、、、20 万万万万枚枚枚枚、、、、30 万万万万枚枚枚枚というというというというふふふふうにうにうにうに、、、、もうもうもうもう際際際際限限限限なくなくなくなくゼロゼロゼロゼロがががが当当当当たりたりたりたり前前前前にににについていくわついていくわついていくわついていくわけけけけですねですねですねですね。。。。そんなときにそんなときにそんなときにそんなときに、、、、男男男男のののの人人人人はははは体体体体力力力力持持持持つつつつかかかからいいらいいらいいらいいかかかかもしれないもしれないもしれないもしれないけけけけどどどど、、、、もうもうもうもう女女女女はははは無無無無理理理理だとだとだとだと。。。。でででで、、、、鏡鏡鏡鏡のののの前前前前にににに行行行行ったらったらったらったら、、、、クマクマクマクマがもうがもうがもうがもう何何何何匹匹匹匹もももも顔顔顔顔にいにいにいにいるるるる、、、、じじじじゃないゃないゃないゃないけけけけどどどど、、、、すごくすごくすごくすごくぼぼぼぼろろろろぼぼぼぼろにろにろにろに疲疲疲疲れていてれていてれていてれていて、「、「、「、「こんなこんなこんなこんな私私私私にどこまでにどこまでにどこまでにどこまで走走走走れとれとれとれと言言言言うのうのうのうの？？？？」」」」というというというという感感感感じじじじでででで、、、、鏡鏡鏡鏡をををを見見見見てはてはてはては悲悲悲悲しくなりしくなりしくなりしくなり、、、、何何何何かかかかこうこうこうこう、、、、CD ののののセールスセールスセールスセールスのののの結果結果結果結果をををを見見見見てはてはてはては、、、、ああああああああ、、、、だだだだめめめめだったってだったってだったってだったって落落落落胆胆胆胆したりとしたりとしたりとしたりとかかかか。。。。そういうそういうそういうそういうふふふふうになってしまうことがうになってしまうことがうになってしまうことがうになってしまうことが、、、、ああああ、、、、自分自分自分自分のののの曲曲曲曲がががが悪悪悪悪いいいいかかかからららら売売売売れないのれないのれないのれないのかかかかなとなとなとなとかかかか、、、、もっともっともっともっともっともっともっともっと周周周周りがりがりがりが大大大大宣宣宣宣伝伝伝伝してくれないしてくれないしてくれないしてくれないかかかからだらだらだらだめめめめなのよってなのよってなのよってなのよって、、、、人人人人にもにもにもにも自分自分自分自分にもにもにもにも文文文文句句句句をををを言言言言ってしまってってしまってってしまってってしまって、、、、ぼぼぼぼろろろろぼぼぼぼろにろにろにろになっちゃったときがあったんですねなっちゃったときがあったんですねなっちゃったときがあったんですねなっちゃったときがあったんですね。。。。それがちそれがちそれがちそれがちょょょょうどうどうどうど 28ぐぐぐぐらいだったんですらいだったんですらいだったんですらいだったんですけけけけどどどど。。。。 そしてそしてそしてそして、、、、そんなときにそんなときにそんなときにそんなときに、、、、たまたまたまたまたまたまたまたまロンロンロンロンドドドドンンンンににににレレレレコーディングコーディングコーディングコーディングにににに行行行行っていましてっていましてっていましてっていまして、、、、写真撮写真撮写真撮写真撮影影影影にににに出出出出たんですたんですたんですたんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そのそのそのその私私私私のののの足元足元足元足元にににに、、、、青青青青空空空空をををを見見見見てててて凛凛凛凛とととと、、、、楽楽楽楽ししししそうにそうにそうにそうに笑顔笑顔笑顔笑顔でででで咲咲咲咲いていいていいていいているるるる一一一一輪輪輪輪のののの花花花花、、、、野野野野生生生生ののののマーガマーガマーガマーガレレレレットットットットにににに出出出出会会会会ったんですったんですったんですったんです。。。。元元元元気気気気だったらきっとだったらきっとだったらきっとだったらきっと踏踏踏踏んんんんづけづけづけづけてててて歩歩歩歩いいいいちゃっていたちゃっていたちゃっていたちゃっていたかかかかもしれないんですもしれないんですもしれないんですもしれないんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そのあまりにもそのあまりにもそのあまりにもそのあまりにも朗朗朗朗ららららかかかかにににに天天天天をををを向向向向いていていていて楽楽楽楽しそうしそうしそうしそうにににに生生生生きているきているきているきている花花花花にににに出出出出会会会会ってってってって、、、、何何何何かかかかこうこうこうこう、、、、少少少少女女女女時代時代時代時代のののの自分自分自分自分、、、、あのあのあのあの温温温温度度度度計計計計をををを太陽太陽太陽太陽ににににかかかかざしてざしてざしてざしていいいいたたたた自分自分自分自分じじじじゃないゃないゃないゃないけけけけどどどど、、、、そういうそういうそういうそういう天天天天真爛漫真爛漫真爛漫真爛漫なななな、、、、自分自分自分自分のののの感性感性感性感性のままにのままにのままにのままに生生生生きていたきていたきていたきていた自分自分自分自分がそこにがそこにがそこにがそこに咲咲咲咲いているようないているようないているようないているような気気気気がしてがしてがしてがして、、、、ああああ、、、、私私私私はこういうはこういうはこういうはこういうふふふふうにうにうにうに生生生生きてきてきてきていいいいななななかかかかったったったったかかかからららら人人人人にににに対対対対してしてしてして文文文文句句句句をををを言言言言いいいい、、、、自分自分自分自分にもにもにもにも何何何何かかかか不不不不満満満満をををを言言言言いながらいながらいながらいながら生生生生きていてしまったんだというきていてしまったんだというきていてしまったんだというきていてしまったんだというふふふふうにうにうにうに、、、、花花花花にににに教教教教えてもらってえてもらってえてもらってえてもらって、、、、ああああ、、、、一一一一度度度度ししししかかかかないないないない人生人生人生人生だしだしだしだし、、、、自分自分自分自分はもうこういうはもうこういうはもうこういうはもうこういう原原原原石石石石をををを持持持持っているんだっているんだっているんだっているんだかかかからららら、、、、そこのそこのそこのそこの原原原原石石石石をををを磨磨磨磨くようにくようにくようにくように生生生生きていきていきていきていけけけけばきっとばきっとばきっとばきっと自分自分自分自分もももも楽楽楽楽しくしくしくしく生生生生きられてきられてきられてきられて、、、、そのそのそのその楽楽楽楽しくしくしくしく生生生生きているきているきているきている自分自分自分自分をををを見見見見てててて周周周周りもりもりもりも喜喜喜喜んでくれるにんでくれるにんでくれるにんでくれるに違違違違いないといういないといういないといういないというふふふふうにうにうにうに、、、、何何何何かかかかピピピピンンンンとととと思思思思ってってってって、、、、教教教教えてもらってえてもらってえてもらってえてもらって、、、、それまでのそれまでのそれまでのそれまでのややややりりりり方方方方ががががほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに、、、、もうもうもうもうゼロゼロゼロゼロがががが際際際際限限限限なくついてなくついてなくついてなくついていっていっていっていって、、、、ととととめめめめどもないどもないどもないどもない、、、、要要要要はははは、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産・・・・大大大大量消費量消費量消費量消費じじじじゃないですゃないですゃないですゃないですけけけけどどどど、、、、こっちはこっちはこっちはこっちは生生生生身身身身のののの人間人間人間人間でででで、、、、思思思思いをいをいをいを込込込込めめめめてててて一一一一生生生生懸命懸命懸命懸命曲曲曲曲をつくるんですをつくるんですをつくるんですをつくるんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、売売売売れないというれないというれないというれないという結果結果結果結果がががが出出出出たらたらたらたら、、、、もうすもうすもうすもうすぐぐぐぐにににに生生生生産産産産停停停停止止止止、、、、それそれそれそれかかかかららららレレレレコーコーコーコードドドド店店店店なんなんなんなんかかかかにもうにもうにもうにもう注注注注文文文文がががが来来来来ないですないですないですないですかかかからららら、、、、いきなりいきなりいきなりいきなりパタッパタッパタッパタッととととストストストストップップップップしてしてしてして、、、、そしてそしてそしてそしてレレレレコーコーコーコードドドド会社会社会社会社にににに在在在在庫庫庫庫がががが残残残残りりりり、、、、CD がごみになっていくわがごみになっていくわがごみになっていくわがごみになっていくわけけけけですよねですよねですよねですよね。。。。 まあまあまあまあ、、、、余余余余談談談談というというというというかかかか、、、、大大大大切切切切なことですなことですなことですなことですけけけけどどどど、、、、最近最近最近最近ややややっとそのっとそのっとそのっとその CD もももも、、、、80 年代年代年代年代やややや 90 年代年代年代年代ははははババババンンンンババババンンンン売売売売れれれれ残残残残ってしまったってしまったってしまったってしまった、、、、チチチチャャャャートートートート競競競競争争争争のののの中中中中売売売売れれれれ残残残残ったったったった CD はごみになっていたんではごみになっていたんではごみになっていたんではごみになっていたんで
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すすすすけけけけれどもれどもれどもれども、、、、最近最近最近最近私私私私ががががずずずずっとおっとおっとおっとお世話世話世話世話になってきたになってきたになってきたになってきたソニーソニーソニーソニーののののほほほほうでもうでもうでもうでも、、、、ややややっとっとっとっと CD がががが在在在在庫庫庫庫にににになってしまったらなってしまったらなってしまったらなってしまったら、、、、それがまたそれがまたそれがまたそれがまた CD にににに戻戻戻戻るようにるようにるようにるように、、、、ややややっとっとっとっと循環循環循環循環されるようになってきたんされるようになってきたんされるようになってきたんされるようになってきたんですねですねですねですね。。。。そのそのそのその工工工工場場場場もももも私私私私、、、、静岡静岡静岡静岡へへへへ行行行行ってってってって見見見見てきましたてきましたてきましたてきましたけけけけれどもれどもれどもれども、、、、まあまあまあまあ、、、、皮肉皮肉皮肉皮肉なことになことになことになことに、、、、私私私私がががが
80 年代年代年代年代にすごいにすごいにすごいにすごい、、、、思思思思いいいい切切切切りりりり頑張頑張頑張頑張ってってってって、、、、ここここぶぶぶぶしをしをしをしを上上上上げていたときのげていたときのげていたときのげていたときの CD をををを、、、、当当当当時時時時ははははレレレレコーコーコーコードドドドですがですがですがですが、、、、レレレレコーコーコーコードドドドをいっをいっをいっをいっぱぱぱぱいつくっていたいつくっていたいつくっていたいつくっていた工工工工場場場場がががが、、、、そのままそのままそのままそのまま CD ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工工工工場場場場になっになっになっになっていましたねていましたねていましたねていましたね。。。。ですですですですかかかからららら、、、、何何何何かかかかもうもうもうもう、、、、皮肉皮肉皮肉皮肉なものだなというねなものだなというねなものだなというねなものだなというね、、、、何何何何かかかかこうこうこうこう、「、「、「、「猿猿猿猿のののの惑星惑星惑星惑星」」」」をををを見見見見るようなるようなるようなるような、、、、というんですというんですというんですというんですかかかかねねねね、、、、1周周周周地球地球地球地球をををを回回回回ってってってってきたらきたらきたらきたら、、、、ああああああああ、、、、こんなになってたこんなになってたこんなになってたこんなになってた、、、、みたみたみたみたいないないないな、、、、ソニーソニーソニーソニーのののの工工工工場場場場へへへへ行行行行ったときにそんなったときにそんなったときにそんなったときにそんなふふふふうなうなうなうな気気気気持持持持ちになりましたねちになりましたねちになりましたねちになりましたね。。。。 これこれこれこれかかかからがらがらがらが本題本題本題本題というというというという感感感感じじじじなんですなんですなんですなんですけけけけどどどど、、、、それでそれでそれでそれで私私私私、、、、自分自分自分自分のののの大大大大好好好好きなきなきなきな音音音音楽楽楽楽をををを愛愛愛愛しししし過過過過ぎぎぎぎてててているのいるのいるのいるのかかかかなってなってなってなって。。。。もうちもうちもうちもうちょょょょっとっとっとっと何何何何かかかかビジビジビジビジネスネスネスネスとしてもとしてもとしてもとしてもライトライトライトライトなななな気気気気持持持持ちでできなちでできなちでできなちでできなかかかかったらったらったらったらププププロロロロじじじじゃないんだろうゃないんだろうゃないんだろうゃないんだろうかかかかというというというという、、、、いろんないろんないろんないろんな悩悩悩悩みがあったのでみがあったのでみがあったのでみがあったので、、、、そのそのそのその頭頭頭頭をををを冷冷冷冷ますたますたますたますためめめめにもおにもおにもおにもお休休休休みがみがみがみが必要必要必要必要だということでだということでだということでだということで、、、、ロンロンロンロンドドドドンンンンにににに行行行行きましたきましたきましたきました。。。。それがそれがそれがそれが 88 年年年年、、、、野野野野生生生生ののののマーガマーガマーガマーガレレレレットットットットをををを見見見見てててて、、、、そのそのそのその 1 年後年後年後年後ぐぐぐぐらいだったんですらいだったんですらいだったんですらいだったんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、2 年間年間年間年間暮暮暮暮らしてらしてらしてらして、、、、もうもうもうもう野野野野生生生生ののののマーガマーガマーガマーガレレレレットットットットののののようなようなようなような生生生生きききき方方方方をををを一一一一かかかかららららややややりりりり直直直直しだってどこしだってどこしだってどこしだってどこかかかかでででで思思思思っていたのでっていたのでっていたのでっていたので、、、、ちちちちょょょょっとでもっとでもっとでもっとでも自自自自然然然然をををを愛愛愛愛すすすするというるというるというるというかかかか、、、、大地大地大地大地ののののエネルエネルエネルエネルギギギギーーーーをもらうたをもらうたをもらうたをもらうためめめめにににに、、、、無無無無農農農農薬薬薬薬農農農農法法法法のののの野野野野菜菜菜菜をいっをいっをいっをいっぱぱぱぱいとってみよいとってみよいとってみよいとってみようとうとうとうとかかかか、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるベジベジベジベジタリアンタリアンタリアンタリアンにもにもにもにもトライトライトライトライしたんですしたんですしたんですしたんですけけけけどどどど、、、、ベジベジベジベジタリアンタリアンタリアンタリアン、、、、私私私私はだはだはだはだめめめめだったですねだったですねだったですねだったですね。。。。もうもうもうもう何何何何かかかか、、、、おおおお肉肉肉肉をををを食食食食べべべべなくてなくてなくてなくて 1 週週週週間間間間ぐぐぐぐらいしたららいしたららいしたららいしたら、、、、精神精神精神精神ののののベベベベクトルクトルクトルクトルというというというというかかかか、、、、幹幹幹幹がこっちがこっちがこっちがこっちへへへへヒヒヒヒュュュューーーーっっっってててて行行行行っているようなっているようなっているようなっているような感感感感じじじじでででで、、、、ああああああああ、、、、これはこれはこれはこれはややややばいとばいとばいとばいと思思思思っっっってててて、、、、ちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとウウウウシシシシさんさんさんさん、、、、ブブブブタタタタさんというさんというさんというさんというかかかか、、、、肉肉肉肉ののののエネルエネルエネルエネルギギギギーーーーももらわないといももらわないといももらわないといももらわないといけけけけないんだないんだないんだないんだなというなというなというなというふふふふうにうにうにうに、、、、もうもうもうもう一回一回一回一回自分自分自分自分をををを立立立立てててて直直直直ししししてててて。。。。そういうときにそういうときにそういうときにそういうときに、、、、ほほほほんとうんとうんとうんとう、、、、動動動動物物物物のののの力力力力ももももももももらっているということもらっているということもらっているということもらっているということもひひひひししししひひひひしとしとしとしと自分自分自分自分でででで体体体体感感感感できたようなできたようなできたようなできたような気気気気がするんですがするんですがするんですがするんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ままままああああ、、、、そんなそんなそんなそんな、、、、一一一一かかかかららららややややりりりり直直直直しでしでしでしで、、、、ちちちちょょょょっとでもっとでもっとでもっとでもミニマムミニマムミニマムミニマムなななな、、、、自自自自然然然然とととと呼呼呼呼吸吸吸吸するようなするようなするようなするような生生生生きききき方方方方にににに変変変変えていこうというえていこうというえていこうというえていこうというふふふふうにうにうにうに過過過過ごしたごしたごしたごしたロンロンロンロンドドドドンンンンだったんですがだったんですがだったんですがだったんですが、、、、2 年間年間年間年間、、、、そんなそんなそんなそんな生活生活生活生活をををを終終終終ええええてててて、、、、またまたまたまた都都都都内内内内にににに戻戻戻戻ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。 なるなるなるなるべべべべくはそういうくはそういうくはそういうくはそういうチチチチャャャャートートートート競競競競争争争争のののの中中中中にににに入入入入りたくないというりたくないというりたくないというりたくないという思思思思いといといといと、、、、またまたまたまた反反反反面面面面、、、、まだままだままだままだまだだだだ自分自分自分自分にはにはにはには、、、、いいいいいいいい曲曲曲曲をををを書書書書けけけけばばばば、、、、きっときっときっときっと絶絶絶絶対対対対にににに多多多多くのくのくのくの人人人人にににに愛愛愛愛してもらえるしてもらえるしてもらえるしてもらえるビビビビッグッグッグッグヒヒヒヒットットットットがががが生生生生まれるはまれるはまれるはまれるはずずずずだというだというだというだという夢夢夢夢ももももややややっっっっぱぱぱぱりまだどこりまだどこりまだどこりまだどこかかかかにあってにあってにあってにあって、、、、両両両両方方方方てんてんてんてんびびびびんんんんににににかけかけかけかけるようにるようにるようにるように大大大大手手手手のののの事事事事務務務務所所所所にににに所所所所属属属属していたんですしていたんですしていたんですしていたんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そんなそんなそんなそんな生活生活生活生活のののの中中中中、、、、事事事事務務務務所所所所がががが青山青山青山青山だったんですだったんですだったんですだったんですけけけけどどどど、、、、多多多多くのくのくのくのアーティストアーティストアーティストアーティストががががタクシータクシータクシータクシーでいろいろなところでいろいろなところでいろいろなところでいろいろなところへへへへ行行行行くくくく中中中中、、、、私私私私はもうはもうはもうはもう自自自自転車転車転車転車をををを買買買買いいいいましてましてましてまして、、、、ダダダダイエットイエットイエットイエットもももも兼兼兼兼ねてねてねてねて、、、、青山青山青山青山までまでまでまで自自自自転車転車転車転車にににに乗乗乗乗っていったりとっていったりとっていったりとっていったりとかかかか、、、、そんなこともそんなこともそんなこともそんなこともややややっっっったりしたんですたりしたんですたりしたんですたりしたんですけけけけどどどど、、、、ごみのごみのごみのごみの日日日日にににに、、、、四四四四つつつつ角角角角のところのごみのところのごみのところのごみのところのごみ置置置置場場場場にににに捨捨捨捨てにてにてにてに行行行行くんですくんですくんですくんですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、ぱぱぱぱっとっとっとっと捨捨捨捨てにてにてにてに行行行行ったらったらったらったら、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだ使使使使えそうなえそうなえそうなえそうな電電電電化化化化製品製品製品製品ととととかかかか、、、、テーテーテーテーブブブブルルルルととととかかかか、、、、座座座座布布布布団団団団ととととかかかか、、、、洋服洋服洋服洋服もももも袋袋袋袋にににに詰詰詰詰めめめめてあっててあっててあっててあって、、、、ししししかかかかもももも洋服洋服洋服洋服もももも、、、、ぐぐぐぐしゃしゃしゃしゃぐぐぐぐしゃのしゃのしゃのしゃの洋服洋服洋服洋服だったらだったらだったらだったら、、、、ああああああああ、、、、ごみごみごみごみなんだなってなんだなってなんだなってなんだなって見見見見たらすたらすたらすたらすぐぐぐぐわわわわかかかかるんでするんでするんでするんですけけけけどどどど、、、、きっとこのきっとこのきっとこのきっとこの人人人人、、、、タンスタンスタンスタンスかかかからそのままらそのままらそのままらそのまま一一一一式式式式全全全全部部部部袋袋袋袋にににに入入入入れてれてれてれて捨捨捨捨てたでしてたでしてたでしてたでしょょょょうといううといううといううという感感感感じじじじのののの、、、、もうきれいにたたんであるもうきれいにたたんであるもうきれいにたたんであるもうきれいにたたんである洋服洋服洋服洋服がそのままがそのままがそのままがそのまま捨捨捨捨てててててあったりするてあったりするてあったりするてあったりする風風風風景景景景をををを見見見見てててて、「、「、「、「これこれこれこれ、、、、おおおおかかかかしいんしいんしいんしいんじじじじゃないのゃないのゃないのゃないの？？？？」」」」ってすごいってすごいってすごいってすごい思思思思ったんですよったんですよったんですよったんですよねねねね。。。。 というのはというのはというのはというのは、、、、ロンロンロンロンドドドドンンンンはははは、、、、ほほほほんとうんとうんとうんとう、、、、アンティークアンティークアンティークアンティークととととかかかか古着古着古着古着というというというという言言言言いいいい方方方方でででで古古古古いものいものいものいものををををいっいっいっいっぱぱぱぱいばしばしいばしばしいばしばしいばしばし売売売売ってましたしってましたしってましたしってましたし、、、、テーテーテーテーブブブブルルルルかかかからららら何何何何かかかからららら。。。。何何何何よりよりよりより私私私私がががが住住住住んでいたんでいたんでいたんでいた家家家家がががが、、、、200年年年年前前前前のののの、、、、ビビビビクトリアンクトリアンクトリアンクトリアン時代時代時代時代のののの家家家家なんですなんですなんですなんですけけけけどどどど、、、、そこをそこをそこをそこを修復修復修復修復しながらしながらしながらしながら住住住住んでいてんでいてんでいてんでいて。。。。そういうそういうそういうそういう古古古古いものをいものをいものをいものを大大大大切切切切にするにするにするにする文化文化文化文化のののの中中中中かかかからいきなりらいきなりらいきなりらいきなり日本日本日本日本にににに戻戻戻戻ってきてってきてってきてってきて、、、、何何何何でもでもでもでもかかかかんでもんでもんでもんでも、、、、まだままだままだままだまだだだだ使使使使えそうなものがいっえそうなものがいっえそうなものがいっえそうなものがいっぱぱぱぱいいいい捨捨捨捨ててあったててあったててあったててあったかかかからららら、、、、それそれそれそれ、、、、おおおおかかかかしいなとしいなとしいなとしいなと。「。「。「。「こういうことをしこういうことをしこういうことをしこういうことをしているているているているかかかからららら音音音音楽楽楽楽のとらのとらのとらのとらええええ方方方方もあんなになっちゃうのよもあんなになっちゃうのよもあんなになっちゃうのよもあんなになっちゃうのよ」」」」なんてなんてなんてなんて、、、、またまたまたまた何何何何かかかかロックロックロックロックのこのこのこのこぶぶぶぶししししががががブブブブーッーッーッーッとととと上上上上がってきちゃってがってきちゃってがってきちゃってがってきちゃって、、、、冗談冗談冗談冗談じじじじゃないゃないゃないゃない、、、、みたいなみたいなみたいなみたいな。。。。何何何何かかかかもうもうもうもう、、、、ほほほほんとんとんとんと、、、、何何何何かかかかおおおおかかかかしいよというしいよというしいよというしいよという、、、、そんなそんなそんなそんな、、、、ぶぶぶぶつつつつぶぶぶぶつまたつまたつまたつまた私私私私のののの中中中中でででで……………………。。。。 それでそれでそれでそれで、、、、そのころそのころそのころそのころ、、、、まだまだまだまだ時時時時はははは 90 年代年代年代年代でででで、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだ上上上上へへへへ上上上上へへへへというというというという時代時代時代時代だったのでだったのでだったのでだったので、、、、私私私私がががが
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ロンロンロンロンドドドドンンンンでいろいろつくってきたでいろいろつくってきたでいろいろつくってきたでいろいろつくってきた、、、、すごくすごくすごくすごくオーガニックオーガニックオーガニックオーガニックなななな生活生活生活生活でででで、、、、アンティークアンティークアンティークアンティークをををを大大大大切切切切ににににしながらなんていうしながらなんていうしながらなんていうしながらなんていうふふふふうにうにうにうに思思思思っていたっていたっていたっていた中中中中でつくってきたでつくってきたでつくってきたでつくってきた曲曲曲曲がががが、、、、もうもうもうもう焼焼焼焼けけけけ石石石石にににに水水水水だなというだなというだなというだなというふふふふうにうにうにうに思思思思いましていましていましていまして、、、、10 曲曲曲曲ぐぐぐぐらいつくってきたんですらいつくってきたんですらいつくってきたんですらいつくってきたんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、全全全全部部部部もうおもうおもうおもうお蔵蔵蔵蔵にににに入入入入れてれてれてれて、、、、ももももうううう一回一回一回一回このこのこのこの日本日本日本日本をををを見見見見つつつつめめめめ直直直直してしてしてして曲曲曲曲をつくりましをつくりましをつくりましをつくりましょょょょうううう、、、、なんてなんてなんてなんて思思思思ってってってってややややったんですったんですったんですったんですけけけけれどもれどもれどもれどもねねねね、、、、まあまあまあまあ、、、、そんなそんなそんなそんな中中中中、、、、私私私私、、、、2 番番番番目目目目にににに私私私私をををを変変変変えてくれたえてくれたえてくれたえてくれた大大大大きなきなきなきな旅旅旅旅のののの機機機機会会会会をいただいたんですをいただいたんですをいただいたんですをいただいたんです。。。。それがそれがそれがそれが、、、、94 年年年年にににに「「「「ウウウウルルンルルンルルンルルン滞滞滞滞在在在在記記記記」」」」というというというという、、、、ついこのついこのついこのついこの間間間間終終終終わってしまいましたわってしまいましたわってしまいましたわってしまいましたけけけけれどもれどもれどもれども、、、、あのあのあのあのテテテテレレレレビビビビでででで、、、、アフリカアフリカアフリカアフリカののののセネガルセネガルセネガルセネガルへへへへ行行行行ってくれとってくれとってくれとってくれと言言言言われてわれてわれてわれて、、、、もうもうもうもう私私私私はははは、、、、まだそのころまだそのころまだそのころまだそのころ、、、、ちちちちょょょょっとでもっとでもっとでもっとでも、、、、よしよしよしよし、、、、自分自分自分自分のののの中中中中ののののヒヒヒヒットットットットのたのたのたのためめめめにににに、、、、いいいいいいいい曲曲曲曲のたのたのたのためめめめにににに、、、、なんていうのでなんていうのでなんていうのでなんていうので、、、、外外外外にににに出出出出るるるる気気気気持持持持ちちちちババババシシシシババババシシシシでしたでしたでしたでしたかかかからららら、、、、手手手手をををを挙挙挙挙げてげてげてげて、、、、アフリカアフリカアフリカアフリカにににに行行行行きましたきましたきましたきました。。。。 アフリカアフリカアフリカアフリカではではではでは、、、、ドドドドゥゥゥゥドドドドゥゥゥゥ・・・・ンンンンジャジャジャジャエエエエ・・・・ローローローローズズズズさんというさんというさんというさんという、、、、太鼓太鼓太鼓太鼓のののの王王王王様様様様とととと言言言言われているおわれているおわれているおわれているお父父父父さんのもとにさんのもとにさんのもとにさんのもとに 1 週週週週間間間間ホームステイホームステイホームステイホームステイをしてをしてをしてをして、、、、炎炎炎炎天天天天下下下下のののの中中中中、、、、太鼓太鼓太鼓太鼓をばあっとをばあっとをばあっとをばあっと教教教教えてもらったえてもらったえてもらったえてもらったんですんですんですんですけけけけどどどど、、、、もうそのおもうそのおもうそのおもうそのお父父父父さんさんさんさんかかかか、、、、もうもうもうもうほほほほんとうんとうんとうんとう、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーーのののの固固固固まりのまりのまりのまりの人人人人でででで、、、、ああああああああ、、、、ななななるるるるほほほほどなどなどなどな、、、、なんてなんてなんてなんて思思思思っちゃったんですっちゃったんですっちゃったんですっちゃったんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、太鼓太鼓太鼓太鼓がもうすごいんですねがもうすごいんですねがもうすごいんですねがもうすごいんですね。。。。イスラムイスラムイスラムイスラムのののの教教教教えでえでえでえで許許許許されているんですされているんですされているんですされているんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、4 人人人人のののの奥奥奥奥さんとさんとさんとさんと、、、、子子子子供供供供ももうももうももうももう数数数数ええええられないられないられないられないぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、自自自自分分分分のののの子子子子供供供供をををを忘忘忘忘れちゃうれちゃうれちゃうれちゃうぐぐぐぐらいらいらいらい子子子子供供供供がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいいていいていいていいて、、、、孫孫孫孫子子子子のののの洗礼洗礼洗礼洗礼式式式式がががが 3 日日日日にににに一一一一遍遍遍遍あるみたいあるみたいあるみたいあるみたいなななな、、、、もうすごいもうすごいもうすごいもうすごいババババイタリティーイタリティーイタリティーイタリティー溢溢溢溢れるおれるおれるおれるお父父父父さんだったんですさんだったんですさんだったんですさんだったんです。。。。でもでもでもでも、、、、そのそのそのその家家家家族族族族形態形態形態形態がわがわがわがわかかかかるというるというるというるという、、、、すすすすべべべべてのおてのおてのおてのお父父父父さんのさんのさんのさんのエネルエネルエネルエネルギギギギーーーーがわがわがわがわかかかかるようなるようなるようなるような太鼓太鼓太鼓太鼓ををををババババーッーッーッーッとたたいてとたたいてとたたいてとたたいて、、、、そうそうそうそうしたらしたらしたらしたら、、、、もうもうもうもう周周周周りにどんどんりにどんどんりにどんどんりにどんどん人人人人がががが集集集集まってくるんですねまってくるんですねまってくるんですねまってくるんですね。。。。もうもうもうもう知知知知らないらないらないらない間間間間にににに、、、、何何何何もももも宣宣宣宣伝伝伝伝ししししていないのにていないのにていないのにていないのに、、、、太鼓太鼓太鼓太鼓さえたたさえたたさえたたさえたたけけけけばばばば、、、、もうもうもうもう 200 人人人人、、、、300 人人人人ってってってって、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん人人人人がががが集集集集まってきてまってきてまってきてまってきて、、、、楽楽楽楽しいしいしいしい大大大大コンサートコンサートコンサートコンサートになっていたんですになっていたんですになっていたんですになっていたんです。。。。そのそのそのその風風風風景景景景をををを見見見見てててて、、、、ああああ、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに音音音音楽楽楽楽ををををややややればればればれば、、、、ももももっともっとっともっとっともっとっともっと野野野野生生生生ののののマーガマーガマーガマーガレレレレットットットットのののの、、、、大地大地大地大地とととと仲良仲良仲良仲良くするくするくするくする生生生生きききき方方方方ができるんだわができるんだわができるんだわができるんだわ、、、、ななななんてんてんてんて思思思思ってってってって、、、、帰帰帰帰ってきてってきてってきてってきて、、、、私私私私はもうすはもうすはもうすはもうすぐぐぐぐにににに大大大大きなきなきなきな芸芸芸芸能能能能事事事事務務務務所所所所ををををやめやめやめやめてててて、、、、独独独独立立立立をしてをしてをしてをして、、、、今今今今にににに至至至至っているんですっているんですっているんですっているんですけけけけれどもれどもれどもれども……………………。。。。 そのそのそのそのアフリカアフリカアフリカアフリカのののの生活生活生活生活のののの中中中中でででで何何何何よよよよりりりりもももも感感感感動動動動したのはしたのはしたのはしたのは、、、、大地大地大地大地のののの上上上上でででで、、、、みんなもうみんなもうみんなもうみんなもう、、、、子子子子供供供供かかかからららら大人大人大人大人までまでまでまで、、、、いろんなものをいろんなものをいろんなものをいろんなものを手手手手作作作作りしていたんですねりしていたんですねりしていたんですねりしていたんですね。。。。自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの洋服洋服洋服洋服はもちろんですしはもちろんですしはもちろんですしはもちろんですし、、、、森森森森かかかからららら木木木木をもらってきてをもらってきてをもらってきてをもらってきて太鼓太鼓太鼓太鼓をつくってをつくってをつくってをつくって、、、、そのそのそのその太鼓太鼓太鼓太鼓のののの残残残残ったものでおったものでおったものでおったものでお皿皿皿皿をつくってをつくってをつくってをつくって、、、、そしそしそしそしてててて細細細細いいいい木木木木でいすをつくってでいすをつくってでいすをつくってでいすをつくって、、、、テーテーテーテーブブブブルルルルをつくってをつくってをつくってをつくって。。。。おおおお母母母母さんはさんはさんはさんは臼臼臼臼でででで脱脱脱脱穀穀穀穀をしてをしてをしてをして、、、、もうもうもうもうほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに、、、、ああああああああ、、、、昔昔昔昔々々々々のののの地球地球地球地球はこうだったんはこうだったんはこうだったんはこうだったんじじじじゃないゃないゃないゃないかかかかというというというという、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに原原原原風風風風景景景景をををを見見見見せてせてせてせてもらったようなもらったようなもらったようなもらったような気気気気がしてがしてがしてがして。。。。でででで、、、、そのそのそのその奥奥奥奥ののののほほほほうにうにうにうに、、、、ものすごくものすごくものすごくものすごく大大大大きなものをつくっているきなものをつくっているきなものをつくっているきなものをつくっている人人人人たちがいたのでたちがいたのでたちがいたのでたちがいたので、、、、何何何何をつくっているのをつくっているのをつくっているのをつくっているのかかかかしらとしらとしらとしらと思思思思ってってってって近近近近づづづづいていったんですよいていったんですよいていったんですよいていったんですよ。。。。そうしたそうしたそうしたそうしたらららら、、、、それはそれはそれはそれは棺桶棺桶棺桶棺桶だったんですだったんですだったんですだったんです。。。。何何何何かかかか、、、、普普普普通通通通のののの女女女女のののの子子子子だったらだったらだったらだったら「「「「ああああああああ、、、、怖怖怖怖いいいい」」」」ととととかかかか何何何何かかかか思思思思ううううののののかかかかなななな、、、、どうなんでしどうなんでしどうなんでしどうなんでしょょょょうねうねうねうね。。。。私私私私はははは、、、、格格格格好好好好いいといいといいといいと思思思思ったんですよったんですよったんですよったんですよ。。。。自分自分自分自分のののの棺桶棺桶棺桶棺桶、、、、自分自分自分自分でつでつでつでつくりたいくりたいくりたいくりたい、、、、みたいなみたいなみたいなみたいな。。。。何何何何かかかからららら何何何何までまでまでまで、、、、生生生生まれることまれることまれることまれることかかかからららら死死死死ぬぬぬぬことまでことまでことまでことまで、、、、すすすすべべべべてがてがてがてが手手手手作作作作りでりでりでりで、、、、何何何何てすてきなてすてきなてすてきなてすてきな生生生生きききき方方方方なんだろうってなんだろうってなんだろうってなんだろうって、、、、ほほほほんとんとんとんとうううう感感感感動動動動しましたしましたしましたしました。。。。 そういうそういうそういうそういう生生生生きききき方方方方がちがちがちがちょょょょっとでもまねできたらいいなとっとでもまねできたらいいなとっとでもまねできたらいいなとっとでもまねできたらいいなと思思思思ってってってって帰帰帰帰ってきてってきてってきてってきて、、、、そのそのそのその次次次次にまたにまたにまたにまた大大大大きなきなきなきな旅旅旅旅でいただいたおでいただいたおでいただいたおでいただいたお仕仕仕仕事事事事はははは、、、、何何何何といってもといってもといってもといっても「「「「ひひひひるるるるどきどきどきどき日本日本日本日本列島列島列島列島」」」」というというというという番番番番組組組組ですですですです。。。。多多多多分分分分、、、、千葉千葉千葉千葉にもにもにもにも私私私私、、、、何回何回何回何回かかかか来来来来たことあるとたことあるとたことあるとたことあると思思思思ううううののののですですですですけけけけどどどど、、、、見見見見てくれていたてくれていたてくれていたてくれていた方方方方いますいますいますいますかかかか。。。。忘忘忘忘れちれちれちれちゃゃゃゃったのったのったのったの？？？？ なんてなんてなんてなんて……………………。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手））））ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと前前前前まではまではまではまでは、、、、よくよくよくよく、「、「、「、「昼昼昼昼どきどきどきどき」」」」でよでよでよでよかかかかったわねってったわねってったわねってったわねって言言言言われていたんですわれていたんですわれていたんですわれていたんですけけけけどどどど、、、、ここのところここのところここのところここのところ、、、、正直正直正直正直なところなところなところなところ、、、、あまあまあまあまりりりり言言言言われませんねわれませんねわれませんねわれませんね。。。。テテテテレレレレビビビビというのはすごいなとというのはすごいなとというのはすごいなとというのはすごいなと思思思思いますいますいますいますけけけけどどどど、、、、1 日日日日でもでもでもでもババババーンーンーンーンとととと NHK ととととかかかかにににに出出出出るるるるとととと、、、、もうすごいもうすごいもうすごいもうすごい、、、、次次次次のののの日日日日、、、、町町町町をををを歩歩歩歩いていてもいろんないていてもいろんないていてもいろんないていてもいろんな人人人人にににに声声声声かけかけかけかけられてられてられてられて。。。。ちちちちょょょょっっっっとととと出出出出なくなるとなくなるとなくなるとなくなると、、、、もうもうもうもうほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに忘忘忘忘れられてというれられてというれられてというれられてという、、、、このこのこのこの辺辺辺辺ががががマスマスマスマスメメメメディアディアディアディアのすごさであのすごさであのすごさであのすごさでありりりり、、、、怖怖怖怖さだなとさだなとさだなとさだなと思思思思ううううののののですですですですけけけけれどもれどもれどもれども。。。。あのあのあのあの旅旅旅旅でででで私私私私ははははほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに地地地地産産産産地地地地消消消消のののの鏡鏡鏡鏡というんですというんですというんですというんですかかかかねねねね、、、、地地地地元元元元のののの宝宝宝宝をををを自分自分自分自分のののの手手手手でででで大大大大切切切切にしているにしているにしているにしている方方方方々々々々のところにのところにのところにのところに旅旅旅旅にににに行行行行ってってってって、、、、ほほほほんとうにたくんとうにたくんとうにたくんとうにたくさんのさんのさんのさんの感感感感動動動動をいただいたんですねをいただいたんですねをいただいたんですねをいただいたんですね。。。。 埼埼埼埼玉玉玉玉のののの草草草草加加加加せんせんせんせんべべべべいのいのいのいの工工工工場場場場というというというというかかかか、、、、おおおお店店店店があるところがあるところがあるところがあるところへへへへ行行行行ったときもったときもったときもったときも、、、、すごいすごいすごいすごい手手手手焼焼焼焼きききき
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のおせんのおせんのおせんのおせんべべべべいをいをいをいを一一一一生生生生懸命懸命懸命懸命焼焼焼焼いているおいているおいているおいているおじじじじいちゃんがいていちゃんがいていちゃんがいていちゃんがいて、、、、格格格格好好好好いいいいいいいい白白白白髪髪髪髪のののの。。。。それでそれでそれでそれで、、、、四四四四畳畳畳畳半半半半ぐぐぐぐらいらいらいらいのののの小小小小さなところでさなところでさなところでさなところで、、、、炭炭炭炭火火火火でででで焼焼焼焼いているんですいているんですいているんですいているんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、今今今今はははは「「「「ふふふふるさとるさとるさとるさと一一一一番番番番」」」」とととといういういういう名名名名前前前前にににに変変変変わっていますわっていますわっていますわっていますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、あのあのあのあの番番番番組組組組ををををややややるのにるのにるのにるのに、、、、意意意意外外外外ととととスタッフスタッフスタッフスタッフがたくさんいがたくさんいがたくさんいがたくさんいてててて、、、、よくよくよくよく、、、、三三三三、、、、四四四四人人人人でででで撮撮撮撮っているんっているんっているんっているんじじじじゃないのってゃないのってゃないのってゃないのって言言言言われるんですわれるんですわれるんですわれるんですけけけけどどどど、、、、全然全然全然全然そうそうそうそうじじじじゃなゃなゃなゃなくてくてくてくて、、、、いろんないろんないろんないろんなカカカカメメメメララララがありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、総総総総勢勢勢勢三三三三、、、、四四四四十十十十人人人人かけかけかけかけてててて生生生生放放放放送送送送がががが動動動動いているんですいているんですいているんですいているんですねねねね、、、、何台何台何台何台ももももババババススススをををを出出出出してしてしてして。。。。そのときもそのときもそのときもそのときも、、、、四四四四畳畳畳畳半半半半のののの狭狭狭狭いいいい部部部部屋屋屋屋にたくさんのにたくさんのにたくさんのにたくさんのスタッフスタッフスタッフスタッフがががが配配配配線線線線をををを運運運運んだりんだりんだりんだり、、、、カカカカメメメメララララをををを運運運運んだりんだりんだりんだり、、、、マイクマイクマイクマイクをををを運運運運んだりってんだりってんだりってんだりって、、、、右右右右往往往往左左左左往往往往、、、、もうもうもうもう大変大変大変大変なななな、、、、きのうまきのうまきのうまきのうまでのでのでのでの家家家家とはとはとはとは違違違違うといううといううといううという感感感感じじじじでででで、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの人人人人がががが小小小小さなおさなおさなおさなお部部部部屋屋屋屋をををを行行行行ったりったりったりったり来来来来たりしているんたりしているんたりしているんたりしているんですですですですけけけけどどどど、、、、そのおそのおそのおそのおじじじじいちゃんはいちゃんはいちゃんはいちゃんは、、、、だれがだれがだれがだれが通通通通ろうとろうとろうとろうと全然全然全然全然見見見見向向向向きもしないできもしないできもしないできもしないで、、、、ずずずずっとこうっとこうっとこうっとこうややややっっっっておせんておせんておせんておせんべべべべいをいをいをいを焼焼焼焼きききき続続続続けけけけていたんですよねていたんですよねていたんですよねていたんですよね。「。「。「。「これがわしのこれがわしのこれがわしのこれがわしの仕仕仕仕事事事事だだだだ」」」」みたいなみたいなみたいなみたいな感感感感じじじじでででで。。。。それそれそれそれをををを見見見見たときもたときもたときもたときも、「、「、「、「うわっうわっうわっうわっ、、、、格格格格好好好好いいいいいいいい、、、、このおこのおこのおこのおじじじじいちゃんいちゃんいちゃんいちゃん、、、、ロックロックロックロックだだだだぜぜぜぜ」」」」みたいなみたいなみたいなみたいな、、、、すごいすごいすごいすごい気気気気合合合合をををを感感感感じじじじてててて、、、、びびびびっくりさせられたっくりさせられたっくりさせられたっくりさせられたことがありましたことがありましたことがありましたことがありました。。。。 それとそれとそれとそれとかかかか、、、、最初最初最初最初のののの放放放放送送送送はははは、、、、小小小小笠笠笠笠原原原原にににに行行行行ったんですったんですったんですったんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、小小小小笠笠笠笠原原原原でででで、、、、2 日日日日目目目目のののの日日日日にににに、、、、ホホホホエールエールエールエールウウウウォッォッォッォッチチチチングングングング、、、、ククククジジジジララララをををを見見見見ようということでようということでようということでようということで、、、、ザザザザトトトトウウウウククククジジジジララララをををを見見見見にいきましたにいきましたにいきましたにいきました。。。。残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、番番番番組組組組ではではではでは見見見見れなれなれなれなかかかかったんですったんですったんですったんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、電電電電波波波波テストテストテストテストでででで、、、、そのそのそのその前前前前々々々々日日日日にににに船船船船をををを出出出出ししししてててて、、、、それにそれにそれにそれに私私私私もももも乗乗乗乗せてもらったんですせてもらったんですせてもらったんですせてもらったんですけけけけどどどど、、、、ほほほほんとうんとうんとうんとう、、、、私私私私のののの遠遠遠遠くくくく、、、、100メメメメートルートルートルートルぐぐぐぐらいのとらいのとらいのとらいのところでころでころでころでククククジジジジララララががががババババーンッーンッーンッーンッとととと飛飛飛飛びびびび跳跳跳跳ねたときにはねたときにはねたときにはねたときには、、、、もうもうもうもう思思思思わわわわずずずず、、、、そそそそうですねうですねうですねうですね、、、、多分多分多分多分このこのこのこのホーホーホーホールルルルのののの横横横横ぐぐぐぐらいよりもらいよりもらいよりもらいよりも長長長長いいいい、、、、動動動動物物物物ですよですよですよですよ、、、、こんなこんなこんなこんな大大大大きいのがきいのがきいのがきいのが私私私私のののの目目目目のののの前前前前ででででドドドドッッッッカーンカーンカーンカーンとととと来来来来たたたたときにはときにはときにはときには、、、、もうねもうねもうねもうね、、、、怖怖怖怖いのといのといのといのと、、、、ありがとうとありがとうとありがとうとありがとうと、、、、見見見見せてくれてせてくれてせてくれてせてくれてサンサンサンサンキキキキュュュューーーーとととと、、、、いろんないろんないろんないろんな気気気気持持持持ちがちがちがちが私私私私にににに降降降降りりりりかかかかかかかかってというってというってというってというかかかか、、、、私私私私にににに感感感感動動動動をををを与与与与えてくれてえてくれてえてくれてえてくれて、、、、知知知知らないらないらないらない間間間間にににに手手手手をををを合合合合わせていわせていわせていわせていたんですねたんですねたんですねたんですね。「。「。「。「ほほほほぉぉぉぉ～～～～～～～～」」」」みたいなみたいなみたいなみたいな、、、、「「「「神神神神様様様様、、、、おおおお願願願願えだえだえだえだ～」～」～」～」みたいなみたいなみたいなみたいな感感感感じじじじになっちゃってになっちゃってになっちゃってになっちゃって、、、、ほほほほんとうんとうんとうんとう、、、、自自自自然然然然にににに対対対対してしてしてして手手手手をををを合合合合わせるようなわせるようなわせるようなわせるような人人人人じじじじゃゃゃゃななななかかかかったんですったんですったんですったんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、もうもうもうもうほほほほんとんとんとんとうううう、、、、大大大大感感感感動動動動でででで、、、、自自自自然然然然のののの驚驚驚驚異異異異にににに恐恐恐恐れれれれというんですというんですというんですというんですかかかかねねねね、、、、手手手手をををを合合合合わせるというのはこういうわせるというのはこういうわせるというのはこういうわせるというのはこういう気気気気持持持持ちなのちなのちなのちなのかかかかというというというというふふふふうにうにうにうにククククジジジジララララにににに教教教教えてもらいましたえてもらいましたえてもらいましたえてもらいました。。。。 それとそれとそれとそれとかかかか、、、、漁船漁船漁船漁船にににに初初初初めめめめてててて乗乗乗乗ってってってって、、、、ああああ、、、、これがこれがこれがこれがタタタタチチチチウウウウオオオオっていうのっていうのっていうのっていうのかかかかというというというというぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに、、、、ももももううううピピピピンンンンピピピピカカカカのきっれのきっれのきっれのきっれーーーーななななタタタタチチチチウウウウオオオオ、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに私私私私、、、、スーパースーパースーパースーパーにににに、、、、このこのこのこのぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで切切切切ったったったった、、、、そそそそれもちれもちれもちれもちょょょょっとっとっとっと黄色黄色黄色黄色がはげたようながはげたようながはげたようながはげたような、、、、そういうのしそういうのしそういうのしそういうのしかかかか見見見見たことがなたことがなたことがなたことがなかかかかったんですよねったんですよねったんですよねったんですよね。。。。だだだだかかかからららら、、、、もうもうもうもう、、、、タタタタチチチチウウウウオオオオもももも、「、「、「、「えっえっえっえっ、、、、私私私私のののの顔顔顔顔、、、、映映映映るるるるじじじじゃないゃないゃないゃない！」！」！」！」みたいなみたいなみたいなみたいな、、、、それそれそれそれぐぐぐぐらいにきれいらいにきれいらいにきれいらいにきれいなななな……………………。。。。だだだだかかかからららら、「、「、「、「タタタタチチチチ」」」」ってってってって、、、、ここここここここかかかからついたんだってらついたんだってらついたんだってらついたんだって、、、、ほほほほんとうにわんとうにわんとうにわんとうにわかかかかるようなるようなるようなるような美美美美しいしいしいしいタタタタチチチチウウウウオオオオにににに出出出出会会会会わせてもらったりわせてもらったりわせてもらったりわせてもらったり、、、、ほほほほんとうんとうんとうんとう、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの地球地球地球地球かかかからのらのらのらのエネルエネルエネルエネルギギギギーーーー、、、、感感感感動動動動ををををいただいていただいていただいていただいて、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん自分自分自分自分のののの中中中中でででで、、、、地球地球地球地球をををを愛愛愛愛するするするする、、、、いついついついつかかかか地球地球地球地球かかかからららら生生生生まれてまたまれてまたまれてまたまれてまた地球地球地球地球にににに戻戻戻戻っていくんだといっていくんだといっていくんだといっていくんだというううう、、、、そういうそういうそういうそういう自分自分自分自分がががが養養養養われていったようなわれていったようなわれていったようなわれていったような気気気気がするんですねがするんですねがするんですねがするんですね。。。。冷静冷静冷静冷静になになになになってってってって考考考考えてみるとえてみるとえてみるとえてみると、、、、ショックショックショックショック療療療療法法法法というというというという感感感感じじじじですよねですよねですよねですよね。。。。 もうもうもうもう、、、、ぜひぜひぜひぜひ皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも、、、、千葉千葉千葉千葉もももも海海海海がたくさんありますがたくさんありますがたくさんありますがたくさんありますかかかからららら、、、、黒黒黒黒潮潮潮潮がきっとがきっとがきっとがきっと近近近近くをくをくをくを流流流流れていれていれていれていてててて、、、、すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい場所場所場所場所がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいあるといあるといあるといあると思思思思いますいますいますいます。。。。そうだそうだそうだそうだ。。。。1回回回回千葉千葉千葉千葉でもでもでもでも私私私私、、、、銚銚銚銚子子子子でででで、、、、小小小小笠笠笠笠原原原原ででででホエールホエールホエールホエールウウウウォッォッォッォッチチチチングングングングでででで感感感感動動動動しちゃったのをいいことにしちゃったのをいいことにしちゃったのをいいことにしちゃったのをいいことに、、、、ホエールホエールホエールホエールウウウウォッォッォッォッチチチチングングングングしたいしたいしたいしたいなんてなんてなんてなんて言言言言ってってってって船船船船をををを出出出出してもらってしてもらってしてもらってしてもらって、、、、そのときはそのときはそのときはそのときは波波波波がががが荒荒荒荒くてくてくてくて行行行行けけけけななななかかかかったことがあったんでったことがあったんでったことがあったんでったことがあったんですすすすけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ぜひぜひぜひぜひそういうそういうそういうそういう漁船漁船漁船漁船にににに乗乗乗乗ってみたりってみたりってみたりってみたり、、、、エコロエコロエコロエコロジジジジーーーーツツツツアーアーアーアー、、、、佐佐佐佐倉倉倉倉もそうですもそうですもそうですもそうですしししし、、、、千葉千葉千葉千葉はいっはいっはいっはいっぱぱぱぱいありますのでいありますのでいありますのでいありますので、、、、山山山山にににに、、、、海海海海にににに、、、、体体体体験験験験するするするする場所場所場所場所、、、、1 回回回回ししししかかかかないないないない人生人生人生人生ですですですですかかかからねらねらねらね、、、、もうこのすばらしいもうこのすばらしいもうこのすばらしいもうこのすばらしい地球地球地球地球ののののエネルエネルエネルエネルギギギギーーーーをををを満満満満喫喫喫喫してしてしてして、、、、そのすばらしさをそのすばらしさをそのすばらしさをそのすばらしさを享受享受享受享受してもらえたらしてもらえたらしてもらえたらしてもらえたらとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 だんだんとだんだんとだんだんとだんだんと時間時間時間時間がなくなってきてしまいましたがなくなってきてしまいましたがなくなってきてしまいましたがなくなってきてしまいましたけけけけれどもれどもれどもれども……………………。。。。最最最最後後後後にににに、、、、私私私私、、、、2 つのつのつのつの話話話話ををををぜぜぜぜひひひひしたいんですしたいんですしたいんですしたいんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、もうあっちもうあっちもうあっちもうあっちかかかかららららギギギギターターターターのののの音音音音がががが聞聞聞聞こえてきたのでこえてきたのでこえてきたのでこえてきたので、、、、そろそろそろそろそろそろそろそろ……………………。。。。 私私私私、、、、ララララジジジジオオオオのののの取取取取材材材材でででで手手手手島島島島にににに行行行行ったときのことがったときのことがったときのことがったときのことが忘忘忘忘れられなくてれられなくてれられなくてれられなくて、、、、手手手手島島島島とととと言言言言えばえばえばえば、、、、瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸内内内内海海海海のののの、、、、小小小小豆豆豆豆島島島島のちのちのちのちょょょょっとっとっとっと手前手前手前手前のところですのところですのところですのところですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そこはもうそこはもうそこはもうそこはもう産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの問問問問題題題題でででで大変大変大変大変なななな注注注注目目目目をををを浴浴浴浴びびびびてしまったところですてしまったところですてしまったところですてしまったところですけけけけどどどど、、、、そこのそこのそこのそこの現現現現地地地地にににに私私私私、、、、取取取取材材材材にいきましたにいきましたにいきましたにいきました。。。。もうもうもうもうかかかかなななな
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りりりり、、、、捨捨捨捨てられてしまったごみのたてられてしまったごみのたてられてしまったごみのたてられてしまったごみのためめめめにわざわざにわざわざにわざわざにわざわざ大大大大きなきなきなきな工工工工場場場場をををを建建建建てててててててて、、、、ちゃんときれいなちゃんときれいなちゃんときれいなちゃんときれいな水水水水ととととかかかか、、、、問問問問題題題題ないごみにないごみにないごみにないごみに戻戻戻戻していくようにしていくようにしていくようにしていくように作作作作業業業業をををを進進進進めめめめられていましたられていましたられていましたられていましたけけけけれどもれどもれどもれども、、、、それでもまそれでもまそれでもまそれでもまだだだだ二二二二山山山山もももも三三三三山山山山もももも、、、、ちゃんとちゃんとちゃんとちゃんと処理処理処理処理をしていないをしていないをしていないをしていない、、、、有有有有毒毒毒毒なものがいっなものがいっなものがいっなものがいっぱぱぱぱいまいまいまいまじじじじっているごみがっているごみがっているごみがっているごみが置置置置いてあっていてあっていてあっていてあって、、、、そのごみがそのごみがそのごみがそのごみが外外外外にににに流流流流れれれれ込込込込まないようにまないようにまないようにまないように、、、、分分分分厚厚厚厚いいいい鉄鉄鉄鉄のののの柵柵柵柵ががががドドドドーンーンーンーンとととと海海海海をををを隔隔隔隔てててててててて立立立立っていたんですっていたんですっていたんですっていたんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そのそのそのその柵柵柵柵のののの近近近近くにたまっていたくにたまっていたくにたまっていたくにたまっていた水水水水、、、、もうもうもうもうほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに忘忘忘忘れられなれられなれられなれられないんですいんですいんですいんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、真真真真っっっっ黒黒黒黒黒黒黒黒でででで、、、、インクインクインクインクをたらをたらをたらをたらしたようなしたようなしたようなしたような、、、、墨汁墨汁墨汁墨汁をそのままたらしたようをそのままたらしたようをそのままたらしたようをそのままたらしたようなななな、、、、もうもうもうもうほほほほんとうにすごいんとうにすごいんとうにすごいんとうにすごい色色色色のののの、、、、普普普普通通通通のののの水水水水とはとはとはとは思思思思えないというえないというえないというえないという、、、、ごみごみごみごみかかかからのらのらのらの汚汚汚汚水水水水ががががたたたたまっまっまっまっていてていてていてていて、、、、ああああああああ、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは今今今今までそういうまでそういうまでそういうまでそういう汚汚汚汚いいいい水水水水、、、、ごみとごみとごみとごみとかかかか、、、、すすすすべべべべてのてのてのてのエエエエキキキキスススス――――――――今今今今までまでまでまでじじじじゃないですねゃないですねゃないですねゃないですね、、、、もしもしもしもしかかかかしたらしたらしたらしたら今今今今もそうでしもそうでしもそうでしもそうでしょょょょうううう――――――――汚汚汚汚いものがたくさんいものがたくさんいものがたくさんいものがたくさん海海海海にににに入入入入りりりり込込込込んでんでんでんで、、、、そのそのそのその水水水水をををを命命命命ののののかかかかてにしててにしててにしててにして大大大大きくなっているきくなっているきくなっているきくなっている魚魚魚魚をををを私私私私たちがまたいただいてたちがまたいただいてたちがまたいただいてたちがまたいただいて日日日日々々々々のののの生活生活生活生活があるがあるがあるがあるんだということをものすごいんだということをものすごいんだということをものすごいんだということをものすごい感感感感じじじじたんですねたんですねたんですねたんですね。。。。 ですですですですかかかからららら、、、、漁漁漁漁師師師師のののの皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも、、、、ほほほほんとうにもうんとうにもうんとうにもうんとうにもう死死死死ぬぬぬぬ思思思思いでいでいでいで一一一一匹匹匹匹一一一一匹匹匹匹のののの魚魚魚魚をとっているわをとっているわをとっているわをとっているわけけけけでででで、、、、私私私私ははははほほほほんとうにそういうのをんとうにそういうのをんとうにそういうのをんとうにそういうのを逐逐逐逐一一一一いろんないろんないろんないろんな取取取取材材材材でででで見見見見せていただいてせていただいてせていただいてせていただいて、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう私私私私はははは自分自分自分自分だだだだけけけけのののの感感感感動動動動じじじじゃなくてゃなくてゃなくてゃなくて、、、、ぜひぜひぜひぜひこういったこういったこういったこういった外外外外にににに向向向向かかかかってってってって伝伝伝伝えていえていえていえていかかかかなきゃいなきゃいなきゃいなきゃいけけけけないんだないんだないんだないんだわわわわ、、、、なんてなんてなんてなんて、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん思思思思いがいがいがいが強強強強くなってくなってくなってくなって。。。。そんなことをそんなことをそんなことをそんなことをずずずずっとっとっとっとややややっていたっていたっていたっていたかかかからでしらでしらでしらでしょょょょううううかかかかねねねね、、、、推進推進推進推進マイスターマイスターマイスターマイスターにににに呼呼呼呼んでいただいたりんでいただいたりんでいただいたりんでいただいたり、、、、環境大環境大環境大環境大使使使使ををををややややらせてもらったりということにらせてもらったりということにらせてもらったりということにらせてもらったりということにつながっているんだとつながっているんだとつながっているんだとつながっているんだと思思思思ううううののののですですですですけけけけどどどど、、、、ぜひぜひぜひぜひ皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも、、、、できるだできるだできるだできるだけけけけ自自自自然然然然とととと接接接接するするするする時間時間時間時間をををを増増増増ややややしてもらってしてもらってしてもらってしてもらって、、、、そしてそしてそしてそして、、、、いいものもいいものもいいものもいいものも、、、、汚汚汚汚いものもいものもいものもいものも、、、、悪悪悪悪いものもいものもいものもいものも、、、、全全全全部部部部結結結結局局局局はははは自分自分自分自分がいたがいたがいたがいただいているんだということをだいているんだということをだいているんだということをだいているんだということをイイイイメメメメーーーージジジジしながらおしながらおしながらおしながらお台台台台所所所所にににに立立立立ったりったりったりったり、、、、スースースースーパーパーパーパーにににに行行行行ったりしったりしったりしったりしてもらえたらなとてもらえたらなとてもらえたらなとてもらえたらなと思思思思いますいますいますいます。。。。 

20 世世世世紀紀紀紀のののの手手手手島島島島のののの負負負負のののの遺遺遺遺産産産産のようなのようなのようなのような、、、、もうもうもうもう、、、、タイタイタイタイヤヤヤヤととととかかかか、、、、パイプイスパイプイスパイプイスパイプイスととととかかかか、、、、車車車車ととととかかかか自自自自転車転車転車転車ととととかかかかがうがうがうがうずずずずたたたたかかかかくくくく積積積積まれたごみのまれたごみのまれたごみのまれたごみの遺遺遺遺跡跡跡跡がががが 3 メメメメートルートルートルートルぐぐぐぐらいになってらいになってらいになってらいになって、、、、わざわざわざわざわざわざわざわざ残残残残されていされていされていされていましたましたましたました。。。。全全全全部部部部回回回回収収収収しないでしないでしないでしないで、、、、全全全全部部部部処理処理処理処理してしまわないでしてしまわないでしてしまわないでしてしまわないで、、、、これをこれをこれをこれを後後後後世世世世にににに残残残残していこうといしていこうといしていこうといしていこうというのでうのでうのでうので、、、、もうもうもうもうほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに恥恥恥恥ずかずかずかずかしいしいしいしいややややらららら何何何何ややややらららら、、、、手手手手島島島島のののの遠遠遠遠いところですいところですいところですいところですけけけけどどどど、、、、絶絶絶絶対対対対自分自分自分自分ののののごみもここにごみもここにごみもここにごみもここに入入入入っているなというっているなというっているなというっているなというふふふふうにうにうにうに私私私私はははは確信確信確信確信しましたしましたしましたしました。。。。まあまあまあまあ、、、、そんなのでそんなのでそんなのでそんなので、、、、ごみはたごみはたごみはたごみはたまるまるまるまる一方一方一方一方なんですなんですなんですなんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、捨捨捨捨てるてるてるてる場所場所場所場所はもうはもうはもうはもう限限限限りがありますりがありますりがありますりがありますかかかからららら、、、、ちちちちょょょょっっっっとでもごみをとでもごみをとでもごみをとでもごみを少少少少なくしてなくしてなくしてなくして、、、、少少少少しでもしでもしでもしでも今今今今のののの地球地球地球地球のごみをのごみをのごみをのごみを減減減減らしていらしていらしていらしていけけけけたらなとたらなとたらなとたらなと思思思思いますいますいますいます。。。。 最最最最後後後後にににに私私私私、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、自分自分自分自分のののの宣宣宣宣伝伝伝伝のようになっちゃうんですのようになっちゃうんですのようになっちゃうんですのようになっちゃうんですけけけけどどどど、、、、CD もいろいろもいろいろもいろいろもいろいろリサイリサイリサイリサイクルクルクルクル可能可能可能可能ななななビビビビニールニールニールニールででででパッパッパッパッケケケケーーーージジジジしたりなんしたりなんしたりなんしたりなんかかかかもしていますもしていますもしていますもしていますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、最近最近最近最近、、、、岐阜岐阜岐阜岐阜県県県県のののの多多多多治治治治見見見見市市市市のののの皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと一一一一緒緒緒緒ににににリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル陶陶陶陶器器器器というのをつくりましたというのをつくりましたというのをつくりましたというのをつくりました。。。。これこれこれこれ、、、、ププププツツツツププププツツツツププププツツツツっっっってててて、、、、黒黒黒黒いいいい点点点点々々々々があるんですがあるんですがあるんですがあるんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、それはそれはそれはそれは、、、、割割割割れたれたれたれた食食食食器器器器ととととかかかかがががが回回回回収収収収されてされてされてされて、、、、一一一一たんはたんはたんはたんは粉粉粉粉になってになってになってになって、、、、そのそのそのその粉粉粉粉がががが土土土土にににに二二二二、、、、三三三三十十十十％％％％ままままじじじじっていますっていますっていますっています。。。。そのそのそのその昔昔昔昔はははは、、、、もうもうもうもう 5 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい前前前前かかかからららら、、、、
GL21 というというというというリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル陶陶陶陶器器器器のののの推推推推進進進進をををを進進進進めめめめてててて皆皆皆皆さんさんさんさん頑張頑張頑張頑張っているんですっているんですっているんですっているんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、5 年年年年前前前前ににににはまだまだはまだまだはまだまだはまだまだ、、、、ププププツツツツププププツツツツ鉄鉄鉄鉄粉粉粉粉のののの粉粉粉粉がががが入入入入っているとっているとっているとっていると、、、、これはこれはこれはこれは不不不不良良良良品品品品だとだとだとだと言言言言ってってってって戻戻戻戻ってきたらしってきたらしってきたらしってきたらしいんですよいんですよいんですよいんですよ。。。。でもねでもねでもねでもね、、、、そういうのはそういうのはそういうのはそういうのは古古古古いですよっていですよっていですよっていですよって、、、、私私私私、、、、またそこでまたそこでまたそこでまたそこでロックロックロックロックのこのこのこのこぶぶぶぶししししをををを上上上上げてきたんですげてきたんですげてきたんですげてきたんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、「「「「キキキキュュュュウウウウリリリリがががが曲曲曲曲がっていてもがっていてもがっていてもがっていても、、、、それそれそれそれかかかかららららキャベキャベキャベキャベツツツツがががが虫虫虫虫にににに食食食食われてわれてわれてわれていてもいてもいてもいても、、、、それはそれはそれはそれは安安安安全全全全なななな証証証証だだだだかかかからららら、、、、それでそれでそれでそれで悪悪悪悪いというんいというんいというんいというんじじじじゃなくてゃなくてゃなくてゃなくて、、、、そういうものこそいいそういうものこそいいそういうものこそいいそういうものこそいいんだというんだというんだというんだというふふふふうにうにうにうに価価価価値値値値観観観観をををを変変変変えていきましえていきましえていきましえていきましょょょょうようようようよ」」」」なんてなんてなんてなんて言言言言ってってってって帰帰帰帰ってきたんですってきたんですってきたんですってきたんですけけけけどどどど、、、、ぜひぜひぜひぜひこれこれこれこれかかかからららら、、、、食食食食器器器器をををを新新新新しくしたいわというしくしたいわというしくしたいわというしくしたいわという方方方方はははは、、、、GL21 といといといといううううコーコーコーコーナナナナーーーーがががが、、、、かかかかなりなりなりなり最近最近最近最近、、、、デパートデパートデパートデパートととととかかかかでもありますのででもありますのででもありますのででもありますので、、、、そのそのそのそのリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル陶陶陶陶器器器器をををを見見見見てててて、、、、そのそのそのその後後後後いろいろいろいろいろいろいろいろ検討検討検討検討していしていしていしていただただただただけけけけたらなとたらなとたらなとたらなと思思思思いますいますいますいますけけけけどどどど、、、、このこのこのこの私私私私もももも、、、、自分自分自分自分でつくったでつくったでつくったでつくったエコエコエコエコババババッグッグッグッグなんなんなんなんかかかかもももも、、、、30％％％％ペペペペッッッットトトトボボボボトルトルトルトルのののの再再再再生生生生のものがのものがのものがのものが入入入入っていたりっていたりっていたりっていたり、、、、多分皆多分皆多分皆多分皆さんのおさんのおさんのおさんのお仕仕仕仕事事事事、、、、生活生活生活生活のののの中中中中でもいろんなものでもいろんなものでもいろんなものでもいろんなものをつくってをつくってをつくってをつくって売売売売るというおるというおるというおるというお仕仕仕仕事事事事をしているをしているをしているをしている方方方方もももも多多多多いといといといと思思思思ううううののののですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、なるなるなるなるべべべべくそういくそういくそういくそういうものをうものをうものをうものを使使使使ってってってって、、、、循環循環循環循環していくようにしていくようにしていくようにしていくように。。。。サステサステサステサステナブナブナブナブルルルルというとちというとちというとちというとちょょょょっとっとっとっと難難難難しいんですしいんですしいんですしいんですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、要要要要するにはするにはするにはするには、、、、サステサステサステサステナブナブナブナブルルルルというというというという言言言言葉葉葉葉がががが頻繁頻繁頻繁頻繁にににに使使使使われるようになってしまったわれるようになってしまったわれるようになってしまったわれるようになってしまった裏裏裏裏ににににはははは、、、、もうもうもうもう持持持持続続続続しなくなってしまったということだとしなくなってしまったということだとしなくなってしまったということだとしなくなってしまったということだと思思思思ううううののののですねですねですねですね。。。。ですですですですかかかからららら、、、、持持持持続続続続していしていしていしてい



 19 

けけけけるようにるようにるようにるように、、、、1 つしつしつしつしかかかかないないないないエネルエネルエネルエネルギギギギーーーーですですですですかかかからららら、、、、自分自分自分自分ののののエネルエネルエネルエネルギギギギーーーーをををを大大大大切切切切にするようににするようににするようににするように、、、、地地地地球球球球ののののエネルエネルエネルエネルギギギギーーーーもももも大大大大切切切切にしてもらえたらなとにしてもらえたらなとにしてもらえたらなとにしてもらえたらなと思思思思いますいますいますいます。。。。みんなでみんなでみんなでみんなで頑張頑張頑張頑張ってってってってややややっていきましっていきましっていきましっていきましょょょょうううう。。。。どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。長長長長くなりましてくなりましてくなりましてくなりまして、、、、すみませんすみませんすみませんすみません。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。地球大地球大地球大地球大好好好好きききき、、、、自自自自然然然然大大大大好好好好きききき、、、、愛愛愛愛情情情情いっいっいっいっぱぱぱぱいのいのいのいの白井白井白井白井さんにさんにさんにさんにおおおお話話話話をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、これこれこれこれかかかかららららミニコンサートミニコンサートミニコンサートミニコンサートをおをおをおをお楽楽楽楽しみいただきたいとしみいただきたいとしみいただきたいとしみいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどどどどかかかかららららポポポポロポロロポロロポロロポロッッッッととととギギギギターターターターのののの音音音音がががが聞聞聞聞こえてまいりましたこえてまいりましたこえてまいりましたこえてまいりましたけけけけれどもれどもれどもれども、、、、本日本日本日本日ののののギギギギターターターター伴奏伴奏伴奏伴奏としてとしてとしてとして、、、、白井白井白井白井さんとさんとさんとさんと一一一一緒緒緒緒にににに音音音音楽楽楽楽活動活動活動活動をしているをしているをしているをしている、、、、THE CRAZY BOYS ののののリーリーリーリードギドギドギドギターターターターのののの本本本本田田田田清清清清巳巳巳巳さんにさんにさんにさんに加加加加わっていただきますわっていただきますわっていただきますわっていただきます。。。。なおなおなおなお、、、、本本本本田田田田さんはさんはさんはさんは、、、、白井白井白井白井さんのさんのさんのさんの人生人生人生人生ののののパートパートパートパートナナナナーーーーでもいらっしゃでもいらっしゃでもいらっしゃでもいらっしゃるそうでするそうでするそうでするそうです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、後後後後ほほほほどどどど登登登登場場場場いたしますいたしますいたしますいたしますタンポポタンポポタンポポタンポポ児童合唱団児童合唱団児童合唱団児童合唱団はははは、、、、現在現在現在現在花花花花見見見見川区川区川区川区をををを拠拠拠拠点点点点にににに活動活動活動活動していますしていますしていますしています。。。。今今今今年年年年発足発足発足発足 25周周周周年年年年をををを迎迎迎迎えましたえましたえましたえました。。。。メメメメンンンンババババーーーーはははは小小小小学生学生学生学生かかかからららら高高高高校校校校生生生生までまでまでまで、、、、総総総総勢勢勢勢 21名名名名ですがですがですがですが、、、、今今今今日日日日はははは 13名名名名でのでのでのでの参加参加参加参加となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、これこれこれこれかかかからのらのらのらのミニコンサートミニコンサートミニコンサートミニコンサートのののの進行進行進行進行はははは、、、、再再再再びびびび白白白白井井井井さんにおさんにおさんにおさんにお任任任任せしたいとせしたいとせしたいとせしたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 白井白井白井白井貴子貴子貴子貴子    氏氏氏氏 

  ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。話話話話、、、、長長長長かかかかったですったですったですったですかかかか？？？？    なんなんなんなんかかかか、、、、のどのどのどのど自自自自慢慢慢慢みたいにみたいにみたいにみたいに、「、「、「、「チチチチーンッーンッーンッーンッ」」」」ととととかかかか言言言言ってもらわないとってもらわないとってもらわないとってもらわないと、、、、ななななかかかかななななかかかかとまらなくなっちゃとまらなくなっちゃとまらなくなっちゃとまらなくなっちゃってってってって……………………。。。。     ききききょょょょうはうはうはうは、、、、何何何何かかかかすごくいいすごくいいすごくいいすごくいい企企企企画画画画をいただきましてをいただきましてをいただきましてをいただきまして、、、、おしゃおしゃおしゃおしゃべべべべりだりだりだりだけけけけでなくてでなくてでなくてでなくて、、、、歌歌歌歌もももも歌歌歌歌っっっっちゃうということでちゃうということでちゃうということでちゃうということで、、、、歌歌歌歌ってみたいとってみたいとってみたいとってみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     あれあれあれあれ、、、、普普普普通通通通だったらだったらだったらだったら、、、、なんなんなんなんかかかか拍手拍手拍手拍手いただいたりするのにいただいたりするのにいただいたりするのにいただいたりするのに……………………。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手））））すみませんすみませんすみませんすみません。（。（。（。（笑笑笑笑））））     いいいいやややや、、、、時時時時々々々々ねねねね、、、、文文文文句句句句言言言言われちゃうときあるんですよわれちゃうときあるんですよわれちゃうときあるんですよわれちゃうときあるんですよ。。。。おしゃおしゃおしゃおしゃべべべべりりりりずずずずっとっとっとっとしているとしているとしているとしていると、、、、講講講講演演演演だってだってだってだって書書書書いてあるのにいてあるのにいてあるのにいてあるのに、「、「、「、「そんなことどうでもいいそんなことどうでもいいそんなことどうでもいいそんなことどうでもいいかかかからららら早早早早くくくく歌歌歌歌ってよってよってよってよ」」」」ととととかかかか言言言言われたりなわれたりなわれたりなわれたりなんんんんかかかかしてしてしてして。。。。そうそうそうそう言言言言われるときもよくあるんですわれるときもよくあるんですわれるときもよくあるんですわれるときもよくあるんですけけけけれどもねれどもねれどもねれどもね、、、、まあまあまあまあ、、、、本本本本業業業業はははは歌歌歌歌手手手手でででで、、、、ききききょょょょううううはははは、、、、ほほほほんとうにありがたいことにんとうにありがたいことにんとうにありがたいことにんとうにありがたいことに、、、、11 月月月月 1 日日日日でででで、、、、デデデデビビビビュュュューーーーのののの日日日日をこのをこのをこのをこの千葉千葉千葉千葉でででで迎迎迎迎えさせていえさせていえさせていえさせていただいてただいてただいてただいて、、、、すごくうれしいですすごくうれしいですすごくうれしいですすごくうれしいです。。。。ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

  なんなんなんなんかかかか、、、、90 年代年代年代年代かかかからつくったらつくったらつくったらつくった優優優優しいしいしいしい曲曲曲曲もたくさんあるんですもたくさんあるんですもたくさんあるんですもたくさんあるんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、まあまあまあまあ、、、、せっせっせっせっかかかかくくくくデデデデビビビビュュュューーーーのののの日日日日ということもありますしということもありますしということもありますしということもありますし、、、、それこそそれこそそれこそそれこそ、、、、さっきのさっきのさっきのさっきの、、、、冗談冗談冗談冗談のようにのようにのようにのように言言言言ったったったった元元元元副大副大副大副大統領統領統領統領ののののゴゴゴゴアアアアさんがさんがさんがさんが、、、、大変大変大変大変なななな地球地球地球地球のののの危危危危機機機機かかかかもしれないもしれないもしれないもしれないけけけけどどどど、、、、そんなときこそがそんなときこそがそんなときこそがそんなときこそが違違違違うううう生生生生きききき方方方方にににに変変変変えていくえていくえていくえていくチチチチャャャャンスンスンスンスなんだというなんだというなんだというなんだというふふふふうにうにうにうに彼彼彼彼はははは言言言言われていましたわれていましたわれていましたわれていました。。。。そのそのそのその言言言言葉葉葉葉をををを聞聞聞聞いたときにいたときにいたときにいたときに、、、、よしよしよしよし、、、、これでまたこれでまたこれでまたこれでまた再再再再びびびび「「「「CHANCE!」」」」がががが日日日日のののの目目目目をををを見見見見るぞとるぞとるぞとるぞと思思思思っていたんですっていたんですっていたんですっていたんですけけけけどどどど、、、、全然全然全然全然、、、、だだだだれもれもれもれも言言言言ってくれないんでってくれないんでってくれないんでってくれないんで、、、、私私私私がががが頑張頑張頑張頑張ってってってって伝伝伝伝承承承承していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますいますいますいますけけけけどどどど、、、、知知知知っているっているっているっている人人人人もももも、、、、知知知知らないらないらないらない人人人人もももも、、、、一一一一緒緒緒緒ににににぜひぜひぜひぜひ、「、「、「、「CHANCE!」」」」というというというという曲曲曲曲がありますがありますがありますがあります。。。。歌歌歌歌ってみたいとってみたいとってみたいとってみたいと思思思思いいいいますますますます。。。。 

 （（（（ミニコンサートミニコンサートミニコンサートミニコンサート）））） 

 司会司会司会司会     どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。白井白井白井白井さんさんさんさん、、、、そしてそしてそしてそしてギギギギターターターターのののの本本本本田田田田さんさんさんさん、、、、そしてそしてそしてそしてタンポポタンポポタンポポタンポポ児童合唱児童合唱児童合唱児童合唱団団団団のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、いまいまいまいま一一一一度大度大度大度大きなきなきなきな拍手拍手拍手拍手をおをおをおをお送送送送りくださいりくださいりくださいりください。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手））））     明明明明るくるくるくるく、、、、そしてそしてそしてそして澄澄澄澄んだんだんだんだ歌声歌声歌声歌声をををを聞聞聞聞かかかかせていただきましたせていただきましたせていただきましたせていただきました。。。。このこのこのこの瞬瞬瞬瞬間間間間のののの CO2 のののの削減削減削減削減はははは随随随随分分分分だだだだったのではないったのではないったのではないったのではないかかかかとととと思思思思いますいますいますいます。。。。とてもとてもとてもとても元元元元気気気気をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた気気気気がいたしますがいたしますがいたしますがいたします。。。。ほほほほんとうにすてんとうにすてんとうにすてんとうにすてきなきなきなきな歌声歌声歌声歌声をありがとうございましたをありがとうございましたをありがとうございましたをありがとうございました。。。。     大変大変大変大変すてきなすてきなすてきなすてきな歌声歌声歌声歌声をををを聞聞聞聞いていただきましたいていただきましたいていただきましたいていただきました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、ここでここでここでここで、、、、10 分間分間分間分間のののの休憩休憩休憩休憩をとりたをとりたをとりたをとりた
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いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの後後後後、、、、パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションのののの準備準備準備準備をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、パネルパネルパネルパネルディスカッションディスカッションディスカッションディスカッションはははは、、、、このこのこのこの後後後後 3 時時時時 30 分分分分ごろごろごろごろかかかからららら始始始始めめめめさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ、、、、そのそのそのその時間時間時間時間になりましたらになりましたらになりましたらになりましたら、、、、こちらのおこちらのおこちらのおこちらのお席席席席ののののほほほほうにおうにおうにおうにお戻戻戻戻りいただきますようおりいただきますようおりいただきますようおりいただきますようお願願願願いいいいいたしますいたしますいたしますいたします。。。。なおなおなおなお、、、、ロロロロビビビビーーーーにおいてにおいてにおいてにおいて、、、、「「「「平成平成平成平成 19 年度年度年度年度わたしわたしわたしわたしがつくったがつくったがつくったがつくったマイマイマイマイババババッグッグッグッグ環境大環境大環境大環境大臣臣臣臣賞賞賞賞」」」」のののの応応応応募募募募作品作品作品作品のののの展展展展示示示示をををを行行行行っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、どうぞごらんくださいどうぞごらんくださいどうぞごらんくださいどうぞごらんください。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、3 時時時時 30 分分分分ごろになりましたらごろになりましたらごろになりましたらごろになりましたら、、、、こちらのおこちらのおこちらのおこちらのお席席席席におにおにおにお戻戻戻戻りいただきますようおりいただきますようおりいただきますようおりいただきますようお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 （（（（休休休休      憩憩憩憩）））） 
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パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション    

 司会司会司会司会     それではそれではそれではそれでは、、、、おおおお待待待待たせいたしましたたせいたしましたたせいたしましたたせいたしました。。。。第第第第 2 部部部部、、、、パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションのののの開演開演開演開演ですですですです。。。。ままままずずずず、、、、コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターととととパネリストパネリストパネリストパネリストのののの方方方方々々々々をををを紹介紹介紹介紹介させていただきまさせていただきまさせていただきまさせていただきますすすす。。。。 

  コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターはははは、、、、千葉大学法経学部教授千葉大学法経学部教授千葉大学法経学部教授千葉大学法経学部教授でででで、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題にににに造造造造詣詣詣詣のののの深深深深いいいい、、、、倉阪秀史先生倉阪秀史先生倉阪秀史先生倉阪秀史先生ですですですです。。。。 

  次次次次にににに、、、、パネリストパネリストパネリストパネリストのののの方方方方々々々々をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいたしますしますしますします。。。。 

  ままままずずずず、、、、NPO 団体団体団体団体 GONET（（（（ごみごみごみごみゼロネットゼロネットゼロネットゼロネットちばちばちばちば 21））））のののの代表代表代表代表のののの井上健治井上健治井上健治井上健治さんですさんですさんですさんです。。。。井上井上井上井上ささささんはんはんはんは、、、、地地地地域域域域づづづづくりくりくりくりやややや人人人人づづづづくりなどくりなどくりなどくりなど、、、、地地地地域域域域でのでのでのでの行動行動行動行動がががが環境環境環境環境問問問問題題題題のののの解決解決解決解決につながるとおにつながるとおにつながるとおにつながるとお考考考考えとえとえとえとのことですのことですのことですのことです。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、「「「「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」推進市民会議委員推進市民会議委員推進市民会議委員推進市民会議委員のののの表知子表知子表知子表知子さんですさんですさんですさんです。。。。表表表表さんはさんはさんはさんは、、、、市市市市ででででこのこのこのこの夏夏夏夏立立立立ちちちち上上上上げたげたげたげた「「「「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」推進市民会議推進市民会議推進市民会議推進市民会議のののの公公公公募募募募委員委員委員委員のおのおのおのお一一一一人人人人でででで、、、、学生時代学生時代学生時代学生時代かかかからららら環境環境環境環境問問問問題題題題にににに関関関関心心心心ががががありありありあり、、、、現在現在現在現在もももも環境市民団体環境市民団体環境市民団体環境市民団体ののののボボボボランティアランティアランティアランティアをおをおをおをお続続続続けけけけですですですです。。。。3歳歳歳歳のおのおのおのお子子子子さんさんさんさんのののの子子子子育育育育てててて中中中中でいらっしゃるそうですでいらっしゃるそうですでいらっしゃるそうですでいらっしゃるそうです。。。。 

  続続続続いていていていて、、、、南町共栄会会長南町共栄会会長南町共栄会会長南町共栄会会長のののの児玉谷弘児玉谷弘児玉谷弘児玉谷弘さんですさんですさんですさんです。。。。児玉谷児玉谷児玉谷児玉谷さんはさんはさんはさんは、、、、JR蘇我蘇我蘇我蘇我駅駅駅駅のののの山山山山側側側側にににに位置位置位置位置すすすするるるる同同同同町町町町内内内内会長会長会長会長をををを 6 年年年年なさっていますがなさっていますがなさっていますがなさっていますが、、、、安安安安全全全全、、、、安安安安心心心心でででで清清清清潔潔潔潔なななな町町町町づづづづくりをくりをくりをくりを目標目標目標目標にににに、、、、町町町町のののの美美美美化化化化とととと不不不不法法法法投投投投棄対棄対棄対棄対策策策策をををを積極的積極的積極的積極的にににに実実実実施施施施していますしていますしていますしています。。。。 

  続続続続いていていていて、、、、イオンリテールイオンリテールイオンリテールイオンリテール株式会社株式会社株式会社株式会社のののの環境社会貢献部長環境社会貢献部長環境社会貢献部長環境社会貢献部長のののの高橋晋高橋晋高橋晋高橋晋さんですさんですさんですさんです。。。。イオンリテーイオンリテーイオンリテーイオンリテールルルル株式会社株式会社株式会社株式会社はははは、、、、今今今今年年年年 8 月月月月ににににイオンイオンイオンイオン株式会社株式会社株式会社株式会社かかかかららららスーパースーパースーパースーパーなどなどなどなど小売小売小売小売事事事事業業業業がががが継承継承継承継承されたされたされたされた会社会社会社会社でででですがすがすがすが、、、、高橋高橋高橋高橋さんはさんはさんはさんは、、、、前前前前身身身身ののののイオンイオンイオンイオン株式会社株式会社株式会社株式会社かかかからららら環境社会貢献部長環境社会貢献部長環境社会貢献部長環境社会貢献部長としてとしてとしてとして、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全活動活動活動活動をををを全全全全国国国国でででで繰繰繰繰りりりり広広広広げているげているげているげているイオンイオンイオンイオンのののの施施施施策策策策をををを推進推進推進推進してこられましたしてこられましたしてこられましたしてこられました。。。。 

  それそれそれそれかかかからららら、、、、そのおそのおそのおそのお隣隣隣隣はははは、、、、千葉大学環境千葉大学環境千葉大学環境千葉大学環境 ISO 学生委員会学生委員会学生委員会学生委員会のののの深沢深沢深沢深沢あゆみさんですあゆみさんですあゆみさんですあゆみさんです。。。。深沢深沢深沢深沢さんさんさんさんはははは、、、、当初当初当初当初はははは環境環境環境環境 ISO 学生委員会学生委員会学生委員会学生委員会のののの紙紙紙紙班班班班のののの班班班班長長長長としてとしてとしてとして、、、、またまたまたまた翌翌翌翌年度年度年度年度はははは行動行動行動行動計画計画計画計画部長部長部長部長としてとしてとしてとして大大大大学学学学内内内内ののののミックスミックスミックスミックス古古古古紙回紙回紙回紙回収収収収プロプロプロプロジェジェジェジェクトクトクトクトなどになどになどになどに携携携携わってきましたわってきましたわってきましたわってきました。。。。現在現在現在現在 4 年生年生年生年生でいらっしゃでいらっしゃでいらっしゃでいらっしゃいますいますいますいます。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、最最最最後後後後になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市かかかからはらはらはらは林副市長林副市長林副市長林副市長がががが参加参加参加参加いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

  以以以以上上上上のののの方方方方々々々々によりましてによりましてによりましてによりまして、、、、パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションをををを進進進進めめめめていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、進行進行進行進行はははは倉阪先生倉阪先生倉阪先生倉阪先生におにおにおにお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。先生先生先生先生、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  はいはいはいはい。。。。倉阪倉阪倉阪倉阪でございますでございますでございますでございます。。。。これこれこれこれかかかからのらのらのらの 1 時間時間時間時間弱弱弱弱、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市がががが今取今取今取今取りりりり組組組組んでおりますんでおりますんでおりますんでおります「「「「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」のののの施施施施策策策策についてについてについてについて、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな関係関係関係関係者者者者のののの方方方方々々々々におにおにおにお集集集集まりいただきましたのでまりいただきましたのでまりいただきましたのでまりいただきましたので、、、、パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションをををを進進進進めめめめていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  私私私私はははは、、、、「「「「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、平成平成平成平成 19 年年年年にできましたにできましたにできましたにできました一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物のののの処理処理処理処理基基基基本本本本計画計画計画計画のののの計画計画計画計画づづづづくりにくりにくりにくりに委員委員委員委員としてとしてとしてとして参加参加参加参加させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました。。。。このこのこのこの「「「「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」とととというのはいうのはいうのはいうのは、、、、ななななかかかかななななかかかか簡単簡単簡単簡単なことではございませなことではございませなことではございませなことではございませんんんん。。。。これがもしもこれがもしもこれがもしもこれがもしも実現実現実現実現できましたらできましたらできましたらできましたら、、、、千葉千葉千葉千葉市市市市はははは日本日本日本日本のののの中中中中でででで一一一一番番番番ごみごみごみごみ排出量排出量排出量排出量のののの少少少少ないないないない、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの進進進進んだんだんだんだ市市市市になるになるになるになる、、、、こういうものでこういうものでこういうものでこういうものでございますございますございますございます。。。。このこのこのこの大大大大きなきなきなきな目標目標目標目標についてについてについてについて、、、、今今今今千葉市千葉市千葉市千葉市ののののほほほほうでどういううでどういううでどういううでどういうふふふふうにうにうにうに取取取取りりりり組組組組んでいらんでいらんでいらんでいらっしゃるのっしゃるのっしゃるのっしゃるのかかかかということをということをということをということを林副市長林副市長林副市長林副市長にまにまにまにまずずずずおおおお聞聞聞聞きをしきをしきをしきをし、、、、そのそのそのその後後後後、、、、パネリストパネリストパネリストパネリストのののの皆皆皆皆さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、林副市長林副市長林副市長林副市長、、、、現在現在現在現在のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの内容内容内容内容についておについておについておについてお教教教教えいただえいただえいただえいただけけけければとればとればとればと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 林副市長林副市長林副市長林副市長 

  それではそれではそれではそれでは、、、、私私私私かかかからららら千葉市千葉市千葉市千葉市のののの「「「「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みについてごみについてごみについてごみについてご説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 
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  皆皆皆皆さんにはさんにはさんにはさんにはふふふふだんだんだんだん、、、、ごみごみごみごみ削減削減削減削減にににに大変大変大変大変協力協力協力協力いただいておりましていただいておりましていただいておりましていただいておりまして、、、、ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。 

  最初最初最初最初にににに、、、、一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物ごみごみごみごみ処理処理処理処理基本基本基本基本計画計画計画計画についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明しししし、、、、そのそのそのその後後後後、、、、計画計画計画計画のののの初初初初年度年度年度年度でありでありでありでありますますますます平成平成平成平成 19 年度年度年度年度かかかからのらのらのらの主主主主なななな取取取取りりりり組組組組みについておみについておみについておみについてお話話話話ししたいとししたいとししたいとししたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、おおおお手元手元手元手元にににに黄色黄色黄色黄色のののの「「「「挑戦挑戦挑戦挑戦！！！！焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」というというというというパンフパンフパンフパンフレレレレットットットットをおをおをおをお配配配配りしてりしてりしてりしてあるあるあるあるかかかかとととと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、このこのこのこのパンフパンフパンフパンフレレレレットットットットにににに基基基基づづづづきましておきましておきましておきましてお話話話話ししたいとししたいとししたいとししたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ままままずずずず、、、、このこのこのこのパンフパンフパンフパンフレレレレットットットットをををを左右左右左右左右にににに開開開開いていただきたいといていただきたいといていただきたいといていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。左左左左ペペペペーーーージジジジにはごみにはごみにはごみにはごみ処処処処理理理理のののの現現現現状状状状とととと課課課課題題題題、、、、それそれそれそれかかかからららら右右右右ペペペペーーーージジジジにはごみにはごみにはごみにはごみ処理計画処理計画処理計画処理計画のののの概要概要概要概要がががが書書書書かかかかれておりますれておりますれておりますれております。。。。ままままずずずず、、、、左左左左ペペペペーーーージジジジのののの「「「「ごみごみごみごみ処理処理処理処理のののの現現現現状状状状」」」」をごらんくださいをごらんくださいをごらんくださいをごらんください。。。。なおなおなおなお、、、、ここにここにここにここに数数数数値値値値がががが書書書書いてありますがいてありますがいてありますがいてありますが、、、、これはこれはこれはこれは計画計画計画計画のののの基基基基準準準準年年年年でありますでありますでありますであります平成平成平成平成 16 年度年度年度年度のののの数数数数字字字字でありますでありますでありますであります。。。。 

  上上上上かかかからららら順順順順におにおにおにお話話話話ししますとししますとししますとししますと、、、、ままままずずずず、、、、平成平成平成平成 16 年度年度年度年度のごみののごみののごみののごみの総総総総排出量排出量排出量排出量はははは 42 万万万万 2 千千千千トントントントン、、、、焼焼焼焼却却却却処理量処理量処理量処理量、、、、燃燃燃燃ややややすすすす処理量処理量処理量処理量ですがですがですがですが、、、、33万万万万 8 千千千千トントントントンとなっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。またまたまたまた、、、、これによりましこれによりましこれによりましこれによりましてててて温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガスのののの排出量排出量排出量排出量がががが 11万万万万 2 千千千千トントントントン出出出出ているというているというているというているという現現現現状状状状ですですですです。。。。 

  次次次次にににに、、、、再再再再生生生生利用利用利用利用率率率率ですがですがですがですが、、、、これはごみのこれはごみのこれはごみのこれはごみの総総総総排出量排出量排出量排出量にににに対対対対するするするするびびびびんんんん・・・・缶缶缶缶・・・・古古古古紙紙紙紙などのなどのなどのなどの資源資源資源資源化化化化量量量量のののの割割割割合合合合ですがですがですがですが、、、、22％％％％となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。またまたまたまた、、、、最終処最終処最終処最終処分分分分率率率率、、、、これはごみのこれはごみのこれはごみのこれはごみの総総総総排出量排出量排出量排出量にににに対対対対するするするする埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて量量量量のののの割合割合割合割合ですですですです。。。。埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処処処処分分分分しているしているしているしている割合割合割合割合がががが 8.2％％％％となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。最最最最後後後後にににに、、、、ごみごみごみごみ処理処理処理処理のののの総総総総費用費用費用費用、、、、かかかかかかかかるるるるコストコストコストコストですがですがですがですが、、、、161億円億円億円億円かかかかかかかかっているということでっているということでっているということでっているということで、、、、右右右右ののののグラフグラフグラフグラフのようにのようにのようにのように、、、、年年年年々々々々増増増増えているというようなえているというようなえているというようなえているというような状況状況状況状況がががが平成平成平成平成 16 年度年度年度年度までのごみまでのごみまでのごみまでのごみ処理処理処理処理のののの状況状況状況状況でありまでありまでありまでありますすすす。。。。 

  これらをこれらをこれらをこれらを受受受受けけけけたごみたごみたごみたごみ処理処理処理処理のののの課課課課題題題題がそのがそのがそのがその下下下下にににに書書書書いてありますいてありますいてありますいてあります。。。。千葉市千葉市千葉市千葉市ではではではでは、、、、このこのこのこの 3 にににに書書書書いいいいてありますようにてありますようにてありますようにてありますように、、、、温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガスのののの削減削減削減削減、、、、またまたまたまた 4 にありますにありますにありますにあります、、、、3 つのつのつのつの清掃工清掃工清掃工清掃工場体場体場体場体制制制制のののの抜抜抜抜本的本的本的本的なななな対対対対策策策策、、、、それそれそれそれかかかからららら 5 にありますにありますにありますにあります、、、、若若若若葉葉葉葉区区区区にありますにありますにありますにあります新新新新内内内内陸陸陸陸最終処最終処最終処最終処分場分場分場分場、、、、最最最最後後後後にににに燃燃燃燃ややややしたごしたごしたごしたごみみみみのののの、、、、灰灰灰灰ととととかかかか、、、、燃燃燃燃えないものえないものえないものえないもの、、、、こういったものをこういったものをこういったものをこういったものを埋埋埋埋めめめめているわているわているわているわけけけけですがですがですがですが、、、、そういったそういったそういったそういった最終最終最終最終処処処処分場分場分場分場のののの延延延延命命命命などのなどのなどのなどの課課課課題題題題をををを積極的積極的積極的積極的にににに解決解決解決解決していくしていくしていくしていく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。これらのこれらのこれらのこれらの課課課課題題題題をををを解決解決解決解決すすすするたるたるたるためめめめにににに千葉市千葉市千葉市千葉市がががが掲掲掲掲げたげたげたげたビジビジビジビジョンョンョンョンがががが右右右右ペペペペーーーージジジジのののの上上上上にありますにありますにありますにあります。「。「。「。「環境環境環境環境とととと資源資源資源資源、、、、次世次世次世次世代代代代のたのたのたのためめめめにににに今今今今できることできることできることできること」～」～」～」～挑戦挑戦挑戦挑戦！！！！焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3～～～～でありますでありますでありますであります。。。。このこのこのこのビジビジビジビジョンョンョンョンでででで、、、、平成平成平成平成 19 年度年度年度年度かかかからららら
28 年度年度年度年度、、、、10 年間年間年間年間ですがですがですがですが、、、、焼却焼却焼却焼却ごみをごみをごみをごみを 10 万万万万トントントントン減減減減らしてらしてらしてらして、、、、現在現在現在現在のののの 3 清掃工清掃工清掃工清掃工場場場場体体体体制制制制かかかからららら 2 つつつつのののの清掃工清掃工清掃工清掃工場体場体場体場体制制制制へへへへとととと実現実現実現実現をををを目指目指目指目指すというすというすというすということをことをことをことを掲掲掲掲げましたげましたげましたげました。。。。 

  ビジビジビジビジョンョンョンョンにににに基基基基づづづづきますきますきますきます平成平成平成平成 28 年度年度年度年度のののの目標値目標値目標値目標値がそのがそのがそのがその下下下下にににに書書書書いてございますいてございますいてございますいてございます。。。。計画計画計画計画ではではではでは、、、、以以以以下下下下のののの 5項項項項目目目目についてについてについてについて数数数数値目標値目標値目標値目標をををを掲掲掲掲げておりますげておりますげておりますげております。。。。ままままずずずず、、、、目標目標目標目標のののの 1、、、、ごみのごみのごみのごみの総総総総排出量排出量排出量排出量ですがですがですがですが、、、、
10 年間年間年間年間でででで、、、、人人人人口口口口はははは増増増増加加加加しますがしますがしますがしますが、、、、増増増増加加加加してもしてもしてもしても、、、、ごみのごみのごみのごみの総総総総排出量排出量排出量排出量はははは 42万万万万トントントントンということでということでということでということで、、、、増増増増ややややさないということをさないということをさないということをさないということを目標目標目標目標にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。それそれそれそれかかかからららら、、、、続続続続いていていていて、、、、分分分分別別別別のののの徹底徹底徹底徹底などによりなどによりなどによりなどによりましてましてましてまして、、、、目標目標目標目標 2 のののの再再再再生生生生利用利用利用利用率率率率をををを現現現現状状状状のののの 22％％％％かかかからららら 44％％％％にににに、、、、倍倍倍倍にににに大大大大幅幅幅幅にににに引引引引きききき上上上上げますげますげますげます。。。。またまたまたまた、、、、目標目標目標目標 3 のののの最終処最終処最終処最終処分分分分率率率率についてはについてはについてはについては、、、、8.2％％％％かかかからららら 3％％％％にににに大大大大きくきくきくきく削減削減削減削減をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。そしてそしてそしてそして、、、、目標目標目標目標のののの 4 のののの焼却焼却焼却焼却処理量処理量処理量処理量につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、25万万万万 4 千千千千トントントントンにににに削減削減削減削減、、、、量量量量にいたしますとにいたしますとにいたしますとにいたしますと約約約約 10万万万万トントントントンをををを削減削減削減削減することによりましてすることによりましてすることによりましてすることによりまして、、、、目標目標目標目標後後後後のののの温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガスをををを焼却焼却焼却焼却処理量処理量処理量処理量のののの削減削減削減削減によりましてによりましてによりましてによりまして結果結果結果結果としてとしてとしてとして 11万万万万 2 千千千千トントントントンかかかからららら 5万万万万トントントントンにににに、、、、半半半半分分分分以下以下以下以下にににに削減削減削減削減するということをするということをするということをするということを目標目標目標目標としておりまとしておりまとしておりまとしておりますすすす。。。。これらをこれらをこれらをこれらを達成達成達成達成いたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、下下下下にににに「「「「ビジビジビジビジョンョンョンョンのののの達成達成達成達成によるによるによるによる効果効果効果効果」」」」とととと書書書書いてありますがいてありますがいてありますがいてありますが、、、、清掃工清掃工清掃工清掃工場場場場のののの建設建設建設建設費用費用費用費用がががが節節節節減減減減されますされますされますされます。。。。またまたまたまた、、、、焼却焼却焼却焼却にににに伴伴伴伴うううう温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガスのののの削減削減削減削減、、、、またまたまたまた最終処最終処最終処最終処分場分場分場分場のののの延延延延命命命命化化化化もももも可能可能可能可能となりますとなりますとなりますとなります。。。。現在現在現在現在千葉市千葉市千葉市千葉市ではではではでは、、、、このこのこのこの目標目標目標目標をををを達成達成達成達成するたするたするたするためめめめにさまざまなにさまざまなにさまざまなにさまざまな事事事事業業業業をををを展展展展開開開開しているしているしているしているところでございますところでございますところでございますところでございます。。。。 

  パンフパンフパンフパンフレレレレットットットットをををを内内内内側側側側かかかからららら左右左右左右左右にににに、、、、このようにこのようにこのようにこのようにまたまたまたまた開開開開いていただきたいといていただきたいといていただきたいといていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ここここここここにさまざまなにさまざまなにさまざまなにさまざまな事事事事業業業業のののの内容内容内容内容がががが書書書書いてありますいてありますいてありますいてあります。。。。一一一一番左側番左側番左側番左側ののののペペペペーーーージジジジにににに、、、、基本基本基本基本方方方方針針針針およおよおよおよびびびび個個個個別別別別事事事事業業業業、、、、右側右側右側右側 3ペペペペーーーージジジジがががが、、、、「「「「皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと市市市市のののの具具具具体的体的体的体的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、時時時時間間間間のののの関係関係関係関係でででで、、、、このこのこのこの左左左左ののののペペペペーーーージジジジだだだだけけけけをををを説明説明説明説明させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。 

  左左左左ののののペペペペーーーージジジジにはにはにはには、、、、3 つのつのつのつの基本基本基本基本方方方方針針針針とととと 29 のののの個個個個別別別別事事事事業業業業をををを記記記記載載載載しておりますしておりますしておりますしております。。。。基本基本基本基本方方方方針針針針 1 はははは、、、、ごみをごみをごみをごみを作作作作らないらないらないらない、、、、出出出出さないさないさないさない、、、、環境環境環境環境づづづづくりのくりのくりのくりの推進推進推進推進でありますでありますでありますであります。。。。ここにここにここにここに 10 のののの個個個個別別別別事事事事業業業業をををを書書書書いていていていて
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おりますおりますおりますおります。。。。またまたまたまた、、、、基本基本基本基本方方方方針針針針 2 はははは、、、、徹底徹底徹底徹底したしたしたした分分分分別別別別によるによるによるによる焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ削減削減削減削減のののの推進推進推進推進でででで、、、、ここにはここにはここにはここには 9つのつのつのつの個個個個別別別別事事事事業業業業をををを書書書書いておりますいておりますいておりますいております。。。。またまたまたまた、、、、一一一一番下番下番下番下のののの基本基本基本基本方方方方針針針針 3 はははは、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの低低低低減減減減とととと経経経経済性済性済性済性・・・・効効効効率率率率性性性性をををを考考考考慮慮慮慮したごみしたごみしたごみしたごみ処理処理処理処理のののの推進推進推進推進でででで、、、、ここにはここにはここにはここには 10 のののの個個個個別別別別事事事事業業業業がありますがありますがありますがあります。。。。 

  以以以以上上上上のようにのようにのようにのように、、、、このこのこのこの計画計画計画計画はははは具具具具体的体的体的体的なななな数数数数値目標値目標値目標値目標をををを定定定定めめめめ、、、、3 つのつのつのつの基本基本基本基本方方方方針針針針にににに基基基基づづづづきききき各各各各事事事事業業業業をををを展展展展開開開開することによりましてすることによりましてすることによりましてすることによりまして、、、、「「「「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」をををを実現実現実現実現しようとするものでありますしようとするものでありますしようとするものでありますしようとするものであります。。。。計画計画計画計画はははは以以以以上上上上ののののようなようなようなようなことになっておりますことになっておりますことになっておりますことになっております。。。。後後後後でまたでまたでまたでまた右右右右ののののほほほほうはうはうはうは見見見見ていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  次次次次にににに、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市がががが平成平成平成平成 19 年度年度年度年度かかかからららら現在現在現在現在までまでまでまで、、、、1 年年年年半半半半になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、具具具具体的体的体的体的にににに実実実実施施施施しているしているしているしている主主主主なななな取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて幾幾幾幾つつつつかかかかごごごご紹介紹介紹介紹介をいたしたいとをいたしたいとをいたしたいとをいたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。別別別別添添添添資資資資料料料料をごらんくださいをごらんくださいをごらんくださいをごらんください。。。。このこのこのこの 1枚枚枚枚のののの紙紙紙紙がががが挟挟挟挟みみみみ込込込込んであるんであるんであるんであるかかかかとととと思思思思いますがいますがいますがいますが。。。。 

  ままままずずずず、、、、市市市市内内内内のごみのごみのごみのごみステーションステーションステーションステーションでででで分分分分別別別別をををを呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけるるるる早朝早朝早朝早朝啓発啓発啓発啓発事事事事業業業業をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。昨昨昨昨年年年年 8月月月月にににに、、、、鶴鶴鶴鶴岡岡岡岡市長市長市長市長をはをはをはをはじめじめじめじめとするとするとするとする市市市市のののの職職職職員員員員、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん私私私私もももも参加参加参加参加いたしましたがいたしましたがいたしましたがいたしましたが、、、、町町町町内内内内自治会自治会自治会自治会のののの方方方方々々々々にもにもにもにも多数多数多数多数ごごごご参加参加参加参加いただきましていただきましていただきましていただきまして、、、、延延延延べべべべ 6 千千千千人人人人以以以以上上上上でででで市市市市内内内内のののの全域全域全域全域のごみのごみのごみのごみステーションステーションステーションステーションでででで分分分分別別別別ののののキャキャキャキャンンンンペペペペーンーンーンーンをををを実実実実施施施施いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。またまたまたまた、、、、今今今今年年年年 5 月月月月にもにもにもにも、、、、延延延延べべべべ 3 千千千千人人人人以以以以上上上上でででで第第第第 2回目回目回目回目をををを実実実実施施施施いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。 

  またまたまたまた、、、、昨昨昨昨年年年年 7 月月月月にはにはにはには、、、、計画計画計画計画推進推進推進推進ののののシンシンシンシンボボボボルルルルとなりますとなりますとなりますとなりますキャキャキャキャラクターラクターラクターラクターとそのとそのとそのとその愛愛愛愛称称称称をををを公公公公募募募募いいいいたしましたたしましたたしましたたしました。。。。親親親親しみしみしみしみややややすいすいすいすいキャキャキャキャッッッッチチチチココココピピピピーーーーとそのとそのとそのとそのロロロロゴゴゴゴデデデデザザザザインインインインといったものでといったものでといったものでといったもので、、、、このこのこのこの(2)にににに書書書書いてありますようなものがいてありますようなものがいてありますようなものがいてありますようなものが市民市民市民市民かかかからららら提案提案提案提案いただきいただきいただきいただき、、、、投投投投票票票票をををを得得得得てこのてこのてこのてこのキャキャキャキャラクターラクターラクターラクターにににに決定決定決定決定いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。 

  次次次次にににに、、、、モモモモノレノレノレノレールールールールややややごみごみごみごみ収収収収集集集集車車車車ににににラッラッラッラッピピピピングングングング、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはステッカーステッカーステッカーステッカーをををを張張張張ったりしましてったりしましてったりしましてったりしまして、、、、このこのこのこの 1/3 削減削減削減削減をををを PR しておりますしておりますしておりますしております。。。。(3)にににに書書書書いてあるとおりですいてあるとおりですいてあるとおりですいてあるとおりです。。。。 

  それそれそれそれかかかからららら、、、、さらにさらにさらにさらに今今今今年年年年のののの 4 月月月月にににに、、、、小小小小学生学生学生学生のののの入入入入学式学式学式学式がががが市市市市内全内全内全内全校校校校でででで行行行行われておりますがわれておりますがわれておりますがわれておりますが、、、、そそそそこでこでこでこで「「「「へへへへらそらそらそらそうくんうくんうくんうくんああああめめめめ」」」」というというというという、、、、1 年生年生年生年生にににに親親親親しまれるようなあしまれるようなあしまれるようなあしまれるようなあめめめめをつくりましてをつくりましてをつくりましてをつくりまして、、、、これをこれをこれをこれをすすすすべべべべてのてのてのての 1 年生年生年生年生にににに配配配配布布布布いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、児童児童児童児童のいるのいるのいるのいる家庭家庭家庭家庭へへへへ 1/3 削減削減削減削減をををを PR いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。 

  またまたまたまた、、、、今今今今年年年年 7 月月月月にはにはにはには、、、、ここのここのここのここの(5)にににに書書書書いてありますがいてありますがいてありますがいてありますが、、、、市民市民市民市民・・・・事事事事業業業業者者者者のののの皆様皆様皆様皆様とととと市市市市がががが連連連連携携携携ししししながらごみながらごみながらごみながらごみ削減削減削減削減のののの具具具具体策体策体策体策をををを検討検討検討検討・・・・実践実践実践実践するたするたするたするためめめめのののの「「「「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」推進推進推進推進市民会議市民会議市民会議市民会議をををを立立立立ちちちち上上上上げましたげましたげましたげました。。。。今今今今日日日日ももももメメメメンンンンババババーーーーのののの方方方方においでいただいておりますにおいでいただいておりますにおいでいただいておりますにおいでいただいております。。。。 

  またまたまたまた、、、、今今今今年年年年 8 月月月月にににに、、、、小小小小学生学生学生学生にににに実実実実際際際際のごみのごみのごみのごみステーションステーションステーションステーションでごみのでごみのでごみのでごみの分分分分別状況別状況別状況別状況がどうなっていがどうなっていがどうなっていがどうなっているるるるかかかかををををチチチチェェェェックックックックしてもらうしてもらうしてもらうしてもらう、「、「、「、「ヘヘヘヘラソラソラソラソーーーーズズズズ」」」」といといといといううううチチチチームームームーム、、、、このこのこのこの写真写真写真写真のののの(6)にありますようなにありますようなにありますようなにありますようなユユユユニフォームニフォームニフォームニフォームをををを来来来来てててて、、、、ごみごみごみごみステーションステーションステーションステーションででででチチチチェェェェックックックックをををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。まだまだまだまだ少少少少しししし、、、、出出出出してはいしてはいしてはいしてはいけけけけないようなないようなないようなないような雑雑雑雑紙紙紙紙などがなどがなどがなどが入入入入っているというようなこともっているというようなこともっているというようなこともっているというようなことも小小小小学生学生学生学生のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんがチチチチェェェェックックックックしてしてしてして、、、、またまたまたまた各家庭各家庭各家庭各家庭でででで気気気気をつをつをつをつけけけけようというようなようというようなようというようなようというような話話話話をしていただくをしていただくをしていただくをしていただく、、、、そういうそういうそういうそういう様様様様なななな試試試試みをみをみをみを行行行行っておっておっておっておりますりますりますります。。。。 

  こういったこういったこういったこういった試試試試みをみをみをみを行行行行っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、これらのこれらのこれらのこれらの取取取取りりりり組組組組みみみみによるによるによるによる結果今結果今結果今結果今までどうなっていまでどうなっていまでどうなっていまでどうなっているるるるかかかかということなんですがということなんですがということなんですがということなんですが、、、、市民市民市民市民・・・・事事事事業業業業者者者者のののの皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご協力協力協力協力のおのおのおのおかかかかげをもちましてげをもちましてげをもちましてげをもちまして、、、、平成平成平成平成 19年度年度年度年度のののの焼却焼却焼却焼却ごみのごみのごみのごみの量量量量はははは、、、、前前前前年度年度年度年度、、、、18 年度年度年度年度とととと比比比比較較較較してしてしてして 2万万万万 4 千千千千トントントントン減減減減りましたりましたりましたりました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、今今今今年度年度年度年度もももも、、、、9 月月月月までのまでのまでのまでの半半半半年間年間年間年間でででで、、、、19 年度年度年度年度とととと比比比比較較較較してしてしてして 8 千千千千トントントントン減減減減量量量量しているというようなしているというようなしているというようなしているというような状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。 

  こういったことでこういったことでこういったことでこういったことで、、、、滑滑滑滑りりりり出出出出しはしはしはしは非常非常非常非常にににに順順順順調調調調にいっておりますにいっておりますにいっておりますにいっております。。。。ししししかかかかしながらしながらしながらしながら、、、、これこれこれこれかかかかららららははははややややはりはりはりはり「「「「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」のののの道道道道のりのりのりのり、、、、さらにさらにさらにさらに厳厳厳厳しくなるのしくなるのしくなるのしくなるのかかかかなとなとなとなと。。。。減減減減量量量量がががが進進進進めめめめばばばば進進進進むほむほむほむほどまたどまたどまたどまた厳厳厳厳しいものになってくることがしいものになってくることがしいものになってくることがしいものになってくることが予予予予想想想想されますされますされますされます。。。。市市市市といたしましてもといたしましてもといたしましてもといたしましても、、、、今今今今後後後後もももも 10万万万万トトトトンンンン削減削減削減削減をををを目指目指目指目指しましてしましてしましてしまして、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック製製製製のののの容容容容器器器器包包包包装装装装のののの分分分分別別別別・・・・再資源再資源再資源再資源化化化化などなどなどなど、、、、さらにさらにさらにさらに各各各各種施種施種施種施策策策策をををを積極的積極的積極的積極的にににに実実実実施施施施してまいりますのでしてまいりますのでしてまいりますのでしてまいりますので、、、、どうどうどうどうかかかか皆様皆様皆様皆様にはにはにはには引引引引きききき続続続続きごきごきごきご協力協力協力協力をををを賜賜賜賜りますようおりますようおりますようおりますようお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

  以以以以上上上上でででで、、、、「「「「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」のののの現在現在現在現在のののの市市市市のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、計画計画計画計画のののの説明説明説明説明をををを終終終終わりにいたしますわりにいたしますわりにいたしますわりにいたします。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 
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  ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。滑滑滑滑りりりり出出出出しはしはしはしは順順順順調調調調にににに削減削減削減削減されているということですがされているということですがされているということですがされているということですが、、、、目標目標目標目標年度年度年度年度までにまでにまでにまでに、、、、市民市民市民市民 1 人人人人 1 日日日日当当当当たりたりたりたり 739 グラムグラムグラムグラムまでまでまでまで落落落落とそうというとそうというとそうというとそうというののののがががが目標目標目標目標でございますでございますでございますでございます。。。。現現現現状状状状はははは 1,036 グラムグラムグラムグラムですですですですかかかからららら、、、、1 人人人人 1 日日日日 300 グラムグラムグラムグラムずずずずつごみのつごみのつごみのつごみの排出量排出量排出量排出量をををを減減減減らしていくらしていくらしていくらしていくことになりことになりことになりことになりますますますます。。。。これもこれもこれもこれもかかかかなりなりなりなり高高高高いいいい目標目標目標目標なんですなんですなんですなんです。。。。それにそれにそれにそれに加加加加えてえてえてえて、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率をををを倍倍倍倍にしようというにしようというにしようというにしようということですねことですねことですねことですね。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、私私私私、、、、委員委員委員委員ををををややややっっっっているときにているときにているときにているときに、、、、これこれこれこれほほほほんとうにできますんとうにできますんとうにできますんとうにできますかかかかねねねね、、、、大大大大丈夫丈夫丈夫丈夫ですですですですかかかかねとねとねとねと、、、、そういったそういったそういったそういった話話話話もしながらもしながらもしながらもしながら、、、、でもこれでもこれでもこれでもこれははははややややるんですということでるんですということでるんですということでるんですということで進進進進めめめめてててているいるいるいるかかかかなりなりなりなり画期画期画期画期的的的的なななな施施施施策策策策であるということでございますであるということでございますであるということでございますであるということでございます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、パネリストパネリストパネリストパネリストのののの皆様皆様皆様皆様かかかからららら、、、、自自自自己己己己紹介紹介紹介紹介もももも兼兼兼兼ねてねてねてねて、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの立立立立場場場場でででで、、、、どういったどういったどういったどういったことでごみことでごみことでごみことでごみ減減減減量量量量ををををややややられているのられているのられているのられているのかかかかということをおということをおということをおということをお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 順順順順番番番番としてとしてとしてとしてはははは、、、、井上井上井上井上さんのさんのさんのさんのほほほほううううかかかからららら始始始始めめめめていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、NPO のののの立立立立場場場場ということでということでということでということで、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 井上井上井上井上代表代表代表代表 

  皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。ちちちちょょょょっとあがっておりまっとあがっておりまっとあがっておりまっとあがっておりますすすす。。。。何何何何かかかかままままぶぶぶぶしくてしくてしくてしくて、、、、すごいすごいすごいすごい、、、、あれなんあれなんあれなんあれなんですですですですけけけけれどもれどもれどもれども。。。。 

  GONET というというというという団体団体団体団体ですですですです。。。。別別別別ににににゴゴゴゴネネネネるるるる団体団体団体団体ではないですではないですではないですではないですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ごみごみごみごみゼロネットワーゼロネットワーゼロネットワーゼロネットワークククク、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、団体団体団体団体であってであってであってであって、、、、個個個個人人人人個個個個人人人人のののの集集集集まりまりまりまり、、、、情報情報情報情報をいろいろをいろいろをいろいろをいろいろ交換交換交換交換するするするする、、、、そういうそういうそういうそういうググググループループループループですですですです。。。。8 年年年年前前前前にににに立立立立ちちちち上上上上がっていますがっていますがっていますがっています。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、各各各各地地地地域域域域でででで、、、、県県県県内内内内ににににメメメメンンンンババババーーーーさんがおさんがおさんがおさんがおられますのでられますのでられますのでられますので、、、、いろんないろんないろんないろんな活動活動活動活動をしていますをしていますをしていますをしています。。。。最近最近最近最近ちちちちょょょょっとっとっとっと話話話話題題題題になっているのがになっているのがになっているのがになっているのが、、、、例例例例ののののペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルキャキャキャキャップップップップですですですです。。。。ごごごご存存存存じじじじのののの方方方方、、、、おられますおられますおられますおられますかかかか、「、「、「、「キャキャキャキャップップップップをををを集集集集めめめめててててワクワクワクワクチチチチンンンンをををを」」」」とととというようないうようないうようないうような運運運運動動動動をされているんですをされているんですをされているんですをされているんですけけけけれどもれどもれどもれども。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうございますございますございますございます。。。。 

  実実実実はははは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと誤誤誤誤解解解解もももも生生生生んでいるんですんでいるんですんでいるんですんでいるんです。。。。エコエコエコエコキャキャキャキャップップップップというというというという運運運運動動動動でででで集集集集めめめめていますていますていますていますのはのはのはのは、、、、主主主主にににに神奈川神奈川神奈川神奈川ののののグループグループグループグループですですですです。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルキャキャキャキャップリサイクルップリサイクルップリサイクルップリサイクル運運運運動動動動というというというという言言言言いいいい方方方方をしていますをしていますをしていますをしています。。。。集集集集めめめめるのはるのはるのはるのは市民市民市民市民ですですですです。。。。私私私私たちもたちもたちもたちも集集集集めめめめますますますますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、市民市民市民市民のののの方方方方ににににややややっていっていっていっていただくただくただくただく。。。。今今今今 40 カカカカ所所所所のののの拠拠拠拠点点点点がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、20 カカカカ所所所所ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが千葉市千葉市千葉市千葉市にあるでにあるでにあるでにあるですすすすかかかかねねねね。。。。2 年年年年半半半半ほほほほどどどど前前前前にににに始始始始めめめめたんですたんですたんですたんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、このこのこのこのキャキャキャキャップップップップ、、、、2 年年年年半半半半でどのくらいでどのくらいでどのくらいでどのくらい集集集集まったまったまったまったとととと思思思思いますいますいますいます？？？？    想想想想像像像像つきますつきますつきますつきます？？？？    個個個個数数数数にしてにしてにしてにして 300 万万万万個個個個なんですなんですなんですなんです。。。。重重重重量量量量にしてにしてにしてにして約約約約 7 トントントントン。。。。それがそれがそれがそれが資源資源資源資源にににに回回回回っっっっていまていまていまていますすすす。。。。現在現在現在現在はははは、、、、木木木木更津更津更津更津にあるにあるにあるにある企企企企業業業業さんがさんがさんがさんが買買買買いいいい取取取取ってってってって、、、、ちゃんとちゃんとちゃんとちゃんと資源資源資源資源になっているんでになっているんでになっているんでになっているんですすすす。。。。ですですですですかかかからららら、、、、そういうそういうそういうそういう、、、、意識意識意識意識をををを変変変変えていただくというようなえていただくというようなえていただくというようなえていただくというような提案提案提案提案をしているをしているをしているをしているグループグループグループグループでででですすすす。。。。自分自分自分自分たちもしますたちもしますたちもしますたちもしますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、よりよりよりより多多多多くのくのくのくの市民市民市民市民にににに、、、、子子子子供供供供かかかからららら先先先先輩輩輩輩方方方方までまでまでまで、、、、ごごごご年年年年配配配配のののの方方方方ままままでででで、、、、できるできるできるできる範範範範囲囲囲囲でででで、、、、できることをできることをできることをできることを伝伝伝伝えているえているえているえているグループグループグループグループですですですです。。。。でででですすすすかかかからららら、、、、いろんないろんないろんないろんな活動活動活動活動があがあがあがあるるるる中中中中でででで、、、、ききききょょょょうはうはうはうはペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルキャキャキャキャップップップップのののの件件件件をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介しましたしましたしましたしましたけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そういうそういうそういうそういう活動活動活動活動をををを通通通通じじじじてててて、、、、ごみをごみごみをごみごみをごみごみをごみじじじじゃなくてゃなくてゃなくてゃなくて資源資源資源資源にににに変変変変えていくえていくえていくえていく、、、、そういうそういうそういうそういう活動活動活動活動をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。ペペペペッッッットトトトボボボボトルトルトルトルキャキャキャキャップップップップはははは何何何何になるんですになるんですになるんですになるんですかかかか。。。。 

 井上井上井上井上代表代表代表代表 

  はいはいはいはい。。。。これはこれはこれはこれは、、、、約約約約 30％％％％ががががそのものそのものそのものそのものにににに使使使使われるんですわれるんですわれるんですわれるんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、建建建建築材料築材料築材料築材料ののののコンパネコンパネコンパネコンパネってってってってわわわわかかかかりますりますりますりますかかかかねねねね、、、、ベベベベニニニニヤヤヤヤのののの板板板板のようなのようなのようなのような感感感感じじじじになるんですになるんですになるんですになるんです。。。。廃廃廃廃木木木木材材材材がががが 50％％％％、、、、キャキャキャキャップップップップがががが 30％％％％、、、、それそれそれそれかかかからららら 20％％％％のののの軟軟軟軟質質質質プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック、、、、それでそれでそれでそれでボボボボーーーードドドドになりますになりますになりますになります。。。。それはそれはそれはそれは製品製品製品製品化化化化されてされてされてされて市市市市販販販販さささされていますれていますれていますれています。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  市市市市ののののほほほほうでうでうでうでペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルはははは回回回回収収収収していますしていますしていますしていますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、キャキャキャキャップップップップははははキャキャキャキャップップップップでででで回回回回収収収収すればすればすればすれば資源資源資源資源になるというになるというになるというになるという活動活動活動活動をされているということですをされているということですをされているということですをされているということです。。。。 
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  それではそれではそれではそれでは、、、、今今今今度度度度はははは、、、、「「「「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」のののの推進市推進市推進市推進市民会議民会議民会議民会議であってであってであってであって、、、、主主主主婦婦婦婦でいらっしゃいでいらっしゃいでいらっしゃいでいらっしゃいますますますます、、、、表表表表さんのさんのさんのさんのほほほほううううかかかからららら、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 表表表表委員委員委員委員 

  表知子表知子表知子表知子とととと申申申申しますしますしますします。。。。先先先先ほほほほどどどど副市長副市長副市長副市長さんさんさんさんかかかからもらもらもらも話話話話があったがあったがあったがあった、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市のののの「「「「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」のののの推進市民会議推進市民会議推進市民会議推進市民会議のののの公公公公募募募募がががが今今今今年年年年ありましてありましてありましてありまして、、、、それにそれにそれにそれに応応応応募募募募させていただいてさせていただいてさせていただいてさせていただいて、、、、今今今今委員委員委員委員をさせてをさせてをさせてをさせていただいておりますいただいておりますいただいておりますいただいております。。。。ほかほかほかほかでででで活動活動活動活動していることとしてはしていることとしてはしていることとしてはしていることとしては、、、、もともともともともともともともと学生時代学生時代学生時代学生時代かかかからららら環境環境環境環境問問問問題題題題等等等等にににに関関関関心心心心があってがあってがあってがあって、、、、出産前出産前出産前出産前までまでまでまで有有有有機野機野機野機野菜菜菜菜のののの宅宅宅宅配配配配会社会社会社会社のののの「「「「大地大地大地大地をををを守守守守るるるる会会会会」」」」というところでというところでというところでというところで働働働働いておりましていておりましていておりましていておりまして、、、、今今今今もももも、、、、会社会社会社会社がががが市民市民市民市民団体団体団体団体もももも兼兼兼兼ねているものですねているものですねているものですねているものですかかかからららら、、、、そのそのそのその中中中中のののの「「「「ゴゴゴゴミリミリミリミリ倶倶倶倶楽楽楽楽部部部部」」」」というというというという、、、、ごみごみごみごみ削減削減削減削減運運運運動動動動をしているをしているをしているをしているグループグループグループグループでででで、、、、消費消費消費消費者者者者のののの立立立立場場場場としてとしてとしてとして活動活動活動活動をををを続続続続けけけけていていていていますますますます。。。。どういうことをどういうことをどういうことをどういうことをややややっているっているっているっているかかかかというとというとというとというと、、、、古布古布古布古布をををを使使使使ったったったったマイマイマイマイババババッグッグッグッグつくりのつくりのつくりのつくりの講講講講座座座座ををををややややったりったりったりったり、、、、あとあとあとあと、、、、古布古布古布古布をををを使使使使ったったったった布布布布ぞうりぞうりぞうりぞうり、、、、最近最近最近最近ははははややややりですりですりですりですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そのそのそのその講講講講座座座座ををををややややったりったりったりったり、、、、あとあとあとあと、、、、大地大地大地大地をををを守守守守るるるる会会会会ののののほほほほうにうにうにうにリリリリユユユユースースースースののののびびびびんのしんのしんのしんのしょょょょうゆをうゆをうゆをうゆを開開開開発発発発してくれないしてくれないしてくれないしてくれないかかかかとととと掛掛掛掛けけけけ合合合合っっっったりたりたりたり、、、、またまたまたまたイイイイベベベベントントントントででででリリリリユユユユースースースース食食食食器器器器、、、、例例例例えばえばえばえばイイイイベベベベントントントントでででで出出出出店店店店があったときにがあったときにがあったときにがあったときに、、、、そこでそこでそこでそこでリリリリユユユユースースースース食食食食器器器器をををを使使使使ってもらってってもらってってもらってってもらって、、、、それをそれをそれをそれを食食食食べべべべたたたた人人人人ががががブブブブースースースースののののほほほほうにうにうにうに戻戻戻戻すとすとすとすと、、、、最初最初最初最初ににににデポデポデポデポジジジジットットットットといっておといっておといっておといってお金金金金をををを 100 円円円円多多多多くくくく払払払払ってもらってってもらってってもらってってもらって、、、、そのそのそのそのリリリリユユユユースースースースのののの食食食食器器器器をををを使使使使ってってってって返返返返すとすとすとすと 100 円円円円ががががまたまたまたまた戻戻戻戻ってくるというようなことをってくるというようなことをってくるというようなことをってくるというようなことを導導導導入入入入したりとしたりとしたりとしたりとかかかか、、、、そういうようなことをそういうようなことをそういうようなことをそういうようなことを活動活動活動活動でででで行行行行ってってってっていますいますいますいます。。。。 

  焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減推進推進推進推進市民市民市民市民会議会議会議会議ののののほほほほうではうではうではうでは、、、、まだまだまだまだ 7 月月月月にににに始始始始まったばまったばまったばまったばかかかかりでりでりでりで、、、、どういうことどういうことどういうことどういうことができるができるができるができるかかかかというのをみんなでというのをみんなでというのをみんなでというのをみんなで話話話話しししし合合合合っているっているっているっている最最最最中中中中なのでなのでなのでなので、、、、まだまだまだまだ特特特特にににに実実実実績績績績というのはないというのはないというのはないというのはないんですんですんですんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、これこれこれこれかかかからららら頑張頑張頑張頑張っていこうっていこうっていこうっていこうかかかかなとなとなとなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  個個個個人的人的人的人的にはにはにはには、、、、ほほほほとんどのとんどのとんどのとんどの生活生活生活生活はははは主主主主婦婦婦婦としてとしてとしてとして暮暮暮暮らしていますのでらしていますのでらしていますのでらしていますので、、、、子子子子供供供供のののの世話世話世話世話もありますもありますもありますもありますしししし、、、、そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、大大大大酒飲酒飲酒飲酒飲みのみのみのみの夫夫夫夫ののののビビビビールールールールをちをちをちをちょょょょっとっとっとっと缶缶缶缶かかかかららららびびびびんにんにんにんに無無無無理理理理ややややりりりり変変変変えさせえさせえさせえさせたりたりたりたり、、、、あとあとあとあと、、、、最近最近最近最近生生生生ごみをごみをごみをごみを、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと庭庭庭庭があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、そこにそこにそこにそこに埋埋埋埋めめめめるようなるようなるようなるような感感感感じじじじにしてみたらにしてみたらにしてみたらにしてみたらかかかかななななりごみがりごみがりごみがりごみが減減減減りましたりましたりましたりました。。。。あとあとあとあと、、、、マイマイマイマイババババッグッグッグッグをををを持持持持ってってってって、、、、ポイントポイントポイントポイントをたをたをたをためめめめてててて、、、、そのたまったそのたまったそのたまったそのたまったポイポイポイポイントントントントでででで 100 円円円円分分分分何何何何かかかかをををを買買買買うとうとうとうとかかかか、、、、それをそれをそれをそれを楽楽楽楽しみにしているしみにしているしみにしているしみにしている、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに一般一般一般一般的的的的なななな主主主主婦婦婦婦としとしとしとしてててて活動活動活動活動していますしていますしていますしています。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、次次次次にににに、、、、南町共栄会南町共栄会南町共栄会南町共栄会のののの児玉谷児玉谷児玉谷児玉谷さんのさんのさんのさんのほほほほううううかかかからららら、、、、町町町町内内内内会会会会としてどういうとしてどういうとしてどういうとしてどういう活動活動活動活動をされているのをされているのをされているのをされているのかかかかということをということをということをということを中中中中心心心心にににに、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 児玉谷児玉谷児玉谷児玉谷会長会長会長会長 

  児玉谷児玉谷児玉谷児玉谷でございますでございますでございますでございます。。。。後後後後ろのろのろのろのほほほほうううう、、、、聞聞聞聞こえますねこえますねこえますねこえますね。。。。 

  単一単一単一単一町会町会町会町会ととととししししましてましてましてましてはははは、、、、パンフパンフパンフパンフレレレレットットットットにもにもにもにも書書書書いていますいていますいていますいていますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、世世世世帯帯帯帯数数数数ではではではでは、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市でもでもでもでも五五五五本本本本のののの指指指指ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに入入入入るとるとるとると思思思思ううううののののですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、全全全全所所所所帯帯帯帯数数数数でででで 1,850世世世世帯帯帯帯ですですですです。。。。戸建戸建戸建戸建てがてがてがてが大大大大体体体体 1,100軒軒軒軒、、、、ですですですですかかかからららら、、、、残残残残りのりのりのりの 800軒軒軒軒ほほほほどがどがどがどが集集集集合合合合住宅住宅住宅住宅。。。。ただただただただ、、、、集集集集合合合合住宅住宅住宅住宅というのはというのはというのはというのは、、、、最近最近最近最近のののの立立立立派派派派ななななマンションマンションマンションマンションもありますもありますもありますもありますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、昔昔昔昔ののののアパートアパートアパートアパートというようなところがありますというようなところがありますというようなところがありますというようなところがあります。。。。 

  うちのうちのうちのうちの町会町会町会町会のののの活動活動活動活動方方方方針針針針というのはというのはというのはというのは、、、、ここにもここにもここにもここにも書書書書いていますようにいていますようにいていますようにいていますように、、、、安安安安全全全全でででで、、、、安安安安心心心心でででで、、、、清清清清潔潔潔潔なななな町町町町づづづづくりをしましくりをしましくりをしましくりをしましょょょょうということですうということですうということですうということですかかかからららら、、、、安安安安全全全全・・・・安安安安心心心心、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるパトロールパトロールパトロールパトロールとととと、、、、そそそそれれれれかかかからららら清清清清潔潔潔潔、、、、衛衛衛衛生生生生部部部部のののの業務業務業務業務等等等等をををを一一一一体化体化体化体化していますしていますしていますしています。。。。特特特特ににににパトロールパトロールパトロールパトロールについてはについてはについてはについては、、、、ここここここここ数年数年数年数年間間間間頑張頑張頑張頑張ってってってって、、、、おととしおととしおととしおととし、、、、全全全全国表国表国表国表彰彰彰彰をををを受受受受けけけけましたましたましたました。。。。今今今今年年年年もちもちもちもちょょょょっとっとっとっと 2 つつつつほほほほどどどど表表表表彰彰彰彰をををを受受受受けけけけましましましましたがたがたがたが、、、、そのもとになっているのがそのもとになっているのがそのもとになっているのがそのもとになっているのが、、、、町町町町をきれいにしようよということでをきれいにしようよということでをきれいにしようよということでをきれいにしようよということで、、、、パトロールパトロールパトロールパトロールをしをしをしをしながらながらながらながら、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄であるとであるとであるとであるとかかかか、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを探探探探したりしていますしたりしていますしたりしていますしたりしています。。。。現在現在現在現在、、、、ごみごみごみごみステーシステーシステーシステーションョンョンョンはははは 37 カカカカ所所所所ありますありますありますあります。。。。このうちこのうちこのうちこのうち 30 カカカカ所所所所ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが、、、、メメメメタルタルタルタルラスラスラスラスでつくったでつくったでつくったでつくった、、、、型型型型鋼鋼鋼鋼でででで囲囲囲囲っっっったたたたステーションステーションステーションステーションですですですです。。。。それにそれにそれにそれにカラスカラスカラスカラスよよよよけけけけのののの網網網網ををををかかかかぶぶぶぶせているということですせているということですせているということですせているということです。。。。これのこれのこれのこれの費用費用費用費用
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がががが 1個個個個大体大体大体大体 2万万万万 7,000円円円円ぐぐぐぐらいしましたのでらいしましたのでらいしましたのでらいしましたので、、、、ここここここここ数年間数年間数年間数年間でででで、、、、ごみごみごみごみステーションステーションステーションステーションをつくるをつくるをつくるをつくる費費費費用用用用だだだだけけけけでででで町会町会町会町会としてとしてとしてとして大体大体大体大体 80万万万万円円円円かかかからららら 100万万万万円円円円近近近近くのおくのおくのおくのお金金金金をををを使使使使っていますっていますっていますっています。。。。ただただただただ、、、、それだそれだそれだそれだけけけけにににに効果効果効果効果はははは上上上上がっていますがっていますがっていますがっています。。。。 

  ただただただただ、、、、最近最近最近最近残残残残念念念念なのはなのはなのはなのは、、、、カラスカラスカラスカラスとととと猫猫猫猫はいなくなったんですはいなくなったんですはいなくなったんですはいなくなったんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄のののの目標目標目標目標ににににされるんですねされるんですねされるんですねされるんですね。。。。かかかかごのごのごのごの外側外側外側外側へへへへ置置置置いていくというのがいていくというのがいていくというのがいていくというのが 1 つのつのつのつの悩悩悩悩みになっていますみになっていますみになっていますみになっています。。。。一一一一部部部部撤撤撤撤去去去去をしてみたりをしてみたりをしてみたりをしてみたり、、、、それそれそれそれかかかかららららステーションステーションステーションステーションにににに近近近近づづづづいたらいたらいたらいたら電電電電気気気気ががががパッパッパッパッとつくようにとつくようにとつくようにとつくようにややややっているっているっているっているんですんですんですんですけけけけどどどど、、、、だんだんなれてきてだんだんなれてきてだんだんなれてきてだんだんなれてきて、、、、電電電電気気気気のつのつのつのつかかかかないところないところないところないところかかかからららら捨捨捨捨てていくというようなてていくというようなてていくというようなてていくというような方方方方もいますのでもいますのでもいますのでもいますので、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと困困困困っているといえばっているといえばっているといえばっているといえば困困困困っていますっていますっていますっています。。。。 

  それそれそれそれかかかからららら、、、、じじじじゃゃゃゃ、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄にどういうことをしているにどういうことをしているにどういうことをしているにどういうことをしているかかかかといいますとといいますとといいますとといいますと、、、、19 年度年度年度年度のののの例例例例でちでちでちでちょょょょっとっとっとっと数数数数字字字字をををを申申申申しししし上上上上げますとげますとげますとげますと、、、、ごみごみごみごみステーションステーションステーションステーションとととと空空空空きききき地地地地、、、、このこのこのこの空空空空きききき地地地地はははは民地民地民地民地なんですなんですなんですなんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、市市市市ですとですとですとですと、、、、民民民民有有有有地地地地のののの不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄はははは回回回回収収収収してくれませんのでしてくれませんのでしてくれませんのでしてくれませんので、、、、地主地主地主地主さんをよくさんをよくさんをよくさんをよく知知知知ってってってっているいるいるいる町会町会町会町会のののの衛衛衛衛生部生部生部生部長長長長さんがさんがさんがさんが話話話話をしてをしてをしてをして、、、、というというというというよりはよりはよりはよりは、、、、まあまあまあまあ、、、、地主地主地主地主さんにさんにさんにさんに喜喜喜喜ばれてばれてばれてばれて、、、、回回回回収収収収ををををしていますしていますしていますしています。。。。去去去去年年年年 12回回回回、、、、ですですですですかかかからららら、、、、毎毎毎毎月月月月 1回回回回ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、12 月月月月はははは 2回回回回ほほほほどどどどややややったとったとったとったと思思思思いますいますいますいますけけけけどどどど、、、、回回回回収収収収していますしていますしていますしています。。。。これはこれはこれはこれは町会町会町会町会でこれでこれでこれでこれ用用用用ににににトラックトラックトラックトラックをををを 60万万万万円円円円ほほほほどでどでどでどで買買買買いましていましていましていまして、、、、ややややっとっとっとっと
3 年年年年年年年年賦賦賦賦がががが払払払払いいいい終終終終わりましたわりましたわりましたわりましたけけけけれどもれどもれどもれども、、、、便利便利便利便利にににに扱扱扱扱っておりっておりっておりっておりますますますます。。。。なおなおなおなおかかかかつつつつ、、、、このこのこのこの軽軽軽軽四輪四輪四輪四輪をををを青青青青パトロールパトロールパトロールパトロールにもにもにもにも使使使使っていますっていますっていますっています。。。。資資資資格格格格をををを取取取取ってってってって行行行行っていますっていますっていますっています。。。。こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに集集集集めめめめたものをたものをたものをたものを環境事環境事環境事環境事業業業業所所所所がががが非常非常非常非常によくによくによくによく面面面面倒倒倒倒みていただいていましてみていただいていましてみていただいていましてみていただいていまして、、、、去去去去年年年年はははは 7 回集回集回集回集めめめめにきてもらっていにきてもらっていにきてもらっていにきてもらっていますますますます。。。。我我我我々々々々がががが集集集集めめめめたらたらたらたら大体大体大体大体 3 日間日間日間日間以以以以内内内内ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに持持持持っていってもらうっていってもらうっていってもらうっていってもらう。。。。 それそれそれそれ以外以外以外以外にににに、、、、ババババックックックックボボボボーンーンーンーンとしてとしてとしてとしていたいたいたいた、、、、我我我我々々々々はははは、、、、窓窓窓窓割割割割れれれれ理論理論理論理論とととと、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカのののの地地地地下鉄下鉄下鉄下鉄のののの汚汚汚汚ささささ、、、、特特特特にににに最近最近最近最近ややややっているっているっているっている、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカののののテテテテレレレレビビビビでもでもでもでもややややっていましたっていましたっていましたっていましたけけけけれどもれどもれどもれども、、、、いたいたいたいたずずずずらららら書書書書きききき、、、、落書落書落書落書きききき、、、、これがこれがこれがこれが増増増増えるえるえるえるとととと犯罪犯罪犯罪犯罪がががが増増増増えるということですえるということですえるということですえるということですかかかからららら、、、、現在現在現在現在ですとですとですとですと、、、、高高高高利利利利貸貸貸貸しのしのしのしの看看看看板板板板、、、、これはあくまでこれはあくまでこれはあくまでこれはあくまで落書落書落書落書きだときだときだときだと我我我我々々々々はははは思思思思っていますのでっていますのでっていますのでっていますので、、、、おととしはおととしはおととしはおととしは 500 枚枚枚枚ぐぐぐぐらいらいらいらい外外外外していましていましていましていますすすす。。。。去去去去年年年年はははは 109 枚枚枚枚だったとだったとだったとだったと思思思思いますいますいますいますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ともともともともかかかかくくくく朝朝朝朝見見見見たらたらたらたら夕夕夕夕方方方方外外外外すすすす。。。。びびびびっくりされっくりされっくりされっくりされるとるとるとると思思思思ううううののののですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、蘇我蘇我蘇我蘇我駅駅駅駅のののの近近近近辺辺辺辺へへへへ来来来来ててててサラサラサラサラ金金金金のののの看看看看板板板板をををを探探探探してもらってもしてもらってもしてもらってもしてもらっても容易容易容易容易にににに見見見見当当当当たらないたらないたらないたらないぐぐぐぐらいきれいになっていますらいきれいになっていますらいきれいになっていますらいきれいになっています。。。。これはこれはこれはこれは駅駅駅駅かかかからららら 500 メメメメートルートルートルートル以以以以内内内内についてはについてはについてはについては、、、、どどどどなたになたになたになたに見見見見ていただいてもていただいてもていただいてもていただいても、、、、きれいなきれいなきれいなきれいな状況状況状況状況になっていますになっていますになっていますになっています。。。。 あとあとあとあと、、、、蘇我蘇我蘇我蘇我駅駅駅駅のののの近近近近辺辺辺辺というのはというのはというのはというのは放放放放置置置置自自自自転車転車転車転車がががが非常非常非常非常にににに多多多多うございましてうございましてうございましてうございまして、、、、スクータースクータースクータースクーター、、、、オオオオートートートートババババイイイイ等等等等をををを入入入入れるとれるとれるとれると、、、、衛衛衛衛生部長生部長生部長生部長さんがさんがさんがさんが月月月月にににに 1 回回回回調調調調べべべべるんでするんでするんでするんですけけけけどどどど、、、、大体大体大体大体 300 台台台台かかかからららら 500台台台台ぐぐぐぐらいらいらいらい放放放放置置置置されていますされていますされていますされています。。。。新新新新しいしいしいしい駐駐駐駐輪輪輪輪場場場場のののの 3 階階階階建建建建てのてのてのての計画計画計画計画もありますもありますもありますもありますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、それらそれらそれらそれらについてもについてもについてもについても現在現在現在現在市市市市といろいろおといろいろおといろいろおといろいろお話話話話をしていますをしていますをしていますをしています。。。。 ということでということでということでということで、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外ににににややややっていることといいますとっていることといいますとっていることといいますとっていることといいますと、、、、町会町会町会町会でででで一一一一生生生生懸命勉強懸命勉強懸命勉強懸命勉強しようとしようとしようとしようということでいうことでいうことでいうことで、、、、こういうこういうこういうこういう冊冊冊冊子子子子をつくってをつくってをつくってをつくって、、、、前前前前ののののほほほほうがうがうがうが、、、、自分自分自分自分のののの町町町町会会会会のののの中中中中でいいところでいいところでいいところでいいところ、、、、悪悪悪悪いいいいところのところのところのところの写真写真写真写真をををを入入入入れていますれていますれていますれています。。。。後後後後ろのろのろのろのほほほほうにうにうにうにいきますといきますといきますといきますと、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市のののの 1/3 減減減減らすらすらすらす記記記記事事事事がががが入入入入ってってってっていますいますいますいます。。。。こういうものをつくってこういうものをつくってこういうものをつくってこういうものをつくって、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、自分自分自分自分のののの町町町町がどんながどんながどんながどんな状況状況状況状況かかかかわわわわかかかかるようにしてるようにしてるようにしてるようにしていまいまいまいますすすす。。。。最近最近最近最近はははは振振振振りりりり込込込込みみみみ詐欺詐欺詐欺詐欺がががが多多多多いのでいのでいのでいので、、、、今今今今年年年年はははは振振振振りりりり込込込込みみみみ詐欺詐欺詐欺詐欺のののの資資資資料料料料をつくってをつくってをつくってをつくって皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに配配配配っていますっていますっていますっています。。。。というようなというようなというようなというような、、、、IT をををを極極極極力使力使力使力使っていろいろなことをっていろいろなことをっていろいろなことをっていろいろなことをややややっていますっていますっていますっています。。。。今今今今、、、、びびびびんんんん・・・・缶缶缶缶についてはについてはについてはについては大分大分大分大分うまくなったんですがうまくなったんですがうまくなったんですがうまくなったんですが、、、、衛衛衛衛生部長生部長生部長生部長さんがさんがさんがさんが古古古古紙紙紙紙についてについてについてについて巡巡巡巡回回回回してしてしてして、、、、集集集集めめめめてててて、、、、非常非常非常非常によくによくによくによく整整整整理理理理してくれていますしてくれていますしてくれていますしてくれていますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、まだまだなのまだまだなのまだまだなのまだまだなのかかかかなとなとなとなと。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、ごみをごみをごみをごみを出出出出すすすす人人人人のののの教教教教育育育育がまだまだなのがまだまだなのがまだまだなのがまだまだなのかかかかなとなとなとなと。。。。町会町会町会町会としてはとしてはとしてはとしては一一一一生生生生懸命懸命懸命懸命ややややっているつもりなんですがっているつもりなんですがっているつもりなんですがっているつもりなんですが、、、、そこがそこがそこがそこが課課課課題題題題なのなのなのなのかかかかなとなとなとなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  あとはあとはあとはあとは、、、、当然当然当然当然、、、、ごみごみごみごみゼロゼロゼロゼロクリーンデークリーンデークリーンデークリーンデーなどにはなどにはなどにはなどには、、、、子子子子供供供供たちたちたちたち五五五五、、、、六六六六十十十十名名名名にににに参加参加参加参加ししししてもらってもらってもらってもらっていますのでていますのでていますのでていますので。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  はいはいはいはい、、、、ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。私私私私ももももさっきさっきさっきさっきそのそのそのその資資資資料料料料をををを見見見見せていただいたんですがせていただいたんですがせていただいたんですがせていただいたんですが、、、、パワパワパワパワーポイントーポイントーポイントーポイントできれいにつくられていてできれいにつくられていてできれいにつくられていてできれいにつくられていて、、、、かかかかなりなりなりなり有有有有効効効効かかかかなというなというなというなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 
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  それではそれではそれではそれでは、、、、今今今今度度度度はははは事事事事業業業業者者者者のののの代表代表代表代表ということでということでということでということで、、、、イオンリテールイオンリテールイオンリテールイオンリテールのののの高橋高橋高橋高橋さんにおさんにおさんにおさんにお願願願願いいたいいたいいたいいたしますしますしますします。。。。 

 高橋高橋高橋高橋部長部長部長部長 

  家庭家庭家庭家庭ごみがごみがごみがごみが非常非常非常非常にににに多多多多いということですいということですいということですいということですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、いろいろなおいろいろなおいろいろなおいろいろなお客客客客様様様様とおとおとおとお話話話話をしているとをしているとをしているとをしていると、、、、これはこれはこれはこれは家庭家庭家庭家庭かかかからららら出出出出たごみではないたごみではないたごみではないたごみではない、、、、スーパースーパースーパースーパーかかかからららら出出出出たごみがたごみがたごみがたごみが家庭家庭家庭家庭をををを経由経由経由経由してしてしてして出出出出ているんだているんだているんだているんだとととと。。。。これがこれがこれがこれがほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに本本本本質質質質的的的的なことだというなことだというなことだというなことだというふふふふうにうにうにうに理解理解理解理解していますしていますしていますしています。。。。 

  企企企企業業業業としてとしてとしてとして 3R についてについてについてについてどういうことをどういうことをどういうことをどういうことをややややっているっているっているっているかかかかということにつきましてちということにつきましてちということにつきましてちということにつきましてちょょょょっとっとっとっとごごごご紹介紹介紹介紹介しますとしますとしますとしますと、、、、例例例例えばえばえばえば食品食品食品食品のののの残残残残ささささ、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる食食食食べべべべられるものをられるものをられるものをられるものを捨捨捨捨ててしまうててしまうててしまうててしまう、、、、これはまこれはまこれはまこれはまさにさにさにさに経経経経費費費費的的的的なところにもなところにもなところにもなところにも、、、、それそれそれそれかかかからいろいろならいろいろならいろいろならいろいろな意味意味意味意味でででで私私私私たちのたちのたちのたちのビジビジビジビジネスネスネスネスののののレレレレベベベベルルルルまでまでまでまで問問問問わわわわれることですのでれることですのでれることですのでれることですので、、、、これはこれはこれはこれはややややはりはりはりはり真真真真剣剣剣剣ににににややややっておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる食品食品食品食品のののの売売売売りりりり上上上上げのげのげのげの中中中中でででで 1％％％％以以以以内内内内にににに抑抑抑抑えようということでえようということでえようということでえようということで、、、、今今今今 1％％％％以以以以内内内内になっていますになっていますになっていますになっています。。。。そしてそしてそしてそして出出出出たものをたものをたものをたものを今今今今度度度度ははははブブブブタタタタのののの飼飼飼飼料料料料にしてにしてにしてにして、、、、そしてそしてそしてそしてブブブブタタタタをををを育育育育てててててててて、、、、そのそのそのそのブブブブタタタタ肉肉肉肉をををを販販販販売売売売していこうとしていこうとしていこうとしていこうと、、、、こういうようこういうようこういうようこういうようなことなことなことなこともももも食品食品食品食品についてはについてはについてはについては実実実実施施施施しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  それそれそれそれかかかからららら、、、、いろんなおいろんなおいろんなおいろんなお店店店店にいきますとにいきますとにいきますとにいきますと、、、、野野野野菜菜菜菜ととととかかかか果物果物果物果物はばらはばらはばらはばら売売売売りをしているわりをしているわりをしているわりをしているわけけけけですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ひひひひところはところはところはところは、、、、産産産産地地地地がががが自分自分自分自分のののの産産産産地地地地のののの名名名名前前前前をををを書書書書いていていていて、、、、段段段段ボボボボールールールールにににに入入入入れてれてれてれて出荷出荷出荷出荷するするするする。。。。ししししかかかかしししし、、、、店店店店にににに来来来来たらたらたらたら、、、、それはもうすそれはもうすそれはもうすそれはもうすぐぐぐぐ取取取取りりりり出出出出してしてしてして、、、、店店店店のののの並並並並べべべべ方方方方でででで陳陳陳陳列列列列するということですするということですするということですするということです。。。。このこのこのこのむむむむだをだをだをだを、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるリターリターリターリターナブナブナブナブルコンテルコンテルコンテルコンテナナナナ、、、、通通通通いいいい箱箱箱箱ということにしということにしということにしということにしてててて、、、、産産産産地地地地でそのままでそのままでそのままでそのまま入入入入れてれてれてれて、、、、おおおお店店店店でそのままでそのままでそのままでそのまま売売売売ってってってって、、、、そしてそしてそしてそして段段段段ボボボボールールールールをををを使使使使わないわないわないわない、、、、こういうこともこういうこともこういうこともこういうこともかかかかなりなりなりなり定定定定着着着着してしてしてして、、、、衣衣衣衣料品料品料品料品のののの段段段段ボボボボールールールール、、、、リターリターリターリターナブナブナブナブルコンテルコンテルコンテルコンテナナナナととととかかかか、、、、ハハハハンガーンガーンガーンガー納納納納品品品品だとだとだとだとかかかか、、、、こんこんこんこんなことなことなことなことももももかかかかなりなりなりなり成果成果成果成果がががが出出出出てきておりますてきておりますてきておりますてきております。。。。 

  それそれそれそれかかかからららら、、、、店店店店頭頭頭頭でででで回回回回収収収収、、、、これはこれはこれはこれはまさにおまさにおまさにおまさにお客客客客様様様様にごにごにごにご協力協力協力協力いただいているわいただいているわいただいているわいただいているわけけけけですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、牛乳牛乳牛乳牛乳パックパックパックパック、、、、食品食品食品食品トトトトレレレレーーーー、、、、アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル、、、、それそれそれそれかかかからららら最近最近最近最近ははははペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルキャキャキャキャッッッッププププもももも回回回回収収収収をををを始始始始めめめめておりますておりますておりますております。。。。あとあとあとあと、、、、卵卵卵卵パックパックパックパック、、、、こういうものもこういうものもこういうものもこういうものも積極的積極的積極的積極的にににに回回回回収収収収をしておりまをしておりまをしておりまをしておりましてしてしてして、、、、全全全全国国国国でででで 6,500 トントントントンぐぐぐぐらいらいらいらい回回回回収収収収、、、、これはどんどんこれはどんどんこれはどんどんこれはどんどん増増増増えていますえていますえていますえています。。。。ありがたいことにありがたいことにありがたいことにありがたいことに、、、、ほほほほんとうにおんとうにおんとうにおんとうにお客客客客様様様様ががががきれいにきれいにきれいにきれいに洗洗洗洗ってってってって持持持持ってきていただいているってきていただいているってきていただいているってきていただいている。。。。資源資源資源資源だということのだということのだということのだということの認認認認識識識識がががが非常非常非常非常にできておりますにできておりますにできておりますにできております。。。。 

  それそれそれそれかかかからららら、、、、ややややはりはりはりはり力力力力をををを入入入入れているのはれているのはれているのはれているのは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの削減削減削減削減でございますでございますでございますでございます。。。。大大大大幅幅幅幅削減削減削減削減ということでということでということでということで、、、、私私私私どももいろいろどももいろいろどももいろいろどももいろいろ努努努努力力力力をしてきましたがをしてきましたがをしてきましたがをしてきましたが、、、、ややややはりはりはりはりポイントポイントポイントポイントをつをつをつをつけけけけるるるる、、、、スタスタスタスタンプカーンプカーンプカーンプカードドドドをつをつをつをつけけけけるるるるややややりりりり方方方方だだだだけけけけではではではでは 25％％％％ぐぐぐぐらいしらいしらいしらいしかかかか減減減減らないということでらないということでらないということでらないということで、、、、無料無料無料無料配配配配布布布布をををを中中中中止止止止するというするというするというするという、、、、まさにおまさにおまさにおまさにお客客客客様様様様のごのごのごのご理解理解理解理解がながながながなけけけければればればれば進進進進まないまないまないまない施施施施策策策策ですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、これをこれをこれをこれを、、、、2007年年年年のののの 1 月月月月にににに京都京都京都京都のののの東山東山東山東山二二二二条条条条でででで始始始始めめめめてててて、、、、そこはそこはそこはそこは 17％％％％ぐぐぐぐらいしらいしらいしらいしかかかかマイマイマイマイババババックックックックのののの持参持参持参持参率率率率がながながながなかかかかっっっったんですたんですたんですたんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、無料無料無料無料配配配配布布布布をををを中中中中止止止止したらしたらしたらしたら 8 割減割減割減割減りましたりましたりましたりました。。。。こういうことをしながらこういうことをしながらこういうことをしながらこういうことをしながら、、、、今今今今全全全全国国国国 41都都都都市市市市でででで、、、、345店店店店舗舗舗舗でこのでこのでこのでこの無料無料無料無料配配配配布布布布中中中中止止止止ををををややややっておりまっておりまっておりまっておりますすすす。。。。レレレレジジジジ袋袋袋袋ををををむむむむだだだだだだだだ、、、、マイマイマイマイババババッグッグッグッグをををを持持持持ってくればってくればってくればってくれば使使使使わなくてわなくてわなくてわなくて済済済済むむむむというというというという、、、、これがおこれがおこれがおこれがお客客客客様様様様とととと一一一一緒緒緒緒にできたらにできたらにできたらにできたら、、、、そのそのそのその次次次次にににに、、、、店店店店内内内内にあるにあるにあるにある過剰包過剰包過剰包過剰包装装装装、、、、トトトトレレレレーーーーもももも含含含含めめめめてててて、、、、こういうもののいわゆるこういうもののいわゆるこういうもののいわゆるこういうもののいわゆる本本本本命命命命をををを切切切切りりりり込込込込むむむむことがでことがでことがでことができるんではないきるんではないきるんではないきるんではないかかかかというというというというふふふふうにうにうにうに考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

  もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、簡単簡単簡単簡単ににににややややればいいとおっしゃるればいいとおっしゃるればいいとおっしゃるればいいとおっしゃる方方方方もももも多多多多いんですいんですいんですいんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり安安安安全全全全・・・・安安安安心心心心ということということということということ、、、、特特特特にににに食品食品食品食品はははは、、、、こういうことがこういうことがこういうことがこういうことがややややはりものすごくはりものすごくはりものすごくはりものすごく大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題ですですですです。。。。ですですですですかかかからららら、、、、これとこれとこれとこれと、、、、むむむむだなものをだなものをだなものをだなものを減減減減らすというらすというらすというらすというババババランスランスランスランスをどうとるをどうとるをどうとるをどうとるかかかかということをということをということをということを事事事事業業業業者者者者としてはとしてはとしてはとしては真真真真剣剣剣剣にににに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。ししししかかかかしししし、、、、おおおお客客客客様様様様のののの理理理理解解解解がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん進進進進んでいますのでんでいますのでんでいますのでんでいますので、、、、もっともっともっともっともっともっともっともっと私私私私たちもたちもたちもたちも、、、、おおおお客客客客様様様様におくれないようにしっにおくれないようにしっにおくれないようにしっにおくれないようにしっかかかかりりりりややややっていきたいというっていきたいというっていきたいというっていきたいというふふふふうにうにうにうに考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

  以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。イオンイオンイオンイオンのののの取取取取りりりり組組組組みみみみにはにはにはにはさまざまなさまざまなさまざまなさまざまな取取取取りりりり組組組組みがあってみがあってみがあってみがあって、、、、短短短短いいいい時間時間時間時間
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でごでごでごでご紹介紹介紹介紹介するにはなするにはなするにはなするにはなかかかかななななかかかか時間時間時間時間がががが足足足足りなくてりなくてりなくてりなくて恐縮恐縮恐縮恐縮でございましたがでございましたがでございましたがでございましたが、、、、資資資資料料料料のののの 24、、、、25ペペペペーーーージジジジにににに具具具具体的体的体的体的にさまざまにさまざまにさまざまにさまざま載載載載っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、参参参参考考考考にしていただにしていただにしていただにしていただけけけければとればとればとればと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、深沢深沢深沢深沢さんのさんのさんのさんのほほほほううううかかかからららら、、、、今今今今度度度度はははは千葉大学千葉大学千葉大学千葉大学のののの学生学生学生学生のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて、、、、よろしくよろしくよろしくよろしくおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 深沢深沢深沢深沢委員委員委員委員 

  千葉千葉千葉千葉大学環境大学環境大学環境大学環境 ISO 学生委員会学生委員会学生委員会学生委員会のののの深沢深沢深沢深沢とととと申申申申しますしますしますします。。。。私私私私かかかからはらはらはらは、、、、ままままずずずず、、、、うちのうちのうちのうちの委員会委員会委員会委員会のののの説明説明説明説明とととと、、、、あとはあとはあとはあとは 3R 活動活動活動活動にににに関関関関するするするする説明説明説明説明をををを簡単簡単簡単簡単にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ままままずずずず、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの委員会委員会委員会委員会のののの特特特特徴徴徴徴としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、学生学生学生学生がががが、、、、大学大学大学大学のののの環境環境環境環境マネマネマネマネジジジジメメメメントシステムントシステムントシステムントシステムのののの運用運用運用運用にににに主体的主体的主体的主体的ににににかかかかかかかかわっているというわっているというわっているというわっているという点点点点にありますにありますにありますにあります。。。。またまたまたまた、、、、それがそれがそれがそれが授授授授業業業業科科科科目目目目としてとしてとしてとして活動活動活動活動がががが単単単単位位位位化化化化されているというされているというされているというされているという点点点点もありますもありますもありますもあります。。。。そのそのそのその結果結果結果結果としましてとしましてとしましてとしまして、、、、千葉大学千葉大学千葉大学千葉大学のののの 4 つのつのつのつのキャキャキャキャンンンンパスパスパスパスでででで ISO14001 のののの認認認認証証証証をすをすをすをすべべべべてててて取取取取得得得得しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  またまたまたまた、、、、具具具具体的体的体的体的なななな 3R 活動活動活動活動につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、ままままずずずず、、、、2006 年年年年 4 月月月月かかかかららららレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの有料有料有料有料化化化化をををを始始始始めめめめていますていますていますています。。。。またまたまたまた、、、、このこのこのこのレレレレジジジジ袋袋袋袋有料有料有料有料化化化化によってによってによってによって集集集集まったまったまったまった基基基基金金金金によりましてによりましてによりましてによりまして、、、、こういったこういったこういったこういったエコエコエコエコババババッグッグッグッグをつくりましてをつくりましてをつくりましてをつくりまして、、、、生生生生協協協協のののの店店店店舗舗舗舗でででで販販販販売売売売していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた、、、、マイマイマイマイ箸箸箸箸などもなどもなどもなども販販販販売売売売していましていましていましていますすすす。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその翌翌翌翌年年年年のののの 2007 年年年年 4 月月月月かかかからはらはらはらは、、、、先先先先ほほほほどどどど千葉市千葉市千葉市千葉市のののの中中中中でもでもでもでも古古古古紙紙紙紙のののの回回回回収収収収のののの話話話話がありまがありまがありまがありましたしたしたしたけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ミックスミックスミックスミックス古古古古紙紙紙紙のののの回回回回収収収収というというというというプロプロプロプロジェジェジェジェクトクトクトクトををををスタートスタートスタートスタートさせましてさせましてさせましてさせまして、、、、汚汚汚汚れのなれのなれのなれのないいいい雑雑雑雑紙紙紙紙のののの回回回回収収収収ができるようなができるようなができるようなができるようなシステムシステムシステムシステムををををスタートスタートスタートスタートさせましたさせましたさせましたさせました。。。。 

  またまたまたまた、、、、一一一一番番番番最近最近最近最近ののののプロプロプロプロジェジェジェジェクトクトクトクトとしましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、こちらのこちらのこちらのこちらのリターリターリターリターナブナブナブナブルルルルびびびびんのんのんのんの開開開開発発発発プロプロプロプロジジジジェェェェクトクトクトクトにににに学生委員会学生委員会学生委員会学生委員会ののののメメメメンンンンババババーーーーがががが参加参加参加参加しましてしましてしましてしまして、、、、名名名名称称称称のののの決定決定決定決定やびやびやびやびんのんのんのんの仕仕仕仕様様様様のののの開開開開発発発発にににに携携携携わりわりわりわりましたましたましたました。。。。こちらはこちらはこちらはこちらは、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうどタイムリータイムリータイムリータイムリーなことになことになことになことに、、、、昨昨昨昨日日日日かかかからららら明明明明日日日日までまでまでまで、、、、千葉大学千葉大学千葉大学千葉大学のののの大学大学大学大学祭祭祭祭ででででテストテストテストテスト販販販販売売売売をををを行行行行っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、1 本本本本 130円円円円でででで販販販販売売売売しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、おおおお時間時間時間時間のあるのあるのあるのある方方方方はははは、、、、よろしよろしよろしよろしけけけければればればれば大学大学大学大学祭祭祭祭ののののほほほほうにうにうにうに行行行行かかかかれてれてれてれて、、、、おおおお手手手手にににに取取取取ってってってってみみみみてくださいてくださいてくださいてください。。。。 

  私私私私かかかからはらはらはらは以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  1 本本本本 130円円円円のうちのうちのうちのうち 30円円円円ははははデポデポデポデポジジジジットットットットとととと言言言言わないとわないとわないとわないと、、、、高高高高過過過過ぎぎぎぎてててて、、、、みんなみんなみんなみんな買買買買ってってってってくれませんくれませんくれませんくれませんのでのでのでので。。。。30円円円円ががががデポデポデポデポジジジジットットットットでででで、、、、そのそのそのそのびびびびんをんをんをんを返返返返したらしたらしたらしたら 30円円円円戻戻戻戻ってくるとこういってくるとこういってくるとこういってくるとこういううううことでことでことでことで回回回回収収収収をををを進進進進めめめめようということをようということをようということをようということをややややってってってっていいいいますますますます。。。。 

  それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの立立立立場場場場でででで具具具具体的体的体的体的なななな取取取取りりりり組組組組みをおみをおみをおみをお聞聞聞聞きしたわきしたわきしたわきしたわけけけけですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、資源資源資源資源というというというという認認認認識識識識ををををちゃんとちゃんとちゃんとちゃんと持持持持つつつつ必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあるというおいうおいうおいうお話話話話がありましたがありましたがありましたがありました。。。。ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルキャキャキャキャップップップップととととかかかか、、、、従従従従来来来来はごはごはごはごみだとみだとみだとみだと思思思思っていたものでもっていたものでもっていたものでもっていたものでも、、、、ちゃんとちゃんとちゃんとちゃんと資源資源資源資源になになになになりますりますりますります。。。。児玉谷児玉谷児玉谷児玉谷さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話かかかからららら古古古古紙紙紙紙はまだはまだはまだはまだまだだというまだだというまだだというまだだという話話話話もありましたもありましたもありましたもありましたけけけけれどもれどもれどもれども、、、、雑雑雑雑紙紙紙紙でもでもでもでもちゃんとちゃんとちゃんとちゃんと資源資源資源資源であるというであるというであるというであるという認認認認識識識識をををを持持持持ってってってって、、、、ごみにごみにごみにごみに入入入入れないれないれないれないとととといったいったいったいった方向方向方向方向のののの取取取取りりりり組組組組みみみみがががが行行行行われていますわれていますわれていますわれています。。。。それそれそれそれかかかからららら、、、、むむむむだをなくすだをなくすだをなくすだをなくす取取取取りりりり組組組組みとしてみとしてみとしてみとして、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋であるとであるとであるとであるとかかかか、、、、そういうそういうそういうそういう、、、、従従従従来来来来かかかからららら使使使使っていたものでもっていたものでもっていたものでもっていたものでも、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと見見見見方方方方をををを変変変変えればえればえればえれば要要要要らなくなるんらなくなるんらなくなるんらなくなるんじじじじゃなゃなゃなゃないいいいかかかか、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような取取取取りりりり組組組組みみみみもももも必要必要必要必要になってくるとになってくるとになってくるとになってくると思思思思いますいますいますいます。。。。今回今回今回今回のののの資資資資料料料料のののの一一一一番番番番後後後後ろにろにろにろに、、、、全全全全市市市市のののの焼却焼却焼却焼却ごみのごみのごみのごみの量量量量ということでということでということでということでグラフグラフグラフグラフがががが載載載載っているっているっているっているかかかかとととと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの累累累累計計計計をををを見見見見るとるとるとると副市長副市長副市長副市長のおのおのおのお話話話話のようにのようにのようにのように確確確確実実実実にににに減減減減っているわっているわっているわっているわけけけけですですですですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、ごみのごみのごみのごみの中中中中ででででどこのあたりがどこのあたりがどこのあたりがどこのあたりが減減減減っているのっているのっているのっているのかかかかということについてということについてということについてということについて、、、、林副市長林副市長林副市長林副市長にににに補足補足補足補足的的的的ににににおおおお伺伺伺伺いいいいしますしますしますします。。。。 

 林副市長林副市長林副市長林副市長 

  それではそれではそれではそれでは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと説明説明説明説明をいたしますとをいたしますとをいたしますとをいたしますと、、、、大大大大きくはきくはきくはきくは、、、、ごみのごみのごみのごみの出出出出るところというのはるところというのはるところというのはるところというのは家庭家庭家庭家庭とととと事事事事業業業業所所所所とととと 2 つにつにつにつに分分分分かかかかれるんですがれるんですがれるんですがれるんですが、、、、大体大体大体大体家庭家庭家庭家庭系系系系ごみごみごみごみ、、、、事事事事業業業業系系系系ごみごみごみごみ、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ大大大大きくきくきくきく減減減減っっっっておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、家庭家庭家庭家庭系系系系ごみはごみはごみはごみは大体大体大体大体計計計計画画画画どおりどおりどおりどおり減減減減っているんですがっているんですがっているんですがっているんですが、、、、事事事事業業業業系系系系ごみのごみのごみのごみのほほほほうがうがうがうが計計計計画画画画をさらにをさらにをさらにをさらに超超超超えてえてえてえて減減減減っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、事事事事業業業業系系系系ごみはごみはごみはごみは事事事事業業業業所所所所ののののほほほほうのうのうのうの義義義義務務務務でででで、、、、市市市市のののの焼却焼却焼却焼却工工工工場場場場
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にににに持持持持っていくときにはおっていくときにはおっていくときにはおっていくときにはお金金金金をいただくわをいただくわをいただくわをいただくわけけけけですがですがですがですが、、、、そういったそういったそういったそういった代代代代金金金金をををを少少少少しししし高高高高くしたりくしたりくしたりくしたり、、、、そそそそういったこともういったこともういったこともういったこともややややっておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、事事事事業業業業系系系系ののののほほほほうはうはうはうは、、、、そういうそういうそういうそういう自自自自助助助助努努努努力力力力でなるでなるでなるでなるべべべべくくくく減減減減ららららしてしてしてしてコストコストコストコストをををを減減減減らそうというようなこともらそうというようなこともらそうというようなこともらそうというようなことも多分多分多分多分要要要要因因因因になってになってになってになって、、、、かかかかなりなりなりなり大大大大きくきくきくきく減減減減っているのっているのっているのっているのかかかかなとなとなとなと、、、、こうこうこうこう思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  そんなところがあるんですがそんなところがあるんですがそんなところがあるんですがそんなところがあるんですが、、、、逆逆逆逆にににに言言言言うとうとうとうと、、、、減減減減らないらないらないらない要要要要因因因因というのもというのもというのもというのも多分多分多分多分あってあってあってあって、、、、これこれこれこれはははは私私私私もももも、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと自分自分自分自分のののの経経経経験験験験かかかからららら言言言言うとうとうとうと、、、、例例例例えばえばえばえば紙紙紙紙のごみのうちのごみのうちのごみのうちのごみのうち半半半半分分分分ぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは雑雑雑雑紙紙紙紙なんでなんでなんでなんですすすすけけけけれどもれどもれどもれども、、、、雑雑雑雑紙紙紙紙のののの分分分分別別別別ってなってなってなってなかかかかななななかかかか難難難難しくてしくてしくてしくて、、、、前前前前はははは、、、、束束束束ねてねてねてねて、、、、ひひひひもでもでもでもで縛縛縛縛ってというようってというようってというようってというようなことでおなことでおなことでおなことでお願願願願いしていたんですがいしていたんですがいしていたんですがいしていたんですが、、、、私私私私ももももややややってみてってみてってみてってみて、、、、そういうまそういうまそういうまそういうまめめめめなななな人人人人もいるんでしもいるんでしもいるんでしもいるんでしょょょょううううけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっとややややりにくいということでりにくいということでりにくいということでりにくいということで、、、、雑雑雑雑紙紙紙紙をもうちをもうちをもうちをもうちょょょょっとっとっとっと簡単簡単簡単簡単にににに出出出出せないせないせないせないかかかかといといといというようなことはうようなことはうようなことはうようなことは反反反反省省省省としてあってとしてあってとしてあってとしてあって、、、、今今今今ではではではでは雑雑雑雑紙紙紙紙はははは紙紙紙紙のののの袋袋袋袋のののの中中中中にににに入入入入れてもらえればれてもらえればれてもらえればれてもらえれば結構結構結構結構ですですですですよというようなことにしてよというようなことにしてよというようなことにしてよというようなことにして、、、、家庭家庭家庭家庭かかかからららら出出出出るようなるようなるようなるような雑雑雑雑紙紙紙紙のののの分分分分別別別別をををを進進進進めめめめているようなことをているようなことをているようなことをているようなことをややややっていますっていますっていますっています。。。。 

  それそれそれそれかかかからまたらまたらまたらまた、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋もももも結構結構結構結構まだまだまだまだ減減減減らないであるんらないであるんらないであるんらないであるんだろうとだろうとだろうとだろうと思思思思ううううののののですがですがですがですが、、、、私私私私ももももマイマイマイマイババババッグッグッグッグというのをというのをというのをというのを 3 つつつつぐぐぐぐらいもらってらいもらってらいもらってらいもらって、、、、家家家家にはにはにはには私私私私ののののマイマイマイマイババババッグッグッグッグがががが 3 つあるんですつあるんですつあるんですつあるんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、いつもいつもいつもいつも通通通通勤勤勤勤のときにのときにのときにのときに持持持持っていくっていくっていくっていくババババッグッグッグッグのののの中中中中にににに入入入入れてはあるんですれてはあるんですれてはあるんですれてはあるんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、たまたまたまたまたまたまたまたまスースースースーパーパーパーパーなんなんなんなんかかかかにににに買買買買いにいくときいにいくときいにいくときいにいくときにににに限限限限ってなってなってなってなかかかかったりしてったりしてったりしてったりして、、、、まあまあまあまあ、、、、しようがないしようがないしようがないしようがない、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋下下下下ささささいといといといとかかかか言言言言うときうときうときうときもありますのでもありますのでもありますのでもありますので、、、、マイマイマイマイババババッグッグッグッグ利用利用利用利用率率率率がががが半半半半分分分分ぐぐぐぐらいらいらいらいだとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。ういうこういうこういうこういうこともありともありともありともあり、、、、まあまあまあまあ、、、、意識意識意識意識はあるんですはあるんですはあるんですはあるんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、まだまだまだまだ行動行動行動行動がががが少少少少しししし伴伴伴伴わないとわないとわないとわないとかかかか、、、、ままままめめめめなななな人人人人をををを前提前提前提前提にいろんなことをおにいろんなことをおにいろんなことをおにいろんなことをお願願願願いするのはちいするのはちいするのはちいするのはちょょょょっとっとっとっと難難難難しくてしくてしくてしくて、、、、ややややはりはりはりはり普普普普通通通通のののの人人人人というというというというかかかか、、、、普普普普通通通通のののの主主主主婦婦婦婦なりなりなりなり、、、、普普普普通通通通ののののサラリーマンサラリーマンサラリーマンサラリーマンががががややややりりりりややややすいようなすいようなすいようなすいような分分分分別別別別のののの仕仕仕仕方方方方みたいなものをもっともみたいなものをもっともみたいなものをもっともみたいなものをもっともっとっとっとっと考考考考えていえていえていえていかかかかないといないといないといないといかかかかんなというようなことをんなというようなことをんなというようなことをんなというようなことを考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

  それそれそれそれかかかからららら、、、、早朝早朝早朝早朝啓発啓発啓発啓発でででで私私私私もももも行行行行ってってってってややややったんですったんですったんですったんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、あるあるあるある程度高程度高程度高程度高齢齢齢齢のののの方方方方ととととかかかか、、、、非常非常非常非常にににに協力協力協力協力していただいておりますがしていただいておりますがしていただいておりますがしていただいておりますが、、、、アパートアパートアパートアパート暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの若若若若いいいい方方方方ととととかかかかというというというという方方方方はははは、、、、ややややはりはりはりはり忙忙忙忙ししししいといといといとかかかかいろいろあっていろいろあっていろいろあっていろいろあって、、、、難難難難しいところもあるしいところもあるしいところもあるしいところもある。。。。ききききょょょょううううはははは、、、、大学生大学生大学生大学生がががが来来来来ていてていてていてていて、、、、申申申申しわしわしわしわけけけけなななないんですいんですいんですいんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そういうそういうそういうそういう若若若若いいいい人人人人にににに向向向向かかかかってのってのってのっての啓発啓発啓発啓発というようなことでというようなことでというようなことでというようなことで、、、、今今今今、、、、マリンスマリンスマリンスマリンスタタタタジジジジアムアムアムアムだとだとだとだとかかかか、、、、フクフクフクフクダダダダ電電電電子子子子アリーアリーアリーアリーナナナナととととかかかか、、、、ああいうああいうああいうああいうところをところをところをところを使使使使ったったったった啓発啓発啓発啓発などもなどもなどもなどもややややっておっておっておっておりますがりますがりますがりますが、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、コンコンコンコンビビビビニニニニをををを使使使使ってってってって、、、、コンコンコンコンビビビビニニニニにににに来来来来るるるる人人人人にににに少少少少しおしおしおしお願願願願いするといするといするといするとかかかか、、、、ステーステーステーステーションションションションでででで啓発啓発啓発啓発するだするだするだするだけじけじけじけじゃなくてゃなくてゃなくてゃなくて、、、、そういうそういうそういうそういう若若若若いいいい人人人人ををををターターターターゲゲゲゲットットットットにしたようなにしたようなにしたようなにしたような啓発啓発啓発啓発活動活動活動活動ななななんんんんかかかかもしていもしていもしていもしていけけけけばばばば、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、今今今今のののの家庭家庭家庭家庭ごみのごみのごみのごみのほほほほうのうのうのうの減減減減りりりり方方方方ももうももうももうももう少少少少しししし進進進進むむむむののののかかかかなとなとなとなと、、、、ここここういうようなういうようなういうようなういうような感想感想感想感想をををを持持持持っておりますっておりますっておりますっております。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。千葉大学千葉大学千葉大学千葉大学もももも、、、、ミックスミックスミックスミックス古古古古紙紙紙紙のののの分分分分別別別別回回回回収収収収はははは、、、、事事事事業業業業系系系系のののの一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ手手手手数数数数料料料料がががが上上上上がったのでがったのでがったのでがったので、、、、紙紙紙紙をををを従従従従来来来来どおりどおりどおりどおり焼却焼却焼却焼却ごみにごみにごみにごみに入入入入れていたのではおれていたのではおれていたのではおれていたのではお金金金金ががががかかかかかかかかってしまうというこってしまうというこってしまうというこってしまうということでとでとでとで、、、、学生学生学生学生とととと一一一一緒緒緒緒にににに検討検討検討検討してしてしてして始始始始めめめめたということになりますたということになりますたということになりますたということになります。。。。 

  家庭家庭家庭家庭系系系系のごみについてのごみについてのごみについてのごみについて、、、、今今今今までのところはまでのところはまでのところはまでのところは計画計画計画計画どおりということでございますがどおりということでございますがどおりということでございますがどおりということでございますが、、、、今今今今後後後後さらにさらにさらにさらに減減減減らしていくらしていくらしていくらしていく、、、、そういうそういうそういうそういう必要必要必要必要があるわがあるわがあるわがあるわけけけけですですですです。。。。今今今今後後後後どういうどういうどういうどういうふふふふうなことをうなことをうなことをうなことを気気気気をつをつをつをつけけけけていくていくていくていくべべべべききききかかかか、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみのほほほほうでもうでもうでもうでも結構結構結構結構ですしですしですしですし、、、、市市市市へへへへのののの提言提言提言提言でもでもでもでも結構結構結構結構ですのでですのでですのでですので、、、、もうもうもうもう一回一回一回一回パネリストパネリストパネリストパネリストののののほほほほうにうにうにうにマイクマイクマイクマイクをををを回回回回したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。1 人人人人 2 分分分分ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 井上井上井上井上代表代表代表代表 

  ごみのごみのごみのごみの概念概念概念概念ってってってって、、、、実実実実はここにいるはここにいるはここにいるはここにいる皆皆皆皆さんさんさんさん全全全全員員員員違違違違うんですうんですうんですうんです。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、このこのこのこのキャキャキャキャップップップップはははは資資資資源源源源だとだとだとだと思思思思っているんですっているんですっているんですっているんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、知知知知らないらないらないらない方方方方はただのごみですはただのごみですはただのごみですはただのごみです。。。。それそれそれそれかかかからららら、、、、ごみのごみのごみのごみの捨捨捨捨てててて方方方方にしてもにしてもにしてもにしても、、、、このままこのままこのままこのまま捨捨捨捨てるてるてるてる方方方方もいますもいますもいますもいます。。。。それそれそれそれかかかからららら、、、、ララララベベベベルルルルをををを取取取取ってってってって、、、、キャキャキャキャップップップップをををを外外外外してしてしてして、、、、洗洗洗洗ってちゃんとってちゃんとってちゃんとってちゃんと出出出出しているしているしているしている方方方方もおられもおられもおられもおられますますますます。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、ごみごみごみごみ減減減減量量量量というのはというのはというのはというのは、、、、実実実実はははは市民市民市民市民一一一一
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人人人人一一一一人人人人のののの皆皆皆皆さんがすごくさんがすごくさんがすごくさんがすごくキキキキーワーーワーーワーーワードドドドをををを持持持持っているとっているとっているとっていると思思思思ううううののののですですですです。。。。それをごみにするそれをごみにするそれをごみにするそれをごみにするかかかか、、、、資資資資源源源源にするにするにするにするかかかか、、、、ですよねですよねですよねですよね。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと私私私私たちのたちのたちのたちの先先先先輩輩輩輩のののの方方方方はははは、、、、こういうこういうこういうこういう服服服服にしてもにしてもにしてもにしても、、、、すすすすべべべべてててて雑雑雑雑巾巾巾巾ににににかかかかわっていたんですねわっていたんですねわっていたんですねわっていたんですね。。。。今今今今、、、、こういうこういうこういうこういう衣衣衣衣料料料料、、、、相相相相当当当当なななな量量量量がががが家庭家庭家庭家庭にににに眠眠眠眠っていますっていますっていますっています。。。。ですですですですかかかからららら、、、、それをどうするそれをどうするそれをどうするそれをどうするかかかかはははは皆皆皆皆さんさんさんさん次第次第次第次第だとだとだとだと思思思思ううううののののですですですです。。。。先先先先ほほほほどどどど 1 人人人人 1,000 グラムグラムグラムグラムとととと。。。。ですですですですかかかからららら、、、、4人人人人家家家家族族族族でしたらでしたらでしたらでしたら 4キキキキロロロロというごみがというごみがというごみがというごみが出出出出ているわているわているわているわけけけけですですですです。。。。100 グラムグラムグラムグラムというとというとというとというと、、、、わわわわかかかかりりりりややややすいすいすいすい言言言言いいいい方方方方をするとをするとをするとをすると卵卵卵卵 2個個個個分分分分ですですですです。。。。それをそれをそれをそれを皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが、、、、90万万万万都都都都市市市市のののの市民市民市民市民がががが全全全全員員員員されたらされたらされたらされたら、、、、単単単単純純純純計計計計算算算算するとするとするとすると 16億億億億円円円円浮浮浮浮くんくんくんくんですですですですよよよよ。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、年間年間年間年間のののの処理費用処理費用処理費用処理費用がががが 160億億億億円円円円とありましたねとありましたねとありましたねとありましたね。。。。これこれこれこれ、、、、私私私私たちはすごくもったいないとたちはすごくもったいないとたちはすごくもったいないとたちはすごくもったいないと思思思思ううううののののですですですです。。。。まあまあまあまあ、、、、言言言言いいいい方方方方はあれですはあれですはあれですはあれですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ごみをごみをごみをごみを燃燃燃燃ややややすたすたすたすためめめめにににに 160億億億億円円円円のおのおのおのお金金金金をををを使使使使っているわっているわっているわっているわけけけけですですですです。。。。それをそれをそれをそれを皆皆皆皆さんがどうさんがどうさんがどうさんがどう考考考考えるえるえるえるかかかかなんですなんですなんですなんです。。。。減減減減らすらすらすらすかかかか減減減減らさないらさないらさないらさないかかかかというよりもというよりもというよりもというよりも、、、、もったいないというもったいないというもったいないというもったいないという感感感感覚覚覚覚ののののほほほほうがうがうがうが実実実実はははは大大大大きいんきいんきいんきいんじじじじゃゃゃゃないないないないかかかかなとなとなとなと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  そういうことのいろいろそういうことのいろいろそういうことのいろいろそういうことのいろいろ情報情報情報情報交換交換交換交換ととととかかかか、、、、地地地地域域域域のののの中中中中のののの自治会自治会自治会自治会のののの中中中中でされていることでもいでされていることでもいでされていることでもいでされていることでもいろいろあるとろいろあるとろいろあるとろいろあると思思思思ううううののののですですですです。。。。生生生生ごみをごみをごみをごみを堆肥堆肥堆肥堆肥にされているとにされているとにされているとにされているとかかかか。。。。そういうことをどんどんそういうことをどんどんそういうことをどんどんそういうことをどんどん、、、、自自自自分分分分のののの周周周周りのりのりのりの方方方方にににに伝伝伝伝えてえてえてえて、、、、それをそれをそれをそれを広広広広めめめめていただていただていただていただけけけければればればれば、、、、簡単簡単簡単簡単にににに 1/3 削減削減削減削減なんなんなんなんかかかかはははは実現実現実現実現できるんできるんできるんできるんじじじじゃないゃないゃないゃないかかかか。。。。同同同同時時時時にににに、、、、環境環境環境環境もよくなりますもよくなりますもよくなりますもよくなります、、、、それそれそれそれかかかからららら自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの子子子子孫孫孫孫にもいいにもいいにもいいにもいい環境環境環境環境をををを残残残残ししししていていていていけけけけるとるとるとると私私私私はははは思思思思ううううののののですですですですけけけけれどもれどもれどもれども。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  極極極極めめめめてわてわてわてわかかかかりりりりややややすいすいすいすい言言言言葉葉葉葉でででで今語今語今語今語っていただきましたっていただきましたっていただきましたっていただきました。。。。こういうようなわこういうようなわこういうようなわこういうようなわかかかかりりりりややややすさといすさといすさといすさというのはうのはうのはうのは重重重重要要要要かかかかななななというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、表表表表さんさんさんさん、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 表表表表委員委員委員委員 

  私私私私はははは、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言ったったったった市市市市のののの焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減のののの推進委員推進委員推進委員推進委員をををを始始始始めめめめたばたばたばたばかかかかりですのでりですのでりですのでりですので、、、、それがそれがそれがそれが 2年年年年任任任任期期期期がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、そのそのそのその中中中中でまでまでまでまずずずず頑張頑張頑張頑張っていきたいなとっていきたいなとっていきたいなとっていきたいなと思思思思いますいますいますいます。。。。まだまだまだまだ会議会議会議会議がががが 3 回回回回ぐぐぐぐらいしらいしらいしらいしかかかかないないないない中中中中でででで思思思思ったのはったのはったのはったのは、、、、そういうそういうそういうそういう会議会議会議会議にににに参加参加参加参加してくるしてくるしてくるしてくる方方方方、、、、かかかかなりごなりごなりごなりご年年年年配配配配のののの方方方方がががが多多多多くくくくてててて、、、、私私私私のようなのようなのようなのような、、、、小小小小さいさいさいさい子子子子供供供供をををを育育育育てているてているてているてている人人人人というのはというのはというのはというのは、、、、公公公公募募募募委員委員委員委員のののの中中中中ではではではでは 1 人人人人だったんだったんだったんだったんですですですです。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりそれだりそれだりそれだりそれだかかかかららららこそこそこそこそできることがあるできることがあるできることがあるできることがあるかかかかなとなとなとなと。。。。子子子子育育育育てててて世世世世代代代代というのはというのはというのはというのは、、、、子子子子育育育育ててててがががが中中中中心心心心になってしまうのでになってしまうのでになってしまうのでになってしまうので、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外のののの、、、、例例例例えばごみえばごみえばごみえばごみ問問問問題題題題ととととかかかかというところになというところになというところになというところになかかかかななななかかかか目目目目がががが向向向向きにくいんですきにくいんですきにくいんですきにくいんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、特特特特にににに小小小小さいさいさいさい子子子子、、、、うちのうちのうちのうちの息息息息子子子子もまだおもまだおもまだおもまだおむむむむつがつがつがつが外外外外れたばれたばれたばれたばかかかかりでりでりでりですすすすけけけけれどもれどもれどもれども、、、、紙紙紙紙おおおおむむむむつのつのつのつの山山山山をををを毎毎毎毎日日日日出出出出していたりとしていたりとしていたりとしていたりとかかかか、、、、すごいごみをすごいごみをすごいごみをすごいごみを出出出出すすすす世世世世代代代代でもあるんででもあるんででもあるんででもあるんですすすすねねねね。。。。まあまあまあまあ、、、、そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、主主主主婦婦婦婦としてとしてとしてとして毎毎毎毎日日日日ごみをごみをごみをごみを出出出出すというすというすというすという作作作作業業業業をするのもをするのもをするのもをするのも私私私私たちなのたちなのたちなのたちなのでででで、、、、節節節節約約約約ににににもなっているもなっているもなっているもなっているととととかかかか、、、、少少少少しでもしでもしでもしでも楽楽楽楽しいしいしいしい部分部分部分部分もあってできることがあったらもあってできることがあったらもあってできることがあったらもあってできることがあったら、、、、それそれそれそれをををを市民会議市民会議市民会議市民会議のののの中中中中でででで実現実現実現実現していきたいなとしていきたいなとしていきたいなとしていきたいなと。。。。最終最終最終最終的的的的にににに、、、、2 年年年年終終終終わったときにわったときにわったときにわったときに、、、、報報報報告告告告というだというだというだというだけけけけじじじじゃなくてゃなくてゃなくてゃなくて、、、、実実実実際際際際にににに実践実践実践実践してしてしてして、、、、減減減減ったったったった部分部分部分部分をきちんとをきちんとをきちんとをきちんと見見見見せることができせることができせることができせることができてててて、、、、さらにまたさらにまたさらにまたさらにまた 2年年年年よりもよりもよりもよりも先先先先にににに続続続続けけけけていていていていけけけけるようなるようなるようなるような活動活動活動活動がしていきたいなとがしていきたいなとがしていきたいなとがしていきたいなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。このこのこのこの 2 年年年年というのはというのはというのはというのは大変大変大変大変重重重重要要要要なななな 2 年年年年でございますでございますでございますでございます。。。。パンフパンフパンフパンフレレレレッッッットトトトのののの一一一一番番番番後後後後ろをごらんいただきますとろをごらんいただきますとろをごらんいただきますとろをごらんいただきますと、、、、中間年度中間年度中間年度中間年度、、、、23 年度年度年度年度というのがございますというのがございますというのがございますというのがございます。。。。中間年中間年中間年中間年度度度度のののの中中中中でででで見直見直見直見直しをしてしをしてしをしてしをして、、、、そのそのそのその次期計画次期計画次期計画次期計画でさらなるでさらなるでさらなるでさらなる減減減減量量量量施施施施策策策策もももも検討検討検討検討していくしていくしていくしていくことになっておことになっておことになっておことになっておりますりますりますります。。。。まあまあまあまあ、、、、今今今今まではまではまではまでは順順順順調調調調ですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、今今今今後後後後さらにさらにさらにさらに目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けけけけてててて、、、、何何何何ららららかかかか新新新新しいしいしいしいことをことをことをことをややややっていくということがあればっていくということがあればっていくということがあればっていくということがあれば、、、、そういうそういうそういうそういう 2 年年年年のののの中中中中でででで頭出頭出頭出頭出しをしていってしをしていってしをしていってしをしていって、、、、中間中間中間中間のののの見直見直見直見直しにつなしにつなしにつなしにつなげていくというげていくというげていくというげていくという重重重重要要要要なななな役役役役回回回回りをりをりをりを持持持持っているとっているとっているとっていると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいいいたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、児玉谷児玉谷児玉谷児玉谷さんさんさんさん、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 
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 児玉谷児玉谷児玉谷児玉谷会長会長会長会長 

  はいはいはいはい。。。。3 つつつつほほほほどおどおどおどお願願願願いというのいというのいというのいというのかかかか、、、、来来来来年度年度年度年度ややややってみたいなとってみたいなとってみたいなとってみたいなと思思思思っていますっていますっていますっていますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、1 つつつつはははは、、、、これはこれはこれはこれは千葉市千葉市千葉市千葉市さんにさんにさんにさんに言言言言うのうのうのうのかかかか、、、、自分自分自分自分のところにのところにのところにのところに言言言言うのうのうのうのかかかかよくわよくわよくわよくわかかかからないんですらないんですらないんですらないんですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、今今今今ごみごみごみごみステーションステーションステーションステーションというというというという名名名名前前前前をををを使使使使っているんですねっているんですねっているんですねっているんですね。。。。これをこれをこれをこれを資源回資源回資源回資源回収収収収ステーションステーションステーションステーションというようにというようにというようにというように、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる、、、、さっきさっきさっきさっき白井貴子白井貴子白井貴子白井貴子さんがさんがさんがさんが、、、、価価価価値値値値観観観観をををを変変変変えないとえないとえないとえないと、、、、ということをということをということをということを言言言言われたとわれたとわれたとわれたと思思思思ううううののののですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり一一一一番番番番初初初初めめめめにににに「「「「ごみごみごみごみ」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉があってがあってがあってがあって、、、、分分分分別別別別ししししなさいというのがなさいというのがなさいというのがなさいというのが今今今今のののの市市市市ののののややややりりりり方方方方なんですなんですなんですなんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そうそうそうそうじじじじゃなくてゃなくてゃなくてゃなくて、、、、あなたたちはあなたたちはあなたたちはあなたたちは資源資源資源資源をををを分分分分別別別別してしてしてして、、、、要要要要らないものだらないものだらないものだらないものだけけけけをごみをごみをごみをごみ箱箱箱箱にににに捨捨捨捨ててくださいててくださいててくださいててください、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような考考考考ええええ方方方方でいでいでいでいけけけけばばばば、、、、名名名名前前前前をををを資源回資源回資源回資源回収収収収ステーションステーションステーションステーションというようなというようなというようなというような名名名名前前前前にににに変変変変えることはできないでしえることはできないでしえることはできないでしえることはできないでしょょょょううううかかかかとととというのがいうのがいうのがいうのが 1 つつつつ。。。。 

  それそれそれそれかかかからららら、、、、それにそれにそれにそれに関関関関連連連連してしてしてして、、、、井上井上井上井上さんのところでさんのところでさんのところでさんのところでややややられていますられていますられていますられていますペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルののののキャキャキャキャッッッッププププなんですなんですなんですなんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、うちのうちのうちのうちのペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルのののの集集集集めめめめ方方方方をををを見見見見ていますとていますとていますとていますと、、、、ほほほほとんどとんどとんどとんど栓栓栓栓はついてはついてはついてはついていますいますいますいます。。。。ですですですですかかかからららら、、、、これをこれをこれをこれを来来来来年度年度年度年度かかかからららら外外外外してしてしてしてややややれるようなれるようなれるようなれるような運運運運動動動動をををを今計画今計画今計画今計画しようしようしようしようかかかかなとなとなとなと思思思思っっっっていますていますていますています。。。。これはこれはこれはこれは商商商商店店店店会会会会ととととかかかか、、、、特特特特ににににコンコンコンコンビビビビニニニニあたりのあたりのあたりのあたりの協力協力協力協力をををを得得得得ないとないとないとないと難難難難しいんだろうとしいんだろうとしいんだろうとしいんだろうと思思思思ううううののののですがですがですがですが、、、、コンコンコンコンビビビビニニニニででででパンパンパンパンとととと缶缶缶缶ととととびびびびんとんとんとんと買買買買ったのをったのをったのをったのを、、、、1 つにつにつにつに入入入入れてれてれてれてごみごみごみごみステーションステーションステーションステーションのののの中中中中へへへへ捨捨捨捨てていくてていくてていくてていく数数数数というのはというのはというのはというのは、、、、さっきさっきさっきさっき出出出出ましたようにましたようにましたようにましたように、、、、若若若若いいいい人人人人にににに非常非常非常非常にににに多多多多うございますのでうございますのでうございますのでうございますので、、、、これはこれはこれはこれは売売売売るときるときるときるときかかかからららら、、、、逆逆逆逆にににに袋袋袋袋をををを渡渡渡渡してもらわないしてもらわないしてもらわないしてもらわないほほほほうがいいのうがいいのうがいいのうがいいのかかかかなというようななというようななというようななというような感感感感じじじじもしもしもしもしますますますます。。。。 

  それそれそれそれかかかからららら、、、、これはこれはこれはこれは最最最最後後後後にににに 1 つつつつ、、、、ぜひぜひぜひぜひ副市長副市長副市長副市長さんをはさんをはさんをはさんをはじめじめじめじめ皆皆皆皆さんにおさんにおさんにおさんにお願願願願いしたいんですいしたいんですいしたいんですいしたいんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、今今今今うちでごみでうちでごみでうちでごみでうちでごみで一一一一番番番番問問問問題題題題になっているのはになっているのはになっているのはになっているのは不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄。。。。不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄のののの中中中中でででで、、、、道道道道路路路路にににに捨捨捨捨てたりてたりてたりてたり、、、、いろんなものについてはそれなりにするんですいろんなものについてはそれなりにするんですいろんなものについてはそれなりにするんですいろんなものについてはそれなりにするんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、最近最近最近最近、、、、飲飲飲飲みみみみ屋屋屋屋さんさんさんさん、、、、いいいいらっしゃったらごらっしゃったらごらっしゃったらごらっしゃったらごめめめめんなさいんなさいんなさいんなさい、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる小小小小規規規規模模模模事事事事業業業業者者者者でででで、、、、2 時時時時かかかか 3 時時時時ごろまでごろまでごろまでごろまで商商商商売売売売をされてをされてをされてをされて、、、、帰帰帰帰りにりにりにりに、、、、魚魚魚魚のさばいたのさばいたのさばいたのさばいたややややつとつとつとつとかかかか肉肉肉肉ととととかかかかをそのままごみをそのままごみをそのままごみをそのままごみステーションステーションステーションステーションへへへへ、、、、家庭用家庭用家庭用家庭用のごみののごみののごみののごみの中中中中にににに捨捨捨捨てててててててて帰帰帰帰られるられるられるられる方方方方がががが結構結構結構結構いらっしゃいますいらっしゃいますいらっしゃいますいらっしゃいます。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、蘇我蘇我蘇我蘇我駅駅駅駅のののの近近近近辺辺辺辺のののの飲飲飲飲みみみみ屋屋屋屋さんさんさんさん街街街街でででで、、、、そこにそこにそこにそこに住宅住宅住宅住宅をををを持持持持っているっているっているっている方方方方というのはというのはというのはというのは何何何何割割割割ももももおられおられおられおられずずずず、、、、ほほほほとんどとんどとんどとんど車車車車でででで通通通通われているとわれているとわれているとわれていると思思思思ううううののののですですですです。。。。ですですですですかかかからららら、、、、当然明当然明当然明当然明けけけけ方方方方にににに捨捨捨捨てていってくださるてていってくださるてていってくださるてていってくださる。。。。 

  このこのこのこの前前前前のののの早朝早朝早朝早朝啓発啓発啓発啓発のときでものときでものときでものときでも、、、、朝朝朝朝 6 時時時時半半半半にににに集集集集まったときにはもうごみまったときにはもうごみまったときにはもうごみまったときにはもうごみステーションステーションステーションステーション満満満満杯杯杯杯でででで、、、、それそれそれそれ以以以以降降降降来来来来たたたた人人人人はははは数数数数えるえるえるえるほほほほどしどしどしどしかかかかいないないないなかかかかったというようなったというようなったというようなったというような状態状態状態状態がががが、、、、特特特特にににに私私私私どものどものどものどもの近近近近辺辺辺辺のののの、、、、うちのうちのうちのうちの町会町会町会町会でないところのでないところのでないところのでないところの皆皆皆皆さんさんさんさんかかかからららら車車車車でででで毎毎毎毎日日日日運運運運んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人がががが、、、、車車車車ののののナナナナンンンンババババーーーーもわもわもわもわかかかかっているんですっているんですっているんですっているんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そういうそういうそういうそういう方方方方がいらっしゃいますがいらっしゃいますがいらっしゃいますがいらっしゃいます。。。。そういうそういうそういうそういう人人人人についてについてについてについて考考考考えたのえたのえたのえたのはははは、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市ととととかかかか警察警察警察警察ととととかかかか保保保保健所健所健所健所等等等等でででで、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる衛衛衛衛生生生生関関関関連連連連ととととかかかか風風風風俗俗俗俗営業営業営業営業のののの関係関係関係関係のののの認認認認可可可可届届届届けけけけ出出出出でというのがあるとでというのがあるとでというのがあるとでというのがあると思思思思ううううののののですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そのそのそのその際際際際にににに、、、、ごみごみごみごみ処理業処理業処理業処理業者者者者とととと契約契約契約契約をしているをしているをしているをしている書類書類書類書類をつをつをつをつけけけけることることることることをををを、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる認認認認可可可可をするたをするたをするたをするためめめめ、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは届届届届けけけけ出出出出でをでをでをでを受受受受けけけけるときのるときのるときのるときの条件条件条件条件にしてにしてにしてにしていただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。当然当然当然当然、、、、条条条条例例例例をををを変変変変えてえてえてえてほほほほしいということなんですがしいということなんですがしいということなんですがしいということなんですが、、、、これはこれはこれはこれはぜひぜひぜひぜひおおおお願願願願いしたいしたいしたいしたいといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  非常非常非常非常にににに悩悩悩悩んでいるんですねんでいるんですねんでいるんですねんでいるんですね。。。。もうもうもうもう、、、、焼焼焼焼きききき肉屋肉屋肉屋肉屋ささささんんんんがさばいたがさばいたがさばいたがさばいた肉肉肉肉をそのままをそのままをそのままをそのまま入入入入れていくれていくれていくれていく方方方方もいらっしゃいますのでもいらっしゃいますのでもいらっしゃいますのでもいらっしゃいますので、、、、まあまあまあまあ、、、、ほほほほんとうのことをんとうのことをんとうのことをんとうのことを言言言言うとうとうとうと、、、、こういうこういうこういうこういう話話話話をここでしてもをここでしてもをここでしてもをここでしても意意意意味味味味ないとないとないとないと思思思思っているんですねっているんですねっているんですねっているんですね。。。。よくよくよくよくややややっているっているっているっている人人人人はここにはここにはここにはここに出出出出てきているとてきているとてきているとてきていると思思思思ううううののののですですですですけけけけどどどど、、、、ここにここにここにここに出出出出てきていないてきていないてきていないてきていない人人人人ががががややややっているんですねっているんですねっているんですねっているんですね。。。。当当当当日日日日一一一一番番番番困困困困るのはるのはるのはるのは、、、、ふふふふだんだんだんだん日本日本日本日本語話語話語話語話してしてしてしていてもいてもいてもいても、、、、こういうこういうこういうこういう話話話話をををを注注注注意意意意しにしにしにしに行行行行くくくくとととと、「、「、「、「私私私私、、、、韓韓韓韓国国国国語語語語以外以外以外以外しゃしゃしゃしゃべべべべれないれないれないれない」」」」、、、、「「「「中国中国中国中国語語語語以外以外以外以外しゃしゃしゃしゃべべべべれないれないれないれない」」」」とととと、、、、こうこうこうこう来来来来ますのでますのでますのでますので、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり認認認認可可可可するときにそういうするときにそういうするときにそういうするときにそういう条件条件条件条件をつをつをつをつけけけけていただていただていただていただかかかかないとないとないとないと、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと我我我我々々々々のののの手手手手にはにはにはには負負負負えないえないえないえない部分部分部分部分がありますがありますがありますがあります。。。。過去過去過去過去にはにはにはには、、、、袋袋袋袋をあをあをあをあけけけけてててて、、、、中中中中にににに入入入入っていたっていたっていたっていた箸箸箸箸袋袋袋袋のののの紙紙紙紙をををを見見見見てててて、、、、そのそのそのその店店店店のののの前前前前にわざとにわざとにわざとにわざと持持持持っていたというようなっていたというようなっていたというようなっていたというような強強強強行行行行手手手手段段段段もとったもとったもとったもとったことがありますことがありますことがありますことがありますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そのおそのおそのおそのお店店店店ははははやめやめやめやめますますますますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ほかほかほかほかのののの方方方方はまたはまたはまたはまた同同同同じじじじことをしまことをしまことをしまことをしますのですのですのですので、、、、ぜひぜひぜひぜひ条条条条例例例例化化化化についてはごについてはごについてはごについてはご検討検討検討検討をををを願願願願いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 
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 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。ごみごみごみごみステーションステーションステーションステーションのののの名名名名前前前前をををを変変変変えるとえるとえるとえるとかかかか具具具具体的体的体的体的なななな提言提言提言提言をいただきをいただきをいただきをいただきましたましたましたました。。。。事事事事業業業業系系系系のののの一般一般一般一般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処理手処理手処理手処理手数数数数料料料料がががが上上上上がったせいもあるのがったせいもあるのがったせいもあるのがったせいもあるのかかかかもしれませんねもしれませんねもしれませんねもしれませんね。。。。家家家家庭用庭用庭用庭用のところにのところにのところにのところに不不不不届届届届きなきなきなきな業業業業者者者者さんがさんがさんがさんが捨捨捨捨てにいくてにいくてにいくてにいくというというというという問問問問題題題題もももも指指指指摘摘摘摘されましたされましたされましたされました。。。。これはこれはこれはこれは市市市市ののののほほほほうでうでうでうでぜひぜひぜひぜひともともともとも検討検討検討検討していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、高橋高橋高橋高橋さんさんさんさん、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 高橋高橋高橋高橋部長部長部長部長 

  私私私私はははは、、、、このこのこのこの環境環境環境環境ににににかかかかかかかかわってわってわってわってほほほほんとうにいろんなんとうにいろんなんとうにいろんなんとうにいろんな人人人人とおとおとおとお話話話話をするんですをするんですをするんですをするんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋のののの削減削減削減削減のののの件件件件でもでもでもでも非常非常非常非常によくわによくわによくわによくわかかかかったということでったということでったということでったということで、、、、目目目目かかかかららららうろこうろこうろこうろこのことがあったんですのことがあったんですのことがあったんですのことがあったんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、意識意識意識意識をををを変変変変えればえればえればえれば行動行動行動行動はははは変変変変わわわわるるるる。。。。意識意識意識意識をををを変変変変えなえなえなえなけけけければればればれば行動行動行動行動はははは変変変変わらないわらないわらないわらない。。。。だだだだかかかからららら、、、、意識意識意識意識だだだだ、、、、意識意識意識意識だとだとだとだと言言言言ってってってって、、、、ほほほほんとうにいろんなことをするんですねんとうにいろんなことをするんですねんとうにいろんなことをするんですねんとうにいろんなことをするんですね。。。。ところがところがところがところが、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋ののののことでいことでいことでいことでいくとくとくとくと、、、、何十何十何十何十年年年年もこのもこのもこのもこの削減削減削減削減にににに努努努努力力力力してきたしてきたしてきたしてきた消費消費消費消費団体団体団体団体のののの方方方方なんなんなんなんかかかかはははは、、、、こんなにうまくこんなにうまくこんなにうまくこんなにうまくいくといくといくといくと思思思思わなわなわなわなかかかかったったったった、、、、もうもうもうもう拍拍拍拍子子子子抜抜抜抜けけけけしたというようなしたというようなしたというようなしたというようなことことことこと。。。。結結結結局局局局、、、、行動行動行動行動がががが変変変変わればわればわればわれば意識意識意識意識がががが変変変変わるとわるとわるとわると。。。。まさにまさにまさにまさに、、、、分分分分別別別別をきちんとできるをきちんとできるをきちんとできるをきちんとできる人人人人はははは、、、、最初最初最初最初はははは大変大変大変大変だっただっただっただったけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ややややってみたってみたってみたってみたらららら何何何何のことはないというのことはないというのことはないというのことはないという、、、、こういうことがこういうことがこういうことがこういうことが多分環境多分環境多分環境多分環境のことではないのことではないのことではないのことではないかかかかなとなとなとなと。。。。そしてそしてそしてそして、、、、いわいわいわいわゆるおゆるおゆるおゆるお客客客客様様様様のののの心理心理心理心理、、、、私私私私もももも含含含含めめめめてですてですてですてですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ややややはりはりはりはり買買買買いたいものといたいものといたいものといたいものと買買買買えるものはえるものはえるものはえるものは違違違違うしうしうしうし、、、、買買買買ううううべべべべきものときものときものときものと買買買買ってしまうものもってしまうものもってしまうものもってしまうものも違違違違うううう。。。。これがこれがこれがこれが人人人人間間間間のののの心理心理心理心理だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、私私私私たちもたちもたちもたちも、、、、これこれこれこれ環境環境環境環境にいいんですにいいんですにいいんですにいいんです、、、、でもちでもちでもちでもちょょょょっとっとっとっと高高高高いんですいんですいんですいんです、、、、そのそのそのその分高分高分高分高いんですといんですといんですといんですと、、、、こうこうこうこういうことでいうことでいうことでいうことで理解理解理解理解をしていただいてをしていただいてをしていただいてをしていただいて、、、、そしてそしてそしてそしてコストコストコストコスト計計計計算算算算ををををしながらということをしながらということをしながらということをしながらということをぎぎぎぎりりりりぎぎぎぎりりりりややややっているというっているというっているというっているというややややりりりり方方方方ををををずずずずっとっとっとっとややややっていますっていますっていますっています。。。。それはもうそれはもうそれはもうそれはもう、、、、理理理理屈屈屈屈はそうなんですはそうなんですはそうなんですはそうなんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そうではなくてそうではなくてそうではなくてそうではなくて、、、、企企企企業業業業としてとしてとしてとして最終最終最終最終的的的的にににに必要必要必要必要なななな利利利利益益益益があるがあるがあるがある。。。。そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら、、、、環境環境環境環境にいいにいいにいいにいい商商商商品品品品もももも、、、、もうもうもうもう同同同同じじじじ値値値値段段段段にしてにしてにしてにして、、、、こちらはこちらはこちらはこちらは環境環境環境環境にににに配配配配慮慮慮慮しますしますしますします、、、、こちらはこのこちらはこのこちらはこのこちらはこのおおおお値値値値段段段段。。。。そうしたときにそうしたときにそうしたときにそうしたときに、、、、おおおお客客客客様様様様ががががほほほほんとうにこちらのんとうにこちらのんとうにこちらのんとうにこちらのほほほほうをうをうをうを選選選選んでいただくんでいただくんでいただくんでいただく。。。。選選選選んでいただんでいただんでいただんでいただけけけければればればれば、、、、それそれそれそれはははは経経経経済済済済ががががよくなってよくなってよくなってよくなって、、、、環境環境環境環境にいいものがにいいものがにいいものがにいいものがほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに売売売売れていくというれていくというれていくというれていくという、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことをややややっていっていっていっていかかかかななななけけけければいればいればいればいけけけけないないないない。。。。 

  よくよくよくよく、、、、JR ののののトイトイトイトイレレレレなんなんなんなんかかかかにににに入入入入るとるとるとると、、、、昔昔昔昔はははは、、、、「「「「トイトイトイトイレレレレをををを汚汚汚汚さないでくださいさないでくださいさないでくださいさないでください」」」」とととと。「。「。「。「一一一一歩歩歩歩前前前前進進進進」」」」ととととかかかか、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ書書書書いていましたいていましたいていましたいていました。。。。でもでもでもでも、、、、最近最近最近最近はははは、「、「、「、「きれいにきれいにきれいにきれいに使使使使っていただいてありがとっていただいてありがとっていただいてありがとっていただいてありがとうございますうございますうございますうございます」」」」とととと。。。。こういうこういうこういうこういう 1 つのつのつのつのアプローアプローアプローアプローチチチチのののの仕仕仕仕方方方方、、、、環境環境環境環境にににに対対対対してこういうことをすれしてこういうことをすれしてこういうことをすれしてこういうことをすればばばば気気気気持持持持ちいいことだとちいいことだとちいいことだとちいいことだとかかかか、、、、いいことだといいことだといいことだといいことだとかかかか、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうなことをうなことをうなことをうなことを、、、、我我我我々々々々もおもおもおもお客客客客様様様様あってあってあってあってのののの商商商商売売売売ですですですですかかかからららら、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり快快快快適適適適にににに買買買買いいいい物物物物ができるというができるというができるというができるという、、、、そういうことをもうそろそそういうことをもうそろそそういうことをもうそろそそういうことをもうそろそろろろろややややるるるるべべべべきではないきではないきではないきではないかかかかとととと。。。。何何何何かかかか、、、、環境環境環境環境、、、、環境環境環境環境とととと言言言言ってあまりってあまりってあまりってあまり脅脅脅脅すというすというすというすというかかかか、、、、そういうそういうそういうそういうププププレレレレッシッシッシッシャャャャーーーーををををかけかけかけかけることではなくてることではなくてることではなくてることではなくて、、、、おおおお客客客客様様様様にはにはにはには環境環境環境環境というのはというのはというのはというのは楽楽楽楽ししししいといといといとかかかか、、、、気気気気持持持持ちがいいとちがいいとちがいいとちがいいとかかかか、、、、そしてそれがそしてそれがそしてそれがそしてそれが常識常識常識常識だというだというだというだというふふふふうにしていくうにしていくうにしていくうにしていくようなこともようなこともようなこともようなことも知恵知恵知恵知恵をををを使使使使ってってってってややややっていきたいといっていきたいといっていきたいといっていきたいといううううふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、30 分分分分になっていますがになっていますがになっていますがになっていますが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと 5 分分分分ぐぐぐぐらいらいらいらい延延延延ばさばさばさばさせていただいてせていただいてせていただいてせていただいて、、、、最最最最後後後後までまでまでまでパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションをををを進進進進めめめめたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ではではではでは、、、、深沢深沢深沢深沢さんさんさんさん、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 深沢深沢深沢深沢委員委員委員委員 

  今今今今、、、、高橋高橋高橋高橋さんのさんのさんのさんのほほほほううううかかかからもらもらもらも意識意識意識意識というおというおというおというお話話話話がありましたがありましたがありましたがありましたけけけけれどもれどもれどもれども、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの大学大学大学大学でもでもでもでも、、、、課課課課題題題題となっているのはとなっているのはとなっているのはとなっているのは、、、、ややややはりはりはりはり学生学生学生学生のののの意識意識意識意識がながながながなかかかかななななかかかか変変変変わっていわっていわっていわっていかかかかないというところだとないというところだとないというところだとないというところだと思思思思いますいますいますいます。。。。アンアンアンアンケケケケートートートートなんなんなんなんかかかかをををを実実実実施施施施しますとしますとしますとしますと、、、、もちろんもちろんもちろんもちろんレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを有料有料有料有料化化化化してしてしてして、、、、学学学学校校校校のののの外外外外でででで
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ももももレレレレジジジジ袋袋袋袋をもらわなくなったというようなをもらわなくなったというようなをもらわなくなったというようなをもらわなくなったというような意意意意見見見見もあってうれしいところなんですもあってうれしいところなんですもあってうれしいところなんですもあってうれしいところなんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、逆逆逆逆にににに、、、、ごみのごみのごみのごみの分分分分別別別別のののの意識意識意識意識がががが少少少少しししし低低低低下下下下しているというしているというしているというしているというデータデータデータデータもありましてもありましてもありましてもありまして、、、、そのそのそのその辺辺辺辺をををを変変変変えてえてえてえていいいいかかかかななななけけけければいればいればいればいけけけけないなというないなというないなというないなというふふふふうにうにうにうに感感感感じじじじていますていますていますています。。。。 

  具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、去去去去年年年年かかかからららら実実実実施施施施しているしているしているしているミックスミックスミックスミックス古古古古紙回紙回紙回紙回収収収収、、、、雑雑雑雑紙紙紙紙のののの回回回回収収収収のののの状況状況状況状況がががが、、、、今今今今 1 年年年年たたたたってもあってもあってもあってもあまりまりまりまり状況状況状況状況がよくなくてがよくなくてがよくなくてがよくなくて、、、、回回回回収収収収率率率率がががが低低低低いといといといとかかかか、、、、ほかほかほかほかのごみがのごみがのごみがのごみが混混混混入入入入してしまっているしてしまっているしてしまっているしてしまっているというようなというようなというようなというような状況状況状況状況がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、回回回回収収収収率率率率をををを上上上上げていくということをげていくということをげていくということをげていくということをややややっていっていっていっていかかかかななななけけけければればればればいいいいけけけけないとないとないとないと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今、、、、ごみごみごみごみ担担担担当当当当ののののほほほほうでごみのうでごみのうでごみのうでごみの分分分分別別別別マニマニマニマニュュュュアルアルアルアルをををを作作作作成成成成しているようでしているようでしているようでしているようですのですのですのですので、、、、それをそれをそれをそれを見見見見てててて一目一目一目一目でわでわでわでわかかかかるようにるようにるようにるように、、、、一目一目一目一目ででででミックスミックスミックスミックス古古古古紙紙紙紙ってってってって何何何何だろうというだろうというだろうというだろうというふふふふうにうにうにうに、、、、雑雑雑雑紙紙紙紙がうまくがうまくがうまくがうまく回回回回収収収収にににに回回回回るようにしているようにしているようにしているようにしていけけけけたらいいなとたらいいなとたらいいなとたらいいなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  またまたまたまた、、、、先先先先ほほほほどどどど韓韓韓韓国国国国語語語語ととととかかかか中国中国中国中国語語語語というおというおというおというお話話話話もありましたもありましたもありましたもありましたけけけけれどもれどもれどもれども、、、、今今今今年年年年かかかからららら千葉大千葉大千葉大千葉大のののの留留留留学生学生学生学生にににに向向向向けけけけてもてもてもても環境環境環境環境のののの知知知知識識識識をををを研研研研修修修修でででで教教教教えていこうというこえていこうというこえていこうというこえていこうということでとでとでとで、、、、学学学学内内内内でででで発発発発行行行行しているしているしているしているパンパンパンパンフフフフレレレレットットットットですとですとですとですとかかかか、、、、環境報環境報環境報環境報告告告告書書書書をををを学生学生学生学生がががが英英英英訳訳訳訳作作作作業業業業をしましてをしましてをしましてをしまして留留留留学生学生学生学生向向向向けけけけにににに発発発発行行行行しているとしているとしているとしているということもいうこともいうこともいうこともややややっているのでっているのでっているのでっているので、、、、それをよりそれをよりそれをよりそれをより一一一一層充層充層充層充実実実実させてさせてさせてさせて、、、、大学大学大学大学全全全全体体体体でででで回回回回収収収収にににに、、、、3R ののののほほほほうにうにうにうに取取取取りりりり組組組組んでいんでいんでいんでいけけけけたらいいなとたらいいなとたらいいなとたらいいなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  若若若若いいいい人人人人のののの中中中中でもちゃんとでもちゃんとでもちゃんとでもちゃんと頑張頑張頑張頑張っているっているっているっている人人人人もいますのでもいますのでもいますのでもいますので、、、、こういうこういうこういうこういう頑張頑張頑張頑張っているっているっているっている若若若若いいいい人人人人ががががどんどんどんどんどんどんどんどん増増増増えていくようにどうえていくようにどうえていくようにどうえていくようにどうすればいいのすればいいのすればいいのすればいいのかかかか考考考考えることもえることもえることもえることも大大大大切切切切ですですですです。。。。楽楽楽楽しいいろんなしいいろんなしいいろんなしいいろんな企企企企画画画画をををを考考考考えるえるえるえるのものものものも重重重重要要要要かかかかなとなとなとなと思思思思いますいますいますいます。「。「。「。「ややややらされているらされているらされているらされている」」」」感感感感があるとながあるとながあるとながあるとなかかかかななななかかかかできないとできないとできないとできないと思思思思いますのいますのいますのいますのでででで、、、、高橋高橋高橋高橋さんもおっしゃっていましたさんもおっしゃっていましたさんもおっしゃっていましたさんもおっしゃっていましたけけけけれどもれどもれどもれども、、、、普普普普通通通通にできるようににできるようににできるようににできるように工工工工夫夫夫夫をしてをしてをしてをしていくということもいくということもいくということもいくということも必要必要必要必要でしでしでしでしょょょょうううう。。。。 

  最最最最後後後後、、、、パネリストパネリストパネリストパネリストのののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに一言一言一言一言ずずずずつつつつ感想感想感想感想をとをとをとをと思思思思ったったったったののののですがですがですがですが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと時間時間時間時間がありまがありまがありまがありませんのでせんのでせんのでせんので、、、、代表代表代表代表してしてしてして、、、、副市長副市長副市長副市長ののののほほほほうにうにうにうに、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでのパネルパネルパネルパネルのののの議議議議論論論論をおをおをおをお聞聞聞聞きいただいきいただいきいただいきいただいたたたた上上上上ででででのののの千葉市千葉市千葉市千葉市としてのとしてのとしてのとしての決意決意決意決意表表表表明明明明といったものでといったものでといったものでといったもので締締締締めめめめていただていただていただていただけけけければありがたいですればありがたいですればありがたいですればありがたいです。。。。よろしくよろしくよろしくよろしくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 林副市長林副市長林副市長林副市長 

  パネラーパネラーパネラーパネラーのののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに、、、、もうもうもうもうほほほほんとうにいろいろなところでおんとうにいろいろなところでおんとうにいろいろなところでおんとうにいろいろなところでお知恵知恵知恵知恵をををを出出出出してもらったりしてもらったりしてもらったりしてもらったり、、、、実実実実際際際際実践実践実践実践してもらってしてもらってしてもらってしてもらってほほほほんとうにありがとうございますんとうにありがとうございますんとうにありがとうございますんとうにありがとうございます。。。。こういったこういったこういったこういった努努努努力力力力のののの集集集集大大大大成成成成でででで、、、、かかかかなりごみのなりごみのなりごみのなりごみの削減削減削減削減がががが進進進進んでいるんだなというんでいるんだなというんでいるんだなというんでいるんだなという実感実感実感実感をををを改改改改めめめめてててて持持持持ったったったった次第次第次第次第ですですですです。。。。順順順順調調調調にににに今今今今進進進進んでんでんでんでおりますがおりますがおりますがおりますが、、、、冒冒冒冒頭頭頭頭申申申申しましたようにしましたようにしましたようにしましたように、、、、これこれこれこれかかかからがまたらがまたらがまたらがまたややややはりはりはりはり胸胸胸胸突突突突きききき八八八八丁丁丁丁というというというというかかかか、、、、そういそういそういそういうところになりますのでうところになりますのでうところになりますのでうところになりますので、、、、さらにさらにさらにさらに引引引引きききき続続続続きいろいろごきいろいろごきいろいろごきいろいろご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いしいしいしいし、、、、市市市市ののののほほほほうもうもうもうも頑張頑張頑張頑張っっっっていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、今今今今市市市市ののののほほほほうでうでうでうでややややっておりますのはっておりますのはっておりますのはっておりますのは、、、、紙紙紙紙ごみのごみのごみのごみの次次次次ののののステップステップステップステップとしとしとしとしてててて、、、、例例例例えばえばえばえば生生生生ごみのごみのごみのごみの分分分分別別別別収収収収集集集集についてはについてはについてはについては 3 つのつのつのつの地地地地区区区区でででで実実実実験験験験的的的的ににににモモモモデルデルデルデル事事事事業業業業をおをおをおをお願願願願いしていしていしていして実実実実施施施施しておりますしておりますしておりますしております。。。。それそれそれそれかかかからららら、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック製製製製容容容容器器器器包包包包装装装装のののの分分分分別別別別ですとですとですとですとかかかか、、、、またまたまたまた、、、、庭庭庭庭木木木木のののの剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝のののの再資源再資源再資源再資源化化化化というようなというようなというようなというような、、、、次次次次ののののステップステップステップステップのものについてもそろそろのものについてもそろそろのものについてもそろそろのものについてもそろそろ少少少少しししし研究研究研究研究してしてしてして取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めめめめていくていくていくていく必要必要必要必要があろうがあろうがあろうがあろうかかかかなとなとなとなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  何何何何しろしろしろしろ、、、、こういったことでこういったことでこういったことでこういったことで、、、、一一一一歩歩歩歩一一一一歩歩歩歩進進進進んできておりますがんできておりますがんできておりますがんできておりますが、、、、まだまだいろんなまだまだいろんなまだまだいろんなまだまだいろんな意味意味意味意味でででで、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの市民会議市民会議市民会議市民会議等等等等かかかからのおらのおらのおらのお知恵知恵知恵知恵をいただきながらをいただきながらをいただきながらをいただきながらややややっていっていっていっていかかかかないとないとないとないと進進進進まないところもあまないところもあまないところもあまないところもありますのでりますのでりますのでりますので、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、事事事事業業業業所所所所のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それそれそれそれかかかからららら、、、、先先先先ほほほほどちどちどちどちょょょょっとっとっとっと児玉谷児玉谷児玉谷児玉谷さんのさんのさんのさんのほほほほううううかかかからありましたがらありましたがらありましたがらありましたが、、、、小小小小規規規規模模模模事事事事業業業業者者者者かかかからのごらのごらのごらのごみのみのみのみの不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄のようなものもありましたのようなものもありましたのようなものもありましたのようなものもありました。。。。これはこれはこれはこれは全全全全市的市的市的市的にににに非常非常非常非常にににに困困困困っているっているっているっている問問問問題題題題なのでなのでなのでなので、、、、市市市市としてとしてとしてとしてモモモモデルデルデルデル事事事事業業業業というようなことでというようなことでというようなことでというようなことで、、、、中中中中央央央央区区区区内内内内でででで、、、、不不不不適正適正適正適正的的的的排出排出排出排出にににに対対対対してのしてのしてのしてのモモモモデルデルデルデル事事事事業業業業などもちなどもちなどもちなどもちょょょょっとっとっとっと計画計画計画計画しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、1 つのきっつのきっつのきっつのきっかけかけかけかけにまたにまたにまたにまた考考考考えていきたいなとえていきたいなとえていきたいなとえていきたいなと思思思思っておっておっておっておりますりますりますります。。。。多分多分多分多分、、、、児玉谷児玉谷児玉谷児玉谷さんのさんのさんのさんのややややっているっているっているっている町町町町内内内内会会会会もそうなんですもそうなんですもそうなんですもそうなんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ごみがうまくごみがうまくごみがうまくごみがうまく分分分分
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別別別別できてできてできてできて、、、、ごみのないごみのないごみのないごみのない町町町町というのはというのはというのはというのは、、、、ごみだごみだごみだごみだけじけじけじけじゃなくてゃなくてゃなくてゃなくて、、、、花花花花もあるともあるともあるともあるとかかかか、、、、非常非常非常非常にきれいにきれいにきれいにきれいだとだとだとだとかかかか、、、、おおおお互互互互いにいにいにいに注注注注意意意意できるできるできるできる自治会自治会自治会自治会、、、、町町町町内内内内会会会会というようなことでというようなことでというようなことでというようなことで、、、、ややややはりそれをきっはりそれをきっはりそれをきっはりそれをきっかけかけかけかけにしてにしてにしてにして町町町町内内内内会自体会自体会自体会自体がががが非常非常非常非常ににににコミコミコミコミュュュュニティーニティーニティーニティーとしてよくなっていくとしてよくなっていくとしてよくなっていくとしてよくなっていく、、、、そういうきっそういうきっそういうきっそういうきっかけかけかけかけにもにもにもにもなるなるなるなるかかかかななななとととと。。。。逆逆逆逆にににに言言言言うとうとうとうと、、、、そういうものがよくならないとなそういうものがよくならないとなそういうものがよくならないとなそういうものがよくならないとなかかかかななななかかかか難難難難しいしいしいしい部分部分部分部分もあるもあるもあるもあるかかかかななななとととと、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  いろいろいろいろいろいろいろいろ市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんのおさんのおさんのおさんのお知恵知恵知恵知恵ももももかかかかりながりながりながりながらららら、、、、またこのまたこのまたこのまたこの焼却焼却焼却焼却ごみのごみのごみのごみの 3 分分分分のののの 1 をををを進進進進めめめめてまてまてまてまいりますのでいりますのでいりますのでいりますので、、、、よろしくごよろしくごよろしくごよろしくご協力協力協力協力ののののほほほほどおどおどおどお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。どうもありがとうございますどうもありがとうございますどうもありがとうございますどうもありがとうございます。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。以以以以上上上上ででででパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションののののほほほほうをうをうをうを終終終終わりたいとわりたいとわりたいとわりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。若若若若干延干延干延干延びびびびてしまっててしまっててしまっててしまって恐縮恐縮恐縮恐縮でございますでございますでございますでございます。。。。今今今今後後後後ともともともとも焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 3 分分分分のののの 1 というというというという高高高高いいいい目標目標目標目標がががが達成達成達成達成できるようにできるようにできるようにできるように、、、、市市市市もももも市民市民市民市民もももも、、、、頑張頑張頑張頑張っていきたいというっていきたいというっていきたいというっていきたいというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。どうもどうもどうもどうも今今今今日日日日はありがとうございましたはありがとうございましたはありがとうございましたはありがとうございました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターのののの倉阪先生倉阪先生倉阪先生倉阪先生、、、、またまたまたまたパネリストパネリストパネリストパネリストのののの皆様皆様皆様皆様、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。いまいまいまいま一一一一度度度度、、、、大大大大きなきなきなきな拍手拍手拍手拍手をおをおをおをお送送送送りくださいりくださいりくださいりください。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

  会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様、、、、本日本日本日本日はおはおはおはお楽楽楽楽しみいただしみいただしみいただしみいただけけけけましたでしましたでしましたでしましたでしょょょょううううかかかか。。。。本日本日本日本日ののののゼロエミッションフォゼロエミッションフォゼロエミッションフォゼロエミッションフォーラムーラムーラムーラムのののの中中中中でででで、、、、地球地球地球地球のたのたのたのためめめめ、、、、ごみのごみのごみのごみの減減減減量量量量、、、、再資源再資源再資源再資源化化化化のたのたのたのためめめめにににに、、、、これならできるこれならできるこれならできるこれならできる、、、、できそうできそうできそうできそうだなとだなとだなとだなと思思思思ったことをったことをったことをったことを毎毎毎毎日日日日のののの生活生活生活生活のののの中中中中でどうぞでどうぞでどうぞでどうぞ実践実践実践実践してみてくださいしてみてくださいしてみてくださいしてみてください。。。。皆様皆様皆様皆様のののの行動行動行動行動のののの一一一一つつつつ一一一一つがつがつがつが千葉市千葉市千葉市千葉市のののの焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減につながりにつながりにつながりにつながり、、、、さらにはさらにはさらにはさらには地球環境地球環境地球環境地球環境をををを救救救救うううう大大大大きなきなきなきな一一一一歩歩歩歩となることとなることとなることとなることとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、以以以以上上上上をもちましてをもちましてをもちましてをもちまして、、、、本日本日本日本日ののののゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムをををを終終終終了了了了といたしますといたしますといたしますといたします。。。。皆様皆様皆様皆様、、、、本日本日本日本日はどうもありがとうございましたはどうもありがとうございましたはどうもありがとうございましたはどうもありがとうございました。。。。おおおお気気気気をつをつをつをつけけけけておておておてお帰帰帰帰りくださいりくださいりくださいりください。。。。 

 ―――――――― 了 ―― 


