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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・・・・富山富山富山富山 

「「「「みんなでつくるみんなでつくるみんなでつくるみんなでつくる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会～～～～3Rのののの推進推進推進推進～」～」～」～」 

 日時日時日時日時    ：：：：    2007 年年年年 10 月月月月 4 日日日日（（（（木木木木））））13:00－－－－16:00 場所場所場所場所    ：：：：    タワータワータワータワー111  スカイホールスカイホールスカイホールスカイホール 

 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            石井隆一石井隆一石井隆一石井隆一    氏氏氏氏 富山県知事富山県知事富山県知事富山県知事 

              藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸  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ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会長会長会長会長 

 基調講演基調講演基調講演基調講演         「「「「3R 推進推進推進推進によるによるによるによる循環型循環型循環型循環型ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会のののの形成形成形成形成」」」」 安井安井安井安井  至至至至    氏氏氏氏            国際国際国際国際連合大学副学長連合大学副学長連合大学副学長連合大学副学長、、、、東京大学名誉教授東京大学名誉教授東京大学名誉教授東京大学名誉教授 

 事例紹介事例紹介事例紹介事例紹介     「「「「リコーリコーリコーリコーのののの環境経営環境経営環境経営環境経営」」」」 

              則武祐二則武祐二則武祐二則武祐二  氏氏氏氏      株式会社株式会社株式会社株式会社リコーリコーリコーリコー 社会環境本部環境経営推進室長社会環境本部環境経営推進室長社会環境本部環境経営推進室長社会環境本部環境経営推進室長 

 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    「「「「みんなでつくるみんなでつくるみんなでつくるみんなでつくる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会～～～～3R のののの推進推進推進推進～」～」～」～」                         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 竹内茂彌竹内茂彌竹内茂彌竹内茂彌  氏氏氏氏            富山大学名誉教授富山大学名誉教授富山大学名誉教授富山大学名誉教授                         パネリストパネリストパネリストパネリスト                             井口一朗井口一朗井口一朗井口一朗    氏氏氏氏            アサヒアサヒアサヒアサヒ飲料株式会社北陸工場長飲料株式会社北陸工場長飲料株式会社北陸工場長飲料株式会社北陸工場長                             茶谷英夫茶谷英夫茶谷英夫茶谷英夫    氏氏氏氏            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ジャスコジャスコジャスコジャスコ高岡高岡高岡高岡南南南南店副店長店副店長店副店長店副店長                             三神百合子氏三神百合子氏三神百合子氏三神百合子氏            グリーンコンシューマーネットワークグリーンコンシューマーネットワークグリーンコンシューマーネットワークグリーンコンシューマーネットワークとやまとやまとやまとやま代表代表代表代表                             浦田裕治浦田裕治浦田裕治浦田裕治    氏氏氏氏            富山県生活環境富山県生活環境富山県生活環境富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班長文化部環境政策課廃棄物対策班長文化部環境政策課廃棄物対策班長文化部環境政策課廃棄物対策班長 

            アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー 

  安井安井安井安井  至至至至  氏氏氏氏      国際連合大学副学長国際連合大学副学長国際連合大学副学長国際連合大学副学長 

                         質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答 

 

 議事議事議事議事 

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 

  ただいまからただいまからただいまからただいまから、、、、ゼロエミッションフォーラム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・・・・富山富山富山富山をををを開会開会開会開会いたしますいたしますいたしますいたします。。。。開会開会開会開会にあにあにあにあたりましてたりましてたりましてたりまして、、、、富山県知事富山県知事富山県知事富山県知事、、、、石井石井石井石井隆一隆一隆一隆一からからからから皆様皆様皆様皆様にごあいさつにごあいさつにごあいさつに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。。。。 

 石井富山県知事石井富山県知事石井富山県知事石井富山県知事 

  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。。。。大変大変大変大変さわやかなさわやかなさわやかなさわやかな秋晴秋晴秋晴秋晴れのれのれのれの日日日日になりましたがになりましたがになりましたがになりましたが、、、、きょうのよききょうのよききょうのよききょうのよき日日日日にににに、、、、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・・・・インインインイン・・・・富山富山富山富山がががが、、、、このようにこのようにこのようにこのように多多多多くのくのくのくの関係関係関係関係のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、ままままたたたた県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんごさんごさんごさんご参加参加参加参加のもとにのもとにのもとにのもとに盛大盛大盛大盛大にににに開催開催開催開催できますことできますことできますことできますこと、、、、大変喜大変喜大変喜大変喜ばしくばしくばしくばしく思思思思いますいますいますいます。。。。 

  皆様方皆様方皆様方皆様方にはにはにはには申申申申しししし上上上上げるまでもありませんがげるまでもありませんがげるまでもありませんがげるまでもありませんが、、、、今今今今改改改改めてめてめてめて世界世界世界世界でででで地球温暖化問題地球温暖化問題地球温暖化問題地球温暖化問題、、、、大変大大変大大変大大変大きききき
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なななな問題問題問題問題としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組まれつつまれつつまれつつまれつつございますございますございますございます。。。。私私私私もこのもこのもこのもこの春春春春、、、、ゴアゴアゴアゴア元元元元副副副副大統領大統領大統領大統領のののの「「「「不都合不都合不都合不都合なななな真実真実真実真実」」」」というというというという映画映画映画映画をををを拝見拝見拝見拝見しましたけれどもしましたけれどもしましたけれどもしましたけれども、、、、北北北北極海極海極海極海でででで氷氷氷氷がががが解解解解けてけてけてけて溺溺溺溺れれれれ死死死死ぬぬぬぬシロクマシロクマシロクマシロクマであるとかであるとかであるとかであるとか、、、、ハハハハリリリリケケケケーンーンーンーンがどんどんがどんどんがどんどんがどんどん凶暴凶暴凶暴凶暴なななな存在存在存在存在になになになになっっっってくるとかてくるとかてくるとかてくるとか、、、、やはりこのままではやはりこのままではやはりこのままではやはりこのままでは大変大変大変大変なことにななことにななことにななことになるなというるなというるなというるなという思思思思いをいをいをいを深深深深くしているくしているくしているくしている次第次第次第次第でありますでありますでありますであります。。。。そそそそのためにはのためにはのためにはのためには、、、、やはりやはりやはりやはり事事事事業業業業所所所所だけではなだけではなだけではなだけではなくくくくてててて、、、、私私私私どもどもどもども一一一一人人人人ひひひひとりとりとりとりのののの県民県民県民県民、、、、国民国民国民国民がやがやがやがやっぱっぱっぱっぱりこのりこのりこのりこの地球環境問題地球環境問題地球環境問題地球環境問題にしにしにしにしっっっっかりかりかりかり問題問題問題問題意識意識意識意識をををを持持持持っっっってててて 3R のののの運動運動運動運動にしにしにしにしっっっっかりかりかりかり取取取取りりりり組組組組んでいくということがんでいくということがんでいくということがんでいくということが大大大大切切切切かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  県県県県ではではではでは、、、、このこのこのこの 3 月月月月、、、、なかなかなかなかなかなかなかなかそそそそうはうはうはうは言言言言っっっってもてもてもても進進進進みませんけれどもみませんけれどもみませんけれどもみませんけれども、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの循環循環循環循環的利用的利用的利用的利用のののの推進推進推進推進指針指針指針指針というものもつくりましたしというものもつくりましたしというものもつくりましたしというものもつくりましたし、、、、またこのまたこのまたこのまたこの 6 月月月月にはにはにはには、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋のののの削減削減削減削減をやをやをやをやろろろろうというというというということでうことでうことでうことで、、、、そそそそのためののためののためののための推進推進推進推進協協協協議会議会議会議会もつくりましたもつくりましたもつくりましたもつくりました。。。。スーパースーパースーパースーパー各各各各社社社社とかとかとかとか消費者団体消費者団体消費者団体消費者団体、、、、またまたまたまた幅幅幅幅広広広広いいいい県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの代表代表代表代表にもにもにもにも入入入入っっっっていただいてていただいてていただいてていただいて、、、、今今今今けんけんごうごうけんけんごうごうけんけんごうごうけんけんごうごう議議議議論論論論してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。私私私私としてはとしてはとしてはとしては、、、、できればできればできればできれば年内年内年内年内にもはにもはにもはにもはっっっっきりしたきりしたきりしたきりした方方方方向向向向をををを出出出出したいものだとしたいものだとしたいものだとしたいものだと思思思思っっっっているているているている次第次第次第次第であであであでありますりますりますります。。。。 

  またまたまたまた、、、、昨昨昨昨年年年年 8 月月月月、、、、国国国国ののののほほほほうでうでうでうでチチチチームマイームマイームマイームマイナナナナスススス 6％％％％のののの運動運動運動運動がありましたのにがありましたのにがありましたのにがありましたのに呼呼呼呼応応応応しましてしましてしましてしまして、、、、「「「「とやまとやまとやまとやまエコライフエコライフエコライフエコライフ・・・・アクトアクトアクトアクト 10宣言宣言宣言宣言」」」」というのもというのもというのもというのも始始始始めましためましためましためました。。。。このこのこのこの中中中中にもにもにもにも宣言宣言宣言宣言していただしていただしていただしていただいたいたいたいた方方方方がたくさんいらがたくさんいらがたくさんいらがたくさんいらっっっっししししゃゃゃゃるんるんるんるんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、国国国国のののの 6 項目項目項目項目にさらににさらににさらににさらに上上上上乗乗乗乗せしせしせしせしてててて、、、、なるなるなるなるべべべべくくくく車車車車にににに乗乗乗乗らないとからないとからないとからないとか、、、、小小小小まめにまめにまめにまめに電気電気電気電気をををを消消消消すとかすとかすとかすとか、、、、いいいいろろろろんなことをんなことをんなことをんなことを宣言宣言宣言宣言していたしていたしていたしていただいてだいてだいてだいて、、、、10項目項目項目項目にしていただいたわけでありますがにしていただいたわけでありますがにしていただいたわけでありますがにしていただいたわけでありますが、、、、大変大変大変大変うれしいことにうれしいことにうれしいことにうれしいことに、、、、このこのこのこの 1 年年年年間間間間でででで約約約約 7万人万人万人万人のののの県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに宣言宣言宣言宣言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。。。。これはこれはこれはこれは人人人人口口口口比比比比にしますとにしますとにしますとにしますと 6.3％％％％ぐぐぐぐららららいですいですいですいですからからからから、、、、人人人人口口口口比比比比でででで考考考考ええええるとるとるとると、、、、おそおそおそおそらくらくらくらく日本日本日本日本でででで 1番番番番かかかか 2番番番番じゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 

  そそそそうしたうしたうしたうした取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、ほほほほかにもいかにもいかにもいかにもいろろろろいいいいろろろろございますがございますがございますがございますが、、、、国国国国ののののほほほほうでもうでもうでもうでも評価評価評価評価していただいてしていただいてしていただいてしていただいて、、、、このこのこのこの冬冬冬冬にはにはにはには中中中中国国国国・・・・韓韓韓韓国国国国・・・・日本日本日本日本のののの三三三三カカカカ国環境大国環境大国環境大国環境大臣臣臣臣会合会合会合会合というのもというのもというのもというのも北京北京北京北京、、、、ソウソウソウソウルルルル、、、、東京東京東京東京以外以外以外以外、、、、首首首首都都都都以外以外以外以外でででではははは初初初初めてめてめてめて富山県富山県富山県富山県でやでやでやでやっっっっていただけるということになていただけるということになていただけるということになていただけるということになっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。せせせせっっっっかくでかくでかくでかくですからすからすからすから、、、、これにあわせてこれにあわせてこれにあわせてこれにあわせて自自自自治治治治体体体体、、、、経経経経済済済済界界界界、、、、学会学会学会学会、、、、このこのこのこの環日本環日本環日本環日本海海海海のののの皆皆皆皆さんでさんでさんでさんで集集集集ままままろろろろうといううといううといううということでことでことでことで、、、、北東北東北東北東アジアアジアアジアアジア環境環境環境環境パートパートパートパートナナナナーーーーズズズズフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムというのもあわせてというのもあわせてというのもあわせてというのもあわせて開催開催開催開催しましてしましてしましてしまして、、、、ししししっっっっかたこのかたこのかたこのかたこの機機機機会会会会にににに、、、、三三三三カカカカ国国国国のののの国国国国レベレベレベレベルルルルのののの会合会合会合会合にあわせてにあわせてにあわせてにあわせて自自自自治治治治体体体体、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは経経経経済済済済界界界界、、、、学会学会学会学会レベレベレベレベルルルルでもこれにでもこれにでもこれにでもこれに呼呼呼呼応応応応するするするする取取取取りりりり組組組組みをしようとみをしようとみをしようとみをしようと、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにしているわけでありますうにしているわけでありますうにしているわけでありますうにしているわけであります。。。。 

  そそそそうしたうしたうしたうした中中中中、、、、きょうのこのきょうのこのきょうのこのきょうのこ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やをやをやをやっっっっていただけるわけでありていただけるわけでありていただけるわけでありていただけるわけでありましてましてましてまして、、、、藤村藤村藤村藤村会長会長会長会長さんにもさんにもさんにもさんにも大変大変大変大変感謝感謝感謝感謝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しいますしいますしいますし、、、、またごまたごまたごまたご尽力尽力尽力尽力いただきましいただきましいただきましいただきましたたたた関係関係関係関係のののの皆皆皆皆さんにもさんにもさんにもさんにも深深深深くくくく敬意敬意敬意敬意をををを表表表表するするするする次第次第次第次第でありますでありますでありますであります。。。。このこのこのこの後後後後、、、、国国国国連大学連大学連大学連大学のののの安井副学長安井副学長安井副学長安井副学長ささささんのごんのごんのごんのご講演講演講演講演とかとかとかとか、、、、株式会社株式会社株式会社株式会社リコーリコーリコーリコーさんのさんのさんのさんの事例事例事例事例紹介紹介紹介紹介とかとかとかとか、、、、またまたまたまた県内県内県内県内でででで大変環境問題大変環境問題大変環境問題大変環境問題にににに一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命取取取取りりりり組組組組んでいただいているんでいただいているんでいただいているんでいただいている皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方ににににパネリストパネリストパネリストパネリストになになになになっっっっていただていただていただていただいていていていて、、、、そそそそしてしてしてしてパネルデパネルデパネルデパネルディスカッションィスカッションィスカッションィスカッションをやをやをやをやっっっっていただくということでていただくということでていただくということでていただくということで、、、、大変盛大変盛大変盛大変盛りだくさんなりだくさんなりだくさんなりだくさんなプログラムプログラムプログラムプログラムになになになになっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。皆様皆様皆様皆様、、、、大変大変大変大変おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、せせせせっっっっかくかくかくかく来来来来ていただきましたていただきましたていただきましたていただきました。。。。どうかどうかどうかどうか最後最後最後最後までいまでいまでいまでいろろろろいいいいろおろおろおろお聞聞聞聞きききき取取取取りいただいてりいただいてりいただいてりいただいて、、、、またまたまたまた参加参加参加参加していただいてしていただいてしていただいてしていただいて、、、、これをこれをこれをこれを機機機機にににに富山県富山県富山県富山県のののの環境問題環境問題環境問題環境問題、、、、地球地球地球地球温暖化対策温暖化対策温暖化対策温暖化対策のののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが一一一一層前層前層前層前進進進進しますようにしますようにしますようにしますように、、、、ひひひひとつよとつよとつよとつよろろろろしくしくしくしくおおおお願願願願いをいたしたいといをいたしたいといをいたしたいといをいたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  終終終終わりにわりにわりにわりに、、、、きょうきょうきょうきょうおおおお集集集集まりのまりのまりのまりの皆皆皆皆さんさんさんさんおおおお一一一一人人人人おおおおひひひひとりとりとりとり、、、、ますますごますますごますますごますますご健勝健勝健勝健勝でごでごでごでご発展発展発展発展いただきいただきいただきいただきますようにますようにますようにますように祈念祈念祈念祈念しましてしましてしましてしまして、、、、私私私私のごあいさつにさせていただきますのごあいさつにさせていただきますのごあいさつにさせていただきますのごあいさつにさせていただきます。。。。どうもありがとうござどうもありがとうござどうもありがとうござどうもありがとうございましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 



 3 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会長会長会長会長、、、、藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸からからからから皆様皆様皆様皆様にごあにごあにごあにごあいさつをいさつをいさつをいさつを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

 藤村会長藤村会長藤村会長藤村会長 

  ごごごご紹介紹介紹介紹介にあにあにあにあずずずずかりましたかりましたかりましたかりました藤村藤村藤村藤村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・・・・イイイインンンン・・・・富山富山富山富山のののの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、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方、、、、大変大変大変大変おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、多多多多数数数数ごごごご出席賜出席賜出席賜出席賜りましてりましてりましてりまして、、、、ありありありありがとうございますがとうございますがとうございますがとうございます。。。。そそそそしてしてしてして、、、、石井知事様石井知事様石井知事様石井知事様にはにはにはには大変大変大変大変おおおお忙忙忙忙しいとこしいとこしいとこしいところろろろごごごご出席出席出席出席いただきいただきいただきいただき、、、、ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶をいただきをいただきをいただきをいただきましてましてましてまして、、、、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。。。。ここここここここへへへへ準備準備準備準備にににに向向向向かかかかっっっってててて、、、、富山県富山県富山県富山県のののの関係関係関係関係者者者者のののの皆皆皆皆様方様方様方様方、、、、そそそそしてしてしてして国連大学国連大学国連大学国連大学のののの関係関係関係関係者者者者のののの皆様方皆様方皆様方皆様方、、、、ごごごご尽力尽力尽力尽力いただきましていただきましていただきましていただきまして、、、、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。。。。 

  富山県富山県富山県富山県といいますとといいますとといいますとといいますと、、、、私私私私、、、、ここでここでここでこ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ののののおおおお話話話話もももも実実実実はははは過去過去過去過去ににににやらせていただやらせていただやらせていただやらせていただいたいたいたいたおおおおりりりり、、、、宇奈宇奈宇奈宇奈月月月月やややや、、、、黒黒黒黒部部部部峡峡峡峡谷谷谷谷、、、、そそそそのののの辺辺辺辺もももも遊遊遊遊ばせていただいたりばせていただいたりばせていただいたりばせていただいたり、、、、非常非常非常非常にににに楽楽楽楽しいしいしいしい思思思思いがいがいがいが多多多多いわけでございますいわけでございますいわけでございますいわけでございます。。。。豊豊豊豊かさかさかさかさ日本一日本一日本一日本一というのはというのはというのはというのは富山県富山県富山県富山県、、、、これはこれはこれはこれは皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方はもうはもうはもうはもう十分十分十分十分にごにごにごにご存存存存じじじじのことでございますがのことでございますがのことでございますがのことでございますが、、、、環境環境環境環境省省省省がががが昔昔昔昔調調調調査査査査いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、富山県富山県富山県富山県ににににおおおおいてはまだいてはまだいてはまだいてはまだ毎毎毎毎年年年年なさなさなさなさっっっっているんているんているんているんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと想像想像想像想像してしてしてしておおおおりますがりますがりますがりますが、、、、豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを具体的具体的具体的具体的にににに、、、、どちらかというとどちらかというとどちらかというとどちらかというと科科科科学学学学的的的的にににに調調調調査査査査いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、日本一日本一日本一日本一だというだというだというだというデータデータデータデータがございますがございますがございますがございます。。。。 

  持続可能持続可能持続可能持続可能なななな生活生活生活生活、、、、発展発展発展発展といいますのとといいますのとといいますのとといいますのと、、、、快適性快適性快適性快適性ををををコストコストコストコストでででで割割割割っっっってててて、、、、そそそそういうういうういうういう数数数数式式式式のののの中中中中でででではははは評価評価評価評価できないできないできないできない問題問題問題問題でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、やはりやはりやはりやはり豊豊豊豊かさというのがかさというのがかさというのがかさというのが分分分分子子子子でででで、、、、そそそそしてしてしてして環境環境環境環境コストコストコストコストをををを含含含含めためためためた、、、、いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる経経経経済的済的済的済的ななななコストコストコストコストというのがというのがというのがというのが分母分母分母分母ということになるんということになるんということになるんということになるんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思いいいいますがますがますがますが、、、、そそそそういうういうういうういう意味意味意味意味でででで、、、、このこのこのこの富山県富山県富山県富山県ににににおおおおきましてはきましてはきましてはきましては、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会のののの構築構築構築構築にににに対対対対してしてしてして皆皆皆皆様方様方様方様方のののの熱意熱意熱意熱意がががが大変大変大変大変高高高高いということはいということはいということはいということは十分承十分承十分承十分承知申知申知申知申しししし上上上上げてげてげてげておおおおりますりますりますります。。。。 

  国連大学国連大学国連大学国連大学のののの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ととと申申申申しますのはしますのはしますのはしますのは、、、、リオリオリオリオのののの 92 年年年年のののの地球地球地球地球サミットサミットサミットサミット、、、、そそそそのののの世界世界世界世界的的的的ななななコンコンコンコンセセセセンサスンサスンサスンサスをををを具体的具体的具体的具体的にににに実実実実現現現現化化化化するためのするためのするためのするためのプロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクトとしとしとしとしてててて 94年年年年にこのにこのにこのにこのコンコンコンコンセセセセプトプトプトプトのののの研究研究研究研究がががが始始始始まりましまりましまりましまりましたたたた。。。。以後以後以後以後、、、、大変大変大変大変市市市市民民民民のののの皆様方皆様方皆様方皆様方、、、、企業企業企業企業のののの皆様方皆様方皆様方皆様方、、、、そそそそしてしてしてして行行行行政政政政のののの皆様方皆様方皆様方皆様方のごのごのごのご理解理解理解理解とごとごとごとご支援支援支援支援をいただきましてをいただきましてをいただきましてをいただきまして、、、、これをもこれをもこれをもこれをもっっっっとととと加加加加速速速速してしてしてして普及普及普及普及させるためにさせるためにさせるためにさせるために、、、、2000 年年年年からこからこからこからこ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というというというという組組組組織体織体織体織体ができましたができましたができましたができました。。。。学会学会学会学会、、、、そそそそれかられかられかられから企業企業企業企業、、、、そそそそしてしてしてして自自自自治治治治体体体体がががが三三三三位位位位一一一一体体体体になになになになっっっってててて国内国内国内国内、、、、そそそそしてしてしてして海外海外海外海外ででででそそそそのののの普及普及普及普及・・・・実実実実践践践践をををを促促促促進進進進するするするする活活活活動動動動をつをつをつをつづづづづけてけてけてけているということでございますいるということでございますいるということでございますいるということでございます。。。。 

  何何何何とととと言言言言いいいいましてもましてもましてもましても、、、、もうごもうごもうごもうご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、我我我我々々々々、、、、時時時時間間間間とのとのとのとの勝負勝負勝負勝負にににに入入入入っっっっているんているんているんているんじゃじゃじゃじゃないないないないでしょうでしょうでしょうでしょうかかかか。。。。私私私私はもうはもうはもうはもう年年年年寄寄寄寄りでりでりでりで、、、、あとあとあとあと、、、、まあまあまあまあ、、、、せいせいせいせいぜぜぜぜいいいい数数数数年生年生年生年生きればということになきればということになきればということになきればということになっっっってててているといるといるといると思思思思うんですけどうんですけどうんですけどうんですけど、、、、おおおお子様子様子様子様とかとかとかとか、、、、これからこれからこれからこれから生生生生まれるまれるまれるまれるおおおお子様子様子様子様、、、、このこのこのこの時代時代時代時代にはどういうこにはどういうこにはどういうこにはどういうことになるかわからないというとになるかわからないというとになるかわからないというとになるかわからないという、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに切羽詰切羽詰切羽詰切羽詰ままままっっっったたたた状態状態状態状態にににに我我我我々々々々はははは直面直面直面直面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ふふふふうにうにうにうに思思思思っっっってててておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、資源資源資源資源問題問題問題問題、、、、人人人人口口口口ががががもうもうもうもう爆発爆発爆発爆発的的的的にににに増増増増ええええてててておおおおりますしりますしりますしりますし、、、、そそそそれかられかられかられから格格格格差差差差問題問題問題問題。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは大変大変大変大変豊豊豊豊かなかなかなかな生活生活生活生活をしているわけでございますをしているわけでございますをしているわけでございますをしているわけでございますがががが、、、、世界世界世界世界のののの 80％％％％のののの人人人人々々々々はははは 20％％％％のののの富富富富でででで生活生活生活生活していらしていらしていらしていらっっっっししししゃゃゃゃるということでございますのでるということでございますのでるということでございますのでるということでございますので、、、、このこのこのこの南北南北南北南北間間間間問題問題問題問題もももも片片片片づづづづけながけながけながけながらららら、、、、資源資源資源資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇、、、、そそそそしてしてしてして環境環境環境環境のののの悪悪悪悪化化化化をををを防止防止防止防止しながらしながらしながらしながら経経経経済的済的済的済的なななな持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発展発展発展発展をしなきをしなきをしなきをしなきゃゃゃゃいいいいけないというけないというけないというけないという、、、、こういうこういうこういうこういう困難困難困難困難をををを、、、、ススススピピピピードードードード感感感感をををを持持持持っっっってててて乗乗乗乗りりりり切切切切るるるる必要必要必要必要があるわけでございまがあるわけでございまがあるわけでございまがあるわけでございますすすす。。。。 先先先先進進進進的的的的なななな富山県富山県富山県富山県ににににおおおおきましてきましてきましてきまして、、、、これはこれはこれはこれは独断独断独断独断ではございますけではございますけではございますけではございますけれれれれどどどど、、、、ぜひぜひぜひぜひ国連大学国連大学国連大学国連大学ののののゼロゼロゼロゼロエミッションエミッションエミッションエミッション富山活富山活富山活富山活動動動動ユニユニユニユニットットットットををををおおおおつくりいただいてつくりいただいてつくりいただいてつくりいただいて、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな分野分野分野分野でででで、、、、いいいいろろろろんなことをんなことをんなことをんなことを推進推進推進推進するするするするプロプロプロプロモモモモーターーターーターーター役役役役をなさをなさをなさをなさっっっっていただいてていただいてていただいてていただいて、、、、ススススピピピピードードードードをををを上上上上げてげてげてげて実実実実践践践践いただくことをいただくことをいただくことをいただくことを願願願願っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 
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  本日本日本日本日はははは、、、、そそそそういうういうういうういう意味意味意味意味でででで、、、、安井安井安井安井先先先先生生生生からのからのからのからのおおおお話話話話、、、、そそそそれかられかられかられからリコーリコーリコーリコーのののの則武則武則武則武さんのさんのさんのさんのおおおお話話話話、、、、そそそそしてしてしてしてパネラーパネラーパネラーパネラーのののの皆様方皆様方皆様方皆様方ののののおおおお考考考考ええええにににに、、、、期待期待期待期待してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。よよよよろろろろしくしくしくしくおおおお願願願願いいたしたいといいたしたいといいたしたいといいたしたいと思思思思いいいいますますますます。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、ついででついででついででついでで申申申申しわけないんですがしわけないんですがしわけないんですがしわけないんですが、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ではではではでは、、、、11 月月月月 28 日日日日にににに、、、、温暖化対策温暖化対策温暖化対策温暖化対策にににに対対対対するするするする展望展望展望展望とととと世界世界世界世界のののの先先先先進事例進事例進事例進事例ということでということでということでということでセセセセミミミミナナナナーーーーをををを開開開開くことになくことになくことになくことになっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。駐駐駐駐日英日英日英日英国大国大国大国大使使使使からはからはからはからは、、、、スターンスターンスターンスターン・・・・レビレビレビレビューューューューとととと英国英国英国英国のののの気候気候気候気候変変変変動動動動対策対策対策対策についてのごについてのごについてのごについてのご報告報告報告報告、、、、そそそそれかられかられかられからススススウェウェウェウェーデンーデンーデンーデンののののストックホルムストックホルムストックホルムストックホルムでのでのでのでの温暖化対策温暖化対策温暖化対策温暖化対策、、、、そそそそしてしてしてしてドイドイドイドイツツツツのののの自動車自動車自動車自動車会社会社会社会社 BMW のののの対応対応対応対応、、、、トトトトヨヨヨヨタタタタ自動車自動車自動車自動車のののの対応対応対応対応、、、、ジョンジョンジョンジョンソソソソンンンン&ジョンジョンジョンジョンソソソソンンンン株式会社株式会社株式会社株式会社のののの企業企業企業企業としてのとしてのとしてのとしての対応対応対応対応、、、、そそそそれかられかられかられから松下松下松下松下電器電器電器電器のののの、、、、燃燃燃燃料料料料電池電池電池電池にににに対対対対するするするする開開開開発発発発、、、、家庭家庭家庭家庭のののの CO2 対策対策対策対策等等等等々々々々ののののおおおお話話話話をいただくことになをいただくことになをいただくことになをいただくことになっっっってててておおおおりりりりますますますます。。。。ぜひぜひぜひぜひごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただければありがたいとだければありがたいとだければありがたいとだければありがたいと思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくしくしくしくおおお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。。。。 

  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 

  このこのこのこの後後後後、、、、基調講演基調講演基調講演基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存存存存じじじじますがますがますがますが、、、、石井知事石井知事石井知事石井知事にはにはにはには、、、、このこのこのこの後別後別後別後別のののの用務用務用務用務がございまがございまがございまがございますのですのですのですので、、、、ここでここでここでここで退席退席退席退席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。。。。 （（（（石井知事石井知事石井知事石井知事退席退席退席退席）））） 

 司会司会司会司会     そそそそれではれではれではれでは、、、、スススステテテテージージージージのののの準備準備準備準備ができますまでができますまでができますまでができますまで、、、、ここでこのここでこのここでこのここでこの後後後後のののの予定予定予定予定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いたしいたしいたしいたしますますますます。。。。 

  このこのこのこの後後後後、、、、国際連合大学副学長国際連合大学副学長国際連合大学副学長国際連合大学副学長のののの安井安井安井安井先先先先生生生生によりますによりますによりますによります基調講演基調講演基調講演基調講演、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、株式会社株式会社株式会社株式会社リリリリコーコーコーコーのののの則武則武則武則武様様様様からからからから事例紹介事例紹介事例紹介事例紹介をしていただきますをしていただきますをしていただきますをしていただきます。。。。最後最後最後最後にににに、、、、県民県民県民県民、、、、事事事事業業業業者者者者、、、、行行行行政政政政のののの連連連連携携携携したしたしたした
3R のののの推進推進推進推進についてについてについてについて討論討論討論討論をしていただきますをしていただきますをしていただきますをしていただきます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うこととしてうこととしてうこととしてうこととしておおおおりますりますりますります。。。。フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムのののの終終終終了了了了予定予定予定予定時時時時刻刻刻刻はははは 16 時時時時をををを予定予定予定予定してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。 

  そそそそれではれではれではれでは、、、、準備準備準備準備がががが整整整整いますまでいますまでいますまでいますまで、、、、しばらくしばらくしばらくしばらく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。。。。 

 



 5 

基調講演基調講演基調講演基調講演 

 司会司会司会司会 

  そそそそれではれではれではれでは、、、、基調講演基調講演基調講演基調講演をををを始始始始めさせていただきますめさせていただきますめさせていただきますめさせていただきます。。。。講講講講師師師師はははは、、、、国際連合大学副学長国際連合大学副学長国際連合大学副学長国際連合大学副学長のののの安井至安井至安井至安井至先先先先生生生生ですですですです。。。。 

  安井安井安井安井先先先先生生生生はははは、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学のののの副学長副学長副学長副学長をををを務務務務めていらめていらめていらめていらっっっっししししゃゃゃゃるるるるほほほほかかかか、、、、日本日本日本日本 LCA 学会副会長学会副会長学会副会長学会副会長ななななどどどど多方多方多方多方面面面面でごでごでごでご活活活活躍躍躍躍していらしていらしていらしていらっっっっししししゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。おおおお手手手手元元元元のののの資資資資料料料料にもにもにもにもプロフィールプロフィールプロフィールプロフィールをををを載載載載せてせてせてせておおおおりまりまりまりますのですのですのですので、、、、ごらんいただきごらんいただきごらんいただきごらんいただきたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  本日本日本日本日のごのごのごのご講演講演講演講演ののののテテテテーマーマーマーマはははは、「、「、「、「3R 推進推進推進推進によるによるによるによる循環型循環型循環型循環型ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会のののの形成形成形成形成」」」」ですですですです。。。。そそそそれではれではれではれでは、、、、安井安井安井安井先先先先生生生生、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくしくしくしくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 安井副学長安井副学長安井副学長安井副学長 

  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。。。。ごごごご紹介紹介紹介紹介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。。。。 

  時時時時間間間間もももも限限限限られてられてられてられておおおおりますのでりますのでりますのでりますので、、、、本題本題本題本題にににに参参参参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、、、、きょうのきょうのきょうのきょうの講演講演講演講演のののの 1 つのつのつのつのねねねねらいはらいはらいはらいは、、、、これこれこれこれ、、、、富山県富山県富山県富山県とととと国連大学国連大学国連大学国連大学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のののの主主主主催催催催でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、日本日本日本日本のののの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もののというもののというもののというものの過去過去過去過去のののの歴史歴史歴史歴史とととと、、、、これからこれからこれからこれから先先先先どうなるのかなというどうなるのかなというどうなるのかなというどうなるのかなという話話話話をさせていただこうというわけでございますをさせていただこうというわけでございますをさせていただこうというわけでございますをさせていただこうというわけでございます。。。。 

  そそそそのののの前前前前にににに、、、、ちょちょちょちょっっっっとととと一一一一言言言言だけだけだけだけ、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ののののごごごご紹介紹介紹介紹介をさせていただこうとをさせていただこうとをさせていただこうとをさせていただこうと思思思思いますいますいますいます。。。。今知今知今知今知事事事事にもごにもごにもごにもご紹介紹介紹介紹介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がががが、「、「、「、「国連大学国連大学国連大学国連大学はどのはどのはどのはどのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの学生学生学生学生がいるんですかがいるんですかがいるんですかがいるんですか」。「」。「」。「」。「おおおおりまりまりまりませんせんせんせん」」」」というというというという話話話話をしてをしてをしてをしておおおおりましたりましたりましたりました。「。「。「。「どのどのどのどのぐぐぐぐらいらいらいらい教授教授教授教授がいるんですかがいるんですかがいるんですかがいるんですか」。「」。「」。「」。「おおおおりませんりませんりませんりません」。」。」。」。国国国国連大学連大学連大学連大学といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、大学大学大学大学というというというという名名名名のののの研究機研究機研究機研究機関関関関ですですですです。。。。1975 年年年年にににに日本日本日本日本にににに本部本部本部本部をつくをつくをつくをつくっっっってててて設立設立設立設立されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、今世界今世界今世界今世界じじじじゅゅゅゅうにうにうにうに 14 カカカカ所所所所ほほほほどのどのどのどの研究研究研究研究・・・・研研研研修修修修セセセセンターンターンターンターというのというのというのというのをををを持持持持っっっってててておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、東京東京東京東京のののの活活活活動動動動はははは全全全全体体体体のののの 2 割割割割ぐぐぐぐらいだとらいだとらいだとらいだと思思思思いますいますいますいます。。。。そそそそれれれれじゃじゃじゃじゃ、、、、東京東京東京東京でででで何何何何ををををややややっっっっているのかといいますとているのかといいますとているのかといいますとているのかといいますと、、、、統治統治統治統治とととと平和平和平和平和のののの研究研究研究研究とととと環境環境環境環境のののの研究研究研究研究ををををややややっっっっているとているとているとていると主張主張主張主張してしてしてしておおおおりりりりまままますすすす。。。。私私私私はははは今今今今、、、、環境環境環境環境とととと持続可能持続可能持続可能持続可能なななな開開開開発発発発プログラムプログラムプログラムプログラムというものをというものをというものをというものを担当担当担当担当しているしているしているしている副学長副学長副学長副学長でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、このこのこのこの分野分野分野分野でででで一一一一体何体何体何体何をどのようにすをどのようにすをどのようにすをどのようにすべべべべきかというものをきかというものをきかというものをきかというものを研研研研究究究究しししし、、、、あるあるあるある程度程度程度程度実実実実践践践践しししし、、、、そそそそしてしてしてして、、、、うまくいけばうまくいけばうまくいけばうまくいけばそそそそれをれをれをれをほほほほかのとこかのとこかのとこかのところろろろにににに伝達伝達伝達伝達していくしていくしていくしていく、、、、そそそそんんんんなことをやなことをやなことをやなことをやっっっっているわけでございますているわけでございますているわけでございますているわけでございます。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたようにしましたようにしましたようにしましたように、、、、きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、日本日本日本日本ににににおおおおけるけるけるける 3R のののの流流流流れれれれ、、、、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流流流流れれれれみたいなものをみたいなものをみたいなものをみたいなものを少少少少しししし振振振振りりりり返返返返りながらりながらりながらりながら、、、、今今今今後後後後どんなどんなどんなどんな方方方方向向向向にににに行行行行くのかなということをくのかなということをくのかなということをくのかなということを考考考考ええええてみてみてみてみようといようといようといようということでございますうことでございますうことでございますうことでございます。。。。 

  ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、容容容容器器器器包装包装包装包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法がががが日本日本日本日本のののの 3R をををを引引引引っっっっ張張張張っっっってきたとてきたとてきたとてきたと言言言言ええええるとるとるとると思思思思いまいまいまいますすすす。。。。95 年年年年にににに成成成成立立立立してしてしてして、、、、97 年年年年にににに一部一部一部一部施施施施行行行行されてされてされてされて、、、、2000 年年年年からからからから完全施完全施完全施完全施行行行行というというというという形形形形でございますでございますでございますでございます。。。。
2000 年年年年にはにはにはには、、、、容容容容器器器器包装包装包装包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法をををを追追追追いかけるいかけるいかけるいかける形形形形でででで、、、、普普普普通通通通だとだとだとだと、、、、基本基本基本基本法法法法というのがというのがというのがというのが先先先先ににににできてできてできてできて、、、、そそそそれでれでれでれで個個個個別別別別法法法法ができるんですがができるんですがができるんですがができるんですが、、、、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逆逆逆逆でででで、、、、個個個個別別別別法法法法のののの容容容容リリリリ法法法法がががが先先先先にでにでにでにできてきてきてきて、、、、基本基本基本基本法法法法がががが後後後後をををを追追追追いかけたといういかけたといういかけたといういかけたという形形形形になになになになっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 そそそそのときののときののときののときの主主主主たるたるたるたる考考考考ええええ方方方方でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、一応一応一応一応、、、、容容容容リリリリ法法法法ができていたものですからができていたものですからができていたものですからができていたものですから、、、、リサリサリサリサイクルイクルイクルイクルはははは重重重重要要要要だとだとだとだと。。。。ただしただしただしただし、、、、基本基本基本基本法法法法としてはとしてはとしてはとしては、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの上上上上ににににリリリリユユユユースースースースをををを置置置置きききき、、、、そそそそのさのさのさのさらにらにらにらに上上上上位位位位ににににリデュースリデュースリデュースリデュースというものをというものをというものをというものを置置置置くということをくということをくということをくということを 2000 年年年年にににに述述述述べべべべてててておおおおりますりますりますります。。。。そそそそののののリデリデリデリデュースュースュースュースというのはというのはというのはというのは一一一一体何体何体何体何かといいますとかといいますとかといいますとかといいますと、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを削減削減削減削減するするするする、、、、出出出出さないということさないということさないということさないということですですですです。。。。リリリリユユユユースースースース、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち二二二二度度度度、、、、三三三三度度度度使使使使っっっっていくものはていくものはていくものはていくものは使使使使おおおおううううじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、まあまあまあまあ、、、、



 6 

ややややむむむむをををを得得得得ずずずず使使使使ええええなくななくななくななくなっっっってしまてしまてしまてしまっっっったものはたものはたものはたものは、、、、再度材再度材再度材再度材料料料料としてとしてとしてとして、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは原原原原料料料料としてとしてとしてとして、、、、あるあるあるあるいはいはいはいはエネルエネルエネルエネルギギギギーーーー源源源源としてとしてとしてとして利用利用利用利用しようということでありましたしようということでありましたしようということでありましたしようということでありました。。。。 そそそそれでれでれでれで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろとととと動動動動いてきたわけでありますがいてきたわけでありますがいてきたわけでありますがいてきたわけでありますが、、、、今今今今、、、、実実実実はははは富山富山富山富山のののの状状状状況況況況をををを私私私私はよくはよくはよくはよく知知知知ららららないんですけないんですけないんですけないんですけれれれれどどどど、、、、そそそそのののの先先先先達達達達であであであであっっっったたたた容容容容リリリリ法法法法はははは結結結結構構構構問題問題問題問題があるがあるがあるがある法律法律法律法律でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、いまいまいまいまだにうまくだにうまくだにうまくだにうまく動動動動いているのかいているのかいているのかいているのか、、、、とととと言言言言われるとわれるとわれるとわれると、、、、まあまあまあまあ、、、、環境環境環境環境省省省省とととと経経経経産産産産省省省省にはにはにはには申申申申しわけないけしわけないけしわけないけしわけないけれれれれどどどど、、、、もうもうもうもう少少少少しししし根根根根本本本本的的的的にににに考考考考ええええ直直直直さないとだめさないとだめさないとだめさないとだめじゃじゃじゃじゃないのないのないのないの、、、、なんていうことをなんていうことをなんていうことをなんていうことをぶぶぶぶつつつつぶぶぶぶつとつとつとつと言言言言っっっっているわけでありますているわけでありますているわけでありますているわけであります。。。。 そそそそのののの根根根根本本本本的的的的なとこなとこなとこなところろろろはははは一一一一体何体何体何体何かといいますとかといいますとかといいますとかといいますと、、、、ややややっぱっぱっぱっぱりりりりリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルとととと言言言言いながらいながらいながらいながら、、、、ママママテテテテリアルリサイクルリアルリサイクルリアルリサイクルリアルリサイクルというというというという、、、、かなりかなりかなりかなり苦苦苦苦しいことをやしいことをやしいことをやしいことをやっっっっているというのがているというのがているというのがているというのが 1 つつつつ。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、ああああとととと、、、、ケケケケミカルリサイクルミカルリサイクルミカルリサイクルミカルリサイクルとととと言言言言いながらいながらいながらいながら、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックックのののの場合場合場合場合にににに燃燃燃燃料化料化料化料化してしてしてして燃燃燃燃やすのとやすのとやすのとやすのとそそそそれれれれほほほほどどどど違違違違わないことをやわないことをやわないことをやわないことをやっっっっているというているというているというているという、、、、ちょちょちょちょっっっっとととと根根根根本本本本的的的的なとこなとこなとこなところろろろがががが問題問題問題問題であであであでありますりますりますります。。。。ももももっっっっとさらにとさらにとさらにとさらに具体的具体的具体的具体的にににに言言言言いますといますといますといますと、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックックのののの材材材材料料料料リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、これはこれはこれはこれは札束札束札束札束をつけてをつけてをつけてをつけてリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルををををおおおお願願願願いするわけですいするわけですいするわけですいするわけですよよよよねねねね。。。。そそそそのときにのときにのときにのときに、、、、1 トントントントン当当当当たりたりたりたり 10万万万万円円円円というというというという札束札束札束札束をつけてをつけてをつけてをつけてリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルををををおおおお願願願願いしているというようないしているというようないしているというようないしているというような状態状態状態状態になになになになっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。大大大大体体体体、、、、そそそそももももそそそそももももプラスプラスプラスプラスチチチチックックックックっっっってどのてどのてどのてどのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの値段値段値段値段のものかのものかのものかのものか、、、、ごごごご存存存存じじじじですよですよですよですよねねねね。。。。普普普普通通通通、、、、1キキキキログラムログラムログラムログラム
100円円円円とかいとかいとかいとかいっっっったたたたオーオーオーオーダダダダーーーーなわけですなわけですなわけですなわけです。。。。1 トントントントン当当当当たりたりたりたり幾幾幾幾らですからですからですからですか。。。。10万万万万円円円円なんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。だかだかだかだからららら、、、、結局新結局新結局新結局新しいものをつしいものをつしいものをつしいものをつくれるくれるくれるくれるぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの値段値段値段値段のののの処処処処理費理費理費理費をかけてをかけてをかけてをかけてリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルをやをやをやをやっっっっているとているとているとているというのがいうのがいうのがいうのが 1 つのつのつのつの問題問題問題問題点点点点でででで、、、、これがこれがこれがこれがほほほほんとうにいいのかどうかというのがんとうにいいのかどうかというのがんとうにいいのかどうかというのがんとうにいいのかどうかというのが非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題ですですですです。。。。 うまくいうまくいうまくいうまくいっっっったのはたのはたのはたの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でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、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、、、、最初最初最初最初 8 万万万万円円円円もつけてもつけてもつけてもつけてリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルををををややややっっっっていたんですがていたんですがていたんですがていたんですが、、、、今今今今、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、17 年年年年度度度度でまだこれだけのでまだこれだけのでまだこれだけのでまだこれだけの値段値段値段値段になになになになっっっっていますがていますがていますがていますが、、、、18 年年年年度度度度以以以以降降降降、、、、とうとうとうとうとうとうとうとうプラスプラスプラスプラスのののの価価価価値値値値をををを持持持持つつつつ、、、、要要要要するにするにするにするに集集集集めてくればめてくればめてくればめてくればおおおお金金金金にににになるというものにななるというものにななるというものにななるというものになっっっったんですたんですたんですたんですねねねね。。。。そそそそこまでこまでこまでこま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をををを育育育育てたのはてたのはてたのはてたのは偉偉偉偉いかもしれないいかもしれないいかもしれないいかもしれないけれどけれどけれどけれど、、、、こちらがまだこちらがまだこちらがまだこちらがまだ将将将将来来来来どうなるかなというよどうなるかなというよどうなるかなというよどうなるかなというようなとこうなとこうなとこうなところろろろはまだありますはまだありますはまだありますはまだあります。。。。 昨昨昨昨年年年年のののの 2 月月月月にににに、、、、これはこれはこれはこれは最終最終最終最終案案案案ですがですがですがですが、、、、改改改改正容正容正容正容器器器器包装包装包装包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法のののの最終最終最終最終案案案案ができてができてができてができて、、、、昨昨昨昨年年年年のののの 4 月月月月からからからから施施施施行行行行されていてされていてされていてされていて、、、、今年今年今年今年からからからから完全施完全施完全施完全施行行行行になになになになっっっっているということなんですがているということなんですがているということなんですがているということなんですが、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろとまだとまだとまだとまだ、、、、あとあとあとあと多多多多分分分分 2 回回回回ぐぐぐぐらいらいらいらい改改改改正正正正されないとうまくいかないかなというされないとうまくいかないかなというされないとうまくいかないかなというされないとうまくいかないかなという気気気気がいたしがいたしがいたしがいたしますがますがますがますが、、、、少少少少しししし改改改改善善善善はされてきてはされてきてはされてきてはされてきておおおおりますりますりますります。。。。今今今今までまでまでまで、、、、燃燃燃燃やすということにやすということにやすということにやすということに対対対対してしてしてして非常非常非常非常にににに抵抗抵抗抵抗抵抗感感感感があがあがあがあっっっってててて、、、、特特特特ににににダダダダイオイオイオイオキキキキシンシンシンシン以来以来以来以来、、、、まあまあまあまあ、、、、ももももっっっっともともともとも、、、、世界世界世界世界じじじじゅゅゅゅううううそそそそうなんですうなんですうなんですうなんですねねねね。。。。今今今今、、、、焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉がちがちがちがちゃゃゃゃんとんとんとんと動動動動いていていていて、、、、ちちちちゃゃゃゃんとつくれるんとつくれるんとつくれるんとつくれる国国国国というのはというのはというのはというのは世界世界世界世界でででで日本日本日本日本ぐぐぐぐらいにならいにならいにならいになっっっってしまてしまてしまてしまっっっっていていていていてててて、、、、例例例例ええええばばばば、、、、韓韓韓韓国国国国もももも焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉ははははほほほほとんどつくれませんしとんどつくれませんしとんどつくれませんしとんどつくれませんし、、、、フィリフィリフィリフィリピピピピンンンンもつくれないしもつくれないしもつくれないしもつくれないし、、、、というというというという状状状状況況況況になになになになっっっっていますていますていますていますねねねね。。。。燃燃燃燃料化料化料化料化、、、、まあまあまあまあ、、、、こんなことはとんでもないというのがこんなことはとんでもないというのがこんなことはとんでもないというのがこんなことはとんでもないというのが世界世界世界世界のののの状状状状況況況況なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、日本日本日本日本はははは燃燃燃燃やすやすやすやす技術技術技術技術があるからということでがあるからということでがあるからということでがあるからということで燃燃燃燃やしていこうとやしていこうとやしていこうとやしていこうと。。。。現現現現実実実実ににににははははそそそそれれれれほほほほどどどど問題問題問題問題はははは出出出出ていないというのはごていないというのはごていないというのはごていないというのはご存存存存じじじじのとのとのとのとおおおおりでございますがりでございますがりでございますがりでございますが、、、、そそそそういうようなういうようなういうようなういうような状状状状況況況況になになになになっっっってきているというわけでてきているというわけでてきているというわけでてきているというわけで、、、、若干若干若干若干まだまだまだまだ問題問題問題問題がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろありますありますありますあります。。。。 今今今今、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、東京都東京都東京都東京都のののの恥恥恥恥さらしなんですけれどもさらしなんですけれどもさらしなんですけれどもさらしなんですけれども、、、、東京都東京都東京都東京都というのはというのはというのはというのは、、、、長長長長々々々々とととと、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックックはははは「「「「不不不不燃燃燃燃ごみごみごみごみ」」」」といといといといっっっってててて燃燃燃燃やせないごみやせないごみやせないごみやせないごみ、、、、燃燃燃燃やさないごみやさないごみやさないごみやさないごみ、、、、微妙微妙微妙微妙なななな表表表表現現現現のののの違違違違いですけどいですけどいですけどいですけど、、、、どどどどっっっっちだちだちだちだっっっったんですかたんですかたんですかたんですかねねねね。。。。昔昔昔昔はははは燃燃燃燃やせないごみだやせないごみだやせないごみだやせないごみだっっっったんですがたんですがたんですがたんですが、、、、最最最最近近近近はははは燃燃燃燃ややややさないごみとしてさないごみとしてさないごみとしてさないごみとして不不不不燃燃燃燃ごみとしてごみとしてごみとしてごみとして処処処処理理理理されてされてされてされておおおおりましたりましたりましたりました。。。。とことことこところろろろがががが、、、、容容容容リリリリ法法法法でもでもでもでもっっっっててててリサリサリサリサイクルイクルイクルイクルをするをするをするをする、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルととととトトトトレレレレーーーーはははは別別別別なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、そそそそのののの他他他他ののののプラスプラスプラスプラスチチチチックックックックをどうをどうをどうをどうリサリサリサリサイクルイクルイクルイクルするのかなということにするのかなということにするのかなということにするのかなということに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、ややややっっっっととととモモモモデルデルデルデル地地地地域域域域というとこというとこというとこというところろろろでででで実実実実験験験験がががが始始始始
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ままままっっっったのがたのがたのがたのが東京都東京都東京都東京都でありますでありますでありますであります。。。。 何何何何をををを今今今今ややややっっっっているかといいますとているかといいますとているかといいますとているかといいますと、、、、ごごごご存存存存じじじじのとのとのとのとおおおおりりりり、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんのおおおお買買買買いになるいになるいになるいになる容容容容器器器器包装包装包装包装ににににはこういうはこういうはこういうはこういうプラマークプラマークプラマークプラマークがついていたりがついていたりがついていたりがついていたり、、、、紙紙紙紙マークマークマークマークがついてがついてがついてがついていたりいたりいたりいたり、、、、場合場合場合場合によるとによるとによるとによるとペペペペットマットマットマットマークークークーク、、、、こんなこんなこんなこんなマークマークマークマークがついていますよがついていますよがついていますよがついていますよねねねね。。。。今東京都今東京都今東京都今東京都がやがやがやがやろろろろうとしているのはうとしているのはうとしているのはうとしているのは、、、、このこのこのこのプラマプラマプラマプラマークークークークがついているがついているがついているがついている容容容容器器器器包装包装包装包装をををを集集集集めめめめてててて、、、、そそそそれをれをれをれをリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルしてみようということをやしてみようということをやしてみようということをやしてみようということをやっっっっとととと始始始始めましためましためましためました。。。。とことことこところろろろがががが、、、、実際実際実際実際にににに集集集集ままままっっっってくるとこんなてくるとこんなてくるとこんなてくるとこんな状状状状況況況況なんですよなんですよなんですよなんですよねねねね。。。。ぐぐぐぐちちちちゃぐゃぐゃぐゃぐちちちちゃゃゃゃとととと。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、食食食食べべべべ物物物物のかすだらけというようなのかすだらけというようなのかすだらけというようなのかすだらけというような状状状状況況況況になになになになっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。これをこれをこれをこれを今今今今、、、、都都都都心心心心のののの中中中中心心心心区区区区、、、、例例例例ええええばばばば、、、、港区港区港区港区であるとかであるとかであるとかであるとか千千千千代田代田代田代田区区区区というのはというのはというのはというのは、、、、住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる方方方方がががが比比比比較較較較的的的的少少少少なくなくなくなく、、、、企業企業企業企業ばばばばっっっっかりしかありませんからかりしかありませんからかりしかありませんからかりしかありませんから、、、、すごくすごくすごくすごく豊豊豊豊かなかなかなかな区区区区なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、そそそそういうとこういうとこういうとこういうところろろろはははは、、、、住住住住民民民民サーサーサーサービビビビススススととととしてしてしてして、「、「、「、「何何何何でもでもでもでもおおおお出出出出しくださいしくださいしくださいしください。。。。このままでもこのままでもこのままでもこのままでも結結結結構構構構ですですですです。。。。区区区区がががが洗洗洗洗っっっってててて、、、、きれいにしてきれいにしてきれいにしてきれいにして、、、、あとはあとはあとはあとはリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルしますしますしますします」」」」とととと言言言言っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。大田大田大田大田区区区区みたいなみたいなみたいなみたいな区区区区はははは、、、、もともともともともともともともとプラスプラスプラスプラスチチチチッッッッククククのののの処処処処理理理理場場場場があがあがあがあっっっったりしてたりしてたりしてたりして、、、、そそそそういうとこういうとこういうとこういうところろろろはははは、「、「、「、「えっえっえっえっ、、、、こういうものはこういうものはこういうものはこういうものは全全全全部部部部燃燃燃燃やしますよやしますよやしますよやしますよ。。。。燃燃燃燃やすやすやすやす以外以外以外以外ないですよないですよないですよないですよ」」」」とととと言言言言っっっってててて、、、、ですからですからですからですから、、、、可燃可燃可燃可燃ごみとしてごみとしてごみとしてごみとして出出出出してくださいとしてくださいとしてくださいとしてくださいと。。。。今今今今までまでまでまで燃燃燃燃やせないはやせないはやせないはやせないはずずずずだだだだっっっったたたたプラスプラスプラスプラスチチチチックックックックがががが突然突然突然突然燃燃燃燃やせることになやせることになやせることになやせることになっっっってててて、、、、そそそそういうういうういうういう状状状状況況況況になになになになっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 私私私私はははは今今今今、、、、目黒目黒目黒目黒区区区区というとこというとこというとこというところろろろのごみのごみのごみのごみ減減減減量量量量等等等等推進推進推進推進何何何何とかとかとかとか審審審審議会議会議会議会のののの会長会長会長会長というのをやというのをやというのをやというのをやっっっってててておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、困困困困っっっってててて、、、、結結結結局局局局今今今今編編編編みみみみ出出出出したのがしたのがしたのがしたのが何何何何かといいますとかといいますとかといいますとかといいますと、「、「、「、「水水水水でさでさでさでさっっっっとととと洗洗洗洗っっっってきれいにてきれいにてきれいにてきれいにななななっっっったらたらたらたらリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルしましょうしましょうしましょうしましょう」。」。」。」。どれがどれがどれがどれが洗洗洗洗っっっってきれいになるんですかてきれいになるんですかてきれいになるんですかてきれいになるんですかねねねね。。。。もしもだめもしもだめもしもだめもしもだめそそそそううううだだだだっっっったらたらたらたら無無無無理理理理しないでいいですしないでいいですしないでいいですしないでいいです、、、、燃燃燃燃やしましょうやしましょうやしましょうやしましょう、、、、ということでということでということでということで、、、、今方今方今方今方向性向性向性向性をとをとをとをとろろろろうとしうとしうとしうとしていますていますていますています。。。。何何何何ででででそそそそんなことをしなきんなことをしなきんなことをしなきんなことをしなきゃゃゃゃいけないのかといいますといけないのかといいますといけないのかといいますといけないのかといいますと、、、、そそそそももももそそそそももももマークマークマークマークがががが悪悪悪悪いいいいんですんですんですんですねねねね。。。。このこのこのこのマークマークマークマークがついているとがついているとがついているとがついていると、、、、これこれこれこれ、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルできるようなできるようなできるようなできるようなマークマークマークマークになになになになっっっっていていていていますがますがますがますが、、、、これはこれはこれはこれは実実実実をををを言言言言うとうとうとうと「「「「リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルできるできるできるできる」」」」ということをということをということをということを示示示示しているものではありましているものではありましているものではありましているものではありませんせんせんせん。。。。これはこれはこれはこれは、、、、これをつくこれをつくこれをつくこれをつくっっっったたたた、、、、あるいはこのあるいはこのあるいはこのあるいはこの容容容容器器器器包包包包装装装装をををを使使使使っっっっているているているているメメメメーカーーカーーカーーカーがががが容容容容リリリリ法法法法のののの枠枠枠枠組組組組みにみにみにみに基基基基づづづづいていていていておおおお金金金金をををを払払払払いますよいますよいますよいますよ、、、、というというというという意意意意思表思表思表思表明明明明にすにすにすにすぎぎぎぎませんませんませんません。。。。おおおお金金金金をををを払払払払いますよといますよといますよといますよといういういういう意意意意思思思思のののの表表表表明明明明とととと、、、、そそそそれがれがれがれがリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルにににに適適適適しているものですということはしているものですということはしているものですということはしているものですということは全全全全くくくく違違違違っっっったたたた話話話話でででですすすす。。。。 例例例例ええええばばばば、、、、このこのこのこの次次次次にににに出出出出てまいりますてまいりますてまいりますてまいります、、、、ここにありますここにありますここにありますここにありますママママヨヨヨヨネーネーネーネーズズズズのこののこののこののこのチチチチューューューューブブブブですけですけですけですけれれれれどどどど、、、、このこのこのこのママママヨヨヨヨネーネーネーネーズズズズののののチチチチューューューューブブブブというのはというのはというのはというのは、、、、洗洗洗洗っっっってきれいになればてきれいになればてきれいになればてきれいになればリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルできるとできるとできるとできると皆皆皆皆さんさんさんさんおおおお考考考考ええええでしょうがでしょうがでしょうがでしょうが、、、、実実実実をををを言言言言うとこれうとこれうとこれうとこれ、、、、3層構層構層構層構造造造造になになになになっっっっていますていますていますています。。。。3種類種類種類種類のののの違違違違っっっったたたたプラスプラスプラスプラスチチチチックックックックのののの張張張張りりりり合合合合わせになわせになわせになわせになっっっっていますていますていますています。。。。これをこれをこれをこれをリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルするのはするのはするのはするのは、、、、現状現状現状現状だとだとだとだと極極極極めてめてめてめて難難難難しいしいしいしいですですですですねねねね。。。。特特特特ににににママママテテテテリアルリアルリアルリアルというというというという状状状状況況況況、、、、材材材材料料料料のままのままのままのまま回回回回すのはすのはすのはすのはほほほほとんどとんどとんどとんど不不不不可能可能可能可能ですですですです。。。。そそそそういうういうういうういう、、、、材材材材料料料料そそそそれれれれぞぞぞぞれについてれについてれについてれについてそそそそういうういうういうういう状状状状況況況況があるにもかかわらがあるにもかかわらがあるにもかかわらがあるにもかかわらずずずず、、、、今今今今はははは、、、、おおおお金金金金をををを払払払払うううう意意意意思思思思があるがあるがあるがあるマークマークマークマーク＝＝＝＝リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルできるというできるというできるというできるという、、、、そそそそういうういうういうういうマークマークマークマークだとだとだとだと読読読読みみみみ直直直直してしてしてしてリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルしちしちしちしちゃおゃおゃおゃおううううとととと、、、、こういうことをこういうことをこういうことをこういうことを今今今今ややややっっっっているんですているんですているんですているんですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、まあまあまあまあ、、、、ははははっっっっきりきりきりきり言言言言っっっってててて、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだ
――リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルというものにというものにというものにというものに我我我我々々々々がががが取取取取りりりり組組組組んだのはんだのはんだのはんだのは 97 年年年年、、、、ややややっっっっとととと 10 年年年年。。。。まあまあまあまあ、、、、あとあとあとあと 10 年年年年、、、、
20 年年年年ぐぐぐぐらいかかるんらいかかるんらいかかるんらいかかるんじゃじゃじゃじゃないですかないですかないですかないですかねねねね、、、、完全完全完全完全ななななリサイクルシスリサイクルシスリサイクルシスリサイクルシステテテテムムムムにいくにはにいくにはにいくにはにいくには。。。。そそそそういうういうういうういうようなようなようなような状状状状況況況況でありでありでありでありますますますます。。。。 水水水水でさでさでさでさっっっっとととと洗洗洗洗っっっっててててリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルというのはというのはというのはというのは、、、、集集集集まるまるまるまる量量量量はははは中間中間中間中間になりますになりますになりますになります。。。。焼却量焼却量焼却量焼却量もももも今今今今よりよりよりより増増増増ええええますますますます。。。。ただしただしただしただし、、、、非常非常非常非常にににに重重重重要要要要なことはなことはなことはなことは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、容容容容器器器器包装包装包装包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法にのにのにのにのっっっっととととっっっっててててリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルをををを我我我我々々々々がやりますとがやりますとがやりますとがやりますと、、、、そそそそのののの容容容容器器器器をををを使使使使っっっっているているているているメメメメーカーーカーーカーーカーははははそそそそれにれにれにれに対対対対してしてしてしてリサイリサイリサイリサイクルクルクルクル費用費用費用費用というのをというのをというのをというのを負負負負担担担担することになりますすることになりますすることになりますすることになります。。。。そそそそれがれがれがれがメメメメーカーーカーーカーーカーにとにとにとにとっっっってててて財財財財政政政政的的的的にににに厳厳厳厳しいとしいとしいとしいと
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いうことであればいうことであればいうことであればいうことであれば、、、、そそそそれはれはれはれは、、、、メメメメーカーーカーーカーーカーははははそそそそれをいかにれをいかにれをいかにれをいかに薄薄薄薄くしようかとかくしようかとかくしようかとかくしようかとか、、、、いかにいかにいかにいかに使使使使うのをうのをうのをうのを減減減減ららららそそそそうかとかうかとかうかとかうかとか、、、、そそそそういうういうういうういう減減減減量量量量するするするする気気気気になりますになりますになりますになります。。。。全全全全部部部部燃燃燃燃やしちやしちやしちやしちゃえゃえゃえゃえとととと言言言言っっっってててて燃燃燃燃やしちやしちやしちやしちゃゃゃゃいますといますといますといますと、、、、メメメメーカーーカーーカーーカーはははは何何何何のののの痛痛痛痛みもなくなみもなくなみもなくなみもなくなっっっっちちちちゃゃゃゃうんですうんですうんですうんですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、そそそそこがつらいとここがつらいとここがつらいとここがつらいところろろろなんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。全量回全量回全量回全量回せばいいんですけどせばいいんですけどせばいいんですけどせばいいんですけど、、、、そそそそれはまたやりれはまたやりれはまたやりれはまたやり過過過過ぎぎぎぎでででで、、、、ななななぜぜぜぜかといいますとかといいますとかといいますとかといいますと、、、、例例例例ええええばばばば、、、、こういうのをこういうのをこういうのをこういうのを LCA とととと言言言言いますけどいますけどいますけどいますけど、、、、例例例例ええええばばばば、、、、1 グラムグラムグラムグラムののののプラスプラスプラスプラスチチチチックックックックののののフィルムフィルムフィルムフィルム、、、、大大大大体体体体ぺぺぺぺららららぺぺぺぺらのらのらのらのポポポポリエリエリエリエチレチレチレチレンンンンののののフィルムフィルムフィルムフィルムだとだとだとだと 30セセセセンンンンチチチチ×10セセセセンンンンチチチチぐぐぐぐらいですらいですらいですらいです。。。。ラップラップラップラップですですですですとととと、、、、30 セセセセンンンンチチチチ×20 セセセセンンンンチチチチぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで 1 グラムグラムグラムグラムですですですです。。。。これをこれをこれをこれを 1 リットルリットルリットルリットルぐぐぐぐららららいのいのいのいのおおおお湯湯湯湯でででで洗洗洗洗いまいまいまいますとすとすとすと、、、、大大大大体体体体そそそそののののおおおお湯湯湯湯をををを得得得得るためにどうせるためにどうせるためにどうせるためにどうせ石石石石油油油油かかかかガガガガススススがががが要要要要りますよりますよりますよりますよねねねね。。。。そそそそれでれでれでれで出出出出てくるてくるてくるてくる石石石石油油油油だといたしますとだといたしますとだといたしますとだといたしますと 4 グラムグラムグラムグラムぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの石石石石油油油油をををを燃燃燃燃やしやしやしやしていることにていることにていることにていることに相当相当相当相当するんですするんですするんですするんです。。。。このこのこのこの 4 ググググラムラムラムラムというのはというのはというのはというのは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、1 グラムグラムグラムグラム、、、、これをつくるのにこれをつくるのにこれをつくるのにこれをつくるのに使使使使うううう石石石石油油油油はははは大大大大体体体体 1.3 ないしないしないしないし 1.4グラムグラムグラムグラムでできちでできちでできちでできちゃゃゃゃうんですうんですうんですうんです。。。。何何何何ややややっっっっているんだているんだているんだているんだろろろろうとうとうとうということになりますいうことになりますいうことになりますいうことになります。。。。洗洗洗洗うだけでうだけでうだけでうだけで 4グラムグラムグラムグラムのののの石石石石油油油油をををを使使使使いいいい、、、、そそそそれでもれでもれでもれでもっっっってててて一生一生一生一生懸命懸命懸命懸命頑張頑張頑張頑張っっっってやてやてやてやっっっったたたたっっっってててて、、、、もともともともともともともともと 1.3 グラムグラムグラムグラムぐぐぐぐららららいでできるようないでできるようないでできるようないでできるようなプラスプラスプラスプラスチチチチックックックックをををを大大大大切切切切だだだだ、、、、大大大大切切切切だとだとだとだと言言言言っっっってててて、、、、そそそそれでれでれでれでおおおお湯湯湯湯をををを使使使使っっっっていたらていたらていたらていたら何何何何ののののメメメメリットリットリットリットもないですよもないですよもないですよもないですよねねねね。。。。というというというという状状状状況況況況なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。 将将将将来的来的来的来的にはこういうにはこういうにはこういうにはこういう LCA みたいなみたいなみたいなみたいな考考考考ええええ方方方方というのがというのがというのがというのが科科科科学学学学的的的的にににに物物物物をををを見見見見てててて、、、、そそそそれでいれでいれでいれでいろろろろんなんなんなんなことがことがことがことが行行行行われていわれていわれていわれていかなきかなきかなきかなきゃゃゃゃいけないんですがいけないんですがいけないんですがいけないんですが、、、、まあまあまあまあまあまあまあまあ、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたようにしましたようにしましたようにしましたように、、、、3R のののの世界世界世界世界というのはまだまだというのはまだまだというのはまだまだというのはまだまだ十分十分十分十分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。。。。 一方一方一方一方、、、、結結結結構構構構厄厄厄厄介介介介なことにはなことにはなことにはなことには、、、、元名元名元名元名古屋古屋古屋古屋大学大学大学大学のののの教授教授教授教授ででででおおおおられたられたられたられた武田武田武田武田邦彦邦彦邦彦邦彦先先先先生生生生がががが書書書書いているいているいているいている『『『『リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルしてはいけないしてはいけないしてはいけないしてはいけない』』』』あたりからあたりからあたりからあたりから、、、、『『『『環境問題環境問題環境問題環境問題になになになになぜぜぜぜううううそそそそがはがはがはがはびびびびこるかこるかこるかこるか』』』』あたりのあたりのあたりのあたりの、、、、このこのこのこの本本本本はははは 25 万万万万部部部部売売売売れたれたれたれたそそそそうでありますがうでありますがうでありますがうでありますが、、、、そそそそこでこでこでこで彼彼彼彼はこんなことをはこんなことをはこんなことをはこんなことを言言言言っっっっていますていますていますています。「。「。「。「ペペペペッッッットトトトボボボボトルトルトルトルをををを新新新新しくつくればしくつくればしくつくればしくつくれば 10 円円円円。。。。しかししかししかししかし再再再再生生生生 PET 樹脂樹脂樹脂樹脂でつくるとでつくるとでつくるとでつくると 30 円円円円かかりますかかりますかかりますかかります」。」。」。」。ここここれれれれ、、、、相当相当相当相当なうなうなうなうそそそそがががが入入入入っっっっていますていますていますています。。。。ななななぜぜぜぜならばならばならばならば、、、、再再再再生生生生 PET樹脂樹脂樹脂樹脂ででで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ではではではできませんきませんきませんきません。。。。ままままずそずそずそずそれがれがれがれが 1 つつつつ。。。。値段値段値段値段はははは何何何何からつくるかによりますからつくるかによりますからつくるかによりますからつくるかによります。。。。ケケケケミカルリサイクルミカルリサイクルミカルリサイクルミカルリサイクルというのはできというのはできというのはできというのはできましてましてましてまして、、、、そそそそれからやるとれからやるとれからやるとれからやると幾幾幾幾らかかるかならかかるかならかかるかならかかるかな、、、、ちょちょちょちょっっっっとととと難難難難しいとこしいとこしいとこしいところろろろですですですですねねねね。。。。したがしたがしたがしたがっっっってててて、、、、値値値値段段段段がががが 3 倍倍倍倍もあるんだからもあるんだからもあるんだからもあるんだから、、、、当然当然当然当然環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷もももも 3 倍倍倍倍だとだとだとだと言言言言っっっっていますがていますがていますがていますが、、、、これもこれもこれもこれも実実実実をををを言言言言うとううとううとううとうそそそそでありましてでありましてでありましてでありまして、、、、どこにどこにどこにどこにこのこのこのこの 30円円円円ののののおおおお金金金金がかかがかかがかかがかかっっっっているんでしょうかているんでしょうかているんでしょうかているんでしょうか。。。。一一一一番番番番おおおお金金金金がかかがかかがかかがかかっっっっているのはているのはているのはているのは集集集集めるとこめるとこめるとこめるところろろろですですですです。。。。集集集集めるとこめるとこめるとこめるところろろろにににに何何何何かかかか材材材材料料料料がががが要要要要るでしょうかるでしょうかるでしょうかるでしょうか。。。。いいいいええええいいいいええええ、、、、人人人人間間間間だけですよだけですよだけですよだけですよねねねね。。。。人間人間人間人間がががが一生一生一生一生懸命集懸命集懸命集懸命集めるわけですめるわけですめるわけですめるわけです。。。。そそそそこにこにこにこに人人人人件件件件費費費費がかかるわけですがかかるわけですがかかるわけですがかかるわけです。。。。したしたしたしたががががっっっってててて、、、、人人人人件件件件費費費費でででで高高高高いいいいんですがんですがんですがんですが、、、、人人人人件件件件費費費費というのはというのはというのはというのはほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷なのかとなのかとなのかとなのかと言言言言われるわれるわれるわれるとととと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいですよしいですよしいですよしいですよねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、ここのここのここのここの 3 倍倍倍倍というものがというものがというものがというものが、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷がががが 3 倍倍倍倍であるとはであるとはであるとはであるとは思思思思ええええないんですがないんですがないんですがないんですが、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなうなうなうなうそそそそがちりばめられていてがちりばめられていてがちりばめられていてがちりばめられていて、、、、なかなかなかなかなかなかなかなかそそそそれをれをれをれを打打打打ちちちち破破破破るのはるのはるのはるのは難難難難しいんですがしいんですがしいんですがしいんですが、、、、とうとうとうとうとうとうとうとう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リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進協協協協はははは、、、、そそそそのののの彼彼彼彼のののの出出出出しているしているしているしているデータデータデータデータはははは捏造捏造捏造捏造だとだとだとだと言言言言いましたのでいましたのでいましたのでいましたので、、、、どうなるかちょどうなるかちょどうなるかちょどうなるかちょっっっっとととと見物見物見物見物でありますでありますでありますであります。。。。一一一一方方方方でででで、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルというのはというのはというのはというのは全然全然全然全然だめだとだめだとだめだとだめだと言言言言うううう方方方方ははははおおおおられますがられますがられますがられますが、、、、全然全然全然全然だめでだめでだめでだめ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。。。。かといかといかといかといっっっってててて完全完全完全完全でもありませんでもありませんでもありませんでもありません。。。。だからだからだからだから、、、、我我我我々々々々はははは今今今今ちょうどちょうどちょうどちょうど中間中間中間中間ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのいいとこいいとこいいとこいいところろろろをををを探探探探してしてしてして歩歩歩歩いていかなきいていかなきいていかなきいていかなきゃゃゃゃいけないんですいけないんですいけないんですいけないんですがががが、、、、先先先先ほほほほどどどど知事知事知事知事ががががおっおっおっおっししししゃっゃっゃっゃっていまていまていまていましたしたしたしたアルアルアルアル・・・・ゴアゴアゴアゴアはははは、、、、「「「「不都合不都合不都合不都合なななな真実真実真実真実」」」」というとこというとこというとこというところろろろでででで彼彼彼彼もももも言言言言っっっっているんですがているんですがているんですがているんですが、、、、このままでこのままでこのままでこのままで完全完全完全完全だよとだよとだよとだよと言言言言うううう人人人人もいるしもいるしもいるしもいるし、、、、いやいやいやいや、、、、もうもうもうもう将将将将来来来来はははは真真真真っっっっ暗暗暗暗だとだとだとだと言言言言うううう人人人人もいるんですけもいるんですけもいるんですけもいるんですけれれれれどどどど、、、、ちちちちょうどょうどょうどょうど中間中間中間中間をををを言言言言うううう人人人人がいないがいないがいないがいない。。。。大大大大体体体体環境問題環境問題環境問題環境問題っっっっててててそそそそうなんですうなんですうなんですうなんですねねねね。。。。大大大大体中間体中間体中間体中間をうまくをうまくをうまくをうまく歩歩歩歩いいいいていかなきていかなきていかなきていかなきゃゃゃゃいけないといういけないといういけないといういけないという、、、、そそそそういうことがういうことがういうことがういうことがリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの課題課題課題課題であであであであろろろろうかとうかとうかとうかと思思思思いますいますいますいます。。。。 今今今今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、、、、ケケケケミカルリサイクルミカルリサイクルミカルリサイクルミカルリサイクルというものがというものがというものがというものが一部一部一部一部なされてなされてなされてなされておおおおりますりますりますります。。。。帝帝帝帝人人人人フフフファァァァ
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イイイイバーバーバーバーというというというという会社会社会社会社ととととペペペペットリバースットリバースットリバースットリバースというというというという会社会社会社会社があがあがあがあっっっったんですがたんですがたんですがたんですが、、、、今今今今はははは帝帝帝帝人人人人フフフファァァァイバーイバーイバーイバーだだだだけしかけしかけしかけしか動動動動いていていていておおおおりませんりませんりませんりません。。。。そそそそこでもこでもこでもこでも今大変今大変今大変今大変苦苦苦苦しいしいしいしい状状状状況況況況にありますがにありますがにありますがにありますが、、、、ケケケケミカルリサイクルミカルリサイクルミカルリサイクルミカルリサイクルというのをやというのをやというのをやというのをやっっっってててていますいますいますいます。。。。何何何何をやりますかといいますとをやりますかといいますとをやりますかといいますとをやりますかといいますと、、、、普普普普通通通通にににに原原原原料料料料からつくからつくからつくからつくっっっっててててボボボボトルトルトルトルにするんですがにするんですがにするんですがにするんですが、、、、ボボボボトルトルトルトルをををを集集集集めてきてめてきてめてきてめてきて、、、、そそそそれをれをれをれを解解解解重重重重合合合合というのをやというのをやというのをやというのをやっっっってててて再再再再びびびび完全完全完全完全なななな化学化学化学化学物物物物質質質質、、、、原原原原料料料料にににに戻戻戻戻しますしますしますします。。。。精製精製精製精製してしてしてして樹脂樹脂樹脂樹脂をををを再再再再びびびびつくりつくりつくりつくり直直直直しますしますしますします。。。。そそそそれをれをれをれを使使使使っっっっててててペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルををををつくるのですがつくるのですがつくるのですがつくるのですが、、、、そそそそうしますとうしますとうしますとうしますと一一一一体体体体どうなるかどうなるかどうなるかどうなるか。。。。ここにここにここにここに使使使使っっっったたたたエネルエネルエネルエネルギギギギーーーーがいがいがいがいろろろろいいいいろろろろ書書書書いいいいてあてあてあてあっっっってててて、、、、細細細細かいことはかいことはかいことはかいことは全全全全部部部部省省省省略略略略しましましましますがすがすがすが、、、、これとこれこれとこれこれとこれこれとこれ、、、、このこのこのこの値値値値がががが同同同同じぐじぐじぐじぐらいですよらいですよらいですよらいですよねねねね。。。。ということはということはということはということは、、、、結局結局結局結局、、、、このこのこのこの原原原原料料料料換算換算換算換算分分分分のここだけはこうつくるのここだけはこうつくるのここだけはこうつくるのここだけはこうつくる、、、、そそそそれでできたれでできたれでできたれでできたものものものものをををを原原原原料料料料にしてこうつくるとにしてこうつくるとにしてこうつくるとにしてこうつくると、、、、ちょうどちょうどちょうどちょうどペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルというのはというのはというのはというのは重重重重さがさがさがさが同同同同じじじじ石石石石油油油油ぐぐぐぐらいかなというらいかなというらいかなというらいかなというとことことこところろろろなんですなんですなんですなんですねねねね。。。。当当当当たりたりたりたり前前前前ですけどですけどですけどですけどねねねね。。。。結局結局結局結局そそそそういうういうういうういう話話話話なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルををををそそそそのままのままのままのままペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルにすることもにすることもにすることもにすることも、、、、今今今今のとこのとこのとこのところろろろこういうこういうこういうこういう経経経経路路路路以外以外以外以外はできないんはできないんはできないんはできないんですけですけですけですけれれれれどどどど、、、、そそそそれれれれ以外以外以外以外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ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルはははは、、、、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になになになになっっっっていないていないていないていない。。。。電気電気電気電気製品製品製品製品なんかをなんかをなんかをなんかをおおおお買買買買いになるといになるといになるといになると、、、、ブブブブリスターパックリスターパックリスターパックリスターパックというというというという格格格格好好好好でででで、、、、製品製品製品製品のののの格格格格好好好好にににに成成成成型型型型されたものになされたものになされたものになされたものになっっっっているんですているんですているんですているんですねねねね。。。。そそそそういうこともういうこともういうこともういうことも、、、、こういうことをすることこういうことをすることこういうことをすることこういうことをすることによによによによっっっってててて何何何何とかなるかなというようなとかなるかなというようなとかなるかなというようなとかなるかなというような状状状状況況況況にににに今今今今来来来来ているわけでありますているわけでありますているわけでありますているわけであります。。。。 ほほほほかのかのかのかのリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法はどうなんですかはどうなんですかはどうなんですかはどうなんですかねねねね。。。。例例例例ええええばばばば食品食品食品食品リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法、、、、こんなものがあるこんなものがあるこんなものがあるこんなものがあるというのはごというのはごというのはごというのはご存存存存じじじじでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。2001 年年年年からからからから施施施施行行行行されてされてされてされておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、年年年年間間間間 100 トントントントン以以以以上上上上、、、、かかかかなりなりなりなり大大大大量量量量ですですですです、、、、そそそそののののぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの食品食品食品食品廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを出出出出すすすす事事事事業者業者業者業者はははは 20％％％％をとにかくをとにかくをとにかくをとにかく発発発発生生生生抑制抑制抑制抑制でででで減減減減らすらすらすらすかかかか、、、、再再再再利用利用利用利用するかするかするかするか、、、、減減減減量量量量しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけませんといういけませんといういけませんといういけませんという、、、、そそそそういうういうういうういう話話話話でありましたがでありましたがでありましたがでありましたが、、、、これもこれもこれもこれも実実実実をををを言言言言うとうとうとうと改改改改正正正正されてされてされてされておおおおりりりりますますますます。。。。今今今今回少回少回少回少しよくなりましたしよくなりましたしよくなりましたしよくなりました。。。。今今今今までまでまでまで、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物というのはというのはというのはというのは不不不不法投法投法投法投棄棄棄棄がやはりがやはりがやはりがやはり最最最最大大大大のののの問題問題問題問題なものですからなものですからなものですからなものですから、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの市市市市町町町町村村村村がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろ枠枠枠枠組組組組みをつくみをつくみをつくみをつくっっっってててておおおおられてられてられてられて、、、、そそそそのののの自自自自治治治治体体体体のののの枠枠枠枠をををを越越越越してしてしてして何何何何かをやるということはなかなかできなかかをやるということはなかなかできなかかをやるということはなかなかできなかかをやるということはなかなかできなかっっっったんでたんでたんでたんですがすがすがすが、、、、今今今今回回回回のこののこののこののこの食品食品食品食品リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ではではではでは広広広広域域域域ループループループループというのをというのをというのをというのを認認認認めることになりましめることになりましめることになりましめることになりましたたたた。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、例例例例ええええばばばば、、、、コンコンコンコンビニビニビニビニにしたにしたにしたにしたもももも、、、、スーパースーパースーパースーパーにしてもにしてもにしてもにしても、、、、何何何何にしてもにしてもにしてもにしてもそそそそうですけうですけうですけうですけれれれれどどどど、、、、みんなみんなみんなみんな市市市市をまたがをまたがをまたがをまたがっっっってててて存在存在存在存在しているんですしているんですしているんですしているんですねねねね。。。。そそそそういうとこういうとこういうとこういうところろろろのののの事事事事業者業者業者業者がががが自分自分自分自分のとこのとこのとこのところろろろののののあるあるあるある市市市市のものだけをやらなきのものだけをやらなきのものだけをやらなきのものだけをやらなきゃゃゃゃいけないというのだといけないというのだといけないというのだといけないというのだと、、、、非常非常非常非常にににに枠枠枠枠組組組組みをつくるのはみをつくるのはみをつくるのはみをつくるのは大変大変大変大変ななななんですがんですがんですがんですが、、、、一応一応一応一応 A市市市市、、、、B市市市市、、、、C市市市市、、、、D市市市市というというというという違違違違っっっったとこたとこたとこたところろろろからからからから出出出出てきたてきたてきたてきたものものものものをををを 1 つのつのつのつの廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物業者業者業者業者にににに集集集集めてめてめてめて、、、、別別別別のとこのとこのとこのところろろろにににに持持持持っっっっていていていていっっっってやるということができるようになりましたてやるということができるようになりましたてやるということができるようになりましたてやるということができるようになりました。。。。これはこれはこれはこれは大大大大きなきなきなきな改改改改善善善善ではないかというようにではないかというようにではないかというようにではないかというように期待期待期待期待しているわけでありますしているわけでありますしているわけでありますしているわけであります。。。。 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、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法というのはまだというのはまだというのはまだというのはまだ実実実実験段階験段階験段階験段階ですですですですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、ほほほほんとうのんとうのんとうのんとうのとことことこところろろろはどういうとこはどういうとこはどういうとこはどういうところろろろがいいのかというものをがいいのかというものをがいいのかというものをがいいのかというものを今今今今探探探探しししし出出出出しているようなしているようなしているようなしているような感感感感じじじじかなというかなというかなというかなという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。。。。 家電家電家電家電。。。。家電家電家電家電はははは皆皆皆皆さんさんさんさん普普普普通通通通にににに動動動動いているといているといているといていると思思思思われているかもしれませんわれているかもしれませんわれているかもしれませんわれているかもしれません。。。。テレビテレビテレビテレビ、、、、冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫、、、、洗濯洗濯洗濯洗濯機機機機、、、、エアコンエアコンエアコンエアコン、、、、冷凍庫冷凍庫冷凍庫冷凍庫ががががそそそそのののの後後後後加加加加わりましてわりましてわりましてわりまして、、、、今今今今後後後後薄薄薄薄型型型型テレビテレビテレビテレビ、、、、乾燥乾燥乾燥乾燥機機機機がががが加加加加わるわるわるわる予定予定予定予定でありますでありますでありますであります。。。。ただただただただ、、、、世界世界世界世界的的的的にににに言言言言いますといますといますといますと、、、、家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法みたいなものがみたいなものがみたいなものがみたいなものが動動動動くくくく国国国国というというというというのはのはのはのは多多多多分分分分世界世界世界世界でででで日本日本日本日本だけだけだけだけ。。。。どこがどこがどこがどこが違違違違うかうかうかうか。。。。後後後後払払払払いいいいシスシスシスシステテテテムムムムですですですです。。。。今今今今、、、、テレビテレビテレビテレビだとだとだとだと 2,700円円円円ププププラスラスラスラス税税税税かなかなかなかな。。。。まあまあまあまあ、、、、冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫 4,500円円円円プラスプラスプラスプラス消費消費消費消費税税税税ですかですかですかですかねねねね。。。。何何何何かかかかそそそそういうういうういうういう格格格格好好好好でででで払払払払わなきわなきわなきわなきゃゃゃゃいけないですがいけないですがいけないですがいけないですが、、、、ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパもももも、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、家電家電家電家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法みたいなものがありみたいなものがありみたいなものがありみたいなものがありましてましてましてまして、、、、昨昨昨昨年年年年からからからから動動動動いていていていておおおおりますがりますがりますがりますが、、、、前前前前払払払払いいいいシスシスシスシステテテテムムムムですですですです。。。。というよりもというよりもというよりもというよりも、、、、何何何何ともともともとも言言言言いがいがいがいがたたたたいですいですいですいですねねねね。。。。今今今今のののの日本日本日本日本ののののパパパパソソソソコンリサイクルコンリサイクルコンリサイクルコンリサイクル法法法法とととと似似似似ていますがていますがていますがていますが、、、、製品製品製品製品のののの価格価格価格価格のののの中中中中ににににリサイリサイリサイリサイクルクルクルクル費用費用費用費用がががが含含含含まれているよまれているよまれているよまれているよ、、、、というというというというふふふふうになうになうになうになっっっってててておおおおりますがりますがりますがりますが、、、、幾幾幾幾らららら含含含含まれているかはまれているかはまれているかはまれているかは言言言言わわわわ
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れてれてれてれておおおおりませんりませんりませんりません。。。。 日本日本日本日本というというというという国国国国はははは後後後後払払払払いいいい。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、不不不不法投法投法投法投棄棄棄棄がががが起起起起きるんですよきるんですよきるんですよきるんですよ。。。。実際実際実際実際にはにはにはには 1％％％％からからからから 1.5％％％％ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの不不不不法投法投法投法投棄棄棄棄はどうもはどうもはどうもはどうも起起起起きているようでありますがきているようでありますがきているようでありますがきているようでありますが、、、、以前以前以前以前はははは事事事事業者業者業者業者がががが不不不不法投法投法投法投棄棄棄棄していしていしていしていたんですがたんですがたんですがたんですが、、、、最最最最近個近個近個近個人人人人がががが不不不不法投法投法投法投棄棄棄棄をちょをちょをちょをちょっっっっとととと始始始始めているというめているというめているというめているという状状状状況況況況でありますがでありますがでありますがでありますが、「、「、「、「もしこもしこもしこもしこれをれをれをれをドイドイドイドイツツツツでやでやでやでやっっっったらどうなるのたらどうなるのたらどうなるのたらどうなるの？？？？」」」」ととととドイドイドイドイツツツツ人人人人なんかになんかになんかになんかに聞聞聞聞きますときますときますときますと、「、「、「、「いやいやいやいや、、、、そそそそんなのんなのんなのんなの、、、、みんなみんなみんなみんな不不不不法投法投法投法投棄棄棄棄だよだよだよだよ。。。。10％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらい不不不不法投法投法投法投棄棄棄棄されるんされるんされるんされるんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか」。」。」。」。日本日本日本日本というというというという国国国国はいまだにはいまだにはいまだにはいまだに法法法法治国治国治国治国家家家家なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。そそそそういうういうういうういう国国国国でありますでありますでありますであります。。。。 問題問題問題問題点点点点はいはいはいはいろろろろいいいいろろろろありますありますありますあります。。。。一一一一番番番番大大大大きいのはきいのはきいのはきいのは、、、、ブブブブララララウウウウンンンン管管管管式式式式ののののテレビテレビテレビテレビ。。。。あのあのあのあのブブブブララララウウウウンンンン管管管管、、、、
cathode-ray tube とととと言言言言いますがいますがいますがいますが、、、、あれのあれのあれのあれのガガガガラスラスラスラスがががが今今今今回回回回らなくならなくならなくならなくなっっっっちちちちゃゃゃゃいましたいましたいましたいました。。。。ななななぜっぜっぜっぜってててて、、、、当当当当たりたりたりたり前前前前なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、ブブブブララララウウウウンンンン管管管管をつくをつくをつくをつくっっっっているているているている会社会社会社会社がががが日本日本日本日本からなくなからなくなからなくなからなくなっっっっちちちちゃゃゃゃいましたいましたいましたいました。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、世界世界世界世界的的的的にもにもにもにも何何何何かなくなりかなくなりかなくなりかなくなりそそそそうなうなうなうな気気気気配配配配なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。今世界今世界今世界今世界的的的的にもにもにもにも絶滅絶滅絶滅絶滅ししししそそそそうでありうでありうでありうでありましてましてましてまして、、、、どうなるのかどうなるのかどうなるのかどうなるのか、、、、液晶液晶液晶液晶テレビテレビテレビテレビになりになりになりになりそそそそうなんですうなんですうなんですうなんですねねねね。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、ごごごご存存存存じじじじのよのよのよのようにうにうにうに、、、、2011年年年年にににに、、、、地上地上地上地上波波波波アアアアナナナナログログログログがががが停波停波停波停波しますしますしますします。。。。ここでここでここでここでサーサーサーサービビビビススススがなくながなくながなくながなくなっっっっちちちちゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。多多多多分分分分、、、、このこのこのこの年年年年あたりにだあたりにだあたりにだあたりにだっっっっとととと出出出出るでしょうるでしょうるでしょうるでしょうねねねね。。。。どうなるんでしょうかどうなるんでしょうかどうなるんでしょうかどうなるんでしょうか。。。。これこれこれこれ、、、、ちょちょちょちょっっっっとととと恐恐恐恐ろろろろしいしいしいしい感感感感じじじじがいたしますがいたしますがいたしますがいたします。。。。まあまあまあまあ、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ問題問題問題問題がありますがありますがありますがあります。。。。 日本日本日本日本というというというという国国国国はははは、、、、ほほほほかのかのかのかの国国国国とととと違違違違うううう点点点点がががが幾幾幾幾つかありますつかありますつかありますつかあります。。。。例例例例ええええばばばば、、、、ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパはははは、、、、環境環境環境環境先先先先進国進国進国進国とかとかとかとか言言言言いますがいますがいますがいますが、、、、ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパはははは、、、、自分自分自分自分たちがたちがたちがたちが生生生生産産産産者者者者であるであるであるである、、、、物物物物をつくるというをつくるというをつくるというをつくるという、、、、そそそそうううういういういういう考考考考ええええ方方方方ががががほほほほとんどありませんとんどありませんとんどありませんとんどありません。。。。とことことこところろろろがががが、、、、日本日本日本日本というというというという国国国国はははは、、、、相相相相変変変変わらわらわらわらずずずず世界世界世界世界のののの工場工場工場工場みみみみたいなとこたいなとこたいなとこたいなところろろろでありましてでありましてでありましてでありまして、、、、最最最最近近近近中中中中国国国国にににに負負負負けていますけけていますけけていますけけていますけれれれれどどどど、、、、そそそそれでもれでもれでもれでも高高高高級級級級なものはやはなものはやはなものはやはなものはやはりりりり日本日本日本日本でつくられているわけですでつくられているわけですでつくられているわけですでつくられているわけです。。。。中中中中国国国国にににに原材原材原材原材料料料料がががが輸輸輸輸出出出出されてされてされてされて、、、、中中中中国国国国でででで組組組組みみみみ立立立立てられていてられていてられていてられているわけでするわけでするわけでするわけです。。。。したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、原原原原料料料料からからからから見見見見ていくとていくとていくとていくと、、、、日本日本日本日本でつくられているものですからでつくられているものですからでつくられているものですからでつくられているものですから、、、、希少希少希少希少元元元元素素素素のののの半半半半分分分分ぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは、、、、世界世界世界世界じじじじゅゅゅゅうでとられたものはうでとられたものはうでとられたものはうでとられたものは日本日本日本日本でででで使使使使われているんですわれているんですわれているんですわれているんです。。。。そそそそれれれれがががが結局結局結局結局日本日本日本日本のののの経経経経済力済力済力済力をををを支支支支ええええているんですているんですているんですているんですねねねね。。。。ネオジムネオジムネオジムネオジム、、、、ディスプロディスプロディスプロディスプロシシシシウウウウムムムムなどはなどはなどはなどは、、、、聞聞聞聞いたいたいたいたことないですよことないですよことないですよことないですよねねねね。。。。プリプリプリプリウウウウススススというというというというハハハハイイイイブブブブリッドリッドリッドリッド車車車車、、、、ホンホンホンホンダダダダもありますがもありますがもありますがもありますが、、、、そそそそういうものういうものういうものういうものののののモモモモーターーターーターーター用用用用のののの磁磁磁磁石石石石にはこういうにはこういうにはこういうにはこういう元元元元素素素素がががが必要必要必要必要なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。インジインジインジインジウウウウムムムム、、、、これはこれはこれはこれは液晶液晶液晶液晶、、、、あるあるあるあるいはいはいはいはこのこのこのこのパパパパソソソソコンコンコンコンなんかになんかになんかになんかに使使使使っっっっているているているている液晶液晶液晶液晶のこういうとこのこういうとこのこういうとこのこういうところろろろにはにはにはには透透透透明明明明なななな電極電極電極電極がががが必要必要必要必要ですかですかですかですからららら、、、、そそそそれをこれでつくれをこれでつくれをこれでつくれをこれでつくっっっっていますていますていますています。。。。今今今今使使使使っっっっているこのているこのているこのているこのパパパパソソソソコンコンコンコンはははは、、、、電源電源電源電源つないでいないのつないでいないのつないでいないのつないでいないのでででで、、、、今今今今バッバッバッバッテテテテリーリーリーリーでででで動動動動いていますがいていますがいていますがいていますが、、、、そそそそののののリリリリチウチウチウチウムバッムバッムバッムバッテテテテリーリーリーリーははははコバルトコバルトコバルトコバルトというものがというものがというものがというものが入入入入っっっっていますていますていますています。。。。そそそそれかられかられかられからリリリリチウチウチウチウムムムム電池電池電池電池ののののリリリリチウチウチウチウムムムムですですですですねねねね。。。。ロジロジロジロジウウウウムムムム、、、、これはこれはこれはこれは自動車自動車自動車自動車のののの触媒触媒触媒触媒でででですすすす。。。。こんなものがこんなものがこんなものがこんなものがほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに使使使使われているんですよわれているんですよわれているんですよわれているんですよ。。。。したがしたがしたがしたがっっっってててて、、、、日本日本日本日本はこういうはこういうはこういうはこういう希少希少希少希少元元元元素素素素がないとがないとがないとがないと商売商売商売商売がががが成成成成りりりり立立立立たないたないたないたない国国国国なんですなんですなんですなんです。。。。 そそそそれれれれじゃじゃじゃじゃ、、、、こういうこういうこういうこういう元元元元素素素素どこからどこからどこからどこから輸輸輸輸入入入入してしてしてしているんでしょうかいるんでしょうかいるんでしょうかいるんでしょうか。。。。中中中中国国国国、、、、フィンランドフィンランドフィンランドフィンランド、、、、チチチチリリリリ、、、、南南南南アフリカアフリカアフリカアフリカでででですすすす、、、、日本日本日本日本っっっってててて書書書書いてないですよいてないですよいてないですよいてないですよ。。。。とれないですとれないですとれないですとれないですねねねね。。。。そそそそれれれれじゃじゃじゃじゃ、、、、日本日本日本日本でででで希希希希少少少少元元元元素素素素ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルはやはやはやはやらららられているのかれているのかれているのかれているのかっっっってててて、、、、とんでもないとんでもないとんでもないとんでもない、、、、不不不不十分十分十分十分ですですですです。。。。ななななぜぜぜぜかかかか。。。。要要要要すすすするにるにるにるに、、、、今今今今コストコストコストコスト的的的的にににに合合合合わないんですわないんですわないんですわないんです。。。。ただただただただ、、、、将将将将来来来来、、、、30 年年年年後後後後、、、、50 年年年年後後後後、、、、多多多多分分分分、、、、日本日本日本日本ははははすごくすごくすごくすごく困困困困るるるることになるのことになるのことになるのことになるのですですですですねねねね。。。。ですけですけですけですけれれれれどどどど、、、、今今今今はやらないはやらないはやらないはやらないほほほほうがいいんですうがいいんですうがいいんですうがいいんですねねねね、、、、企業企業企業企業としてはとしてはとしてはとしては。。。。昔存在昔存在昔存在昔存在していたしていたしていたしていた製錬製錬製錬製錬業業業業がががが日本日本日本日本からからからから消消消消滅滅滅滅しつつあしつつあしつつあしつつあっっっってててて、、、、そそそそれでもれでもれでもれでも、、、、ＤＯＷＡＤＯＷＡＤＯＷＡＤＯＷＡさんとかさんとかさんとかさんとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろととととおおおおやりになやりになやりになやりになっっっっていますていますていますています。。。。ＤＯＷＡＤＯＷＡＤＯＷＡＤＯＷＡさんもさんもさんもさんも、、、、しかししかししかししかし今今今今商売商売商売商売になるものしかやりませんになるものしかやりませんになるものしかやりませんになるものしかやりませんとはとはとはとはっっっっきりきりきりきりおっおっおっおっししししゃゃゃゃいまいまいまいますすすすねねねね。。。。製錬製錬製錬製錬業業業業がなくながなくながなくながなくなっっっっちちちちゃゃゃゃいますといますといますといますと、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルもつらいんでもつらいんでもつらいんでもつらいんですすすすねねねね。。。。今今今今、、、、中中中中国国国国とととと資源資源資源資源のののの奪奪奪奪いいいい合合合合いにないにないにないになっっっっていますからていますからていますからていますから、、、、これこれこれこれははははどうするんだどうするんだどうするんだどうするんだろろろろうううう、、、、このこのこのこの辺辺辺辺はははは非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題でででで、、、、3R、、、、このこのこのこの辺辺辺辺をををを考考考考ええええなくちなくちなくちなくちゃゃゃゃいけないといういけないといういけないといういけないというふふふふうにうにうにうに思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 
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ちょちょちょちょっっっっとととと話話話話がががが変変変変わりますがわりますがわりますがわりますが、、、、そそそそれれれれじゃじゃじゃじゃ、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルというのはというのはというのはというのは何何何何のためにやのためにやのためにやのためにやっっっっているんているんているんているんでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。プラスプラスプラスプラスチチチチックックックックのののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、やはりやはりやはりやはり社会社会社会社会的的的的なななな仕仕仕仕組組組組みをどうみをどうみをどうみをどう動動動動かすかというかすかというかすかというかすか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問題問題問題問題があがあがあがあっっっってやてやてやてやっっっっているようにているようにているようにているように思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、元元元元素素素素のののの場合場合場合場合なんかですとなんかですとなんかですとなんかですと、、、、日本日本日本日本のののの戦戦戦戦略略略略としてやらなきとしてやらなきとしてやらなきとしてやらなきゃゃゃゃいけないんだいけないんだいけないんだいけないんだろろろろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろ考考考考ええええてみるとてみるとてみるとてみると、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの出出出出ししししたものとたものとたものとたものと似似似似ているんですがているんですがているんですがているんですが、、、、今今今今までまでまでまでリデュースリデュースリデュースリデュースというのをというのをというのをというのを廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの削減削減削減削減としてとしてとしてとして我我我我々々々々はやはやはやはやっっっってきたてきたてきたてきた。。。。しかししかししかししかし、、、、多多多多分分分分これからはこれからはこれからはこれからは、、、、少少少少資源資源資源資源、、、、長長長長寿寿寿寿命命命命化化化化、、、、リリリリペペペペアアアアとととと書書書書いていていていてあるのあるのあるのあるのはははは修修修修理理理理ですですですですねねねね、、、、そそそそういうものをやういうものをやういうものをやういうものをやっっっってててて長長長長くくくく使使使使うううう、、、、物物物物をををを使使使使わないわないわないわない、、、、修修修修理理理理をするをするをするをする、、、、みたいなことでみたいなことでみたいなことでみたいなことで、、、、結果結果結果結果的的的的にににに廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物もももも減減減減るよというるよというるよというるよというリデュースリデュースリデュースリデュースがががが多多多多分分分分重重重重要要要要になるのではないかというになるのではないかというになるのではないかというになるのではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 例例例例ええええばばばば、、、、長長長長くくくく使使使使うううう、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし使使使使うううう。。。。乾乾乾乾電池電池電池電池がありますがありますがありますがあります。。。。最最最最近近近近、、、、ニニニニッッッッケケケケルルルル水素水素水素水素電池電池電池電池がかながかながかながかなりりりり普及普及普及普及ししししたようですがたようですがたようですがたようですが、、、、まだまだまだまだ十分十分十分十分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。。。。最最最最近近近近、、、、そそそそももももそそそそももももデジカデジカデジカデジカメメメメでででで単単単単３３３３がががが使使使使ええええるものがるものがるものがるものが少少少少ないですよないですよないですよないですよねねねね。。。。そそそそれでれでれでれで、、、、例例例例ええええばばばば、、、、1万万万万枚枚枚枚のののの写写写写真真真真をををを撮撮撮撮、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの量量量量をををを比比比比較較較較してみましてみましてみましてみますすすす。。。。アルカリアルカリアルカリアルカリのののの電池電池電池電池だとだとだとだと大大大大体体体体 3.75 キキキキロロロロぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが乾乾乾乾電池電池電池電池でででで出出出出てきますがてきますがてきますがてきますが、、、、ニニニニッッッッケケケケルルルル水素水素水素水素だとだとだとだと零点零点零点零点このこのこのこのぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、非常非常非常非常にににに少少少少ないですしないですしないですしないですし、、、、しかもまだまだしかもまだまだしかもまだまだしかもまだまだ使使使使ええええちちちちゃゃゃゃうものですからうものですからうものですからうものですから、、、、最終的最終的最終的最終的ににににニニニニッッッッケケケケルルルル水素水素水素水素からからからから大大大大体体体体 8 グラムグラムグラムグラム分分分分ぐぐぐぐらいしかごみがらいしかごみがらいしかごみがらいしかごみが出出出出ないんですよないんですよないんですよないんですよ。。。。だからだからだからだから、、、、ここここういうういうういうういうふふふふうにうにうにうに、、、、使使使使いいいい捨捨捨捨てをてをてをてを長長長長くくくく使使使使ええええるものにるものにるものにるものに切切切切りりりり換換換換ええええていくというようなことによていくというようなことによていくというようなことによていくというようなことによっっっってててて、、、、ごみをごみをごみをごみ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、、、、そそそそんなんなんなんな社会社会社会社会をををを多多多多分分分分つくつくつくつくっっっっていかなきていかなきていかなきていかなきゃゃゃゃいけないのいけないのいけないのいけないのじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというわけですわけですわけですわけです。。。。 そそそそのののの次次次次、、、、ここにここにここにここに二二二二酸酸酸酸化化化化炭素炭素炭素炭素もありますもありますもありますもありますねねねね。。。。二二二二酸酸酸酸化化化化炭素炭素炭素炭素、、、、単単単単３３３３のののの電池電池電池電池をををを使使使使っっっったたたた場合場合場合場合にににに 5 キキキキロロロロぐぐぐぐらいらいらいらい出出出出ていたであていたであていたであていたであろろろろうものがうものがうものがうものが、、、、ニニニニッッッッケケケケルルルル水素水素水素水素電池電池電池電池だとだとだとだと 1 キキキキロロロロぐぐぐぐらいになるらいになるらいになるらいになる。。。。だからだからだからだから、、、、ごみをごみをごみをごみを出出出出さないということはさないということはさないということはさないということは、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、そそそそのののの裏返裏返裏返裏返しとしてしとしてしとしてしとして二二二二酸酸酸酸化化化化炭素炭素炭素炭素もももも出出出出さないといさないといさないといさないということになうことになうことになうことになっっっっているようですているようですているようですているようです。。。。 となるととなるととなるととなると、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、ごみのごみのごみのごみのリデュースリデュースリデュースリデュース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、そそそそのののの次次次次はははは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、これはこれはこれはこれは多多多多分分分分こんなものかなとこんなものかなとこんなものかなとこんなものかなと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。そそそそれはれはれはれは何何何何かといいますとかといいますとかといいますとかといいますと、、、、我我我我々々々々今今今今、、、、エコプエコプエコプエコプレレレレミアムクミアムクミアムクミアムクララララブブブブをつくをつくをつくをつくっっっってててておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、エコプエコプエコプエコプレレレレミアムミアムミアムミアム商品商品商品商品みたいなものでみたいなものでみたいなものでみたいなもので日本日本日本日本はははは将将将将来来来来生生生生きるきるきるきるべべべべききききじじじじゃゃゃゃないかとないかとないかとないかといういういういう主張主張主張主張をしているんですをしているんですをしているんですをしているんです。。。。どんなものかというとどんなものかというとどんなものかというとどんなものかというと、、、、価格価格価格価格はははは安安安安くはないくはないくはないくはない。。。。しかしかしかしかしししし、、、、わりあいとわりあいとわりあいとわりあいと目目目目立立立立つつつつ。。。。したがしたがしたがしたがっっっってててて、、、、ほほほほかのかのかのかの人人人人にににに、「、「、「、「おおおおれはこんなものをれはこんなものをれはこんなものをれはこんなものを使使使使っっっっているているているているぞぞぞぞ」」」」とととと自自自自慢慢慢慢できるできるできるできる。。。。そそそそれでれでれでれで、、、、愛愛愛愛用用用用できるできるできるできる、、、、長長長長くくくく使使使使ええええるるるる。。。。でででで、、、、当然当然当然当然のことながらのことながらのことながらのことながら、、、、環境環境環境環境性能性能性能性能がいいがいいがいいがいいこんなものをとにかくつくこんなものをとにかくつくこんなものをとにかくつくこんなものをとにかくつくっっっっていていていていっっっったらどうだたらどうだたらどうだたらどうだろろろろうかうかうかうかとととと考考考考ええええ活活活活動動動動をををを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。 今今今今までまでまでまで幾幾幾幾つかつかつかつか製品製品製品製品、、、、まだあまりまだあまりまだあまりまだあまりリストリストリストリストはははは長長長長くないんですがくないんですがくないんですがくないんですが、、、、太陽太陽太陽太陽電池電池電池電池はははは別格別格別格別格なんでちょなんでちょなんでちょなんでちょっっっっとととと色色色色がががが違違違違いますがいますがいますがいますが、、、、例例例例ええええばばばば、、、、エコエコエコエコキキキキュートュートュートュートとととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれるヒートヒートヒートヒートポポポポンプンプンプンプ型型型型のののの給湯給湯給湯給湯器器器器、、、、そそそそれとれとれとれとかかかかプリプリプリプリウウウウススススみたいなみたいなみたいなみたいなハハハハイイイイブブブブリッドリッドリッドリッド車車車車、、、、ホンホンホンホンダダダダののののシシシシビビビビックックックックでもいいんですがでもいいんですがでもいいんですがでもいいんですが。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、リリリリアプロジアプロジアプロジアプロジェェェェクションクションクションクションテレビテレビテレビテレビ。。。。これもなくなこれもなくなこれもなくなこれもなくなっっっっちちちちゃゃゃゃうかもしれませんうかもしれませんうかもしれませんうかもしれませんねねねね。。。。今今今今のののの液晶液晶液晶液晶もももも、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに競争激競争激競争激競争激しくてしくてしくてしくて、、、、リアプロジリアプロジリアプロジリアプロジェェェェクションクションクションクションというのはというのはというのはというのは、、、、今今今今ここにやここにやここにやここにやっっっっているているているているプロジプロジプロジプロジェェェェククククターターターターををををテレビテレビテレビテレビのののの中中中中にににに仕込仕込仕込仕込んだようなやつですんだようなやつですんだようなやつですんだようなやつですねねねね。。。。消費電力消費電力消費電力消費電力はかなりはかなりはかなりはかなり低低低低いですいですいですいです。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、電電電電球型球型球型球型蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯、、、、これもまたきょうこのこれもまたきょうこのこれもまたきょうこのこれもまたきょうこの話話話話はははは持持持持っっっってきていませんけどてきていませんけどてきていませんけどてきていませんけど、、、、これもこれもこれもこれも思思思思っっっったたたたほほほほどどどど普普普普及及及及しないですしないですしないですしないですねねねね。。。。ここはここはここはここは当然白当然白当然白当然白熱電熱電熱電熱電球球球球ですですですです。。。。これこれこれこれもももも多多多多分分分分、、、、何何何何年年年年かたつとかたつとかたつとかたつと全全全全部部部部蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯になになになになっっっっているんでしょうているんでしょうているんでしょうているんでしょう。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、今今今今言言言言いましたいましたいましたいましたニニニニッッッッケケケケルルルル水素水素水素水素型型型型のののの充充充充電池電池電池電池みたいなものであみたいなものであみたいなものであみたいなものでありりりりますますますます。。。。 そそそそれをれをれをれを一一一一体体体体どういうどういうどういうどういうふふふふうにうにうにうに考考考考ええええるんだというとるんだというとるんだというとるんだというと、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、個個個個人人人人がががが多多多多分分分分ライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルををををそっそっそっそっちちちち側側側側にににに切切切切りりりりかかかかええええていくしかないんていくしかないんていくしかないんていくしかないんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかという言言言言いいいい方方方方なんですなんですなんですなんです。。。。何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、
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とにかくとにかくとにかくとにかく省省省省エネエネエネエネ・・・・省資源省資源省資源省資源、、、、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さんさんさんぜひおぜひおぜひおぜひおやりくださいやりくださいやりくださいやりください。。。。ですからですからですからですから、、、、なるなるなるなるべべべべくくくく寿寿寿寿命命命命をををを長長長長くくくく、、、、いいものをいいものをいいものをいいものを長長長長くくくく使使使使っっっってくださいてくださいてくださいてください。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はなるはなるはなるはなるべべべべくくくくゼロゼロゼロゼロにしましょうにしましょうにしましょうにしましょう。。。。ごみにごみにごみにごみになるようなものはなるようなものはなるようなものはなるようなものは買買買買わないでくださいわないでくださいわないでくださいわないでください。。。。買買買買っっっっちちちちゃっゃっゃっゃったらたらたらたら、、、、しようがないからしようがないからしようがないからしようがないから、、、、分別分別分別分別してしてしてしてリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルしてくださいというやりしてくださいというやりしてくださいというやりしてくださいというやり方方方方。。。。そそそそれですとれですとれですとれですと、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、やはりやはりやはりやはり物物物物のののの流流流流れるれるれるれる量量量量はははは減減減減りますりますりますります。。。。そそそそうするとうするとうするとうすると、、、、経経経経済済済済ががががシュリンクシュリンクシュリンクシュリンクしますしますしますします。。。。シュリンクシュリンクシュリンクシュリンクするとするとするとすると、、、、ややややっぱっぱっぱっぱりりりり経経経経済済済済がががが小小小小ささささくなるとくなるとくなるとくなると、、、、あんまりあんまりあんまりあんまり人間人間人間人間はははは幸幸幸幸せでないものですからせでないものですからせでないものですからせでないものですから、、、、そそそそれれれれじゃじゃじゃじゃどうするんだどうするんだどうするんだどうするんだろろろろうかといううかといううかといううかというとととと、、、、エコプエコプエコプエコプレレレレミアムミアムミアムミアムとかとかとかとか、、、、ププププレレレレミアムミアムミアムミアムビビビビンンンンテテテテージージージージとかとかとかとか言言言言っっっってててて、、、、価価価価値値値値のののの高高高高いものをいものをいものをいものを少少少少しつくしつくしつくしつくりりりり出出出出さなきさなきさなきさなきゃゃゃゃしようがないんしようがないんしようがないんしようがないんじゃじゃじゃじゃないかというやりないかというやりないかというやりないかというやり方方方方でありますでありますでありますであります。。。。 ププププレレレレミアムミアムミアムミアムビビビビンンンンテテテテージージージージというというというという物物物物のののの考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。最最最最近近近近、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん音音音音楽楽楽楽おおおお好好好好きなきなきなきな方方方方でででで iPod ををををおおおお持持持持ちのちのちのちの方方方方、、、、すごくすごくすごくすごく多多多多いですよいですよいですよいですよねねねね。。。。年年年年齢齢齢齢層的層的層的層的にはちょにはちょにはちょにはちょっっっっとととと上上上上ででででおおおお持持持持ちでないちでないちでないちでない可能性可能性可能性可能性がががが高高高高いでいでいでいですけどすけどすけどすけど、、、、iPod っっっってててて、、、、アップルアップルアップルアップルのののの音音音音楽楽楽楽ププププレレレレーーーーヤヤヤヤーーーーですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、あれがあれがあれがあれがビビビビンンンンテテテテージージージージ化化化化してしてしてして、、、、例例例例ええええばばばば 30 年年年年後後後後にににに使使使使ええええるかるかるかるか。。。。そそそそんなことないですよんなことないですよんなことないですよんなことないですよねねねね。。。。ななななぜぜぜぜ。。。。あのあのあのあの製品製品製品製品はははは、、、、電池電池電池電池のののの交換交換交換交換がでがでがでができないんですきないんですきないんですきないんですねねねね。。。。例例例例ええええばばばば、、、、iPod nano なんていうのはなんていうのはなんていうのはなんていうのは、、、、今今今今ちょちょちょちょっっっっとととと新新新新モモモモデルデルデルデルがががが出出出出ちちちちゃゃゃゃいましいましいましいましたがたがたがたが、、、、しばらくしばらくしばらくしばらく前前前前はははは 1万万万万 7,800円円円円でででで売売売売っっっっていましたていましたていましたていました。。。。そそそそのののの 1万万万万 7,800円円円円のののの iPod nano をををを、、、、電電電電池池池池交換交換交換交換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、、、、大大大大体体体体 500 日日日日ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで電池電池電池電池ががががおおおおかしくなかしくなかしくなかしくなっっっってててて、、、、電池電池電池電池交換交換交換交換することにすることにすることにすることになるんですがなるんですがなるんですがなるんですが、、、、1週週週週間間間間のののの時時時時間間間間とととと 6,000円円円円ぐぐぐぐらいらいらいらい値段値段値段値段がかかりますがかかりますがかかりますがかかります。。。。1万万万万 7,800円円円円でででで買買買買っっっってててて、、、、1年年年年半半半半使使使使っっっってててて 6,000円円円円かけてかけてかけてかけて直直直直すかすかすかすか。。。。多多多多分直分直分直分直さないですよさないですよさないですよさないですよ。。。。ごみになるんですごみになるんですごみになるんですごみになるんです。。。。そそそそういうものういうものういうものういうものだしだしだしだし、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんおおおお持持持持ちのちのちのちのコンパクトデジカコンパクトデジカコンパクトデジカコンパクトデジカメメメメはもうはもうはもうはもう少少少少しましですがしましですがしましですがしましですが、、、、そそそそれでもれでもれでもれでも多多多多分分分分 30 年年年年後後後後ににににはははは動動動動かないですかないですかないですかないです。。。。ななななぜぜぜぜかかかか。。。。バッバッバッバッテテテテリーリーリーリーをををを売売売売っっっっていないていないていないていない。。。。そそそそういうういうういうういう話話話話なんですなんですなんですなんです。。。。共通共通共通共通のののの電池電池電池電池というのがやというのがやというのがやというのがやっぱっぱっぱっぱりりりり非常非常非常非常にににに重重重重要要要要なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、このこのこのこの辺辺辺辺あたりはもうあたりはもうあたりはもうあたりはもう共通共通共通共通のののの電池電池電池電池ををををつくらなきつくらなきつくらなきつくらなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。 私私私私のののの次次次次にしにしにしにしゃべゃべゃべゃべるるるる方方方方ははははリコーリコーリコーリコーのののの方方方方なものですからなものですからなものですからなものですから、、、、リコーリコーリコーリコーをををを褒褒褒褒めてしまめてしまめてしまめてしまおおおおうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。    私私私私のののの今今今今使使使使っっっっているているているているカカカカメメメメララララっっっってててて、、、、リコーリコーリコーリコーのののの GX100 というというというというカカカカメメメメララララなんですがなんですがなんですがなんですが、、、、こんなこんなこんなこんなカカカカメメメメララララでででですすすす。。。。そそそそれはれはれはれは、、、、ふふふふだんはこういうだんはこういうだんはこういうだんはこういうリリリリチウチウチウチウムムムム電池電池電池電池をををを使使使使っっっってててているんですいるんですいるんですいるんです。。。。ただただただただ、、、、リコーリコーリコーリコーさんがさんがさんがさんがそそそそれをれをれをれを目的目的目的目的につくにつくにつくにつくっっっったとはとてもたとはとてもたとはとてもたとはとても思思思思ええええないんだけれどないんだけれどないんだけれどないんだけれど、、、、単単単単４４４４電池電池電池電池 2 本本本本でででで動動動動くんですくんですくんですくんですねねねね。。。。ももももっっっっともともともとも、、、、これだとこれだとこれだとこれだと 500 枚枚枚枚ぐぐぐぐらいらいらいらい撮撮撮撮れますけどれますけどれますけどれますけど、、、、単単単単４４４４電池電池電池電池だとだとだとだと七七七七、、、、八八八八十十十十枚枚枚枚でだめになりますけでだめになりますけでだめになりますけでだめになりますけどどどどねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、これこれこれこれはははは、、、、非常用非常用非常用非常用ででででそそそそういうこともできるというつもりでういうこともできるというつもりでういうこともできるというつもりでういうこともできるというつもりでおおおおつくりになつくりになつくりになつくりになっっっったものなんですがたものなんですがたものなんですがたものなんですが、、、、こういうものだとするとこういうものだとするとこういうものだとするとこういうものだとすると、、、、結結結結構性能構性能構性能構性能がよくてがよくてがよくてがよくて、、、、なかなかなかなかなかなかなかなかおおおおもしもしもしもしろろろろいいいいカカカカメメメメララララなんですがなんですがなんですがなんですが、、、、30 年年年年後後後後ににににそそそそのののの気気気気になればこのになればこのになればこのになればこの電池電池電池電池はははは多多多多分分分分売売売売っっっっているんているんているんているんじゃじゃじゃじゃないかなないかなないかなないかな。。。。ここここののののカカカカメメメメララララささささええええちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと動動動動けばけばけばけば、、、、30 年年年年後後後後もももも動動動動くだくだくだくだろろろろうといううといううといううという、、、、そそそそういうものなんですういうものなんですういうものなんですういうものなんですねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、だんだんだんだんだんだんだんだん楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方ををををそそそそういうういうういうういう方方方方向向向向にににに切切切切りかりかりかりかええええていかなきていかなきていかなきていかなきゃゃゃゃいけないんいけないんいけないんいけないんじゃじゃじゃじゃないかなないかなないかなないかなとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そそそそういうようなことをやりながらういうようなことをやりながらういうようなことをやりながらういうようなことをやりながら、、、、最終的最終的最終的最終的にはやはりにはやはりにはやはりにはやはり温暖化温暖化温暖化温暖化ガガガガススススのののの排排排排出出出出みたみたみたみたいなものもいなものもいなものもいなものも含含含含めてめてめてめて全全全全部部部部排排排排出出出出ををををゼロゼロゼロゼロにしていくというにしていくというにしていくというにしていくという考考考考ええええ方方方方にいかないとにいかないとにいかないとにいかないと、、、、どうやらどうやらどうやらどうやら危危危危ないないないないんんんんじゃじゃじゃじゃないないないないでしょうでしょうでしょうでしょうかかかか。。。。 じゃじゃじゃじゃ、、、、環境環境環境環境省省省省がががが最最最最近近近近、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは内内内内閣府閣府閣府閣府とととと言言言言っっっったたたたほほほほうがいいかもしれませんがうがいいかもしれませんがうがいいかもしれませんがうがいいかもしれませんが、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、1日日日日 1人人人人 1キキキキログラムログラムログラムログラムのののの CO2 のののの削減削減削減削減をしてくださいとをしてくださいとをしてくださいとをしてくださいと言言言言っっっっていますよていますよていますよていますよねねねね。。。。シャワーシャワーシャワーシャワーをををを浴浴浴浴びびびびるるるる時時時時間間間間をををを何分間何分間何分間何分間短短短短くしくしくしくしろろろろとかとかとかとか、、、、何何何何とかとかとかとか細細細細かいかいかいかいことですことですことですことです。。。。あれあれあれあれはははは、、、、全全全全部部部部足足足足してもなかなかしてもなかなかしてもなかなかしてもなかなか 1 キキキキロロロロいかないですよいかないですよいかないですよいかないですよ。。。。大大大大体体体体 1 キキキキロロロロというとどのというとどのというとどのというとどのぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、何何何何ができるんだができるんだができるんだができるんだろろろろうとやうとやうとやうとやっっっってみますてみますてみますてみますとととと、、、、大型大型大型大型ののののプラプラプラプラズズズズママママテレビテレビテレビテレビ買買買買っっっったらたらたらたら五五五五、、、、六六六六時時時時間間間間のののの視聴視聴視聴視聴ができますができますができますができます。。。。だからだからだからだから、、、、これだけでこれだけでこれだけでこれだけで 1キキキキロロロロ減減減減ららららそそそそうとするとうとするとうとするとうとすると、、、、まあまあまあまあ、、、、10 時時時時間間間間見見見見ているているているている人人人人はははは 5 時時時時間間間間、、、、6 時時時時間減間減間減間減らすのはらすのはらすのはらすのは可能可能可能可能ですけですけですけですけどどどど、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか五五五五、、、、六六六六時時時時間以間以間以間以上見上見上見上見てないでしょうからてないでしょうからてないでしょうからてないでしょうから、、、、プラプラプラプラズズズズママママテレビテレビテレビテレビ買買買買っっっったのにたのにたのにたのに全全全全くくくく使使使使わわわわ
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ないみたいなことにしないとないみたいなことにしないとないみたいなことにしないとないみたいなことにしないと 1 キキキキロロロロ減減減減らないですらないですらないですらないですねねねね。。。。ノノノノートパートパートパートパソソソソコンコンコンコンなんかだなんかだなんかだなんかだっっっったらたらたらたら、、、、50時時時時間間間間からからからから 200 時時時時間動間動間動間動きますからきますからきますからきますから、、、、これだけでこれだけでこれだけでこれだけで 1 日日日日 1 キキキキロロロロ減減減減ららららそそそそうというとうというとうというとうというと、、、、まあまあまあまあ、、、、使使使使わなわなわなわないしいしいしいし、、、、数数数数日日日日使使使使わないわないわないわない、、、、全全全全くくくく意意意意味味味味がないがないがないがない話話話話になりますになりますになりますになります。。。。オイルヒーターオイルヒーターオイルヒーターオイルヒーターみたいなものはみたいなものはみたいなものはみたいなものは結結結結構構構構消費電力消費電力消費電力消費電力がががが大大大大きいものですからききますがきいものですからききますがきいものですからききますがきいものですからききますが、、、、照照照照明明明明ももももそそそそんなにんなにんなにんなに大大大大きくはありませんきくはありませんきくはありませんきくはありません。。。。もちもちもちもちろろろろんんんん、、、、蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯にしたにしたにしたにしたほほほほうがうがうがうがずっずっずっずっととととエネルエネルエネルエネルギギギギーーーー的的的的にはよにはよにはよにはよろろろろしいですがしいですがしいですがしいですが。。。。 車車車車。。。。きょうはきょうはきょうはきょうは皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、車車車車でしょうでしょうでしょうでしょうねねねね。。。。車車車車はははは大大大大きいですよきいですよきいですよきいですよ。。。。車車車車をとにかくをとにかくをとにかくをとにかく省省省省エネエネエネエネ型型型型のののの車車車車ににににしたらしたらしたらしたら、、、、もうもうもうもう全然違全然違全然違全然違いますいますいますいますねねねね。。。。ベベベベンンンンツツツツのののの S クラスクラスクラスクラス、、、、5 リッターリッターリッターリッター級級級級のものだとのものだとのものだとのものだと、、、、都内都内都内都内なんかだなんかだなんかだなんかだとととと、、、、大大大大体体体体 1キキキキロロロロメメメメートルートルートルートル走走走走っっっっただけでただけでただけでただけで 1キキキキロロロロ CO2 をををを出出出出していますからしていますからしていますからしていますからねねねね。。。。郊郊郊郊外外外外にににに行行行行っっっってもてもてもてもこんなものだとこんなものだとこんなものだとこんなものだと思思思思いますいますいますいますねねねね。。。。そそそそれをれをれをれをプリプリプリプリウウウウススススあたりにするとあたりにするとあたりにするとあたりにすると、、、、多多多多分分分分そそそそのののの 6 倍倍倍倍ぐぐぐぐらいらいらいらいはははは走走走走りりりりますよますよますよますよ。。。。軽軽軽軽自動車自動車自動車自動車はははは必必必必ずずずずしもしもしもしも燃費燃費燃費燃費はよくありませんはよくありませんはよくありませんはよくありません。。。。軽軽軽軽はははは、、、、、、、、あまりあまりあまりあまり長長長長距離距離距離距離乗乗乗乗らないからいらないからいらないからいらないからいいだいだいだいだろろろろうといううといううといううというふふふふうにうにうにうにおおおお買買買買いになるんであいになるんであいになるんであいになるんであっっっってててて、、、、燃費燃費燃費燃費のことだけのことだけのことだけのことだけ考考考考ええええるとるとるとると、、、、おそおそおそおそらくらくらくらくホンホンホンホンダダダダののののフィットフィットフィットフィット 1300ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのものをものをものをものをおおおお買買買買いにないにないにないになっっっったたたたほほほほうがうがうがうが燃費燃費燃費燃費はいいですよはいいですよはいいですよはいいですよねねねね。。。。ただただただただ、、、、税金税金税金税金なんかがなんかがなんかがなんかが優遇優遇優遇優遇されちされちされちされちゃっゃっゃっゃっていますからていますからていますからていますから、、、、ややややっぱっぱっぱっぱりなかなかりなかなかりなかなかりなかなか軽軽軽軽以外以外以外以外買買買買うのはうのはうのはうのは難難難難しいですけしいですけしいですけしいですけれれれれどどどど。。。。 きょうきょうきょうきょう、、、、我我我我々々々々、、、、飛飛飛飛行機行機行機行機にににに乗乗乗乗っっっってきているわけでてきているわけでてきているわけでてきているわけで、、、、飛飛飛飛行機行機行機行機なんかなんかなんかなんか、、、、大大大大体乗体乗体乗体乗っっっっちちちちゃゃゃゃいけないいけないいけないいけないですよですよですよですよねねねね。。。。できたらできたらできたらできたら、、、、ここここここここ新新新新幹線幹線幹線幹線ができたができたができたができたほほほほうがいいですうがいいですうがいいですうがいいですねねねね。。。。新新新新幹線幹線幹線幹線ができればができればができればができれば新新新新幹線幹線幹線幹線でででで来来来来ますますますます。。。。そそそそういうういうういうういうことですことですことですことですねねねね。。。。特特特特にににに国内国内国内国内線線線線はこうなんですがはこうなんですがはこうなんですがはこうなんですが、、、、実実実実はははは国際国際国際国際線線線線ののののほほほほうがうがうがうが燃費燃費燃費燃費ははははももももっっっっとととと悪悪悪悪いんですいんですいんですいんですねねねね。。。。長長長長距離飛距離飛距離飛距離飛んでいるからいいとんでいるからいいとんでいるからいいとんでいるからいいと一見思一見思一見思一見思われるんですがわれるんですがわれるんですがわれるんですが、、、、実実実実はははは違違違違っっっっていていていていてててて、、、、飛飛飛飛行機行機行機行機というのはというのはというのはというのは燃燃燃燃料料料料をををを空空空空中中中中にににに持持持持ちちちち上上上上げるためにげるためにげるためにげるために燃燃燃燃料料料料をををを大大大大量量量量にににに使使使使うんですうんですうんですうんです。。。。すごくすごくすごくすごく自自自自己矛盾己矛盾己矛盾己矛盾したしたしたした装置装置装置装置なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。国際国際国際国際線線線線みたいにみたいにみたいにみたいに満満満満タンタンタンタンにににに燃燃燃燃料料料料をををを積積積積みますとみますとみますとみますと、、、、ものすごいものすごいものすごいものすごい燃燃燃燃料料料料をををを使使使使っっっっててててそそそそのののの燃燃燃燃料料料料をををを空空空空中中中中までまでまでまで持持持持ちちちち上上上上げるんですげるんですげるんですげるんです。。。。だからだからだからだから、、、、そそそそういうことでういうことでういうことでういうことで、、、、国際国際国際国際線線線線ですとですとですとですと大大大大体体体体 8キキキキロロロロぐぐぐぐらいらいらいらいじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思いますいますいますいます。。。。ちょちょちょちょっっっっとととと国内国内国内国内線線線線よりよりよりより悪悪悪悪いですいですいですいですねねねね。。。。 消費消費消費消費。。。。雑誌雑誌雑誌雑誌をををを毎毎毎毎日日日日 1冊冊冊冊買買買買っっっっているているているている人人人人だだだだっっっったらたらたらたら、、、、月月月月にににに 30冊冊冊冊買買買買っっっってててているいるいるいる方方方方だだだだっっっったらたらたらたら、、、、そそそそれをれをれをれをやめただけでやめただけでやめただけでやめただけで大大大大体体体体 1 キキキキロロロロ減減減減りますりますりますります。。。。ただただただただ、、、、なかなかなかなかなかなかなかなかそそそそうもいきませんうもいきませんうもいきませんうもいきませんねねねね。。。。毎毎毎毎日日日日ダダダダンンンンボボボボールールールール
550 グラムグラムグラムグラムをををを個個個個人人人人でででで使使使使っっっっているているているている方方方方ははははほほほほとんどいないでしょうしとんどいないでしょうしとんどいないでしょうしとんどいないでしょうし、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をををを節節節節約約約約するするするする、、、、何何何何かかかか外外外外ににににレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの人人人人形形形形がありましたけがありましたけがありましたけがありましたけれれれれどどどど、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋というのはというのはというのはというのは、、、、あれはあれはあれはあれはむむむむだのだのだのだの象徴象徴象徴象徴であであであであっっっってててて、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷がでかいかとがでかいかとがでかいかとがでかいかと言言言言われるとわれるとわれるとわれると、、、、ちょちょちょちょっっっっといささかといささかといささかといささかクエスクエスクエスクエスチチチチョンョンョンョンなんですなんですなんですなんですねねねね。。。。そそそそれでれでれでれで、、、、1 キキキキロロロロ減減減減らすとらすとらすとらすと思思思思うとうとうとうと、、、、1 日日日日 60 枚枚枚枚ののののレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを節節節節約約約約しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけなくていけなくていけなくていけなくて、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をををを毎毎毎毎日日日日 60枚枚枚枚使使使使っっっっているているているている人人人人はいませんからはいませんからはいませんからはいませんから、、、、なかなかこれだけではなかなかこれだけではなかなかこれだけではなかなかこれだけでは難難難難しいしいしいしい。。。。ということはということはということはということは何何何何かかかかとととというというというというと、、、、何何何何かかかか 1 つのことだけやればつのことだけやればつのことだけやればつのことだけやれば環境環境環境環境をををを守守守守れるれるれるれるというわけではないんですというわけではないんですというわけではないんですというわけではないんです。。。。ありとあありとあありとあありとあららららゆゆゆゆることをちょることをちょることをちょることをちょっっっっととととずずずずつつつつ積積積積みみみみ上上上上げてやげてやげてやげてやっっっっていかないとていかないとていかないとていかないと、、、、結局結局結局結局だめなんですだめなんですだめなんですだめなんですねねねね。。。。 これはこれはこれはこれは大大大大きいかもしれないのはきいかもしれないのはきいかもしれないのはきいかもしれないのはトマトトマトトマトトマトですですですです。。。。露露露露地地地地でつくでつくでつくでつくっっっったものだとたものだとたものだとたものだと 40個食個食個食個食べべべべられますられますられますられますがががが、、、、温室温室温室温室でつくでつくでつくでつくっっっったものはたものはたものはたものは 2個個個個ぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。まあまあまあまあ、、、、調調調調理理理理はははは大大大大したしたしたしたことないですことないですことないですことないですねねねね。。。。 物物物物をををを買買買買うのもよくありませんうのもよくありませんうのもよくありませんうのもよくありません。。。。今今今今回回回回はあまりはあまりはあまりはあまり時時時時間間間間がないのでがないのでがないのでがないので飛飛飛飛ばしますがばしますがばしますがばしますが、、、、私私私私はははは一一一一体何体何体何体何をやをやをやをやっっっっているんだというとているんだというとているんだというとているんだというと、、、、そそそそのののの最悪最悪最悪最悪なななな飛飛飛飛行機行機行機行機にににに乗乗乗乗りりりり過過過過ぎぎぎぎでででですすすす。。。。最最最最近近近近、、、、6万万万万キキキキロロロロ、、、、ももももっっっっとととと乗乗乗乗っっっっているようなているようなているようなているような気気気気がするながするながするながするな。。。。そそそそれがとにかくれがとにかくれがとにかくれがとにかく圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的にににに悪悪悪悪いですいですいですいですねねねね。。。。あとあとあとあと、、、、紙紙紙紙がものすごいがものすごいがものすごいがものすごい、、、、私私私私のとこのとこのとこのところろろろにににに郵便郵便郵便郵便屋屋屋屋さんがさんがさんがさんが持持持持っっっってきてくれててきてくれててきてくれててきてくれて、、、、そそそそれをごみにれをごみにれをごみにれをごみに出出出出しながらしながらしながらしながら、「、「、「、「うううう～～～～んんんん」」」」とうなとうなとうなとうなっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。太陽太陽太陽太陽電池電池電池電池なんかもつけていますしなんかもつけていますしなんかもつけていますしなんかもつけていますし、、、、太陽太陽太陽太陽熱熱熱熱温温温温水水水水器器器器なんかもあるんですがなんかもあるんですがなんかもあるんですがなんかもあるんですが、、、、ここここれれれれ書書書書いてないですいてないですいてないですいてないですねねねね。。。。あれはちょうどあれはちょうどあれはちょうどあれはちょうど 100 キキキキロロロロぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、これこれこれこれぐぐぐぐらいをちょうどらいをちょうどらいをちょうどらいをちょうど打打打打ちちちち消消消消ししししているているているているぐぐぐぐらいですらいですらいですらいですねねねね。。。。大大大大したことないですしたことないですしたことないですしたことないですねねねね。。。。こんなこんなこんなこんな状態状態状態状態でででで、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか二二二二酸酸酸酸化化化化炭素炭素炭素炭素をををを減減減減ららららすのはすのはすのはすのは大変大変大変大変でありますでありますでありますであります。。。。 
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  そそそそういういういういっっっったときにどういうたときにどういうたときにどういうたときにどういう考考考考ええええ方方方方でででで臨臨臨臨むむむむべべべべきかなんですがきかなんですがきかなんですがきかなんですが、、、、1 つはつはつはつは、、、、化石化石化石化石燃燃燃燃料料料料というのはというのはというのはというのはすすすすぐぐぐぐさまさまさまさま尽尽尽尽きるんですよきるんですよきるんですよきるんですよ。。。。すすすすぐぐぐぐさまさまさまさまっっっったたたたっっっってててて、、、、我我我我々々々々のののの寿寿寿寿命命命命からからからから見見見見ればればればれば長長長長いですいですいですいです。。。。これはこれはこれはこれは過過過過去去去去 1 万万万万年年年年、、、、未未未未来来来来 1 万万万万年年年年というというというという、、、、未未未未来来来来じゃじゃじゃじゃないですけどないですけどないですけどないですけど、、、、ここここここここ、、、、今今今今我我我我々々々々ははははこんなとここんなとここんなとここんなところろろろにいにいにいにいるんですけどるんですけどるんですけどるんですけど、、、、合合合合計計計計 2 万万万万年年年年なんてなんてなんてなんていういういういう、、、、そそそそういうういうういうういうプロットプロットプロットプロットですがですがですがですが、、、、化石化石化石化石燃燃燃燃料時代料時代料時代料時代というのというのというのというのはわはわはわはわずずずずかかかか 500 年年年年しかありしかありしかありしかありませんませんませんません。。。。人人人人類類類類のののの歴史歴史歴史歴史っっっってててて、、、、過去過去過去過去ずっずっずっずっとととと、、、、このこのこのこの辺辺辺辺からからからから始始始始ままままっっっっててててずっずっずっずっとととと来来来来てててているわけですいるわけですいるわけですいるわけです。。。。こうこうこうこう来来来来ているわけですているわけですているわけですているわけですねねねね。。。。ここからここからここからここから先先先先どこどこどこどこへへへへ行行行行くかというとくかというとくかというとくかというと、、、、まあまあまあまあ、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、どうどうどうどう思思思思われますわれますわれますわれます？？？？    人人人人類類類類っっっってててて、、、、そそそそうううう簡簡簡簡単単単単にににに絶滅絶滅絶滅絶滅しないんですよしないんですよしないんですよしないんですよ。。。。例例例例ええええばばばば、、、、何何何何かかかか事事事事件件件件がががが起起起起きてもきてもきてもきても、、、、氷氷氷氷河河河河期期期期だだだだっっっってててて生生生生きていたきていたきていたきていたわけですからわけですからわけですからわけですからねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、絶滅絶滅絶滅絶滅なんかなんかなんかなんかそそそそうううう簡簡簡簡単単単単にしないですよにしないですよにしないですよにしないですよ。。。。多多多多分分分分、、、、あとあとあとあと 100 万万万万年年年年ぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは嫌嫌嫌嫌でもでもでもでも多多多多分人分人分人分人類類類類生生生生きちきちきちきちゃゃゃゃうんですようんですようんですようんですよ。。。。合合合合計計計計
100万万万万年年年年かかかか 120万万万万年年年年かかかか知知知知りませんがりませんがりませんがりませんが、、、、そそそそのののの中中中中でででで化石化石化石化石燃燃燃燃料料料料があるのががあるのががあるのががあるのが 500 年年年年ですですですです。。。。我我我我々々々々ははははそそそそののののどどどど真真真真んんんん中中中中よりちょよりちょよりちょよりちょっっっっとととと前前前前ぐぐぐぐらいにまだらいにまだらいにまだらいにまだおおおおりますりますりますります。。。。そそそそういうういうういうういうふふふふうにうにうにうに考考考考ええええるとるとるとると、、、、ここからちょここからちょここからちょここからちょっっっっとととと行行行行っっっったたたた、、、、例例例例ええええばばばば 2500 年年年年、、、、3000 年年年年というときにというときにというときにというときに、、、、人人人人々々々々はははは一一一一体体体体どういうどういうどういうどういう暮暮暮暮らしをしているらしをしているらしをしているらしをしているでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。人人人人々々々々はははは困困困困っっっっているでしょうかているでしょうかているでしょうかているでしょうか。。。。どうどうどうどう思思思思われますかわれますかわれますかわれますか？？？？ 我我我我々々々々はははは、、、、今化石今化石今化石今化石燃燃燃燃料料料料ないないないないとととと多多多多分困分困分困分困りますよりますよりますよりますよねねねね。。。。私私私私にとにとにとにとっっっってててて今一今一今一今一番困番困番困番困るのはるのはるのはるのは、、、、化石化石化石化石燃燃燃燃料料料料がないとがないとがないとがないと家家家家にににに戻戻戻戻れないことでれないことでれないことでれないことですすすす、、、、飛飛飛飛行機行機行機行機ににににはははは乗乗乗乗れないれないれないれない。「。「。「。「歩歩歩歩いていていていて帰帰帰帰れれれれ」」」」になになになになっっっっちちちちゃゃゃゃいますからいますからいますからいますからねねねね。。。。そそそそういうことでういうことでういうことでういうことで困困困困りまりまりまりますけれどすけれどすけれどすけれど、、、、もともとないものというのはもともとないものというのはもともとないものというのはもともとないものというのは困困困困らないんですらないんですらないんですらないんですねねねね、、、、おそおそおそおそらくらくらくらく。。。。ですからですからですからですから、、、、このあこのあこのあこのあたりのたりのたりのたりの人人人人々々々々というのもというのもというのもというのも多多多多分困分困分困分困っっっってないんだとてないんだとてないんだとてないんだと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  だからだからだからだから、、、、これのこれのこれのこれの読読読読みみみみ方方方方はははは、、、、今今今今我我我我々々々々はいかにはいかにはいかにはいかに特特特特殊殊殊殊なななな時代時代時代時代にあるかということですにあるかということですにあるかということですにあるかということです。。。。そそそそのののの特特特特殊殊殊殊なななな時代時代時代時代にあるにあるにあるにあるゆえゆえゆえゆえにににに、、、、実実実実はははは地球地球地球地球のののの温暖化温暖化温暖化温暖化なんていうことをなんていうことをなんていうことをなんていうことを引引引引きききき起起起起こせるんですこせるんですこせるんですこせるんです。。。。そそそそれはれはれはれは、、、、人人人人類類類類がががが偉偉偉偉いからでもいからでもいからでもいからでも何何何何でもなくてでもなくてでもなくてでもなくて、、、、化石化石化石化石燃燃燃燃料料料料というというというという、、、、あまりにもあまりにもあまりにもあまりにも便便便便利利利利でででで、、、、あまりにもあまりにもあまりにもあまりにも偉偉偉偉いいいいものをものをものをものを我我我我々々々々がががが手手手手にしたからですにしたからですにしたからですにしたからです。。。。そそそそれはれはれはれは尽尽尽尽きますきますきますきます。。。。ですからですからですからですから、、、、2300 年年年年ぐぐぐぐらいにはらいにはらいにはらいには大大大大体体体体そろそろそろそろそろそろそろそろ終終終終わりになわりになわりになわりになっっっっていますよていますよていますよていますよねねねね。。。。だからだからだからだから、、、、そそそそのこのこのこのころろろろになりますとになりますとになりますとになりますと、、、、化石化石化石化石燃燃燃燃料料料料をををを燃燃燃燃やしてやしてやしてやして温温温温暖化暖化暖化暖化することができるかすることができるかすることができるかすることができるか。。。。いやいやいやいや、、、、できませんできませんできませんできません。。。。ないですからないですからないですからないですから。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、どうするんだというどうするんだというどうするんだというどうするんだという話話話話でででで、、、、今化石今化石今化石今化石燃燃燃燃料料料料ののののおおおおかげでかげでかげでかげで我我我我々々々々のののの地球地球地球地球のののの持続能力持続能力持続能力持続能力のののの倍倍倍倍ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの活活活活動力動力動力動力をををを今今今今人人人人類類類類はやはやはやはやっっっってててているわけですよいるわけですよいるわけですよいるわけですよねねねね。。。。そそそそれをれをれをれを、、、、そそそそのののの以下以下以下以下にににに持持持持っっっっ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唯唯唯唯一一一一のののの解解解解なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、実実実実ををををいうというというというとそそそそれれれれ以外以外以外以外にもにもにもにも解解解解みたいなのがあみたいなのがあみたいなのがあみたいなのがあっっっってててて、、、、そそそそちらをちらをちらをちらを主張主張主張主張されているされているされているされている方方方方ががががおおおおられますられますられますられます。。。。 

  そそそそれはれはれはれは、、、、化石化石化石化石燃燃燃燃料料料料からからからから原原原原子子子子力力力力にいくというにいくというにいくというにいくというシシシシナナナナリオリオリオリオですですですです。。。。核融核融核融核融合合合合までいけばまでいけばまでいけばまでいけばずっずっずっずっとととと続続続続ききききますがますがますがますが、、、、そそそそれれれれ以前以前以前以前のののの核核核核分分分分裂裂裂裂のののの範囲範囲範囲範囲内内内内ですとなかなかですとなかなかですとなかなかですとなかなか難難難難しくてしくてしくてしくて、、、、今今今今全全全全部部部部原原原原発発発発でででで人人人人類類類類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賄賄賄賄おおおおうとしますとうとしますとうとしますとうとしますと、、、、今地球上今地球上今地球上今地球上にににに四四四四百百百百四四四四十数十数十数十数基基基基原原原原発発発発がありますががありますががありますががありますが、、、、大大大大体体体体 1 万万万万基基基基ぐぐぐぐらいらいらいらいのののの原原原原発発発発がががが必要必要必要必要だだだだろろろろうとうとうとうと考考考考ええええられますられますられますられます。。。。1万万万万基基基基でででで今今今今のののの軽軽軽軽水炉水炉水炉水炉をををを動動動動かしますとかしますとかしますとかしますと、、、、ウウウウランランランランはははは 10 年年年年もちませんもちませんもちませんもちません。。。。だからだからだからだから、、、、ほほほほとんどとんどとんどとんど何何何何のののの意味意味意味意味もないんですもないんですもないんですもないんですねねねね。。。。そそそそれれれれじゃじゃじゃじゃどうするのかというとどうするのかというとどうするのかというとどうするのかというと、、、、ちょちょちょちょっっっっとととと近近近近くにありますくにありますくにありますくにあります「「「「もんもんもんもんじじじじゅゅゅゅ」」」」っっっってててて、、、、今今今今寝寝寝寝ていますけれどていますけれどていますけれどていますけれど、、、、あのあのあのあの高高高高速増速増速増速増殖殖殖殖炉炉炉炉みたいみたいみたいみたいなものにしますとなものにしますとなものにしますとなものにしますと、、、、そそそそのののの 40倍倍倍倍ぐぐぐぐらいらいらいらい使使使使いますからいますからいますからいますから、、、、まあまあまあまあ、、、、400 年年年年ぐぐぐぐらいはもちますからいはもちますからいはもちますからいはもちますかねねねね。。。。そそそそんなんなんなんな感感感感じじじじなんですなんですなんですなんですねねねね。。。。そそそそこまでこまでこまでこまでいくといくといくといくと、、、、いいいいろろろろんなとこんなとこんなとこんなところろろろからからからからウウウウランランランランがとれるとかがとれるとかがとれるとかがとれるとか、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな話話話話があがあがあがあっっっってててて、、、、もうちょいもうちょいもうちょいもうちょい延延延延びびびびるかもしれませんがるかもしれませんがるかもしれませんがるかもしれませんが、、、、核融核融核融核融合合合合までいけるかどうかというまでいけるかどうかというまでいけるかどうかというまでいけるかどうかというのがのがのがのが大大大大きいですがきいですがきいですがきいですが、、、、ただただただただ、、、、そそそそういうういうういうういう集中集中集中集中型型型型ののののエネルエネルエネルエネルギギギギーーーーというのはというのはというのはというのはテテテテロロロロのののの対対対対象象象象にににに非常非常非常非常になになになになりやすいんでりやすいんでりやすいんでりやすいんで、、、、人人人人類類類類ががががテテテテロロロロなんていうことをあきらめたなんていうことをあきらめたなんていうことをあきらめたなんていうことをあきらめた、、、、そそそそうしたらやれるかもしれませうしたらやれるかもしれませうしたらやれるかもしれませうしたらやれるかもしれませんんんん。。。。そそそそうでないうでないうでないうでない場合場合場合場合にはにはにはには、、、、やはりこういうやはりこういうやはりこういうやはりこういう、、、、下下下下げていげていげていげていっっっってててて、、、、私私私私はははは人人人人口口口口 20 億億億億からからからから 30 億億億億だとだとだとだと思思思思っっっっているんですがているんですがているんですがているんですが、、、、そそそそののののぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが地球地球地球地球のののの上上上上でわりあいとでわりあいとでわりあいとでわりあいと幸幸幸幸せにせにせにせに、、、、平和平和平和平和にににに、、、、ゆっゆっゆっゆっくりとくりとくりとくりと。。。。何何何何せせせせ東京都東京都東京都東京都からからからからひひひひょいとょいとょいとょいと来来来来てててて、、、、またまたまたまた同同同同じじじじ日日日日のうちにのうちにのうちにのうちに東京東京東京東京にににに帰帰帰帰るなんるなんるなんるなんてててて、、、、多多多多分分分分できないですできないですできないですできないですからからからからねねねね。。。。おそおそおそおそらくらくらくらく東京東京東京東京からこういうからこういうからこういうからこういう講演講演講演講演、、、、ここにここにここにここに多多多多分人分人分人分人形形形形がががが動動動動いていていていていていていていて、、、、声声声声とととと画画画画面面面面はははは東京東京東京東京
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からからからから送送送送っっっっているているているている、、、、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になになになっっっっているんているんているんているんじゃじゃじゃじゃないですかないですかないですかないですかねねねね。。。。 

  というわけでありますというわけでありますというわけでありますというわけであります。。。。あとあとあとあと 2枚枚枚枚でででで終終終終わりますがわりますがわりますがわりますが、、、、今今今今までまでまでまで 20 世世世世紀紀紀紀というのはというのはというのはというのは、、、、人人人人類類類類はこはこはこはこういうものだとういうものだとういうものだとういうものだと思思思思っっっってててて生生生生きているんですきているんですきているんですきているんですねねねね。。。。すすすすべべべべてこういうてこういうてこういうてこういうふふふふうにうにうにうに発展発展発展発展していくしていくしていくしていく。「。「。「。「まだいまだいまだいまだいくらでもいけるくらでもいけるくらでもいけるくらでもいけるっっっっ」」」」とととと言言言言っっっってやてやてやてやっっっってきたてきたてきたてきた。。。。特特特特にににに 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最後最後最後最後ににににババババブブブブルルルルなんていうなんていうなんていうなんていう変変変変なことをやなことをやなことをやなことをやっっっってててて、、、、そそそそこでちょこでちょこでちょこでちょっっっっとととと日本日本日本日本人人人人だけだけだけだけ痛痛痛痛いいいい目目目目にににに遭遭遭遭っっっったたたた。。。。日本日本日本日本人人人人だけだけだけだけ大大大大人人人人になになになになっっっったたたた。。。。アアアアメメメメリカリカリカリカはまだやはまだやはまだやはまだやっっっっていていていていますますますます。。。。でででで、、、、日本日本日本日本人人人人はははは 21 世世世世紀紀紀紀をちょをちょをちょをちょっっっっとととと先先先先取取取取りしたんですりしたんですりしたんですりしたんですねねねね。。。。そそそそれれれれでででで、、、、まあまあまあまあ、、、、こういうこういうこういうこういう格格格格好好好好にににに 21 世世世世紀紀紀紀はなりますはなりますはなりますはなります。。。。人人人人口口口口もももも多多多多分中間分中間分中間分中間あたりであたりであたりであたりでピピピピークークークークになりますになりますになりますになります、、、、うまくやればうまくやればうまくやればうまくやれば。。。。消費消費消費消費はははは多多多多分分分分このこのこのこの辺辺辺辺ががががピピピピークークークークになになになになっっっってててて、、、、こんなこんなこんなこんな感感感感じじじじですかですかですかですかねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、21世世世世紀紀紀紀はとにかくはとにかくはとにかくはとにかく右肩右肩右肩右肩下下下下がりなんですよがりなんですよがりなんですよがりなんですよ。。。。地方地方地方地方もももも、、、、人人人人口口口口もももも右肩右肩右肩右肩下下下下がりにながりにながりにながりになっっっってきたりてきたりてきたりてきたり、、、、いいいいろろろろんなことがんなことがんなことがんなことが右肩右肩右肩右肩下下下下がりになるとがりになるとがりになるとがりになると、、、、みんなみんなみんなみんなメメメメンタリンタリンタリンタリテテテティーィーィーィー、、、、どどどどっっっっちかというとだめちかというとだめちかというとだめちかというとだめじゃじゃじゃじゃないないないないですかですかですかですか。。。。しかししかししかししかし、、、、右肩右肩右肩右肩下下下下がりなんだけどがりなんだけどがりなんだけどがりなんだけど、、、、何何何何かここにかここにかここにかここに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持持持持っっっってててて、、、、例例例例ええええばばばば、、、、地地地地域域域域であればであればであればであれば、、、、そそそそのののの地地地地域特産域特産域特産域特産とかとかとかとか、、、、地地地地域域域域のののの特特特特徴徴徴徴をををを生生生生かかかかしたしたしたしたとかとかとかとか、、、、そそそそういうようなことでういうようなことでういうようなことでういうようなことで新新新新たたたたなななな価価価価値値値値をつくりながらをつくりながらをつくりながらをつくりながら、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく、、、、バーバーバーバーチチチチャルャルャルャルなものですなものですなものですなものですねねねね。。。。バーバーバーバーチチチチャルャルャルャルというかというかというかというか、、、、実実実実体体体体はあまりないんだけどはあまりないんだけどはあまりないんだけどはあまりないんだけど、、、、心心心心のののの問題問題問題問題ですよですよですよですよねねねね。。。。だからだからだからだから、、、、新新新新たなたなたなたな価価価価値値値値をををを持持持持っっっってててて、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく物物物物にににに価価価価値値値値をををを付付付付加加加加してやしてやしてやしてやっっっっていくんていくんていくんていくんじじじじゃゃゃゃないのかなというないのかなというないのかなというないのかなという、、、、そそそそういうことでありますういうことでありますういうことでありますういうことであります。。。。最悪最悪最悪最悪なのなのなのなのはははは大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、薄薄薄薄利利利利多多多多売売売売。。。。こういうのでまだやこういうのでまだやこういうのでまだやこういうのでまだやっっっっているているているている方方方方ががががおおおおられますがられますがられますがられますが、、、、そろそろそろそろそろそろそろそろだめにだめにだめにだめになるんなるんなるんなるんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思いますいますいますいます。。。。最終的最終的最終的最終的にはにはにはには、、、、付付付付加加加加価価価価値値値値をつけるをつけるをつけるをつける、、、、環境環境環境環境価価価価値値値値をつけるをつけるをつけるをつける、、、、適適適適正正正正生生生生産産産産、、、、ププププレレレレミアムミアムミアムミアム価格価格価格価格、、、、長長長長寿寿寿寿命命命命、、、、そそそそれかられかられかられから廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ゼロゼロゼロゼロといといといといっっっったたたた形形形形でででで、、、、将将将将来来来来ともやともやともやともやっっっっていていていていくくくくのではのではのではのではないでしょうかないでしょうかないでしょうかないでしょうか。。。。 
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事例紹介事例紹介事例紹介事例紹介 

 司会司会司会司会 

  ……社会環境本部環境経営推進室長社会環境本部環境経営推進室長社会環境本部環境経営推進室長社会環境本部環境経営推進室長のののの則武様則武様則武様則武様ですですですです。。。。本日本日本日本日ののののテテテテーマーマーマーマはははは、「、「、「、「リコーリコーリコーリコーのののの環境経営環境経営環境経営環境経営」」」」ですですですです。。。。そそそそれではれではれではれでは、、、、則武様則武様則武様則武様、、、、よよよよろろろろしくしくしくしくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 則武室長則武室長則武室長則武室長 

  リコーリコーリコーリコーのののの社会環境本部社会環境本部社会環境本部社会環境本部のののの則武則武則武則武ですですですです。。。。きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、事例事例事例事例ということですがということですがということですがということですが、、、、リコーリコーリコーリコーのののの環境経環境経環境経環境経営営営営のののの考考考考ええええ方方方方とととと、、、、幾幾幾幾つかつかつかつか簡簡簡簡単単単単なななな事例事例事例事例とととと、、、、あとあとあとあと、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを実実実実現現現現させるためにはさせるためにはさせるためにはさせるためには企業企業企業企業だけでだけでだけでだけではははは難難難難しくてしくてしくてしくて、、、、サプライサプライサプライサプライチェチェチェチェーンーンーンーンをををを通通通通していしていしていしていろろろろんなんなんなんな方方方方々々々々のののの努努努努力力力力もももも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、、、、そそそそのののの辺辺辺辺についてについてについてについて話話話話させていただければとさせていただければとさせていただければとさせていただければ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、、、、簡簡簡簡単単単単ななななリコーリコーリコーリコーのののの紹介紹介紹介紹介ですけどですけどですけどですけど、、、、ちょちょちょちょっっっっととととデータデータデータデータ古古古古いんですけれどもいんですけれどもいんですけれどもいんですけれども、、、、基本基本基本基本的的的的にはにはにはには
OA 機器機器機器機器、、、、そそそそれとれとれとれと関連関連関連関連するするするするソソソソフトフトフトフトをををを中中中中心心心心としたとしたとしたとしたビビビビジネスジネスジネスジネスをしてをしてをしてをしておおおおりますりますりますります。。。。売売売売上高上高上高上高はははは、、、、18 年年年年度度度度はははは 2 兆兆兆兆 500 億億億億円円円円ぐぐぐぐらいだらいだらいだらいだっっっったんですけれどもたんですけれどもたんですけれどもたんですけれども、、、、海外海外海外海外がががが半半半半分分分分強強強強ということでということでということでということで、、、、大大大大体体体体半半半半分分分分ずずずずつつつつぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。社社社社員員員員ののののほほほほうもうもうもうも、、、、今今今今リコーグループリコーグループリコーグループリコーグループのののの従従従従業業業業員員員員はははは 8 万人万人万人万人ぐぐぐぐらいですけれどもらいですけれどもらいですけれどもらいですけれども、、、、半半半半分分分分ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが海外海外海外海外ということでということでということでということで、、、、国内国内国内国内とととと海外海外海外海外ほほほほとんどとんどとんどとんど同同同同じぐじぐじぐじぐらいというようならいというようならいというようならいというようなビビビビジネスジネスジネスジネスをしてをしてをしてをしておおおおりますりますりますります。。。。 

  リコーリコーリコーリコーのののの環境経営環境経営環境経営環境経営のまのまのまのまずずずずベベベベースースースースになになになになっっっっているているているている考考考考ええええ方方方方ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ここにここにここにここに挙挙挙挙げましたげましたげましたげました
Three P’s Balance というこというこというこということをとをとをとを考考考考ええええてててておおおおりますりますりますります。。。。基本基本基本基本的的的的にはにはにはには、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの安井安井安井安井先先先先生生生生ののののおおおお話話話話のののの中中中中にもありましたけれどもにもありましたけれどもにもありましたけれどもにもありましたけれども、、、、地球地球地球地球のののの中中中中でででで人人人人がががが生生生生きていくためにもきていくためにもきていくためにもきていくためにも、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境のののの中中中中のののの環境環境環境環境収収収収容容容容力力力力のののの中中中中でででで我我我我々々々々人人人人類類類類もももも生生生生きていかないといけないということできていかないといけないということできていかないといけないということできていかないといけないということで、、、、現在現在現在現在はやはりかなりはやはりかなりはやはりかなりはやはりかなりバラバラバラバランスンスンスンスがががが崩崩崩崩れているれているれているれている状態状態状態状態だとだとだとだと認認認認識識識識してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。バランスバランスバランスバランスがががが崩崩崩崩れたままでありますとれたままでありますとれたままでありますとれたままでありますと、、、、企業企業企業企業、、、、すなわちすなわちすなわちすなわちリコーリコーリコーリコーもももも持続持続持続持続できなくなるということでできなくなるということでできなくなるということでできなくなるということで、、、、将将将将来的来的来的来的にはにはにはにはバランスバランスバランスバランスのとれたのとれたのとれたのとれた、、、、持続可持続可持続可持続可能能能能なななな社会社会社会社会をををを実実実実現現現現しないとしないとしないとしないと企業企業企業企業もももも成成成成りりりり立立立立たないということをまたないということをまたないということをまたないということをまずずずず第第第第 1 にににに考考考考ええええてててておおおおりますりますりますります。。。。 

  今申今申今申今申しししし上上上上げましたようにげましたようにげましたようにげましたように、、、、ただただただただ、、、、環境環境環境環境とととと経経経経済済済済、、、、対対対対立立立立するするするするというというというという考考考考ええええがありますががありますががありますががありますが、、、、基本基本基本基本的的的的にはにはにはには、、、、ままままずずずず第第第第 1 にににに、、、、環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷をををを地球地球地球地球のののの許許許許容容容容できるできるできるできる範囲範囲範囲範囲内内内内ににににおおおおさめなければならないさめなければならないさめなければならないさめなければならない、、、、ここここれをまれをまれをまれをまずずずず第第第第 1 だとだとだとだと考考考考ええええてててておおおおりますりますりますります。。。。経経経経済的済的済的済的にににに何何何何とかとかとかとか成成成成りりりり立立立立っっっったとしてもたとしてもたとしてもたとしても、、、、最終的最終的最終的最終的にににに環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷をををを超超超超ええええたたたた活活活活動動動動をををを続続続続けていけばけていけばけていけばけていけば企業企業企業企業もももも成成成成りりりり立立立立たなくなたなくなたなくなたなくなっっっってしまうということでてしまうということでてしまうということでてしまうということで、、、、将将将将来来来来のこのこのこのことをとをとをとを考考考考ええええればればればれば、、、、ままままずずずず第第第第 1 にににに環境環境環境環境のことをのことをのことをのことを実実実実現現現現していかないといけないしていかないといけないしていかないといけないしていかないといけない。。。。そそそそのののの次次次次にににに環境環境環境環境とととと経経経経済済済済がががが両両両両立立立立できるようにできるようにできるようにできるように、、、、我我我我々々々々企業企業企業企業活活活活動動動動をををを行行行行なうなうなうなう。。。。ただただただただ我我我我々々々々だけではだけではだけではだけでは難難難難しいしいしいしい点点点点もありますのもありますのもありますのもありますのでででで、、、、社会社会社会社会シスシスシスシステテテテムムムムややややライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルがががが変変変変わわわわっっっっていくことによていくことによていくことによていくことによっっっってててて環境環境環境環境とととと経経経経済済済済がががが両両両両立立立立できるできるできるできるようようようようになるというになるというになるというになるというふふふふうにうにうにうに考考考考ええええていますていますていますています。。。。後後後後のののの事例事例事例事例のののの中中中中にもありますけれどもにもありますけれどもにもありますけれどもにもありますけれども、、、、リコーリコーリコーリコーはははは基基基基本本本本的的的的にはまにはまにはまにはまずずずず環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの削減削減削減削減というのがというのがというのがというのが第第第第 1 でででで、、、、第第第第 2 としてとしてとしてとして、、、、そそそそれをれをれをれを下下下下げるためにげるためにげるためにげるために行行行行うううう活活活活動動動動がががが経経経経済的済的済的済的にもにもにもにも成成成成りりりり立立立立つということをつということをつということをつということを信信信信じじじじてててて、、、、そそそそれにれにれにれに向向向向かかかかっっっってててて、、、、両両両両方成方成方成方成りりりり立立立立たせるというたせるというたせるというたせるということでやことでやことでやことでやっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。省資源省資源省資源省資源、、、、省省省省エネルエネルエネルエネルギギギギーーーーにはにはにはにはコストコストコストコストダダダダウウウウンンンンやややや、、、、そそそそのののの他製品他製品他製品他製品のののの競争競争競争競争力力力力向向向向上上上上にもつながるということでにもつながるということでにもつながるということでにもつながるということで、、、、必必必必ずずずず企業企業企業企業にとにとにとにとっっっってもいいことになるというてもいいことになるというてもいいことになるというてもいいことになるというふふふふうにうにうにうに考考考考ええええてててておおおおりますりますりますります。。。。これがこれがこれがこれが、、、、98 年年年年ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに、、、、今会長今会長今会長今会長になりましたになりましたになりましたになりました桜桜桜桜井井井井がががが当当当当時社長時社長時社長時社長のときにのときにのときにのときに、、、、これをこれをこれをこれを信信信信じじじじてててて活活活活動動動動しようということをしようということをしようということをしようということを決決決決めまめまめまめましてしてしてして、、、、リコーリコーリコーリコーははははそそそそれれれれ以来以来以来以来ずっずっずっずっとこのとこのとこのとこの考考考考ええええでででで進進進進めてめてめてめておおおおりますりますりますります。。。。 

  そそそそのののの段階段階段階段階にににに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、ままままずずずずリコーリコーリコーリコーがががが、、、、これはこれはこれはこれは 98 年年年年にににに、、、、これもこれもこれもこれも桜桜桜桜井井井井がががが考考考考ええええたものなんでたものなんでたものなんでたものなんですがすがすがすが、、、、リコーリコーリコーリコーがががが考考考考ええええるるるる環境経営環境経営環境経営環境経営というのはどういうものかということでというのはどういうものかということでというのはどういうものかということでというのはどういうものかということで、、、、リコーリコーリコーリコーのののの場合場合場合場合、、、、3



 17 

つのつのつのつのスススステテテテップップップップがあるということでがあるということでがあるということでがあるということで、、、、ままままずずずず第第第第 1 段階段階段階段階がががが環境対応環境対応環境対応環境対応のののの時代時代時代時代、、、、そそそそのののの次次次次にににに環境環境環境環境保保保保全全全全、、、、環境経営環境経営環境経営環境経営とととと進進進進めていかなければならないということでめていかなければならないということでめていかなければならないということでめていかなければならないということで、、、、98 年年年年当当当当時時時時はははは、、、、リコーリコーリコーリコーもこのもこのもこのもこの左左左左側側側側のののの環境対応環境対応環境対応環境対応というというというという部部部部分分分分でしかなかでしかなかでしかなかでしかなかっっっったというたというたというたというふふふふうにうにうにうに考考考考ええええてててておおおおりますりますりますります。。。。環境対応環境対応環境対応環境対応のののの時代時代時代時代はははは圧圧圧圧力力力力へへへへのののの対応対応対応対応ということでということでということでということで、、、、法法法法規規規規制制制制があるからがあるからがあるからがあるから実実実実施施施施するとするとするとするとかかかか、、、、競競競競合合合合がやがやがやがやっっっっているからているからているからているから実実実実施施施施するするするする、、、、おおおお客客客客様様様様がががが強強強強くくくく要望要望要望要望するからするからするからするから実実実実施施施施するというようなするというようなするというようなするというような、、、、どちらかというとどちらかというとどちらかというとどちらかというと消極的消極的消極的消極的なななな活活活活動動動動。。。。そそそそれれれれではではではでは持続的持続的持続的持続的なななな社会社会社会社会はははは実実実実現現現現できないということでできないということでできないということでできないということで、、、、次次次次ののののスススステテテテップップップップ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というものというものというものというものをををを置置置置きましたきましたきましたきました。。。。環境環境環境環境保保保保全全全全、、、、ねねねねらいとしましてはらいとしましてはらいとしましてはらいとしましては、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを実実実実現現現現するといするといするといするということでうことでうことでうことで、、、、そそそそれをれをれをれを地球地球地球地球市市市市民民民民としてのとしてのとしてのとしての使命使命使命使命としてとしてとしてとして、、、、自自自自主主主主的的的的なななな責任責任責任責任のもとでのもとでのもとでのもとで自自自自主主主主的的的的なななな計計計計画画画画をををを立立立立てててて、、、、活活活活動動動動していくということでしていくということでしていくということでしていくということで、、、、そそそそのののの活活活活動動動動内内内内容容容容としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、高高高高いいいい目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げてげてげてげて積積積積極的極的極的極的なななな地球環境地球環境地球環境地球環境負負負負荷荷荷荷をををを削減削減削減削減するするするする活活活活動動動動をををを行行行行っっっっていくということですていくということですていくということですていくということです。。。。このこのこのこの環境環境環境環境保保保保全全全全のののの部部部部分分分分、、、、これこれこれこれががががままままずずずず大大大大前前前前提提提提になるとになるとになるとになると先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げたげたげたげた部部部部分分分分ですですですです。。。。そそそそのののの次次次次ののののスススステテテテップップップップとしましてとしましてとしましてとしまして環境経営環境経営環境経営環境経営とととというものがあるということでいうものがあるということでいうものがあるということでいうものがあるということで、、、、環境経営環境経営環境経営環境経営ののののスススステテテテップップップップはははは、、、、基本基本基本基本的的的的にはにはにはには環境環境環境環境保保保保全全全全のののの部部部部分分分分をををを少少少少しししし緩緩緩緩めてやるとかということではなくてめてやるとかということではなくてめてやるとかということではなくてめてやるとかということではなくて、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全はははは当然当然当然当然のこととしてのこととしてのこととしてのこととして進進進進めるめるめるめる。。。。環境環境環境環境保保保保全全全全とととということがいうことがいうことがいうことが企業企業企業企業のののの足足足足をををを引引引引っっっっ張張張張るようなるようなるようなるような活活活活動動動動であればであればであればであれば、、、、このこのこのこの環境環境環境環境保保保保全全全全というのはというのはというのはというのは持続的持続的持続的持続的ににににずずずずっっっっとととと継継継継続続続続してやしてやしてやしてやっっっっていかないとていかないとていかないとていかないと意味意味意味意味がないということでがないということでがないということでがないということで、、、、リコーリコーリコーリコーがががが持続的持続的持続的持続的ににににずっずっずっずっとこれをとこれをとこれをとこれを継継継継続続続続してやしてやしてやしてやっっっっていくためにはていくためにはていくためにはていくためには環境環境環境環境保保保保全全全全活活活活動動動動がががが経営経営経営経営のののの足足足足をををを引引引引っっっっ張張張張るようなものであるようなものであるようなものであるようなものであっっっってはなてはなてはなてはならないらないらないらない。。。。そそそそれでれでれでれで、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全活活活活動動動動そそそそのものがのものがのものがのものが利利利利益益益益をををを生生生生みみみみ出出出出すようなすようなすようなすような活活活活動動動動にににに持持持持っっっっていくというていくというていくというていくということことことこと。。。。持持持持っっっっていけたていけたていけたていけた段階段階段階段階がががが環境経営環境経営環境経営環境経営ということでということでということでということで位位位位置置置置づづづづけましたけましたけましたけました。。。。ということでということでということでということで、、、、リコーリコーリコーリコーとしてはとしてはとしてはとしては、、、、環境経営環境経営環境経営環境経営というのはというのはというのはというのは環境環境環境環境保保保保全全全全はははは絶絶絶絶対対対対のののの条条条条件件件件としてとしてとしてとして考考考考ええええてててておおおおりますりますりますります。。。。よくよくよくよく、、、、経経経経済済済済とととと環境環境環境環境、、、、バランスバランスバランスバランスをとをとをとをとっっっってということがてということがてということがてということが挙挙挙挙げられてげられてげられてげられておおおおりますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、基本基本基本基本的的的的にはにはにはにはリコーリコーリコーリコーのののの中中中中ではではではではバランスバランスバランスバランスをとるというよりもをとるというよりもをとるというよりもをとるというよりも環境環境環境環境保保保保全全全全活活活活動動動動をををを積積積積極的極的極的極的にににに実実実実施施施施していくためにしていくためにしていくためにしていくために環境環境環境環境保保保保全全全全活活活活動動動動がががが利利利利益益益益をををを生生生生むむむむようにようにようにように持持持持っっっっていきたいというていきたいというていきたいというていきたいというふふふふうなうなうなうな考考考考ええええででででおおおおりますりますりますります。。。。 

  ここにここにここにここに挙挙挙挙げてげてげてげておおおおりますようにりますようにりますようにりますように、、、、一一一一番番番番上上上上にににに販販販販売売売売・・・・サーサーサーサービビビビススススというのがありますがというのがありますがというのがありますがというのがありますが、、、、下下下下からからからから、、、、リコーリコーリコーリコーはははは環境環境環境環境技術技術技術技術開開開開発発発発をををを行行行行いいいい、、、、商品商品商品商品企企企企画画画画、、、、設設設設計計計計、、、、生生生生産産産産、、、、販販販販売売売売・・・・サーサーサーサービビビビスススス、、、、おおおお客客客客様様様様にににに製品製品製品製品のののの価価価価値値値値をををを提供提供提供提供するということですがするということですがするということですがするということですが、、、、そそそそののののそそそそれれれれぞぞぞぞれのとこれのとこれのとこれのところろろろでででで、、、、すすすすべべべべてがてがてがてが環境経営環境経営環境経営環境経営につなげにつなげにつなげにつなげることができるというることができるというることができるというることができるというふふふふうにうにうにうに考考考考ええええてててておおおおりますりますりますります。。。。おおおお客客客客様様様様からいからいからいからいろろろろんなんなんなんな、、、、おおおお客客客客様様様様のののの満足満足満足満足度度度度をををを上上上上げるためとげるためとげるためとげるためと環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷をををを削減削減削減削減するためのするためのするためのするための必要必要必要必要なななな技術技術技術技術開開開開発発発発をををを積積積積極的極的極的極的にににに進進進進めめめめ、、、、そそそそれをれをれをれを商品商品商品商品企企企企画画画画ととととしてしてしてして活活活活用用用用してしてしてして、、、、設設設設計計計計、、、、生生生生産産産産、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのとこれのとこれのとこれのところろろろででででコストコストコストコストダダダダウウウウンンンン活活活活動動動動をををを伴伴伴伴うようなうようなうようなうような活活活活動動動動をををを行行行行っっっってててて、、、、販販販販売売売売・・・・サーサーサーサービビビビススススににににおおおおきましてもきましてもきましてもきましても環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷をををを下下下下げるようなげるようなげるようなげるような販販販販売売売売活活活活動動動動、、、、おおおお客客客客様様様様によくによくによくによく理理理理解解解解していただいてしていただいてしていただいてしていただいて、、、、おおおお客客客客様様様様ににににリコーリコーリコーリコー製品製品製品製品をををを買買買買っっっっていただくていただくていただくていただく、、、、あわせてあわせてあわせてあわせて環境環境環境環境負負負負荷低荷低荷低荷低減減減減にごにごにごにご協協協協力力力力いただくということによいただくということによいただくということによいただくということによっっっってててて環境経営環境経営環境経営環境経営がががが成成成成りりりり立立立立つつつつ。。。。このこのこのこのサイクルサイクルサイクルサイクルがががが回回回回ればればればれば、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全とととと利利利利益創益創益創益創出出出出はははは同同同同軸軸軸軸化化化化がががが成成成成りりりり立立立立つというつというつというつというふふふふうにうにうにうに考考考考ええええてててておおおおりますりますりますります。。。。 

  次次次次にににに、、、、現在現在現在現在ののののリコーリコーリコーリコーのののの環境環境環境環境にににに対対対対するするするする目目目目標標標標のののの考考考考ええええ方方方方ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、リコーリコーリコーリコーではではではでは現在現在現在現在、、、、15 次次次次中期中期中期中期経営経営経営経営計計計計画画画画のののの中中中中のののの、、、、今年今年今年今年がががが最終最終最終最終のののの年年年年度度度度ですがですがですがですが、、、、このこのこのこの 15次次次次のののの環境環境環境環境行動行動行動行動計計計計画画画画をををを考考考考ええええるるるる際際際際、、、、ちちちちょうどょうどょうどょうど 2003 年年年年ですがですがですがですが、、、、次次次次のののの目目目目標標標標をををを考考考考ええええるるるる際際際際にににに我我我我々々々々がががが目指目指目指目指すすすす姿姿姿姿としてとしてとしてとして Three P’s Balance をまをまをまをまずずずず目指目指目指目指すものとしてすものとしてすものとしてすものとして置置置置いていていていて、、、、そそそそれにれにれにれに向向向向かかかかっっっってててて 2050 年年年年というというというという部部部部分分分分をををを、、、、超超超超長長長長期期期期のののの環境環境環境環境ビビビビジョンジョンジョンジョンというというというという形形形形でででで設設設設定定定定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。そそそそれにれにれにれに向向向向かかかかっっっってててて、、、、2010 年年年年、、、、そそそそのののの当当当当時時時時のののの 6 年年年年先先先先のののの長長長長期期期期のののの目目目目標標標標、、、、そそそそれにれにれにれに向向向向かかかかっっっってててて 2007 年年年年度度度度、、、、今年今年今年今年度度度度までのまでのまでのまでの環境環境環境環境行動行動行動行動計計計計画画画画ということをということをということをということを考考考考ええええるというるというるというるというバックバックバックバックキキキキャスャスャスャステテテティングィングィングィング方式方式方式方式ををををそそそそのときにのときにのときにのときに取取取取りりりり入入入入れましたれましたれましたれました。。。。現在現在現在現在、、、、来来来来年年年年度度度度からのからのからのからの、、、、16 次次次次のののの中期中期中期中期経営経営経営経営計計計計画画画画のののの中中中中にににに環境環境環境環境行動行動行動行動計計計計画画画画をををを織織織織りりりり込込込込むむむむということでということでということでということで今今今今目目目目標標標標値値値値をををを立立立立てているてているてているてている段階段階段階段階ですがですがですがですが、、、、基本基本基本基本的的的的にはにはにはには同同同同じじじじ考考考考ええええ方方方方でででで、、、、長長長長期期期期のとこのとこのとこのところろろろがががが 2013 年年年年ということでということでということでということで現在現在現在現在策策策策定定定定のののの途途途途中中中中ですですですです。。。。 
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  これはこれはこれはこれは、、、、リコーリコーリコーリコーがががが考考考考ええええるるるる環境環境環境環境影響影響影響影響はははは、、、、リコーリコーリコーリコーのののの事事事事業業業業活活活活動動動動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のののの、、、、ままままずずずず部部部部品品品品やややや素材素材素材素材がががが製造製造製造製造ささささええええるるるる前前前前、、、、石石石石油油油油採掘採掘採掘採掘からからからから始始始始まるまるまるまる部部部部分分分分ですですですです。。。。そそそそれかられかられかられからおおおお客客客客様様様様にににに使用使用使用使用されたりされたりされたりされたり、、、、最終的最終的最終的最終的にににに回回回回収収収収・・・・リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル・・・・廃棄廃棄廃棄廃棄というというというという部部部部分分分分、、、、そそそそこにこにこにこに出出出出てきますてきますてきますてきますアアアアウウウウトプットトプットトプットトプットやややや、、、、そそそそこにこにこにこに使使使使われるわれるわれるわれる資源資源資源資源、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの環境環境環境環境影響影響影響影響すすすすべべべべてをてをてをてをリコーリコーリコーリコーのののの責任責任責任責任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えええてててておおおおりますりますりますります。。。。 

  2050 年年年年のののの超超超超長長長長期期期期ビビビビジョンジョンジョンジョンをををを考考考考ええええるるるる際際際際にににに考考考考ええええたまたまたまたまずずずず 1 つがつがつがつが、、、、2050 年年年年にににに地球地球地球地球のののの人人人人口口口口がどれがどれがどれがどれぐぐぐぐらいらいらいらい増増増増ええええるかというるかというるかというるかという点点点点からからからから考考考考ええええましたましたましたました。。。。先先先先進国進国進国進国はははは増増増増ええええないだないだないだないだろろろろうけれどもうけれどもうけれどもうけれども、、、、途途途途上国上国上国上国はははは増増増増ええええるというるというるというるという、、、、基本基本基本基本的的的的にはにはにはには国連国連国連国連ののののほほほほうでうでうでうで検検検検討討討討されているされているされているされているデータデータデータデータのののの中中中中からからからから中中中中程度程度程度程度のののの人人人人口口口口増増増増加加加加ののののデデデデータータータータをををを用用用用いましたいましたいましたいました。。。。 

  このこのこのこの図図図図のののの、、、、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イイイイメメメメージージージージですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ままままずずずず現在現在現在現在のとこのとこのとこのところろろろ、「、「、「、「今今今今」」」」とととと書書書書いていていていておおおおりますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、上上上上ののののほほほほうにうにうにうに先先先先進国進国進国進国があるということでがあるということでがあるということでがあるということで、、、、先先先先進国進国進国進国はははは、、、、過去過去過去過去からからからから環境環境環境環境影響影響影響影響もももも大大大大きくきくきくきく増増増増やしつつやしつつやしつつやしつつ、、、、豊豊豊豊かさもかさもかさもかさも向向向向上上上上していしていしていしていっっっったたたた。。。。そそそそれにれにれにれに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、発展発展発展発展途途途途上国上国上国上国ののののほほほほうはうはうはうは、、、、豊豊豊豊かさもかさもかさもかさもそそそそれれれれほほほほどどどど上上上上ががががっっっってててておおおおりませんがりませんがりませんがりませんが、、、、環境環境環境環境影響影響影響影響ももももそそそそれれれれほほほほどどどど大大大大きくなかきくなかきくなかきくなかっっっったたたた。。。。そそそそれがれがれがれが、、、、これからのこれからのこれからのこれからの社会社会社会社会のののの中中中中ではではではでは、、、、中中中中国国国国をはをはをはをはじじじじめとしましてめとしましてめとしましてめとしまして、、、、豊豊豊豊かさはかさはかさはかさは先先先先進国進国進国進国にににに近近近近づづづづいていくいていくいていくいていく。。。。そそそそれにれにれにれに伴伴伴伴っっっってててて、、、、今今今今のののの形形形形でででで進進進進めていくとめていくとめていくとめていくと、、、、環境環境環境環境影響影響影響影響もどんどんもどんどんもどんどんもどんどん増増増増ええええていくというようなことにていくというようなことにていくというようなことにていくというようなことになるなるなるなる。。。。最終的最終的最終的最終的にはにはにはには持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会どこどこどこどころろろろかかかか、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん破滅破滅破滅破滅ののののほほほほううううへへへへ向向向向かかかかっっっっていくというこていくというこていくというこていくということでとでとでとで、、、、どうすればどうすればどうすればどうすれば持続可能持続可能持続可能持続可能かというかというかというかという点点点点ではではではでは、、、、先先先先進国進国進国進国はははは豊豊豊豊かさはかさはかさはかさは少少少少しししし向向向向上上上上してしてしてして、、、、しかししかししかししかし環境環境環境環境影響影響影響影響はははは大大大大きくきくきくきく下下下下げないといけないげないといけないげないといけないげないといけない。。。。発展発展発展発展途途途途上国上国上国上国ののののほほほほうはうはうはうは、、、、豊豊豊豊かさはかさはかさはかさは大大大大きくきくきくきく向向向向上上上上してしてしてして、、、、しかしかしかしかしししし環境環境環境環境影響影響影響影響ははははそそそそんなにんなにんなにんなに大大大大きくきくきくきく伸伸伸伸びびびびないというようなないというようなないというようなないというような形形形形でででで持持持持っっっっていかなければていかなければていかなければていかなければ持続可能持続可能持続可能持続可能でなでなでなでないといういといういといういという考考考考ええええ方方方方をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。 

  そそそそのののの上上上上でででで、、、、先先先先進国進国進国進国はどれはどれはどれはどれぐぐぐぐらいらいらいらい環境環境環境環境影響影響影響影響をををを減減減減らさないといけないかということでらさないといけないかということでらさないといけないかということでらさないといけないかということで、、、、もうもうもうもうこれはこれはこれはこれは単単単単純純純純なものですなものですなものですなものです。。。。左左左左側側側側にににに 2000 年年年年のののの 40％％％％オーバーオーバーオーバーオーバーとしてとしてとしてとしておおおおりますけどりますけどりますけどりますけど、、、、これはあくまこれはあくまこれはあくまこれはあくまでででで 1 つのつのつのつのデータデータデータデータでででで、、、、資源資源資源資源とかにとかにとかにとかに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、物物物物によによによによっっっってはもてはもてはもてはもっっっっとととと厳厳厳厳しいしいしいしい使使使使いいいい方方方方をしていをしていをしていをしていたりたりたりたり、、、、CO2 ではまたではまたではまたではまた違違違違っっっったりとかとたりとかとたりとかとたりとかと、、、、いいいいろろろろんなものがあるとんなものがあるとんなものがあるとんなものがあると思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、基本基本基本基本的的的的ににににはははは、、、、2000 年年年年のののの段階段階段階段階でででで 1 つつつつ 40％％％％オーバーオーバーオーバーオーバーしているとしましたしているとしましたしているとしましたしているとしました。。。。そそそそのうちののうちののうちののうちの 80％％％％はははは先先先先進国進国進国進国がががが与与与与ええええているているているている環境環境環境環境影響影響影響影響でででで、、、、残残残残りりりり 20％％％％がががが発展発展発展発展途途途途上国上国上国上国によるによるによるによる環境環境環境環境影響影響影響影響。。。。発展発展発展発展途途途途上国上国上国上国はははは豊豊豊豊かさがどんかさがどんかさがどんかさがどんどんどんどんどん増増増増ええええますのでますのでますのでますので、、、、最終的最終的最終的最終的にににに、、、、先先先先進国進国進国進国とととと途途途途上国上国上国上国、、、、1人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの環境環境環境環境影響影響影響影響がががが同同同同じぐじぐじぐじぐらいにならいにならいにならいになっっっったとしますとたとしますとたとしますとたとしますと、、、、先先先先進国進国進国進国はははは今今今今のののの環境環境環境環境影響影響影響影響のののの 8分分分分のののの 1ぐぐぐぐらいにしないといけないらいにしないといけないらいにしないといけないらいにしないといけない。。。。1人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの環境環境環境環境影響影響影響影響もももも、、、、絶絶絶絶対対対対量量量量もももも 8 分分分分のののの 1 ぐぐぐぐらいにしないといけないらいにしないといけないらいにしないといけないらいにしないといけない。。。。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イイイイメメメメージージージージとしとしとしとしてこれてこれてこれてこれぐぐぐぐらいということでらいということでらいということでらいということで、、、、例例例例ええええばばばば、、、、CO2 であればであればであればであれば、、、、最最最最近近近近、、、、先先先先進国進国進国進国はははは 88％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらい削減削減削減削減しなしなしなしないといけないとかいといけないとかいといけないとかいといけないとか、、、、70％％％％削減削減削減削減しないといけないとかしないといけないとかしないといけないとかしないといけないとか、、、、近近近近いいいい数数数数字字字字がががが出出出出てててておおおおりますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、我我我我々々々々もももも、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな資源資源資源資源についてもについてもについてもについても検検検検討討討討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、、、、ほほほほぼぼぼぼ同同同同じじじじようなようなようなような考考考考ええええ方方方方でででで、、、、同同同同じぐじぐじぐじぐらいらいらいらい減減減減らしていかないとらしていかないとらしていかないとらしていかないと成成成成りりりり立立立立たなくなるというたなくなるというたなくなるというたなくなるというふふふふうにうにうにうに予想予想予想予想いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。ということでということでということでということで、、、、現在現在現在現在、、、、今今今今回回回回 2050 年年年年のののの超超超超長長長長期期期期ビビビビジョンジョンジョンジョンもももも見見見見直直直直しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、基本基本基本基本的的的的にはにはにはには、、、、先先先先進国進国進国進国はははは環境環境環境環境影響影響影響影響をををを
8分分分分のののの 1 にしなければならないにしなければならないにしなければならないにしなければならない。。。。リコーグループリコーグループリコーグループリコーグループはははは、、、、そそそそれにあわせてれにあわせてれにあわせてれにあわせて中中中中長長長長期期期期でででで何何何何をすをすをすをすべべべべきかきかきかきかをををを考考考考ええええてててて目目目目標標標標をををを定定定定めてめてめてめて行動行動行動行動するということでするということでするということでするということで、、、、2050 年年年年のののの超超超超長長長長期期期期環境環境環境環境ビビビビジョンジョンジョンジョンををををそそそそういうういうういうういうふふふふうにうにうにうに設設設設定定定定してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。 

  そそそそれにれにれにれに向向向向かかかかっっっってててて絶絶絶絶対対対対量量量量としてとしてとしてとして減減減減らしていくということでらしていくということでらしていくということでらしていくということで、、、、今年今年今年今年度度度度末末末末でででで 16.8％％％％削減削減削減削減するとするとするとするというこというこというこということ。。。。基本基本基本基本的的的的にはこのにはこのにはこのにはこの線線線線にににに近近近近いいいい形形形形でででで確確確確実実実実にににに下下下下げていかないといけないということでげていかないといけないということでげていかないといけないということでげていかないといけないということで目目目目標標標標をををを設設設設定定定定したいとしたいとしたいとしたいと考考考考ええええてててておおおおりますりますりますります。。。。 

  リコーリコーリコーリコーのののの与与与与ええええているているているている環境環境環境環境影響影響影響影響ということですけれどもということですけれどもということですけれどもということですけれども、、、、これこれこれこれ、、、、ライフサイクルアライフサイクルアライフサイクルアライフサイクルアセセセセススススメメメメントントントント、、、、環境環境環境環境のののの影響影響影響影響評価評価評価評価のののの指指指指標標標標ですですですです。。。。1 つのつのつのつの指指指指標標標標をををを使使使使いましていましていましていまして、、、、リコーリコーリコーリコーのののの色色色色々々々々なななな事事事事業業業業のののの環境環境環境環境影影影影
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響響響響をををを統合化統合化統合化統合化したものでしたものでしたものでしたもので、、、、中中中中身身身身はははは、、、、色色色色々々々々ありますがありますがありますがありますが、、、、上上上上流流流流のののの資源資源資源資源をををを使使使使っっっっているているているている部部部部分分分分がやはりがやはりがやはりがやはり環境環境環境環境影響影響影響影響としてはとしてはとしてはとしては大大大大きいきいきいきい。。。。またまたまたまた、、、、一一一一番下番下番下番下にありますにありますにありますにあります、、、、リコーリコーリコーリコーのののの製品製品製品製品、、、、複複複複写写写写機機機機ややややプリンタプリンタプリンタプリンタををををおおおお使使使使いいただいているいいただいているいいただいているいいただいているおおおお客客客客様様様様のとこのとこのとこのところろろろでででで使使使使われているわれているわれているわれている紙紙紙紙、、、、実際実際実際実際にはにはにはには今今今今リコーリコーリコーリコーがががが紙紙紙紙をつくをつくをつくをつくっっっっているわけではありませんけれどもているわけではありませんけれどもているわけではありませんけれどもているわけではありませんけれども、、、、そそそそのののの紙紙紙紙をつくるときにをつくるときにをつくるときにをつくるときにエネルエネルエネルエネルギギギギーーーーがががが使使使使われていてわれていてわれていてわれていて、、、、大大大大量量量量のののの紙紙紙紙がががが使使使使われているわれているわれているわれている、、、、そそそそのののの部部部部分分分分もももも我我我我々々々々としてのとしてのとしてのとしての責任責任責任責任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えええてててておおおおりますりますりますります。。。。下下下下からからからから２２２２番目番目番目番目のののの、、、、おおおお客客客客様様様様のとこのとこのとこのところろろろでででで使使使使われるわれるわれるわれるエネルエネルエネルエネルギギギギーーーーのののの消費消費消費消費量量量量につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても我我我我々々々々のののの責任責任責任責任としてとしてとしてとして考考考考ええええてててておおおおりますりますりますります。。。。     基本基本基本基本的的的的ににににはははは、、、、そそそそのののの 8 分分分分のののの 1 をををを目指目指目指目指すようなすようなすようなすような、、、、絶絶絶絶対対対対量量量量でででで環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷をををを下下下下げていくようなげていくようなげていくようなげていくような考考考考ええええ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企業企業企業企業としてとしてとしてとして成成成成りりりり立立立立つのかということですがつのかということですがつのかということですがつのかということですが、、、、基本基本基本基本的的的的ににににリコーリコーリコーリコーとしましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、逆逆逆逆にできることをやにできることをやにできることをやにできることをやっっっっていこうというていこうというていこうというていこうという目目目目標標標標のののの立立立立てててて方方方方ではではではでは実際実際実際実際にかなりにかなりにかなりにかなり費用的費用的費用的費用的にかかにかかにかかにかかっっっってしてしてしてしままままっっっったりたりたりたり、、、、例例例例ええええばばばば、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化のののの対策対策対策対策でもでもでもでも、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー消費消費消費消費量量量量をををを減減減減らすためにらすためにらすためにらすために新新新新しくしくしくしく諸諸諸諸設設設設備備備備をををを入入入入れかれかれかれかええええたりとかたりとかたりとかたりとか、、、、できることでできることでできることでできることで考考考考ええええていくとていくとていくとていくと、、、、基本基本基本基本的的的的にはにはにはには費用費用費用費用がかかがかかがかかがかかっっっってしまうというてしまうというてしまうというてしまうということもこともこともことも発発発発生生生生してきますしてきますしてきますしてきます。。。。ただただただただ、、、、高高高高いいいい目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げますとげますとげますとげますと、、、、基本基本基本基本的的的的にはにはにはには、、、、積積積積みみみみ上上上上げるようなげるようなげるようなげるような形形形形のののの施施施施策策策策ではではではでは達達達達成成成成できなくなりますできなくなりますできなくなりますできなくなります。。。。そそそそのののの点点点点でででで、、、、大大大大幅幅幅幅なななな、、、、大大大大胆胆胆胆なななな改改改改善善善善をををを進進進進めなければならなめなければならなめなければならなめなければならなくなるということでくなるということでくなるということでくなるということで、、、、色色色色々々々々なななな点点点点でででで考考考考ええええていくということになりますていくということになりますていくということになりますていくということになります。。。。そそそそののの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、、、、生生生生産産産産プロプロプロプロセセセセススススのののの革革革革新新新新的的的的なななな改改改改善善善善がががが起起起起きたりきたりきたりきたり、、、、社社社社員員員員もももも全全全全員員員員がががが参加参加参加参加しないととてもしないととてもしないととてもしないととても下下下下げられないげられないげられないげられないというようなというようなというようなというような、、、、プラスプラスプラスプラスのののの効効効効果果果果をををを生生生生みみみみ出出出出す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、、、、高高高高いいいい目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げることはげることはげることはげることは必必必必ずずずずしもしもしもしも経経経経済済済済とととと両両両両立立立立しなくなるということではなくてしなくなるということではなくてしなくなるということではなくてしなくなるということではなくて、、、、高高高高いいいい目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げてげてげてげて実実実実施施施施したしたしたしたほほほほうがうがうがうが両両両両立立立立できできできできるるるる可能性可能性可能性可能性もももも高高高高くなるというくなるというくなるというくなるというふふふふうにうにうにうに考考考考ええええますますますます。。。。 

  そそそそういうういうういうういう考考考考ええええでででで今環境今環境今環境今環境行動行動行動行動計計計計画画画画としてとしてとしてとして省省省省エネエネエネエネやややや汚染汚染汚染汚染予防予防予防予防、、、、省資源省資源省資源省資源、、、、製品製品製品製品がががが生生生生みみみみ出出出出すすすす環境環境環境環境影響影響影響影響とととと、、、、我我我我々々々々のののの活活活活動動動動がががが生生生生みみみみ出出出出すすすす事事事事業業業業所所所所系系系系のののの活活活活動動動動とととと、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれにれにれにれに対対対対しましてしましてしましてしまして目目目目標標標標をををを定定定定めてめてめてめて、、、、おおおお手手手手元元元元のののの環境経営環境経営環境経営環境経営報告報告報告報告書書書書にににに詳詳詳詳細細細細はははは載載載載せているようなせているようなせているようなせているような活活活活動動動動をををを実実実実施施施施してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。 

  特特特特にににに今今今今回回回回のののの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会というというというという点点点点ではではではでは、、、、我我我我々々々々がががが使使使使っっっっているているているている資源資源資源資源にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる影響影響影響影響というというというという部部部部分分分分がががが大大大大きくなるときくなるときくなるときくなると思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの部部部部分分分分についてどういうについてどういうについてどういうについてどういう活活活活動動動動をしているかをしているかをしているかをしているか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、、、、リコーリコーリコーリコーではではではでは、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル対応対応対応対応設設設設計計計計ということでということでということでということで、、、、1993 年年年年ににににリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル設設設設計計計計方方方方針針針針というものというものというものというものをををを立立立立てましたてましたてましたてました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、当当当当時時時時からからからからリコーリコーリコーリコーではではではでは企業企業企業企業のののの責任責任責任責任としてとしてとしてとしておおおお客客客客様様様様ででででおおおお使使使使いいただいたいいただいたいいただいたいいただいた製品製品製品製品はははは我我我我々々々々のののの費用費用費用費用でででで回回回回収収収収するということもやするということもやするということもやするということもやっっっってててておおおおりましたりましたりましたりました。。。。そそそそれれれれでででで、、、、93 年時年時年時年時点点点点でででで、、、、国内国内国内国内のののの場合場合場合場合、、、、大大大大体体体体 5 年年年年ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで複複複複写写写写機機機機がががが戻戻戻戻っっっってくるということでてくるということでてくるということでてくるということで、、、、5 年年年年後後後後にににに戻戻戻戻っっっってきたときにどてきたときにどてきたときにどてきたときにどういうういうういうういうふふふふうにうにうにうに活活活活用用用用していけるかというしていけるかというしていけるかというしていけるかという点点点点でででで、、、、93 年年年年ににににリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの対応対応対応対応設設設設計計計計方方方方針針針針ということということということということをををを定定定定めてめてめてめて、、、、そそそそれれれれ以以以以降降降降、、、、徐徐徐徐々々々々ににににリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル対応対応対応対応設設設設計計計計方方方方針針針針をををを変変変変ええええていていていていっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。実際実際実際実際にはにはにはには、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル設設設設計計計計方方方方針針針針ははははレベレベレベレベルルルル 1、、、、レベレベレベレベルルルル 2 のののの部部部部分分分分でででで分解分解分解分解・・・・分別性分別性分別性分別性をををを向向向向上上上上するというようなこするというようなこするというようなこするというようなことでいとでいとでいとでいろろろろんなんなんなんな活活活活動動動動をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。ただただただただ、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの安井安井安井安井先先先先生生生生ののののおおおお話話話話にもありましたにもありましたにもありましたにもありました、、、、そそそそれれれれ以以以以降降降降、、、、我我我我々々々々ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの体体体体制制制制もももも変変変変ええええていくていくていくていく中中中中でででで、、、、ああああええええてててて分解性分解性分解性分解性をよくしなくてもをよくしなくてもをよくしなくてもをよくしなくても、、、、かかかかえっえっえっえってててて、、、、別別別別にににに処処処処理理理理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部部部部分分分分もありますもありますもありますもあります。。。。そそそそういうのはういうのはういうのはういうのは実際実際実際実際ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの実実実実情情情情をををを踏踏踏踏ままままええええてててて最最最最近近近近もももも変変変変ええええていていていていっっっっているているているている。。。。そそそそのののの中中中中ではではではでは、、、、ままままずずずずレベレベレベレベルルルル 1 のときにはのときにはのときにはのときには、、、、ママママテテテテリアルリサリアルリサリアルリサリアルリサイクルイクルイクルイクルをををを可能可能可能可能にするようにということでにするようにということでにするようにということでにするようにということで、、、、分解分解分解分解・・・・分別性分別性分別性分別性をををを向向向向上上上上させるということさせるということさせるということさせるということ。。。。ここにここにここにここにちょちょちょちょっっっっとととと挙挙挙挙げていないんですがげていないんですがげていないんですがげていないんですが、、、、樹脂材樹脂材樹脂材樹脂材料料料料のののの統一化統一化統一化統一化をををを行行行行っっっってててて、、、、統一統一統一統一したしたしたした樹脂樹脂樹脂樹脂であればであればであればであればリサリサリサリサイクルイクルイクルイクルもやりやすくなるということでもやりやすくなるということでもやりやすくなるということでもやりやすくなるということで、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック材材材材料料料料のののの統一統一統一統一というようなこともやりというようなこともやりというようなこともやりというようなこともやりましたましたましたました。。。。こういうことをこういうことをこういうことをこういうことを 93 年年年年からからからから実実実実施施施施しましてしましてしましてしまして、、、、98 年年年年ににににリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル設設設設計計計計方方方方針針針針ののののレベレベレベレベルルルル 1でつくられたでつくられたでつくられたでつくられた製品製品製品製品がががが 98 年年年年ごごごごろろろろにににに戻戻戻戻りりりり出出出出してきたということでしてきたということでしてきたということでしてきたということで、、、、ちょうどちょうどちょうどちょうど我我我我々々々々がががが 98 年年年年ごごごごろろろろからからからから環境環境環境環境にににに対対対対してよりしてよりしてよりしてより力力力力をををを入入入入れてれてれてれて、、、、環境経営環境経営環境経営環境経営というというというという考考考考ええええ方方方方をををを出出出出したしたしたした時時時時期期期期にににに、、、、ちょうどちょうどちょうどちょうどそそそそのののの
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当当当当時時時時決決決決めたものがめたものがめたものがめたものが返返返返っっっってきててきててきててきて、、、、回回回回収収収収・・・・リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルもももも適切適切適切適切にあわせてにあわせてにあわせてにあわせて進進進進められるようになめられるようになめられるようになめられるようになっっっってきましたてきましたてきましたてきました。。。。取取取取りりりり組組組組みとしてはみとしてはみとしてはみとしては、、、、やはりやはりやはりやはり時時時時間間間間のかかるのかかるのかかるのかかる取取取取りりりり組組組組みでありますみでありますみでありますみであります。。。。したがしたがしたがしたがっっっってててて、、、、ははははっっっっきりわからないきりわからないきりわからないきりわからない段階段階段階段階ではありますけれどもではありますけれどもではありますけれどもではありますけれども、、、、手手手手をををを打打打打てるものはてるものはてるものはてるものは打打打打っっっっていかないとていかないとていかないとていかないと後後後後でででで困困困困るというようなことがるというようなことがるというようなことがるというようなことが出出出出てきますてきますてきますてきます。。。。我我我我々々々々はははは、、、、そそそそのののの点点点点ではではではでは 93 年年年年にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ始始始始めたというこめたというこめたというこめたということがよかとがよかとがよかとがよかっっっったのかなとたのかなとたのかなとたのかなと思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 

  98 年年年年ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから、、、、再再再再生生生生機機機機ということでということでということでということで、、、、おおおお客客客客様様様様のとこのとこのとこのところろろろでででで使用済使用済使用済使用済みになみになみになみになっっっったたたた製品製品製品製品をををを回回回回収収収収させていただきましてさせていただきましてさせていただきましてさせていただきまして、、、、そそそそれをれをれをれを再度再度再度再度、、、、使用使用使用使用できるできるできるできる部部部部品品品品はははは使用使用使用使用してしてしてして、、、、このこのこのこの場合場合場合場合、、、、82％％％％以以以以上上上上のののの部部部部品品品品はははは再再再再使用使用使用使用いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、もうもうもうもう一一一一度度度度おおおお客客客客様様様様にににに提供提供提供提供させていただくということでさせていただくということでさせていただくということでさせていただくということで、、、、資源資源資源資源のののの点点点点ではではではでは非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな効効効効果果果果をあげているをあげているをあげているをあげている再再再再生生生生機機機機というものがございますというものがございますというものがございますというものがございます。。。。これもこれもこれもこれも 98 年年年年ごごごごろろろろかかかからららら再再再再生生生生機機機機というものをというものをというものをというものを取取取取りりりり組組組組んだんですがんだんですがんだんですがんだんですが、、、、当当当当初初初初はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか買買買買っっっっていただけないというこていただけないというこていただけないというこていただけないということもありましたがともありましたがともありましたがともありましたが、、、、最最最最近近近近ではかなりではかなりではかなりではかなり買買買買っっっっていただけるようになていただけるようになていただけるようになていただけるようになっっっってきててきててきててきておおおおりますりますりますります。。。。 

  製品製品製品製品リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルをやるためにをやるためにをやるためにをやるために、、、、ままままずずずず一一一一次次次次回回回回収収収収としてとしてとしてとしてはははは、、、、国内国内国内国内販販販販社社社社・・・・販販販販売売売売店店店店のののの 650 カカカカ所所所所のののの拠拠拠拠点点点点をまをまをまをまずずずず一一一一次次次次回回回回収拠収拠収拠収拠点点点点としてとしてとしてとして、、、、二二二二次次次次回回回回収収収収のののの回回回回収収収収セセセセンターンターンターンター、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルセセセセンターンターンターンターというもというもというもというものをのをのをのを設置設置設置設置してしてしてして、、、、現在現在現在現在、、、、製品製品製品製品のうちののうちののうちののうちの今今今今埋埋埋埋めめめめ立立立立てにてにてにてに回回回回っっっっているのはているのはているのはているのは 2％％％％だけでありますだけでありますだけでありますだけであります。。。。 

  国内国内国内国内のののの場合場合場合場合、、、、このこのこのこのリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルセセセセンターンターンターンターによりましてによりましてによりましてによりましてほほほほぼぼぼぼ全全全全国国国国ををををカバーカバーカバーカバーしてしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。 

  同同同同様様様様のののの考考考考ええええ方方方方でででで、、、、海外海外海外海外につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ主主主主要要要要なとこなとこなとこなところろろろににににリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルセセセセンターンターンターンターやややや再再再再生生生生セセセセンターンターンターンターをををを設置設置設置設置してしてしてして、、、、同同同同じじじじようにようにようにように、、、、再再再再使用使用使用使用できるものはできるものはできるものはできるものは再再再再使用使用使用使用するするするする、、、、再再再再資源資源資源資源化化化化するもするもするもするものはのはのはのは再再再再資源資源資源資源化化化化するというするというするというするという活活活活動動動動をををを続続続続けてけてけてけておおおおりますりますりますります。。。。 

  そそそそれとれとれとれと、、、、今今今今はははは製品製品製品製品のののの部部部部分分分分ででででしたがしたがしたがしたが、、、、我我我我々々々々のののの生生生生産産産産のののの拠拠拠拠点点点点ではではではでは、、、、ままままずずずず 98 年年年年にににに福福福福井工場井工場井工場井工場がががが最初最初最初最初にごみにごみにごみにごみゼロゼロゼロゼロということでということでということでということで、、、、再再再再資源資源資源資源化化化化率率率率 100％％％％をををを達達達達成成成成いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。そそそそれれれれ以以以以降降降降、、、、生生生生産産産産拠拠拠拠点点点点はははは、、、、海外海外海外海外もももも含含含含めてめてめてめて、、、、2001 年年年年度度度度までにまでにまでにまでに再再再再資源資源資源資源化化化化率率率率 100％％％％をををを達達達達成成成成いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。かなりかなりかなりかなりアアアアメメメメリカリカリカリカはははは、、、、文化文化文化文化がががが違違違違うということもうということもうということもうということも心配心配心配心配されたんですがされたんですがされたんですがされたんですが、、、、そそそそれもあわせてれもあわせてれもあわせてれもあわせて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。。。。そそそそれれれれ以以以以降降降降、、、、生生生生産産産産拠拠拠拠点点点点だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、オフィスオフィスオフィスオフィス、、、、販販販販売売売売会社会社会社会社、、、、そそそそれかられかられかられからサーサーサーサービビビビスススス会社会社会社会社やややや物物物物流流流流会社会社会社会社そそそそれれれれぞぞぞぞれでもれでもれでもれでも同同同同様様様様にににに再再再再資源資源資源資源化化化化率率率率 100％％％％をををを達達達達成成成成しているとこしているとこしているとこしているところろろろがががが、、、、ここにここにここにここに挙挙挙挙げているようなげているようなげているようなげているような数数数数でででで出出出出てきててきててきててきておおおおりますりますりますります。。。。 

  これがこれがこれがこれが、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカででででのののの再再再再資源資源資源資源化化化化率率率率 100％％％％、、、、最初最初最初最初にににに進進進進めたときのめたときのめたときのめたときの 2000 年年年年度度度度のののの部部部部分分分分ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、基本基本基本基本的的的的にはにはにはには、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカでもでもでもでも新新新新しいしいしいしいカルカルカルカルチチチチャーャーャーャーがががが育育育育っっっったということでたということでたということでたということで、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな活活活活動動動動がががが行行行行われわれわれわれ、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカのののの従従従従業業業業員員員員もかなりもかなりもかなりもかなり再再再再資源資源資源資源化化化化率率率率 100％％％％にににに向向向向かかかかっっっってててて進進進進めていきましためていきましためていきましためていきました。。。。価価価価値値値値観観観観のののの異異異異なるなるなるなる社会社会社会社会のののの抵抗抵抗抵抗抵抗もももも若干若干若干若干ありましたがありましたがありましたがありましたが、、、、今今今今はははは熱熱熱熱心心心心にににに再再再再資源資源資源資源化化化化をををを目指目指目指目指してさらにしてさらにしてさらにしてさらに改改改改善善善善ををををというのがというのがというのがというのが社社社社員員員員そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの提提提提案案案案でででで行行行行われているということでわれているということでわれているということでわれているということで、、、、最初最初最初最初はははは心配心配心配心配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、、、、問題問題問題問題なくなくなくなく、、、、かかかかえっえっえっえってててて新新新新たなたなたなたな文化文化文化文化をををを生生生生みみみみ出出出出したというしたというしたというしたというふふふふうにうにうにうに考考考考ええええてててておおおおりますりますりますります。。。。 

  アアアアメメメメリカリカリカリカのののの工場工場工場工場ではではではでは、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな方方方方をををを招招招招いていていていて、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカのののの中中中中でのごみでのごみでのごみでのごみゼロゼロゼロゼロ社会社会社会社会のののの実実実実現現現現にににに向向向向けてということでけてということでけてということでけてということで工場工場工場工場をををを訪訪訪訪問問問問してくださいということをしてくださいということをしてくださいということをしてくださいということを勧勧勧勧めていますめていますめていますめています。。。。 

  販販販販売売売売ののののほほほほうもうもうもうも、、、、ISO14001 のののの取取取取得得得得だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、自分自分自分自分たちのたちのたちのたちのオフィスオフィスオフィスオフィスのののの改改改改善善善善をををを進進進進めてめてめてめて、、、、オオオオフィスフィスフィスフィスからからからからペペペペーパーーパーーパーーパーをなくをなくをなくをなくそそそそうということでうということでうということでうということで、、、、保保保保存存存存するようなするようなするようなするようなペペペペーパーーパーーパーーパーをなくしていくとをなくしていくとをなくしていくとをなくしていくということでいうことでいうことでいうことで、、、、ライライライライブブブブオフィスオフィスオフィスオフィスということでということでということでということで、、、、販販販販売売売売みみみみずずずずからからからから、、、、これはこれはこれはこれは我我我我々々々々のののの本社本社本社本社のののの社会環境社会環境社会環境社会環境本部本部本部本部からからからから行行行行っっっったわけではないんですがたわけではないんですがたわけではないんですがたわけではないんですが、、、、販販販販売売売売のののの中中中中でででで改改改改善善善善したしたしたした活活活活動動動動、、、、そそそそののののオフィスオフィスオフィスオフィスをををを今今今今全全全全国国国国展展展展開開開開してしてしてして、、、、おおおお客客客客様様様様にもこういにもこういにもこういにもこういっっっったたたたノノノノウハウウハウウハウウハウをををを提供提供提供提供していくということでしていくということでしていくということでしていくということで、、、、実際実際実際実際販販販販売売売売ががががおおおお客客客客様様様様にににに環境環境環境環境のののの提提提提案案案案ができるということがができるということがができるということがができるということが生生生生かすことができてかすことができてかすことができてかすことができておおおおりますりますりますります。。。。 

  循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向けてのけてのけてのけてのポポポポイントイントイントイントということでということでということでということで、、、、今今今今我我我我々々々々のののの活活活活動動動動ということでということでということでということで申申申申しししし上上上上げましげましげましげましたがたがたがたが、、、、循環型社会実循環型社会実循環型社会実循環型社会実現現現現のためにはのためにはのためにはのためには我我我我々々々々だけではできないこともございますだけではできないこともございますだけではできないこともございますだけではできないこともございます。。。。サプライサプライサプライサプライチェチェチェチェ
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ーンーンーンー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、、、、仕仕仕仕入入入入れれれれ先先先先様様様様のごのごのごのご協力協力協力協力もももも必要必要必要必要だということだということだということだということ、、、、そそそそれとれとれとれと、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルについについについについてはかなりてはかなりてはかなりてはかなり社会社会社会社会インフラインフラインフラインフラのののの整整整整備備備備というものもというものもというものもというものも我我我我々々々々にとにとにとにとっっっってもてもてもても重重重重要要要要なななな部部部部分分分分になになになになっっっってきますてきますてきますてきます。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ということでということでということでということで一一一一番何番何番何番何をををを考考考考ええええないといけないかというないといけないかというないといけないかというないといけないかという点点点点ではではではでは、、、、社会社会社会社会全全全全体体体体ででででバージンバージンバージンバージンのののの材材材材料料料料のののの投投投投入入入入をいかにをいかにをいかにをいかに最小最小最小最小化化化化するかというするかというするかというするかということをことをことをことを考考考考ええええていかないといけないていかないといけないていかないといけないていかないといけないんだんだんだんだろろろろうなといううなといううなといううなというふふふふうにうにうにうに思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの 2050 年年年年というというというという考考考考ええええのののの中中中中でもでもでもでも、、、、先先先先ほほほほどどどど安安安安井井井井先先先先生生生生はははは希少金希少金希少金希少金属属属属のことをのことをのことをのことを言言言言われましたがわれましたがわれましたがわれましたが、、、、希少金希少金希少金希少金属属属属だけではなくてだけではなくてだけではなくてだけではなくて、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな材材材材料料料料がががが基基基基本本本本的的的的にはにはにはには地球地球地球地球のののの中中中中ではではではでは限限限限られているということはられているということはられているということはられているということは間間間間違違違違いないことでありますいないことでありますいないことでありますいないことであります。。。。日本日本日本日本でのでのでのでの天天天天然然然然資源資源資源資源依依依依存存存存率率率率をををを示示示示しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、かなりまだかなりまだかなりまだかなりまだ天天天天然然然然資源資源資源資源にににに頼頼頼頼っっっっているということですているということですているということですているということです。。。。ニニニニッッッッケケケケルルルルがががが 109％％％％になになになになっっっっているのはているのはているのはているのは、、、、これこれこれこれ出出出出典典典典はははは物質物質物質物質・・・・材材材材料料料料機構機構機構機構のののの出出出出典典典典ですのでですのでですのでですので、、、、ちょちょちょちょっっっっととととそそそそのののの計計計計算算算算のののの方方方方法法法法ははははそそそそちらをちらをちらをちらを見見見見ていただければとていただければとていただければとていただければと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、天天天天然然然然資源資源資源資源ににににずっずっずっずっとこのとこのとこのとこの高高高高いいいい率率率率でででで依依依依存存存存することはすることはすることはすることは不不不不可能可能可能可能ですですですです。。。。最初最初最初最初のののの 2050 年年年年のとこのとこのとこのところろろろでででで申申申申しししし上上上上げましたようにげましたようにげましたようにげましたように、、、、発展発展発展発展途途途途上上上上国国国国、、、、中中中中国国国国をはをはをはをはじじじじめとしてめとしてめとしてめとして資源資源資源資源のののの利用利用利用利用はどんどんはどんどんはどんどんはどんどん高高高高ままままっっっっていますていますていますています。。。。限限限限られたられたられたられた資源資源資源資源をををを地球地球地球地球のののの中中中中でででで地球地球地球地球のすのすのすのすべべべべてのてのてのての人人人人がががが使使使使っっっっていくためにはていくためにはていくためにはていくためには、、、、やはりやはりやはりやはり先先先先進国進国進国進国はははは天天天天然然然然資源資源資源資源のののの依依依依存存存存率率率率もももも大大大大幅幅幅幅にににに減減減減らしていかないといけなくなるというのはらしていかないといけなくなるというのはらしていかないといけなくなるというのはらしていかないといけなくなるというのは、、、、もうもうもうもう物物物物理的理的理的理的にににに仕仕仕仕方方方方のないことだとのないことだとのないことだとのないことだ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、、、、いかにいかにいかにいかにバージンバージンバージンバージン材材材材をををを減減減減らしていくかがらしていくかがらしていくかがらしていくかがポポポポイントイントイントイントだとだとだとだと考考考考ええええてててておおおおりますりますりますります。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、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をををを通通通通じじじじてのてのてのての資源使用資源使用資源使用資源使用にににに関関関関するするするする情情情情報報報報伝達伝達伝達伝達がががが不不不不可可可可欠欠欠欠。。。。これはこれはこれはこれは、、、、そそそそのののの下下下下にににに書書書書きましたきましたきましたきました、「、「、「、「顧客顧客顧客顧客までがまでがまでがまでが積積積積極的極的極的極的ななななグリーングリーングリーングリーン調調調調達達達達をををを行行行行うううう」」」」というためにはというためにはというためにはというためには、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれのののの製品製品製品製品がどんなにがどんなにがどんなにがどんなに資源資源資源資源をををを有効有効有効有効にしてにしてにしてにして使使使使われているかということわれているかということわれているかということわれているかということ、、、、またもしくはまたもしくはまたもしくはまたもしくは資源資源資源資源をどんをどんをどんをどんなになになになにむむむむだにだにだにだに、、、、サプライサプライサプライサプライチェチェチェチェーンーンーンーンをををを通通通通してどれだけしてどれだけしてどれだけしてどれだけ資源資源資源資源をををを使使使使っっっってつくてつくてつくてつくっっっってきたとかというてきたとかというてきたとかというてきたとかという情情情情報報報報がががが適切適切適切適切にににに伝伝伝伝わるようになればわるようになればわるようになればわるようになれば、、、、そそそそしてしてしてしてそそそそれがれがれがれがグリーングリーングリーングリーン調調調調達達達達というというというという部部部部分分分分でででで働働働働いていけばいていけばいていけばいていけば、、、、環境環境環境環境にににに対対対対してしてしてして取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ企業企業企業企業、、、、環境環境環境環境にににに対対対対してしてしてして取取取取りりりり組組組組むむむむ方方方方々々々々のののの努努努努力力力力がががが報報報報われることになるんわれることになるんわれることになるんわれることになるんではないでしょうかではないでしょうかではないでしょうかではないでしょうか。。。。そそそそのためにもこういのためにもこういのためにもこういのためにもこういっっっったたたた情情情情報報報報伝達伝達伝達伝達もももも非常非常非常非常にににに不不不不可可可可欠欠欠欠なものではないかなものではないかなものではないかなものではないかとととと思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。これらがこれらがこれらがこれらが循環型社会実循環型社会実循環型社会実循環型社会実現現現現にににに向向向向けてのけてのけてのけてのポポポポイントイントイントイントではではではではないかとないかとないかとないかと考考考考ええええてててておおおおりりりりますますますます。。。。 

  一部一部一部一部、、、、仕仕仕仕入入入入れれれれ先先先先様様様様とのとのとのとの関係関係関係関係ではではではでは、、、、リコーリコーリコーリコーはははは、、、、仕仕仕仕入入入入れれれれ先先先先政策政策政策政策のののの中中中中ででででグリーングリーングリーングリーン調調調調達達達達というもというもというもというものをのをのをのを位位位位置置置置づづづづけてけてけてけておおおおりますりますりますります。。。。リコーリコーリコーリコーはははは、、、、主主主主要要要要サプライサプライサプライサプライヤヤヤヤーーーーというというというという部部部部分分分分、、、、特特特特定定定定ののののサプライサプライサプライサプライヤヤヤヤーーーー様様様様、、、、特特特特にににに重重重重要要要要なななな関係関係関係関係にあるにあるにあるにあるサプライサプライサプライサプライヤヤヤヤーーーー様様様様とはとはとはとは Win-Win のののの関係関係関係関係、、、、さらにさらにさらにさらにそそそそれをれをれをれを含含含含めてめてめてめておおおお客客客客様様様様もあわせてもあわせてもあわせてもあわせて Win-Win-Win のののの関係関係関係関係をををを構築構築構築構築できるようにということでできるようにということでできるようにということでできるようにということで、、、、主主主主要要要要サプライサプライサプライサプライヤヤヤヤーーーーがががが環境環境環境環境にににに対対対対してもしてもしてもしても非常非常非常非常にににに進進進進んだものをんだものをんだものをんだものを我我我我々々々々にににに提提提提案案案案していただければしていただければしていただければしていただければ、、、、そそそそれをれをれをれをリコーリコーリコーリコーがががが活活活活用用用用すすすすることによることによることによることによっっっっててててリコーリコーリコーリコーもよくなりますしもよくなりますしもよくなりますしもよくなりますし、、、、主主主主要要要要サプライサプライサプライサプライヤヤヤヤーーーーももももそそそそれによれによれによれによっっっってててて経営経営経営経営体体体体質質質質がよがよがよがよくなるということでくなるということでくなるということでくなるということで、、、、すすすすべべべべてててて Win-Win-Win のののの関係関係関係関係というのはというのはというのはというのは成成成成りりりり立立立立つということでつということでつということでつということで考考考考ええええてててておおおおりますりますりますります。。。。 

  グリーングリーングリーングリーン調調調調達達達達もももも、、、、左左左左側側側側がががが、、、、ままままずずずず最初最初最初最初はははは環境環境環境環境保保保保全全全全のののの進進進進んだんだんだんだ工場工場工場工場でつくられたものというこでつくられたものというこでつくられたものというこでつくられたものということでとでとでとで、、、、環境環境環境環境マネジマネジマネジマネジメメメメントシスントシスントシスントシステテテテムムムムのののの構築構築構築構築やややや、、、、リコーグループリコーグループリコーグループリコーグループののののグリーングリーングリーングリーン調調調調達達達達ガガガガイドラインイドラインイドラインイドラインにににに従従従従っっっったたたた体体体体制制制制をつくをつくをつくをつくっっっっていただくとこていただくとこていただくとこていただくところろろろからからからから始始始始めましてめましてめましてめまして、、、、現在現在現在現在はははは右右右右からからからから 2 番目番目番目番目のののの、、、、環境環境環境環境影影影影響響響響化学物質化学物質化学物質化学物質をををを削減削減削減削減したものしたものしたものしたものづづづづくりやくりやくりやくりや、、、、さらにさらにさらにさらに環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの少少少少ないないないない工場工場工場工場でつくられたものをでつくられたものをでつくられたものをでつくられたものを調調調調達達達達するというするというするというするという考考考考ええええでででで、、、、現在現在現在現在サプライサプライサプライサプライヤヤヤヤーーーー様様様様にもにもにもにも CO2 のののの排排排排出目出目出目出目標標標標をををを掲掲掲掲げさせていただげさせていただげさせていただげさせていただくといくといくといくということもうこともうこともうことも現在現在現在現在進進進進めてめてめてめておおおおりますりますりますります。。。。 そそそそれによりましてれによりましてれによりましてれによりまして、、、、サプライサプライサプライサプライヤヤヤヤーーーーにとにとにとにとっっっってはてはてはては環境環境環境環境保保保保全全全全がつらくなるだけではなくがつらくなるだけではなくがつらくなるだけではなくがつらくなるだけではなく環境環境環境環境ママママネジネジネジネジメメメメントシスントシスントシスントシステテテテムムムム構築構築構築構築をしていただいたをしていただいたをしていただいたをしていただいたサプライサプライサプライサプライヤヤヤヤーーーー様様様様でででで経経経経済済済済効効効効果果果果がががが出出出出ているているているている例例例例ですですですです。。。。
98 年年年年からからからから取取取取りりりり組組組組んでいただきましてんでいただきましてんでいただきましてんでいただきまして、、、、このこのこのこのサプライサプライサプライサプライヤヤヤヤーーーー様様様様のののの場合場合場合場合はははは、、、、売売売売上高上高上高上高はははは減減減減っっっったけれたけれたけれたけれ
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どもどもどもども、、、、ただしただしただしただし企業体企業体企業体企業体質質質質のののの改改改改善善善善によによによによっっっってててて利利利利益率益率益率益率はははは大大大大きくきくきくきく高高高高ままままっっっったということでたということでたということでたということで、、、、企業体企業体企業体企業体質質質質もももも向向向向上上上上できたできたできたできた。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、リコーリコーリコーリコーとととと取取取取引引引引をすることによをすることによをすることによをすることによっっっってててて得得得得たたたた環境環境環境環境にににに対対対対するするするする力力力力でででで、、、、ほほほほかのかのかのかの顧顧顧顧客客客客をををを開開開開発発発発できているというできているというできているというできているという部部部部分分分分もあるというもあるというもあるというもあるというふふふふうにうにうにうにおおおお伺伺伺伺いしていしていしていしておおおおりますりますりますります。。。。こういこういこういこういっっっったたたた活活活活動動動動でででで、、、、リコーリコーリコーリコーだけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、サプライサプライサプライサプライヤヤヤヤーーーー様様様様もももも環境経営環境経営環境経営環境経営というのがというのがというのがというのが成成成成りりりり立立立立つんだということでつんだということでつんだということでつんだということで、、、、我我我我々々々々とととと協力協力協力協力してやしてやしてやしてやっっっっていただいているというていただいているというていただいているというていただいているという状状状状況況況況にありますにありますにありますにあります。。。。 全全全全体体体体といたしましてですけれどもといたしましてですけれどもといたしましてですけれどもといたしましてですけれども、、、、リコーリコーリコーリコーのこだわりとしましてはのこだわりとしましてはのこだわりとしましてはのこだわりとしましては、、、、長長長長期的期的期的期的にににに、、、、総総総総合合合合的的的的なななな視視視視点点点点をををを持持持持っっっったたたた、、、、実実実実効効効効のあるのあるのあるのある環境環境環境環境保保保保全全全全活活活活動動動動をををを実実実実践践践践していくということしていくということしていくということしていくということ。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全活活活活動動動動をををを通通通通してしてしてして経経経経済価済価済価済価値値値値のののの創創創創出出出出をををを考考考考ええええるるるる。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、環境活環境活環境活環境活動動動動をををを通通通通してしてしてしておおおお客客客客様様様様ににににおおおお役役役役立立立立ちちちちするするするする。。。。そそそそれとれとれとれと、、、、一一一一番我番我番我番我々々々々としてとしてとしてとして環境環境環境環境をををを進進進進めることがめることがめることがめることが最初最初最初最初のののの段階段階段階段階でできたのはでできたのはでできたのはでできたのは、、、、経営経営経営経営者者者者ののののリリリリーーーーダダダダーシップーシップーシップーシップとととと全全全全員員員員参加参加参加参加ということでということでということでということで、、、、桜桜桜桜井井井井のののの強強強強いいいいリーリーリーリーダダダダーシップーシップーシップーシップもあもあもあもあっっっってててて現在現在現在現在までまでまでまで続続続続けけけけられているというとこられているというとこられているというとこられているというところろろろもありますもありますもありますもあります。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、情情情情報報報報公公公公開開開開によによによによっっっってててて社会社会社会社会からのからのからのからの信頼信頼信頼信頼をををを得得得得るるるる。。。。そそそそれによれによれによれによっっっってまたてまたてまたてまた我我我我々々々々とととと同同同同じじじじ考考考考ええええでででで実実実実施施施施していただけるしていただけるしていただけるしていただける方方方方がががが増増増増ええええればさらによくなるといればさらによくなるといればさらによくなるといればさらによくなるということでうことでうことでうことで、、、、このこのこのこの 5つをつをつをつをリコーグループリコーグループリコーグループリコーグループのののの環境経営環境経営環境経営環境経営のこだわりというのこだわりというのこだわりというのこだわりというふふふふうにうにうにうに考考考考ええええてててておおおおりますりますりますります。。。。 以以以以上上上上ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、おおおお客客客客様様様様へへへへのののの部部部部分分分分ということでということでということでということで、、、、最最最最近近近近、、、、これからこれからこれからこれから考考考考ええええないといけないないといけないないといけないないといけないのはのはのはのは、、、、実際実際実際実際我我我我々々々々はははは、、、、省省省省エネエネエネエネでもでもでもでも、、、、おおおお客客客客様様様様のののの環境環境環境環境影響影響影響影響をををを減減減減らせるらせるらせるらせる製品製品製品製品をつくをつくをつくをつくっっっったつもりでいたつもりでいたつもりでいたつもりでいたんですがたんですがたんですがたんですが、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、省省省省エネエネエネエネのののの性能性能性能性能というのはというのはというのはというのは十分使十分使十分使十分使っっっっていただいていないというていただいていないというていただいていないというていただいていないというこここことをとをとをとを我我我我々々々々もももも反反反反省省省省してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、実際実際実際実際、、、、両両両両面面面面ココココピピピピーーーーをををを非常非常非常非常にににに使使使使いやすくつくいやすくつくいやすくつくいやすくつくっっっったたたたつもりでありましたがつもりでありましたがつもりでありましたがつもりでありましたが、、、、最最最最近近近近、、、、市市市市場調場調場調場調査査査査をするとをするとをするとをすると、、、、5％％％％ぐぐぐぐらいしからいしからいしからいしか両両両両面面面面ココココピピピピーーーーというのはというのはというのはというのは使使使使っっっっていただいていないとかていただいていないとかていただいていないとかていただいていないとか、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの省省省省エネエネエネエネ性能性能性能性能もももも、、、、20％％％％ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの方方方方しかしかしかしか使使使使っっっっていただいていただいていただいていただいていなかていなかていなかていなかっっっったということでたということでたということでたということで、、、、これはこれはこれはこれは我我我我々々々々のののの反反反反省省省省としましてとしましてとしましてとしまして、、、、サプライサプライサプライサプライチェチェチェチェーンーンーンーンというというというという部部部部分分分分ではではではでは、、、、最終的最終的最終的最終的にはにはにはにはおおおお客客客客様様様様のごのごのごのご協力協力協力協力をををを得得得得るるるる活活活活動動動動もこれからやもこれからやもこれからやもこれからや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強強強強くくくく思思思思っっっってててておおおおりりりりますますますます。。。。またまたまたまたそそそそのののの点点点点についてはについてはについてはについては皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方のごのごのごのご協力協力協力協力もいただければともいただければともいただければともいただければと思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。以以以以上上上上でででですすすす。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。ごごごご質問質問質問質問、、、、ございましたらございましたらございましたらございましたら、、、、挙挙挙挙手手手手ををををおおお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うんですうんですうんですうんですがががが、、、、いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか。。。。 

 質問質問質問質問 

  ままままずずずず、、、、最初最初最初最初のののの表表表表紙紙紙紙ののののほほほほうなんですがうなんですがうなんですがうなんですが、、、、月月月月刊誌刊誌刊誌刊誌のののの『『『『日経日経日経日経エコロジーエコロジーエコロジーエコロジー』』』』ににににおおおおいていていていて、、、、各企業各企業各企業各企業のののの
ISO14001 担当担当担当担当者者者者がががが選選選選ぶぶぶぶ、、、、ISO14001 がうまくがうまくがうまくがうまく機能機能機能機能してしてしてしておおおおりりりり、、、、成成成成果果果果をををを上上上上げているとげているとげているとげていると思思思思われるわれるわれるわれる企業企業企業企業ののののランランランランキキキキングングングングのののの第第第第 1 位位位位にににに選選選選ばれているということなんですがばれているということなんですがばれているということなんですがばれているということなんですが、、、、他他他他企業企業企業企業のののの担当担当担当担当者者者者ににににそそそそのののの第第第第 1位位位位としてとしてとしてとして選選選選ばれたばれたばれたばれた要要要要因因因因というのはというのはというのはというのは何何何何なんでしょうかなんでしょうかなんでしょうかなんでしょうか。。。。 

 則武室長則武室長則武室長則武室長 

  実際実際実際実際にこのにこのにこのにこの要要要要因因因因をををを我我我我々々々々でででで聞聞聞聞いたわけではないのでいたわけではないのでいたわけではないのでいたわけではないので、、、、実実実実はははは、、、、我我我我々々々々もももも ISO14001 ががががほほほほんとうにんとうにんとうにんとうにうまくうまくうまくうまく機能機能機能機能しているかというとしているかというとしているかというとしているかというと、、、、機能機能機能機能していないしていないしていないしていない部部部部分分分分もももも結結結結構構構構あるとあるとあるとあると思思思思っっっってててておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、ちちちちょょょょっっっっとととと意外意外意外意外だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。ただただただただ、、、、評価評価評価評価いただいたのはいただいたのはいただいたのはいただいたのは、、、、環境経営環境経営環境経営環境経営ということでということでということでということで進進進進めてきてめてきてめてきてめてきて、、、、そそそそれがれがれがれが結果結果結果結果としてとしてとしてとして経経経経済的済的済的済的にもにもにもにも効効効効果果果果がががが出出出出ていますていますていますています。。。。環境環境環境環境報告報告報告報告書書書書をををを見見見見ていただきますとていただきますとていただきますとていただきますと、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全活活活活動自動自動自動自身身身身がががが利利利利益益益益をををを生生生生みみみみ出出出出すすすす活活活活動動動動につながにつながにつながにつながっっっっているということをているということをているということをているということを出出出出してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。そそそそのののの辺辺辺辺ではないかなとではないかなとではないかなとではないかなと思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 
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 質問質問質問質問 

  ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。 

 司会司会司会司会 

  ほほほほかにございませんでしょうかかにございませんでしょうかかにございませんでしょうかかにございませんでしょうか。。。。 

 質問質問質問質問 

  ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい、、、、質問質問質問質問ではないんですけれどもではないんですけれどもではないんですけれどもではないんですけれども、、、、私私私私はははは立立立立山山山山町町町町からきましたからきましたからきましたからきました。。。。いつもいつもいつもいつもおおおお世世世世話話話話になになになになっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。松松松松川川川川でのでのでのでの緑緑緑緑化化化化活活活活動動動動をををを 3 年年年年前前前前からやらせていただきましてからやらせていただきましてからやらせていただきましてからやらせていただきまして、、、、今今今今メダメダメダメダカカカカががががたくさんたくさんたくさんたくさん出出出出てきててきててきててきて、、、、企業企業企業企業としてのとしてのとしてのとしての応応応応援援援援もいただいてもいただいてもいただいてもいただいて、、、、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っっってててておおおおりますりますりますります。。。。そそそそれでれでれでれで、、、、ちょちょちょちょっっっっとととと質問質問質問質問ではなかではなかではなかではなかっっっったんですがたんですがたんですがたんですが、、、、ちょちょちょちょっっっっととととおおおお礼礼礼礼ということでということでということでということで話話話話させていたださせていたださせていたださせていただきましたきましたきましたきました。。。。 

 司会司会司会司会 

  ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。 

  ほほほほかにございませんでしょうかかにございませんでしょうかかにございませんでしょうかかにございませんでしょうか。。。。 

  そそそそれではれではれではれでは、、、、またごまたごまたごまたご質問質問質問質問ございましたらございましたらございましたらございましたら、、、、先先先先ほほほほどどどどおおおお願願願願いしましたといしましたといしましたといしましたとおおおおりりりり、、、、アンアンアンアンケケケケートートートート票票票票のののの質問質問質問質問欄欄欄欄にごにごにごにご記記記記入入入入いただいていただいていただいていただいて、、、、おおおお帰帰帰帰りのりのりのりの際際際際にににに回回回回収収収収ボボボボックスックスックスックスにににに入入入入れていただければとれていただければとれていただければとれていただければと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。 

  そそそそれではれではれではれでは、、、、則武様則武様則武様則武様、、、、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。。。。皆様皆様皆様皆様、、、、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をををおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

  そそそそれではれではれではれでは、、、、ここでここでここでここで 5 分間分間分間分間、、、、休憩休憩休憩休憩をををを挟挟挟挟みたいとみたいとみたいとみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの後後後後、、、、最後最後最後最後ののののプログラムプログラムプログラムプログラムののののパパパパネルディスカッションネルディスカッションネルディスカッションネルディスカッション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、、、、2 時時時時 47分分分分からからからから開開開開始始始始とさせていただきますとさせていただきますとさせていただきますとさせていただきます。。。。そそそそれまれまれまれまでにでにでにでにおおおお席席席席ににににおおおお戻戻戻戻りくださいますようりくださいますようりくださいますようりくださいますよう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。。。。 

 （（（（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 

  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にににに参加参加参加参加いただきますいただきますいただきますいただきます皆様皆様皆様皆様をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

  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はははは、、、、富山大学名誉教授富山大学名誉教授富山大学名誉教授富山大学名誉教授でいらでいらでいらでいらっっっっししししゃゃゃゃいまいまいまいますすすす竹内竹内竹内竹内先先先先生生生生ですですですです。。。。竹内竹内竹内竹内先先先先生生生生はははは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物やややや化学化学化学化学がごがごがごがご専門専門専門専門でででで、、、、現在現在現在現在富山県環境富山県環境富山県環境富山県環境審審審審議会廃棄物議会廃棄物議会廃棄物議会廃棄物専門専門専門専門部会部会部会部会のののの部会長部会長部会長部会長をををを務務務務めめめめていただいてていただいてていただいてていただいておおおおりますりますりますります。。。。 続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、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をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 皆様皆様皆様皆様からからからから向向向向かかかかっっっってててて左左左左側側側側からからからから、、、、アサヒアサヒアサヒアサヒ飲料株式会社北陸工場長飲料株式会社北陸工場長飲料株式会社北陸工場長飲料株式会社北陸工場長のののの井口井口井口井口様様様様ですですですです。。。。 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ジャスコジャスコジャスコジャスコ高岡南店副店長高岡南店副店長高岡南店副店長高岡南店副店長のののの茶谷様茶谷様茶谷様茶谷様ですですですです。。。。 グリーンコンシューマーネットワークグリーンコンシューマーネットワークグリーンコンシューマーネットワークグリーンコンシューマーネットワークとやまとやまとやまとやま代表代表代表代表のののの三神様三神様三神様三神様ですですですです。。。。 富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班長富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班長富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班長富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班長のののの浦田浦田浦田浦田でございますでございますでございますでございます。。。。 そそそそしてしてしてして、、、、先先先先ほほほほどどどど基調講演基調講演基調講演基調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安井安井安井安井先先先先生生生生にはにはにはには、、、、アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザーとしてとしてとしてとしてパネルデパネルデパネルデパネルディスカッショィスカッショィスカッショィスカッションンンンにににに加加加加わわわわっっっっ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。。。。 そそそそれではれではれではれでは、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくしくしくしくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 竹内竹内竹内竹内名誉名誉名誉名誉教授教授教授教授（（（（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））））     ごごごご紹介紹介紹介紹介いただきましたいただきましたいただきましたいただきました竹内竹内竹内竹内ですですですです。。。。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をををを務務務務めさせていただきますのでめさせていただきますのでめさせていただきますのでめさせていただきますので、、、、よよよよろろろろしくしくしくしくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     今今今今ごごごご紹介紹介紹介紹介ありましたようにありましたようにありましたようにありましたように、、、、4 名名名名のののの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とととと、、、、先先先先ほほほほどどどど基調講演基調講演基調講演基調講演をいただきましをいただきましをいただきましをいただきましたたたた安井安井安井安井先先先先生生生生にもにもにもにもアドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザーとしてとしてとしてとして加加加加わわわわっっっっていただいてていただいてていただいてていただいておおおおりますりますりますります。。。。皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、よよよよろろろろしくしくしくしくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  このこのこのこ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テテテテーマーマーマーマはははは、、、、ここにここにここにここに書書書書いてありますけれどもいてありますけれどもいてありますけれどもいてありますけれども、「、「、「、「みんなでつみんなでつみんなでつみんなでつくるくるくるくる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会～～～～3R のののの推進推進推進推進～」～」～」～」というというというということになことになことになことになっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。県民県民県民県民、、、、そそそそれかられかられかられから事事事事業者業者業者業者、、、、行行行行政政政政、、、、皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが連連連連携携携携、、、、協力協力協力協力してしてしてして、、、、どのようにどのようにどのようにどのように廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの 3R にににに取取取取りりりり組組組組んでいくかということにつんでいくかということにつんでいくかということにつんでいくかということについてのいてのいてのいて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をををを行行行行いたいといたいといたいといたいと思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。時時時時間間間間はははは約約約約 90分分分分ですのでですのでですのでですので、、、、ひひひひょょょょっっっっとしたらとしたらとしたらとしたら十分十分十分十分なななな討論討論討論討論ができないができないができないができないおそおそおそおそれもありますけれどもれもありますけれどもれもありますけれどもれもありますけれども、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの安井安井安井安井先先先先生生生生のののの基調基調基調基調講演講演講演講演、、、、そそそそれかられかられかられからリコーリコーリコーリコー株式会社株式会社株式会社株式会社のののの則武氏則武氏則武氏則武氏のののの事例紹介事例紹介事例紹介事例紹介、、、、そそそそういうものともあわせましてういうものともあわせましてういうものともあわせましてういうものともあわせまして、、、、ここここのののの機機機機会会会会にさらににさらににさらににさらに一一一一層層層層こういこういこういこういっっっったたたた環境問題環境問題環境問題環境問題についてについてについてについて考考考考ええええ、、、、行動行動行動行動するきするきするきするきっっっっかけとかけとかけとかけとしてしてしてしておおおお役役役役にににに立立立立てればというてればというてればというてればというふふふふうにうにうにうに存存存存じじじじてててておおおおりますりますりますります。。。。 

  ではではではでは、、、、始始始始めめめめにににに、、、、安井安井安井安井先先先先生生生生ももももおおおお話話話話ししてししてししてししておおおおりましたけれどもりましたけれどもりましたけれどもりましたけれども、、、、循環型社会推進基本循環型社会推進基本循環型社会推進基本循環型社会推進基本法法法法にににに関関関関しましてしましてしましてしまして、、、、そそそそのののの中中中中でででで本日本日本日本日ののののフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムののののキキキキーワードーワードーワードーワードであるであるであるである「「「「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会とととと 3R」」」」というものというものというものというものについてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように書書書書かれているかということをちょかれているかということをちょかれているかということをちょかれているかということをちょっっっっととととおおおおさらいしてさらいしてさらいしてさらいしておおおおきたいときたいときたいときたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。 

  基本基本基本基本法法法法のののの中中中中でででで、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会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などのなどのなどのなどの発発発発生生生生抑制抑制抑制抑制、、、、そそそそしてしてしてして循環循環循環循環資源資源資源資源のののの循環循環循環循環的的的的なななな利用利用利用利用おおおおよよよよびびびび適適適適正正正正なななな処処処処分分分分がががが確保確保確保確保されることによされることによされることによされることによっっっってててて天天天天然然然然資源資源資源資源のののの消費消費消費消費をををを抑制抑制抑制抑制しししし、、、、環境環境環境環境へへへへのののの負負負負荷荷荷荷ができるができるができるができる限限限限りりりり低低低低減減減減されるされるされるされる社会社会社会社会」」」」というというというというふふふふうにうにうにうに定定定定義義義義されてされてされてされておおおおりますりますりますります。。。。すなわちすなわちすなわちすなわち循環型社循環型社循環型社循環型社会会会会というのはというのはというのはというのはリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル社会社会社会社会ということではということではということではということではなくてなくてなくてなくて、、、、循環循環循環循環をををを通通通通じじじじてててて天天天天然然然然資源資源資源資源のののの消費消費消費消費抑制抑制抑制抑制、、、、環境環境環境環境へへへへのののの負負負負荷荷荷荷のののの低低低低減減減減ということをということをということをということを目的目的目的目的としているということでありますとしているということでありますとしているということでありますとしているということであります。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、もうもうもうもう一一一一つのつのつのつの 3R でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、処処処処理理理理のののの優優優優先先先先順順順順位位位位をををを初初初初めてめてめてめて法律法律法律法律にににに述述述述べべべべられているわけでありましてられているわけでありましてられているわけでありましてられているわけでありまして、、、、これはこれはこれはこれは大変大大変大大変大大変大切切切切なことだとなことだとなことだとなことだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、3R のののの中中中中でまでまでまでまずずずず優優優優先先先先されるされるされるされるべべべべきことがきことがきことがきことがリデュースリデュースリデュースリデュース、、、、
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いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる発発発発生生生生抑制抑制抑制抑制であるであるであるである。。。。そそそそしてしてしてして再再再再使用使用使用使用、、、、いわいわいわいわゆゆゆゆるるるるリリリリユユユユースースースース、、、、そそそそしてしてしてして再再再再生生生生利用利用利用利用、、、、リサイクリサイクリサイクリサイクルルルル、、、、そそそそういうういうういうういうふふふふうにうにうにうに優優優優先先先先順順順順位位位位がががが決決決決められているということでありますめられているということでありますめられているということでありますめられているということであります。。。。このこのこのこの 2 つのつのつのつのキキキキーワーワーワーワードードードードをもとにをもとにをもとにをもとに、、、、これからこれからこれからこれから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、、、、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ねねねてててて、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれどのようなれどのようなれどのようなれどのような
3R のののの取取取取りりりり組組組組みをしてみをしてみをしてみをしておおおおられるのかられるのかられるのかられるのか、、、、ままままずずずず大大大大体体体体おおおお一一一一人人人人 10 分前後分前後分前後分前後でごでごでごでご紹介紹介紹介紹介をしていただきたをしていただきたをしていただきたをしていただきたいといといといと思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。ではではではでは、、、、ままままずずずず最初最初最初最初にににに、、、、私私私私のののの近近近近くのくのくのくのほほほほうからうからうからうから、、、、井口井口井口井口さんにさんにさんにさんにおおおお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 井口工場長井口工場長井口工場長井口工場長 

  どうもどうもどうもどうも、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。アサヒアサヒアサヒアサヒ飲料北陸工場飲料北陸工場飲料北陸工場飲料北陸工場のののの井口井口井口井口でございますでございますでございますでございます。。。。日日日日ごごごごろろろろよりよりよりよりアサヒアサヒアサヒアサヒ飲料飲料飲料飲料のののの製品製品製品製品をごをごをごをご愛愛愛愛飲飲飲飲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、、、、まことにありがとうございますまことにありがとうございますまことにありがとうございますまことにありがとうございます。。。。本日本日本日本日はははは、、、、工場工場工場工場おおおおよよよよびびびび会会会会社社社社としてのとしてのとしてのとしての環境環境環境環境保保保保全全全全へへへへ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発発発発表表表表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。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくしくしくしくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  発発発発表表表表はははは、、、、ごらんのごらんのごらんのごらんの 1 からからからから 5 のののの順順順順にににに行行行行いますいますいますいます。。。。 

  これがこれがこれがこれが、、、、北陸工場北陸工場北陸工場北陸工場のののの山山山山側側側側からのからのからのからの外外外外観観観観ですですですです。。。。写写写写真真真真にはにはにはには写写写写っっっってててておおおおりませんがりませんがりませんがりませんが、、、、写写写写真真真真のののの左左左左側側側側がががが黒黒黒黒部部部部川川川川ですですですです。。。。またまたまたまた、、、、残残残残りのりのりのりの三方三方三方三方はははは田田田田畑畑畑畑でででで囲囲囲囲まれてまれてまれてまれておおおおりますりますりますります。。。。 

  工場工場工場工場はははは、、、、入入入入善町善町善町善町のののの若若若若栗栗栗栗新新新新というとこというとこというとこというところろろろにありましてにありましてにありましてにありまして、、、、平平平平成成成成 6 年年年年 2 月月月月からからからから操操操操業業業業いたしていたしていたしていたしておおおおりますりますりますります。。。。皆様方皆様方皆様方皆様方ごごごご存存存存じじじじのののの、、、、ワンワンワンワンダダダダモモモモーーーーニニニニングショットングショットングショットングショット、、、、そそそそれとかれとかれとかれとか十十十十六六六六茶茶茶茶などのなどのなどのなどのレレレレトルトトルトトルトトルト缶缶缶缶飲料飲料飲料飲料をををを年年年年間間間間でででで 1,300万万万万ケケケケースースースース製造製造製造製造してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。 

  続続続続いていていていて、、、、製造製造製造製造工工工工程程程程をごをごをごを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。。。。ままままずずずず、、、、原原原原料料料料をををを受受受受けけけけ入入入入れてれてれてれて、、、、自動自動自動自動倉倉倉倉庫庫庫庫にににに一一一一たんたんたんたん保保保保管管管管しますしますしますします。。。。そそそそのののの後後後後、、、、保保保保管管管管していたしていたしていたしていたコーヒーコーヒーコーヒーコーヒー豆豆豆豆をををを粉砕粉砕粉砕粉砕機機機機でででで粉砕粉砕粉砕粉砕しますしますしますします。。。。粉砕粉砕粉砕粉砕機機機機はははは、、、、ごごごご家庭家庭家庭家庭ににににありありありありますますますますコーヒーミルコーヒーミルコーヒーミルコーヒーミルのののの大大大大きなものときなものときなものときなものとおおおお考考考考ええええくださいくださいくださいください。。。。続続続続いていていていて、、、、抽抽抽抽出器出器出器出器のののの網網網網のののの上上上上にににに粉砕粉砕粉砕粉砕ししししたたたた豆豆豆豆をををを乗乗乗乗せてせてせてせて熱熱熱熱湯湯湯湯ををををシャワーシャワーシャワーシャワーしますしますしますします。。。。そそそそのののの液液液液ををををタンクタンクタンクタンクにににに入入入入れれれれ、、、、牛乳牛乳牛乳牛乳などをなどをなどをなどを加加加加ええええてててて製品液製品液製品液製品液がががが完完完完成成成成しますしますしますします。。。。完完完完成成成成したしたしたした製品液製品液製品液製品液をををを充充充充填填填填機機機機でででで缶缶缶缶にににに充充充充填填填填いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

  充充充充填填填填されたされたされたされた製品製品製品製品はははは、、、、入入入入りりりり味味味味検検検検査機査機査機査機、、、、レレレレトルトトルトトルトトルト殺菌殺菌殺菌殺菌、、、、品品品品質質質質検検検検査査査査をををを行行行行っっっったたたた後後後後にににに箱箱箱箱詰詰詰詰めされめされめされめされ、、、、パパパパレレレレットットットットにににに積積積積みつけみつけみつけみつけ、、、、出出出出荷荷荷荷されますされますされますされます。。。。このこのこのこの各各各各製造製造製造製造工工工工程程程程でのでのでのでの資資資資材材材材、、、、原原原原料料料料、、、、各各各各種種種種エネルエネルエネルエネルギギギギーーーーのののの使用使用使用使用にににに対対対対してしてしてして環境環境環境環境保保保保全全全全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行行行行っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 

  これがこれがこれがこれがアサヒアサヒアサヒアサヒ飲料飲料飲料飲料のののの社社社社としてのとしてのとしてのとしての基本方基本方基本方基本方針針針針ですですですです。。。。要要要要旨旨旨旨としましてはとしましてはとしましてはとしましては、「、「、「、「そそそそのののの事事事事業業業業活活活活動動動動をををを通通通通ししししてててて環境環境環境環境のののの維維維維持持持持、、、、改改改改善善善善にににに積積積積極的極的極的極的にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全型社会型社会型社会型社会をををを築築築築くためにくためにくためにくために考考考考ええええ、、、、行動行動行動行動しますしますしますします」」」」というというというという下下下下線線線線部部部部でございますでございますでございますでございます。。。。 

  またまたまたまた、、、、行動指針行動指針行動指針行動指針としましてはごらんのとしましてはごらんのとしましてはごらんのとしましてはごらんの 4 項項項項となとなとなとなっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムのののの趣旨趣旨趣旨趣旨にににに沿沿沿沿っっっったたたた項目項目項目項目はははは 3項項項項でございますでございますでございますでございます。。。。時時時時間間間間のののの都合都合都合都合でででで、、、、またまたまたまた後後後後でででで読読読読んでんでんでんでおおおおいてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。 

  社社社社のののの方方方方針針針針をををを受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、工場工場工場工場としてのとしてのとしてのとしての環境方環境方環境方環境方針針針針はごらんのはごらんのはごらんのはごらんの 6 項目項目項目項目となとなとなとなっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。3R関係関係関係関係としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、下下下下線線線線部部部部のののの 4項項項項、、、、5項項項項でございますでございますでございますでございます。。。。 

  またまたまたまた、、、、目的目的目的目的、、、、目目目目標標標標もももも、、、、ごらんのごらんのごらんのごらんの下下下下線線線線部部部部がががが関連部関連部関連部関連部となとなとなとなっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 

  そそそそれではれではれではれでは、、、、本題本題本題本題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、、、、リサイクリサイクリサイクリサイクルルルルののののほほほほうからごうからごうからごうから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。。。。ままままずずずず、、、、工場工場工場工場ではではではでは、、、、各各各各職職職職場場場場にににに分別分別分別分別ボボボボックスックスックスックスをををを設置設置設置設置してしてしてして、、、、職職職職場場場場ごとにごとにごとにごとに分別分別分別分別をををを行行行行っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。各各各各職職職職場場場場でででで分別分別分別分別したしたしたした廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは 2 カカカカ所所所所ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルセセセセンターンターンターンターにににに集約集約集約集約されますされますされますされます。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルセセセセンターンターンターンターでででではははは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの種類種類種類種類をををを看板看板看板看板化化化化によりによりによりにより明明明明確確確確にしにしにしにし、、、、そそそそのののの種類種類種類種類にににに応応応応じじじじてててて専専専専用用用用ののののコンコンコンコンテナテナテナテナをををを設置設置設置設置してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。そそそそしてしてしてして、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが一一一一定定定定のののの量量量量になればになればになればになれば、、、、再再再再資源資源資源資源化化化化先先先先へへへへ搬送搬送搬送搬送してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。 

  これがこれがこれがこれが廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの種類種類種類種類にににに応応応応じじじじたたたた再再再再資源資源資源資源化化化化ののののフローフローフローフローですですですです。。。。表表表表のののの上上上上からからからから、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの種類種類種類種類、、、、再再再再資資資資源源源源化方化方化方化方法法法法、、、、再再再再利用用利用用利用用利用用途途途途というというというという形形形形になになになになっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 
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  これもこれもこれもこれも同同同同様様様様ですですですです。。。。今今今今おおおお見見見見せしせしせしせしたたたた表表表表のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの種類種類種類種類はははは一部一部一部一部でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、実際実際実際実際にはにはにはには 20種種種種類程度類程度類程度類程度にににに分別分別分別分別してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。 

  リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル活活活活動動動動にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、工場工場工場工場にににに見学見学見学見学にごにごにごにご来来来来場場場場されるされるされるされる方方方方々々々々、、、、年年年年間約間約間約間約 6,000 名名名名のののの方方方方々々々々にごにごにごにご紹介紹介紹介紹介してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、リデュースリデュースリデュースリデュースへへへへのののの取取取取りりりり組組組組みとしましてみとしましてみとしましてみとしまして、、、、排排排排水処水処水処水処理理理理設設設設備備備備のののの汚泥汚泥汚泥汚泥減減減減量量量量化化化化についてについてについてについてごごごご紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。飲料工場飲料工場飲料工場飲料工場ではではではでは、、、、排排排排水水水水ににににコーヒーコーヒーコーヒーコーヒー、、、、おおおお茶茶茶茶などがなどがなどがなどが混混混混入入入入するためするためするためするため、、、、茶茶茶茶色色色色にににに着着着着色色色色したしたしたした排排排排水水水水となりますとなりますとなりますとなります。。。。河川河川河川河川にににに排排排排水水水水をををを放放放放流流流流するするするする場合場合場合場合にににに、、、、色度色度色度色度にににに対対対対するするするする法律法律法律法律上上上上のののの規規規規制制制制はござはござはござはございませんいませんいませんいません。。。。しかししかししかししかし、、、、見見見見たたたた目目目目のののの問題問題問題問題からからからから、、、、色度色度色度色度をををを下下下下げてげてげてげて放放放放流流流流してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。脱脱脱脱色色色色方方方方法法法法ととととしましましましましてはしてはしてはしては、、、、着着着着色色色色成成成成分分分分をををを薬剤薬剤薬剤薬剤でででで凝凝凝凝集集集集させさせさせさせ、、、、汚泥汚泥汚泥汚泥としてとしてとしてとして除除除除去去去去するするするする凝凝凝凝集集集集沈殿沈殿沈殿沈殿法法法法というというというという方方方方法法法法をををを採採採採用用用用ししししてててておおおおりましたりましたりましたりました。。。。汚泥汚泥汚泥汚泥はははは、、、、ここにここにここにここに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、、、、年年年年間間間間 500 トントントントンとととと多多多多くくくく、、、、肥肥肥肥料料料料としてとしてとしてとして再再再再利用利用利用利用はしてはしてはしてはしておおおおりますがりますがりますがりますが、、、、経経経経費費費費もももも 2,000万万万万円円円円とととと高高高高額額額額になになになになっっっってててておおおおりましたりましたりましたりました。。。。 

  そそそそこでこでこでこで、、、、脱脱脱脱色色色色レベレベレベレベルルルルをををを変変変変ええええることなくることなくることなくることなく汚泥汚泥汚泥汚泥発発発発生生生生がががが抑制抑制抑制抑制できできできでき、、、、よりよりよりより安安安安価価価価なななな方方方方法法法法がないかがないかがないかがないか、、、、検検検検討討討討いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。検検検検討討討討のののの結果結果結果結果、、、、オオオオゾゾゾゾンンンンによりによりによりにより着着着着色色色色成成成成分分分分をををを酸酸酸酸化化化化分解分解分解分解することによるすることによるすることによるすることによる脱脱脱脱色色色色にににに加加加加ええええてててて、、、、反反反反応時応時応時応時にににに生成生成生成生成するするするする有有有有機機機機成成成成分分分分をををを生物生物生物生物処処処処理理理理するするするする接接接接触酸触酸触酸触酸化化化化法法法法をををを採採採採用用用用いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。設設設設備備備備投投投投資費用資費用資費用資費用はははは 6,200 万万万万円円円円とととと高高高高額額額額ではではではではございますがございますがございますがございますが、、、、汚泥汚泥汚泥汚泥とととと薬剤薬剤薬剤薬剤についてはについてはについてはについては 85％％％％のののの削減削減削減削減となりとなりとなりとなりましたましたましたました。。。。 

  これがこれがこれがこれが処処処処理前後理前後理前後理前後のののの排排排排水水水水ですですですです。。。。処処処処理後理後理後理後のののの排排排排水水水水はははは、、、、河川河川河川河川へへへへのののの放放放放流流流流にににに対対対対してもしてもしてもしても十分十分十分十分問題問題問題問題のないのないのないのないレベレベレベレベルルルルとなとなとなとなっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、リリリリユユユユースースースースへへへへのののの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、、、、メメメメタンタンタンタンガガガガススススボボボボイラーイラーイラーイラーについてごについてごについてごについてご紹介紹介紹介紹介いたしいたしいたしいたしますますますます。。。。当当当当工場工場工場工場のののの排排排排水処水処水処水処理理理理にはにはにはには嫌嫌嫌嫌気気気気処処処処理理理理をををを導導導導入入入入してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。嫌嫌嫌嫌気気気気処処処処理理理理ではではではでは、、、、排排排排水水水水中中中中のののの有有有有機機機機成成成成分分分分ををををメメメメタンタンタンタンガガガガスススス、、、、炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスススス、、、、水水水水にににに分解分解分解分解しますしますしますします。。。。そそそそこでこでこでこで発発発発生生生生したしたしたしたメメメメタンタンタンタンガガガガススススをををを専専専専用用用用ののののボボボボイイイイラーラーラーラーでででで燃燃燃燃焼焼焼焼させさせさせさせ、、、、そそそそのののの熱熱熱熱でででで蒸蒸蒸蒸気気気気をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、殺菌殺菌殺菌殺菌などになどになどになどに使用使用使用使用してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。1 日日日日当当当当たりのたりのたりのたりの発発発発生生生生量量量量はははは約約約約 80立立立立米米米米。。。。LPG にににに換算換算換算換算いたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、年年年年間間間間 130万万万万円円円円のののの削減削減削減削減となとなとなとなっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 

  次次次次にににに、、、、もうもうもうもう一一一一件件件件、、、、リリリリユユユユースースースースについてごについてごについてごについてご紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。レレレレトルトトルトトルトトルト殺菌殺菌殺菌殺菌はははは、、、、圧圧圧圧力力力力がまのがまのがまのがまの中中中中にににに製品製品製品製品をををを入入入入れてれてれてれて、、、、蒸蒸蒸蒸気気気気によりによりによりにより約約約約 130 度度度度でででで殺菌殺菌殺菌殺菌いたしますいたしますいたしますいたします。。。。使用後使用後使用後使用後のののの蒸蒸蒸蒸気気気気はははは、、、、まだまだまだまだ熱熱熱熱量量量量をををを持持持持っっっってててておおおおりますのでりますのでりますのでりますので、、、、排蒸排蒸排蒸排蒸気気気気ををををププププレレレレートートートート式式式式熱熱熱熱交換交換交換交換機機機機でででで温温温温水水水水のののの余余余余熱熱熱熱にににに再再再再利用利用利用利用してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。飲飲飲飲料工場料工場料工場料工場ではではではでは、、、、製品液製品液製品液製品液をををを送送送送るるるる配管配管配管配管内部内部内部内部をををを洗洗洗洗浄浄浄浄するためにするためにするためにするために温温温温水水水水やややや熱熱熱熱水水水水をををを利用利用利用利用いたしますいたしますいたしますいたします。。。。したしたしたしたががががっっっってててて、、、、多多多多くのくのくのくの熱熱熱熱量量量量をををを必要必要必要必要といたしますといたしますといたしますといたします。。。。1 日日日日当当当当たりのたりのたりのたりの熱熱熱熱回回回回収収収収量量量量はははは約約約約 7,000万万万万キキキキロジュールロジュールロジュールロジュール。。。。年年年年間間間間のののの削減削減削減削減金金金金額額額額はははは約約約約 3,000万万万万円円円円となとなとなとなっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 

  当当当当工場工場工場工場のののの代表代表代表代表的的的的なななな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紹介紹介紹介紹介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、、、、各各各各種種種種のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを認認認認めていめていめていめていただきただきただきただき、、、、平平平平成成成成 16 年年年年にににに、、、、富山県富山県富山県富山県よりよりよりよりエコエコエコエコ事事事事業業業業所所所所のののの認認認認定定定定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。。。。またまたまたまた、、、、同同同同時時時時期期期期にににに、、、、
3R のののの推進推進推進推進協協協協議会議会議会議会からからからから会長会長会長会長賞賞賞賞をいただいてをいただいてをいただいてをいただいておおおおりますりますりますります。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、全全全全社社社社的的的的取取取取りりりり組組組組みをごみをごみをごみをご紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。リシールリシールリシールリシール性性性性のあるのあるのあるのあるペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルはははは飲飲飲飲料料料料業業業業界界界界ではではではでは主流主流主流主流のののの容容容容器器器器となとなとなとなっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。そそそそこでこでこでこで、、、、樹脂原樹脂原樹脂原樹脂原料料料料のののの省資源省資源省資源省資源化化化化がががが課題課題課題課題でありでありでありであり、、、、各各各各社社社社ともにともにともにともにボボボボトルトルトルトル形形形形状状状状をををを検検検検討討討討しししし、、、、ボボボボトルトルトルトルのののの軽軽軽軽量量量量化化化化にににに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状状状状況況況況ですですですです。。。。ただしただしただしただし、、、、原原原原料料料料をををを少少少少なくしますとなくしますとなくしますとなくしますとボボボボトルトルトルトルがががが薄薄薄薄くなりくなりくなりくなり、、、、ボボボボトルトルトルトルのののの強強強強度度度度がががが弱弱弱弱くなりますくなりますくなりますくなります。。。。アサヒアサヒアサヒアサヒ飲料社飲料社飲料社飲料社としまとしまとしまとしましてはしてはしてはしては、、、、薄薄薄薄くしてもくしてもくしてもくしてもおおおお客客客客様様様様がががが持持持持ちやすくちやすくちやすくちやすく、、、、注注注注ぎぎぎぎやすいようにやすいようにやすいようにやすいように形形形形状状状状をををを工夫工夫工夫工夫しししし、、、、くくくくぼぼぼぼみみみみボボボボトルトルトルトルのののの採採採採用用用用によりによりによりにより、、、、2 リッターリッターリッターリッターにににに関関関関してはしてはしてはしては 21％％％％のののの削減削減削減削減、、、、またまたまたまた 500 ミリリッターミリリッターミリリッターミリリッターにににに関関関関してもしてもしてもしても形形形形状状状状変変変変更更更更をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし、、、、自動自動自動自動販販販販売売売売機機機機でのでのでのでの落落落落下下下下時時時時にもにもにもにも変形変形変形変形しないしないしないしない形形形形状状状状としとしとしとし、、、、25％％％％のののの削減削減削減削減をををを果果果果たしてたしてたしてたしておおおおりますりますりますります。。。。 

  最後最後最後最後にににに、、、、全全全全社社社社的的的的取取取取りりりり組組組組みとしましてみとしましてみとしましてみとしまして、、、、ミシンミシンミシンミシン目目目目のののの位位位位置置置置表表表表示示示示についてごについてごについてごについてご紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。
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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リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルではではではでは、、、、ララララベベベベルルルルをはがしてをはがしてをはがしてをはがして収収収収集集集集いたしますがいたしますがいたしますがいたしますが、、、、従従従従来来来来よりよりよりよりミシンミシンミシンミシン目目目目がわかりがわかりがわかりがわかりづづづづらいというごらいというごらいというごらいというご指指指指摘摘摘摘がございましたがございましたがございましたがございました。。。。そそそそこでこでこでこで、、、、ミミミミシンシンシンシン目目目目のののの位位位位置置置置がががが一一一一目目目目でわかるよでわかるよでわかるよでわかるようにうにうにうに、「、「、「、「ここからはがせますここからはがせますここからはがせますここからはがせます」」」」とのとのとのとの表表表表記記記記をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。最初最初最初最初にににに、、、、富富富富士士士士山山山山ののののババババナナナナジジジジウウウウムムムム天天天天然然然然水水水水ののののララララベベベベルルルルでででで行行行行いましたがいましたがいましたがいましたが、「、「、「、「わかりやすいわかりやすいわかりやすいわかりやすい」」」」とのとのとのとの反響反響反響反響からからからから、、、、順順順順次次次次、、、、他他他他のののの商品商品商品商品にもにもにもにも展展展展開開開開いたいたいたいたしてしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。 アサヒアサヒアサヒアサヒ飲料株式会社飲料株式会社飲料株式会社飲料株式会社はははは、、、、今今今今後後後後もももも環境環境環境環境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継継継継続続続続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、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方ののののごごごご支援支援支援支援をよをよをよをよろろろろしくしくしくしくおおお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発発発発表表表表をををを終終終終了了了了いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ごごごご清聴清聴清聴清聴ありがとうありがとうありがとうありがとうございましたございましたございましたございました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 竹内竹内竹内竹内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 

  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。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの 100％％％％再再再再資源資源資源資源化化化化ということをということをということをということを目目目目標標標標にされてにされてにされてにされて、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、そそそそれかられかられかられからリデュースリデュースリデュースリデュース、、、、3R のののの面面面面でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな成成成成果果果果がががが上上上上ががががっっっっているといているといているといているというごうごうごうご報告報告報告報告でありましたでありましたでありましたでありました。。。。最後最後最後最後のとこのとこのとこのところろろろではではではでは、、、、全全全全社社社社的的的的にににに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軽軽軽軽量量量量化化化化をををを通通通通じじじじててててリデリデリデリデュースュースュースュースにもにもにもにも取取取取りりりり組組組組んでいるということでありましたがんでいるということでありましたがんでいるということでありましたがんでいるということでありましたが、、、、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でででで詳詳詳詳しくしくしくしくおおおお話話話話をををを聞聞聞聞きたいなときたいなときたいなときたいなと思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 

  ではではではでは、、、、次次次次にににに、、、、茶谷茶谷茶谷茶谷さんのさんのさんのさんのほほほほうからごうからごうからごうからご報告報告報告報告ををををおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 茶谷副店長茶谷副店長茶谷副店長茶谷副店長 

  こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。高岡高岡高岡高岡のののの駅駅駅駅南南南南ののののほほほほうのうのうのうのジャスコジャスコジャスコジャスコからからからから参参参参りましたりましたりましたりました茶谷茶谷茶谷茶谷とととと申申申申しますしますしますします。。。。よよよよろろろろしくしくしくしくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  そそそそれではれではれではれでは、、、、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ののののジャスコジャスコジャスコジャスコ高岡南店高岡南店高岡南店高岡南店、、、、3R のののの取取取取りりりり組組組組みということでみということでみということでみということで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ我我我我々々々々もももも入入入入社社社社してからしてからしてからしてから環境環境環境環境にににに関関関関してはいしてはいしてはいしてはいろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、またはまたはまたはまたは ISO14001 というようなというようなというようなというような認認認認証証証証とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな環境問題環境問題環境問題環境問題にににに取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでおおおおりましたけれどもりましたけれどもりましたけれどもりましたけれども、、、、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ではではではでは、、、、2007年年年年 4 月月月月 16 日日日日にににに環境環境環境環境省省省省とととと循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに関関関関するするするする協定協定協定協定をををを締締締締結結結結いたしましいたしましいたしましいたしましたたたた。。。。これはこれはこれはこれは各各各各従従従従業業業業員員員員 7 万人万人万人万人いるいるいるいる中中中中でででで統一統一統一統一したしたしたした考考考考ええええ方方方方でででで、、、、環境問題環境問題環境問題環境問題にににに取取取取りりりり組組組組もうということもうということもうということもうということでででで、、、、一応社内一応社内一応社内一応社内的的的的にもにもにもにも徹底徹底徹底徹底しているしているしているしている項目項目項目項目でございますでございますでございますでございます。。。。 このこのこのこの環境環境環境環境省省省省とのとのとのとの協定協定協定協定にににに関関関関しましてしましてしましてしまして簡簡簡簡単単単単にににに説明説明説明説明させていただきますとさせていただきますとさせていただきますとさせていただきますと、、、、上上上上からからからから 3 つございつございつございつございましてましてましてまして、「、「、「、「イオンイオンイオンイオンはははは小小小小売売売売業業業業のののの社会社会社会社会的使命的使命的使命的使命にににに基基基基づづづづきききき、、、、消費者消費者消費者消費者、、、、自自自自治治治治体体体体とのとのとのとの連連連連携携携携によるによるによるによる容容容容器器器器包装包装包装包装のののの 3R 推進推進推進推進をををを環境政策環境政策環境政策環境政策のののの先先先先駆駆駆駆けとしてけとしてけとしてけとして、、、、2010 年年年年度度度度までにまでにまでにまでに店店店店頭頭頭頭回回回回収収収収のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる拡拡拡拡大大大大ととととマイバマイバマイバマイバッグッグッグッグ持持持持参参参参率率率率全全全全店店店店平平平平均均均均 50％％％％以以以以上上上上・・・・レレレレジジジジ袋袋袋袋 8 億億億億 4,000 万万万万枚枚枚枚にににに半半半半減減減減達達達達成成成成をををを目目目目標標標標としとしとしとし、、、、地地地地域域域域社会社会社会社会にににに貢献貢献貢献貢献しますしますしますします」」」」ということとということとということとということと、「、「、「、「イオンイオンイオンイオンははははマイバッグマイバッグマイバッグマイバッグ持持持持参参参参率率率率 50％％％％（（（（全全全全店店店店平平平平均均均均））））をををを達達達達成成成成するためするためするためするためにににに、、、、消費者消費者消費者消費者（（（（市市市市民民民民）、）、）、）、自自自自治治治治体体体体、、、、国国国国とのとのとのとの自自自自主主主主協定協定協定協定制度制度制度制度をををを活活活活用用用用しししし、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋無無無無料料料料配配配配布布布布をををを中止中止中止中止するするするするパパパパイロットイロットイロットイロット店店店店舗舗舗舗をををを全全全全国国国国にににに展展展展開開開開してしてしてして、、、、2010 年年年年度度度度までにまでにまでにまでに、、、、該該該該当当当当店店店店舗舗舗舗ののののマイバッグマイバッグマイバッグマイバッグ持持持持参参参参率率率率 80％％％％以以以以上上上上をををを目指目指目指目指しますしますしますします」」」」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ということでございます。。。。 

  そそそそのののの次次次次にににに、「、「、「、「イオンイオンイオンイオンはははは、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋収益収益収益収益金金金金ををををリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進等等等等のののの環境環境環境環境保保保保全全全全活活活活動動動動やややや地地地地域域域域貢献貢献貢献貢献活活活活動動動動にににに使用使用使用使用しししし、、、、そそそそのののの内内内内容容容容をををを定期的定期的定期的定期的にににに社会社会社会社会へへへへ報告報告報告報告いたしますいたしますいたしますいたします」」」」というようなというようなというようなというようなおおおお約約約約束束束束のもとにのもとにのもとにのもとに事事事事業業業業活活活活動動動動をいたしてをいたしてをいたしてをいたしておおおおるるる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。。。。そそそそののののほほほほかのかのかのかの、、、、下下下下のののの「「「「環境環境環境環境省省省省はははは」」」」というというというというほほほほうはうはうはうは、、、、ままままたたたた後後後後ででででおおおお読読読読みくださいませみくださいませみくださいませみくださいませ。。。。 

  こちらのこちらのこちらのこちらのほほほほうにはございませんけれどもうにはございませんけれどもうにはございませんけれどもうにはございませんけれども、、、、イオンイオンイオンイオンのののの環境方環境方環境方環境方針針針針もももも定定定定めてありましてめてありましてめてありましてめてありまして、、、、社内社内社内社内的的的的にはにはにはには、、、、おおおお客客客客様様様様とともにとともにとともにとともに行動行動行動行動するというのがするというのがするというのがするというのが 1 つでございましてつでございましてつでございましてつでございまして、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、環境環境環境環境にににに配配配配慮慮慮慮したしたしたした商品商品商品商品をををを提供提供提供提供しましょうというのがもうしましょうというのがもうしましょうというのがもうしましょうというのがもう一一一一つつつつ。。。。最後最後最後最後にににに、、、、環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの少少少少ないないないない店店店店舗舗舗舗運運運運営営営営をををを
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実実実実践践践践しなさしなさしなさしなさいというのがいというのがいというのがいというのが、、、、イオンイオンイオンイオン環境方環境方環境方環境方針針針針のののの柱柱柱柱になになになになっっっっているているているてい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。。。。これはちこれはちこれはちこれはちょょょょっっっっとございませんのでとございませんのでとございませんのでとございませんので。。。。そそそそういうようなういうようなういうようなういうような前前前前提提提提にににに基基基基づづづづきましてきましてきましてきまして、、、、我我我我々々々々がががが日日日日々々々々取取取取りりりり組組組組んでいんでいんでいんでいるるるる環境環境環境環境保保保保全全全全にににに関関関関しましてしましてしましてしまして発発発発表表表表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。。。。 

  ここにここにここにここに出出出出ているのはているのはているのはているのは、、、、リデュースリデュースリデュースリデュースのののの取取取取りりりり組組組組みといたしましてみといたしましてみといたしましてみといたしまして、、、、非常非常非常非常にににに消費者消費者消費者消費者のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんにもごもごもごもご協力協力協力協力いただきましていただきましていただきましていただきまして、、、、ここのここのここのここの写写写写真真真真はははは、、、、高岡南店高岡南店高岡南店高岡南店、、、、私私私私ののののおおおお店店店店のののの 2階階階階へへへへ上上上上がるがるがるがる階段階段階段階段のののの脇脇脇脇にににに、、、、「「「「イオンイオンイオンイオンははははおおおお客客客客様様様様とともにとともにとともにとともに買買買買いいいい物物物物袋持袋持袋持袋持参参参参運動運動運動運動のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる推進推進推進推進にににに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます」」」」というというというというタイタイタイタイトルトルトルトルでででで、、、、横横横横にはにはにはには、、、、高岡高岡高岡高岡マイバッグマイバッグマイバッグマイバッグ運動運動運動運動をををを進進進進めるめるめるめる市市市市民民民民のののの会会会会ののののほほほほうからいただきまうからいただきまうからいただきまうからいただきましたしたしたした赤赤赤赤いいいい旗旗旗旗、、、、ののののぼぼぼぼりをりをりをりを立立立立てててててててて、、、、ちょちょちょちょっっっっとととと写写写写真真真真はははは、、、、申申申申しわけないしわけないしわけないしわけない、、、、うまくうまくうまくうまく写写写写っっっっていなかていなかていなかていなかっっっったんですけれどたんですけれどたんですけれどたんですけれどもももも、、、、マイバッグマイバッグマイバッグマイバッグのののの販販販販売売売売場所場所場所場所でございますでございますでございますでございます。。。。テレビテレビテレビテレビででででマイバッグマイバッグマイバッグマイバッグ推進推進推進推進ののののビビビビデオデオデオデオをををを流流流流しているしているしているしている、、、、そそそそのようなのようなのようなのような写写写写真真真真でございますでございますでございますでございます。。。。先先先先生方生方生方生方をををを前前前前にしてこういうにしてこういうにしてこういうにしてこういう計計計計算算算算はははは正正正正確確確確かどうかわかりませかどうかわかりませかどうかわかりませかどうかわかりませんけれどもんけれどもんけれどもんけれども、、、、我我我我がががが社社社社でででで計計計計算算算算したしたしたした数数数数字字字字によりますとによりますとによりますとによりますと、、、、マイバッグマイバッグマイバッグマイバッグ持持持持参参参参をををを推進推進推進推進してしてしてして、、、、ドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶
200 リットルリットルリットルリットルでででで 1万万万万 5,984 本本本本分分分分をををを節節節節約約約約できましたというのがここにできましたというのがここにできましたというのがここにできましたというのがここに記記記記載載載載されてされてされてされておおおおりますりますりますります。。。。そそそそのののの計計計計算算算算式式式式もももも下下下下にににに書書書書いてありましていてありましていてありましていてありまして、、、、1億億億億 7,469万万万万 8,808枚枚枚枚×18.3 ミリリットルミリリットルミリリットルミリリットル――18.3 ミリリミリリミリリミリリットルットルットルットルというのはというのはというのはというのは、、、、発熱発熱発熱発熱量量量量でででで割割割割りりりり出出出出すすすす、、、、ということでここにちょということでここにちょということでここにちょということでここにちょっっっっとととと書書書書いてあるんですけいてあるんですけいてあるんですけいてあるんですけれどもれどもれどもれども――÷1,000（（（（リットルリットルリットルリットルにににに表表表表示示示示するためするためするためするため））））ということでということでということでということで、、、、このようなこのようなこのようなこのような計計計計算算算算になりますになりますになりますになります。。。。これがこれがこれがこれが 2006 年年年年度度度度ののののレレレレジジジジ袋削減袋削減袋削減袋削減枚枚枚枚数数数数ににににおおおおけるけるけるける、、、、石石石石油油油油ドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶にににに換算換算換算換算したしたしたした本本本本数数数数でございますでございますでございますでございます。。。。 

  私私私私ののののおおおお店店店店ではどうだではどうだではどうだではどうだっっっったかといいますとたかといいますとたかといいますとたかといいますと、、、、ざくざくざくざくっっっっとととと計計計計算算算算しますとしますとしますとしますと、、、、年年年年間間間間 17万人万人万人万人がががが食品食品食品食品ののののレレレレジジジジをををを通通通通過過過過されてされてされてされておおおおりますりますりますります。。。。17万人万人万人万人のののの買買買買いいいい物物物物袋持袋持袋持袋持参参参参率率率率はははは、、、、いまだにいまだにいまだにいまだに平平平平均均均均 10％％％％前後前後前後前後でございでございでございでございますますますます。。。。そそそそのようなことをのようなことをのようなことをのようなことを計計計計算算算算しますとしますとしますとしますと、、、、17 万万万万枚枚枚枚をををを節節節節約約約約したということはしたということはしたということはしたということは、、、、このこのこのこの同同同同じじじじ計計計計算算算算ででででしますとしますとしますとしますと、、、、ジャスコジャスコジャスコジャスコ高岡南店高岡南店高岡南店高岡南店ではではではでは、、、、ドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶 16 本本本本分分分分をををを節節節節約約約約したというしたというしたというしたという計計計計算算算算でででで従従従従業業業業員員員員にはにはにはには報報報報告告告告してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。 

  そそそそれとれとれとれと、、、、今今今今このこのこのこのマイバッグマイバッグマイバッグマイバッグ運動運動運動運動でででで実実実実施施施施していることはしていることはしていることはしていることは、、、、食品食品食品食品ののののレレレレジジジジににににおおおお越越越越しのしのしのしのおおおお客客客客様様様様にににに、、、、レレレレジジジジをををを打打打打っっっっているているているているチェチェチェチェッカーッカーッカーッカーさんがこんなさんがこんなさんがこんなさんがこんなふふふふうにうにうにうに言言言言っっっってててておおおおりますりますりますります。「。「。「。「こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。いらいらいらいらっっっっししししゃゃゃゃいませいませいませいませ。。。。おおおお買買買買いいいい物物物物袋袋袋袋ははははおおおお持持持持ちでしょうかちでしょうかちでしょうかちでしょうか？？？？」」」」とととと問問問問いかけていかけていかけていかけておおおおりますりますりますります。。。。するとするとするとすると、、、、おおおお客客客客様様様様はははは、、、、「「「「はいはいはいはい、、、、持持持持っっっっていますていますていますています」」」」とかとかとかとか、「、「、「、「ああああっっっっ、、、、持持持持っっっってきたてきたてきたてきた」」」」とかとかとかとか、「、「、「、「ああああっっっっ、、、、忘忘忘忘れたれたれたれた」」」」とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ反反反反応応応応はあるんですけれどもはあるんですけれどもはあるんですけれどもはあるんですけれども、、、、おおおお持持持持ちいただいたちいただいたちいただいたちいただいたおおおお客客客客様様様様にはにはにはには、「、「、「、「ごごごご協力協力協力協力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ままますすすす」」」」とととと、、、、このようにこのようにこのようにこのように声声声声をかけてをかけてをかけてをかけておおおおりますりますりますります。「。「。「。「いいいいええええ、、、、持持持持っっっっていませんていませんていませんていません」」」」というというというというおおおお客客客客さんにさんにさんにさんに関関関関ししししましてはましてはましてはましては、「、「、「、「失礼失礼失礼失礼しましたしましたしましたしました」」」」というというというという、、、、そそそそこでとめてこでとめてこでとめてこでとめておおおおりますりますりますります。。。。このようなこのようなこのようなこのような地地地地道道道道なななな運動運動運動運動をしてをしてをしてをして毎毎毎毎日日日日削減運動削減運動削減運動削減運動をいたしてをいたしてをいたしてをいたしておおおおるるる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。。。。     あとあとあとあと、、、、買買買買いいいい物物物物袋袋袋袋でででで、、、、スタンプカードスタンプカードスタンプカードスタンプカードでででで、、、、20個個個個でででで 100円引円引円引円引きとかきとかきとかきとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななサーサーサーサービビビビススススももももいたしていたしていたしていたしておおおおりますがりますがりますがりますが、、、、こつこつやこつこつやこつこつやこつこつやっっっっていることでていることでていることでていることで今今今今後後後後さらなるさらなるさらなるさらなる推進推進推進推進をををを図図図図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。。。。そそそそれとれとれとれと、、、、従従従従業業業業員員員員にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、100％％％％レレレレジジジジ袋袋袋袋はははは使使使使うなということでうなということでうなということでうなということで、、、、マイバッグマイバッグマイバッグマイバッグをををを持持持持たせたせたせたせてててておおおおるるる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。。。。 

  これはこれはこれはこれは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のののの、、、、買買買買いいいい物物物物袋持袋持袋持袋持参参参参ととととレレレレジジジジ袋削減袋削減袋削減袋削減推推推推移移移移ということでということでということでということで、、、、2005 年年年年、、、、2006年年年年とととと、、、、378 店店店店舗舗舗舗、、、、378 店店店店舗舗舗舗とととと、、、、同同同同じじじじ店店店店舗舗舗舗数数数数でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、最終的最終的最終的最終的にはにはにはには、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたいましたいましたいました
1 億億億億 7,469 万万万万枚枚枚枚というというというという数数数数字字字字ががががそそそそこにこにこにこに赤赤赤赤くくくく出出出出ているんですけれどもているんですけれどもているんですけれどもているんですけれども、、、、これはこれはこれはこれは全全全全国国国国平平平平均均均均でででで、、、、
15.48％％％％、、、、そそそそしてしてしてして 2006 年年年年がががが 15.3％％％％のののの持持持持参参参参率率率率でででで、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか日日日日々々々々頑張頑張頑張頑張っっっっていてもこのていてもこのていてもこのていてもこの持持持持参参参参率率率率がががが向向向向上上上上しないといいますかしないといいますかしないといいますかしないといいますか、、、、レレレレジジジジ袋削減袋削減袋削減袋削減枚枚枚枚数数数数がなかなかうまくいかないというのががなかなかうまくいかないというのががなかなかうまくいかないというのががなかなかうまくいかないというのが、、、、これはこれはこれはこれは正正正正直直直直なななな感想感想感想感想でございますでございますでございますでございます。。。。環境環境環境環境省省省省とのとのとのとの協定協定協定協定にもありましたようににもありましたようににもありましたようににもありましたように、、、、イオンイオンイオンイオンではではではでは 2010 年年年年までにまでにまでにまでにレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを半半半半減減減減させることさせることさせることさせることをををを目目目目標標標標にににに掲掲掲掲げてげてげてげておおおおりますのでりますのでりますのでりますので、、、、もうもうもうもうおおおお約約約約束束束束ですからですからですからですから、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしてもさらなるさらなるさらなるさらなる強強強強化化化化がががが必要必要必要必要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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  そそそそこでこでこでこで、、、、かかかかねねねねてからてからてからてから社内社内社内社内のののの論論論論議議議議、、、、地地地地域域域域でのでのでのでの消費者消費者消費者消費者のののの皆皆皆皆さんやさんやさんやさんや行行行行政政政政のののの意意意意見見見見交換交換交換交換もももも重重重重ねねねねてててて、、、、京都京都京都京都市市市市内内内内にありますにありますにありますにありますジャスコジャスコジャスコジャスコ東山二東山二東山二東山二条条条条店店店店はははは、、、、2007 年年年年 1 月月月月 11 日日日日からからからから、、、、提供提供提供提供方方方方法法法法のののの見見見見直直直直しししし、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる無無無無料料料料配配配配布布布布のののの中止中止中止中止をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。1枚枚枚枚 5円円円円でででで販販販販売売売売いたしていたしていたしていたしておおおおりますりますりますります。。。。おおおお客客客客様様様様のごのごのごのご協力協力協力協力もももも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、、、、現在現在現在現在このようなこのようなこのようなこのような店店店店はははは、、、、持持持持参参参参率率率率はははは一一一一挙挙挙挙にににに 80％％％％までまでまでまで達達達達成成成成してしてしてしておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、大大大大幅幅幅幅なななな削減削減削減削減ということになということになということになということになっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。先先先先ほほほほどどどど安井安井安井安井先先先先生生生生ののののほほほほうでうでうでうで、、、、1 日日日日でででで 60枚枚枚枚使使使使うううう人人人人ははははおおおおらんとらんとらんとらんとかかかか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろごごごご発発発発表表表表がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、そそそそのとのとのとのとおおおおりでございますけれどもりでございますけれどもりでございますけれどもりでございますけれども、、、、こうやこうやこうやこうやっっっってててて全全全全体体体体をまとめますとをまとめますとをまとめますとをまとめますと結結結結構構構構なななな枚枚枚枚数数数数になりますものでになりますものでになりますものでになりますもので、、、、我我我我々々々々もももも元元元元気気気気よくよくよくよく環境環境環境環境保保保保全全全全にににに頑張頑張頑張頑張っっっってててておおおおるるる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。。。。 

  イオンイオンイオンイオンではではではでは、、、、地地地地域域域域のののの消費者消費者消費者消費者のののの皆様皆様皆様皆様おおおおよよよよびびびび行行行行政政政政のののの連連連連帯帯帯帯でででで、、、、今今今今後後後後ともともともとも可能可能可能可能なななな地地地地域域域域からからからから取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていきたいというめていきたいというめていきたいというめていきたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。今年今年今年今年のののの 6 月月月月にはにはにはには、、、、仙台仙台仙台仙台市市市市のののの幸幸幸幸町町町町からからからから神神神神奈奈奈奈川川川川県県県県横浜横浜横浜横浜市市市市ののののシーサイドシーサイドシーサイドシーサイド店店店店とかとかとかとか、、、、各各各各店店店店舗舗舗舗でででで、、、、京都京都京都京都もももも 6 月月月月 11 日日日日よりよりよりより実実実実施施施施しているというしているというしているというしているという次次次次第第第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。。。。 

  そそそそのののの次次次次にににに、、、、リリリリユユユユースースースースのことですけれどものことですけれどものことですけれどものことですけれども、、、、リリリリユユユユースースースースにににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、ままままずずずず、、、、ここここれはどこれはどこれはどこれはどこのののの会社会社会社会社もももも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っっっししししゃゃゃゃるとるとるとると思思思思うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、ダダダダンンンンボボボボールールールール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。。。。農農農農産品産品産品産品のののの売売売売りりりり場場場場をはをはをはをはじじじじめめめめ、、、、食食食食料料料料品品品品のののの売売売売りりりり場場場場でででで多多多多くくくく利用利用利用利用されているされているされているされているリターリターリターリターナナナナブブブブルコンルコンルコンルコンテナテナテナテナとととといういういういう通通通通いいいい箱箱箱箱、、、、これもこれもこれもこれもリリリリユユユユースースースースということでということでということでということで可能可能可能可能となとなとなとなっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。ここのここのここのここの写写写写真真真真はははは、、、、店店店店頭頭頭頭ににににリターリターリターリターナナナナブブブブルコンルコンルコンルコンテナテナテナテナををををそそそそのままのままのままのまま置置置置いていていていて、、、、ダダダダンンンンボボボボールールールールをををを一一一一切使切使切使切使わないわないわないわない売売売売りりりり場場場場のののの構築構築構築構築でござでござでござでございますいますいますいます。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、これにこれにこれにこれにおおおおきましてきましてきましてきまして、、、、数数数数字字字字でございますけれどもでございますけれどもでございますけれどもでございますけれども、、、、昨昨昨昨年年年年はははは 2 万万万万 423 トントントントンというというというというふふふふうなうなうなうな計計計計算算算算ででででダダダダンンンンボボボボールールールールのののの削減削減削減削減量量量量をはをはをはをはじじじじきききき出出出出してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。またまたまたまた、、、、商品商品商品商品もももも持持持持っっっってきてきてきてきたんですけれどもたんですけれどもたんですけれどもたんですけれども、、、、衣衣衣衣料料料料品品品品ではこういうではこういうではこういうではこういうハハハハンンンンガガガガーーーー納納納納品品品品というかというかというかというか、、、、車車車車ににににハハハハンンンンガガガガーーーーのままのままのままのまま載載載載せせせせてててて運運運運搬搬搬搬しししし、、、、そそそそのままのままのままのまま店店店店にににに納納納納入入入入してしてしてして、、、、売売売売れましたられましたられましたられましたら、、、、このこのこのこのハハハハンンンンガガガガーーーーをををを回回回回収収収収してしてしてしてハハハハンンンンガガガガーーーーセセセセンンンンターターターターにににに返返返返すというすというすというすというふふふふうにしてうにしてうにしてうにして、、、、こちらのこちらのこちらのこちらのほほほほうもうもうもうも、、、、ダダダダンンンンボボボボールールールールをををを使使使使わないということでわないということでわないということでわないということで、、、、ここここれはれはれはれは 2006 年年年年、、、、年年年年間間間間でででで 1,153 トントントントンののののダダダダンンンンボボボボールールールールがががが削減削減削減削減されたというされたというされたというされたという数数数数字字字字でございますでございますでございますでございます。。。。リリリリユユユユースースースースということでということでということでということで頑張頑張頑張頑張っっっってててておおおおるるる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。。。。 

  そそそそのののの次次次次はははは、、、、走走走走りましてりましてりましてりまして、、、、商品商品商品商品のことでのことでのことでのことで、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル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。。。。リサイクリサイクリサイクリサイクルルルルにににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ここにありますのはここにありますのはここにありますのはここにありますのは、、、、2006 年年年年度度度度、、、、年年年年間間間間 1 店店店店舗舗舗舗当当当当たたたたりりりりアルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶のののの回回回回収収収収がががが 24 万万万万 6,704 本本本本というというというというふふふふうにうにうにうに、、、、1 店店店店舗舗舗舗当当当当たりのたりのたりのたりの計計計計算算算算でででで出出出出してしてしてしておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、このこのこのこのグラグラグラグラフフフフはははは、、、、回回回回収収収収量量量量ののののトントントントンとととと全全全全国国国国のののの店店店店舗舗舗舗、、、、こちらがこちらがこちらがこちらが店店店店舗舗舗舗数数数数というようになというようになというようになというようになっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。このよこのよこのよこのようなうなうなうな回回回回収収収収をををを今今今今ややややっっっってててておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、どのようにどのようにどのようにどのように生生生生かしているかということでかしているかということでかしているかということでかしているかということで、、、、今今今今からからからからちょちょちょちょっっっっとととと 1分分分分ほほほほどでどでどでどで商品商品商品商品説明説明説明説明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。。。。 

  こちらのこちらのこちらのこちらのほほほほうはうはうはうは、、、、アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル商品商品商品商品でございますでございますでございますでございます。。。。回回回回収収収収アルミアルミアルミアルミをををを 100％％％％使用使用使用使用してしてしてしていますということでいますということでいますということでいますということで、、、、これこれこれこれ、、、、店店店店頭頭頭頭でででで 128円円円円でででで売売売売っっっっているているているている商品商品商品商品ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは 100％％％％アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶でででで再再再再生生生生したものでございますしたものでございますしたものでございますしたものでございます。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、これはこれはこれはこれは、、、、我我我我々々々々ののののプライプライプライプライベベベベートートートートブブブブランドランドランドランド、、、、共共共共環環環環宣言宣言宣言宣言というというというという、、、、トップバリュートップバリュートップバリュートップバリューののののプライプライプライプライベベベベートートートートブブブブランドランドランドランドでございましてでございましてでございましてでございまして、、、、洗濯洗濯洗濯洗濯用用用用石石石石けんでございますけんでございますけんでございますけんでございます。。。。これのこれのこれのこれの純純純純石石石石けんけんけんけん分中分中分中分中のののの 70％％％％をををを回回回回収収収収廃廃廃廃食食食食用用用用油油油油をををを使用使用使用使用してしてしてしておおおおりますというりますというりますというりますという、、、、廃廃廃廃油油油油をををを再再再再生生生生したしたしたした商品商品商品商品でございますでございますでございますでございます。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、これはこれはこれはこれは今今今今度度度度、、、、ごみをごみをごみをごみを出出出出さないさないさないさない商品商品商品商品でででで、、、、ここにここにここにここに書書書書いてありますようにいてありますようにいてありますようにいてありますように、、、、芯芯芯芯なしなしなしなしトイトイトイトイレレレレットットットットペペペペーパーーパーーパーーパー、、、、まきまきまきまき芯芯芯芯がなくがなくがなくがなく最後最後最後最後までまでまでまで使用使用使用使用できますということでできますということでできますということでできますということで、、、、普普普普通通通通ののののトイトイトイトイレレレレッッッットトトトペペペペーパーーパーーパーーパーはははは、、、、最後最後最後最後にはこういうごみがにはこういうごみがにはこういうごみがにはこういうごみが出出出出ますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、これはこれはこれはこれは芯芯芯芯がががが入入入入っっっってててておおおおりませんでりませんでりませんでりませんで、、、、最後最後最後最後のののの最後最後最後最後までまでまでまで使使使使っっっってててて、、、、ごみをごみをごみをごみを出出出出さないさないさないさない。。。。当然当然当然当然、、、、古紙古紙古紙古紙ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル商品商品商品商品というというというというふふふふうになうになうになうになっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。回回回回収牛乳収牛乳収牛乳収牛乳パックパックパックパックをををを 30％％％％使用使用使用使用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ふふふふうになうになうになうになっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 
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  ちょちょちょちょっっっっとととと走走走走りましてりましてりましてりまして、、、、クックックックッキキキキングシートングシートングシートングシート。。。。台台台台所所所所でででで奥奥奥奥さんさんさんさん方方方方がががが使使使使われますわれますわれますわれますクックックックッキキキキングシーングシーングシーングシートトトトですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、これもこれもこれもこれも、、、、最終的最終的最終的最終的にはこういうごみがにはこういうごみがにはこういうごみがにはこういうごみが出出出出るんですけれどもるんですけれどもるんですけれどもるんですけれども、、、、これはこれはこれはこれは芯芯芯芯地地地地ををををなくしてつくなくしてつくなくしてつくなくしてつくっっっったというたというたというたという商品商品商品商品ですですですです。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、食品食品食品食品保保保保存存存存ラップラップラップラップ、、、、これにこれにこれにこれに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、こここここにこにこにこにぱっぱっぱっぱっとととと切切切切るためにるためにるためにるために金金金金のののの刃刃刃刃がついているんですけれどもがついているんですけれどもがついているんですけれどもがついているんですけれども、、、、このこのこのこの商品商品商品商品はははは紙紙紙紙のののの刃刃刃刃をををを使使使使っっっってててて、、、、分別分別分別分別しなくてもこのまましなくてもこのまましなくてもこのまましなくてもこのまま紙紙紙紙しかしかしかしか使使使使っっっっていないというていないというていないというていないという商品商品商品商品ということということということということ、、、、そそそそれとれとれとれと、、、、当然当然当然当然ダダダダイオイオイオイオキキキキシンシンシンシンにににに関関関関してのしてのしてのしての優優優優しいしいしいしい商品商品商品商品でございますでございますでございますでございます。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、取取取取りりりり急急急急ぎぎぎぎましてましてましてまして、、、、天天天天ぷぷぷぷらのらのらのらの敷敷敷敷きききき紙紙紙紙、、、、これはこれはこれはこれはババババガガガガスススス使用使用使用使用といいましてといいましてといいましてといいまして、、、、原原原原料料料料のののの
20％％％％ににににババババガガガガスススス、、、、非非非非木木木木材材材材パルプパルプパルプパルプをををを配配配配合合合合していますというしていますというしていますというしていますという、、、、こういうこういうこういうこういう環境環境環境環境商品商品商品商品でございますでございますでございますでございます。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、割割割割りりりり箸箸箸箸もももも竹竹竹竹でつくでつくでつくでつくっっっったたたた割割割割りりりり箸箸箸箸とかとかとかとか、、、、おおおお子子子子さまのさまのさまのさまの使使使使ううううノノノノートートートートもももも、、、、ここにもここにもここにもここにも古紙古紙古紙古紙をををを使使使使っっっったたたた、、、、目目目目にににに優優優優しいということでしいということでしいということでしいということで、、、、78円円円円でででで、、、、これはこれはこれはこれは連連連連絡帳絡帳絡帳絡帳ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、このようにしてこのようにしてこのようにしてこのようにして、、、、我我我我々々々々、、、、製造製造製造製造販販販販売売売売しているしているしているしている、、、、プライプライプライプライベベベベートートートートブブブブランドランドランドランドににににおおおおきましてはきましてはきましてはきましては、、、、そそそそういうういうういうういう環境環境環境環境にににに配配配配慮慮慮慮ししししたたたた商品商品商品商品をををを一生一生一生一生懸命考懸命考懸命考懸命考ええええてつくてつくてつくてつくっっっってててて販販販販売売売売いたしていたしていたしていたしておおおおるるるるというというというという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。。。。 

  ちょちょちょちょっっっっとととと時時時時間間間間もあれでしたのでこれでもあれでしたのでこれでもあれでしたのでこれでもあれでしたのでこれで終終終終わりますけれどもわりますけれどもわりますけれどもわりますけれども、、、、このようなこのようなこのようなこのような商品商品商品商品をををを、、、、やはりやはりやはりやはりごごごご承承承承知知知知おおおおきいただきましてきいただきましてきいただきましてきいただきまして、、、、またまたまたまた他商品他商品他商品他商品とのとのとのとの参参参参考考考考にもしていただきたいとにもしていただきたいとにもしていただきたいとにも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。。。。どうどうどうどうもありがとうございましたもありがとうございましたもありがとうございましたもありがとうございました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 竹内竹内竹内竹内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 

  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。。。。製造製造製造製造関係関係関係関係、、、、そそそそれかられかられかられから販販販販売売売売関係関係関係関係ののののおおおお二二二二人人人人のののの方方方方からからからから、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組組組組みをしているというみをしているというみをしているというみをしているというおおおお話話話話をををを聞聞聞聞きましたきましたきましたきました。。。。そそそそれではれではれではれでは、、、、そそそそれをれをれをれを今今今今度度度度消費消費消費消費するするするする立立立立場場場場のののの代表代表代表代表としましてとしましてとしましてとしまして、、、、三神三神三神三神さんからいさんからいさんからいさんからいろろろろんなんなんなんなおおおお話話話話をををを聞聞聞聞きたいときたいときたいときたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、製造製造製造製造販販販販売売売売でいでいでいでいろろろろんなんなんなんな工夫工夫工夫工夫されたことをやはりされたことをやはりされたことをやはりされたことをやはり消費消費消費消費者者者者がががが理解理解理解理解してしてしてして、、、、そそそそれをれをれをれを利用利用利用利用していくということはしていくということはしていくということはしていくということは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事だだだだろろろろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。三神三神三神三神さんのさんのさんのさんのほほほほうからうからうからうから、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな調調調調査査査査もももも含含含含めてめてめてめて、、、、ごごごご報告報告報告報告をいただけをいただけをいただけをいただけたらとたらとたらとたらと思思思思いますいますいますいます。。。。よよよよろろろろしくしくしくしくおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 三神代表三神代表三神代表三神代表 

  グリーンコンシューマーネットワークグリーンコンシューマーネットワークグリーンコンシューマーネットワークグリーンコンシューマーネットワークとやまのとやまのとやまのとやまの三神三神三神三神といいますといいますといいますといいます。。。。よよよよろろろろしくしくしくしくおおおお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしますますますます。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、ここにもここにもここにもここにも出出出出ていますようにていますようにていますようにていますように、、、、かけがかけがかけがかけがええええのないのないのないのない、、、、美美美美しいしいしいしい地球地球地球地球。「。「。「。「ここにここにここにここに生生生生ままままれてきてれてきてれてきてれてきて良良良良かかかかっっっったたたた……」、」、」、」、100 年年年年後後後後のののの子子子子供供供供たちにたちにたちにたちにそそそそうううう言言言言っっっっててててほほほほしいしいしいしい、、、、すすすすべべべべてのてのてのての命命命命がががが、、、、生生生生きききき生生生生きときときときと輝輝輝輝きつきつきつきつづづづづけるためにけるためにけるためにけるために。。。。今今今今、、、、私私私私たちたちたちたち大大大大人人人人にできることからにできることからにできることからにできることから始始始始めましょうというめましょうというめましょうというめましょうという思思思思いでいでいでいで活活活活動動動動をををを続続続続けていますけていますけていますけています。。。。 

  グリーンコンシューマーグリーンコンシューマーグリーンコンシューマーグリーンコンシューマーというのはというのはというのはというのは、、、、皆皆皆皆さんもごさんもごさんもごさんもご存存存存じじじじだとだとだとだと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、環境環境環境環境とととと健健健健康康康康をををを考考考考ええええてててて行動行動行動行動するするするする人人人人、、、、というというというという意味意味意味意味でででで、、、、主主主主役役役役はははは私私私私たちたちたちたち一一一一人人人人ひひひひとりがとりがとりがとりが変変変変わればわればわればわれば社会社会社会社会もももも変変変変わるとわるとわるとわると。。。。私私私私たちたちたちたち一一一一人人人人ひひひひとりのとりのとりのとりの責任責任責任責任はははは大大大大きいんだよということをきいんだよということをきいんだよということをきいんだよということを自自自自覚覚覚覚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、、、、活活活活動動動動していましていましていましていますすすす。。。。 

  グリーンコンシューマーグリーンコンシューマーグリーンコンシューマーグリーンコンシューマーにはにはにはには自自自自由由由由原原原原則則則則がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、ごみにごみにごみにごみに関関関関することはすることはすることはすることは、、、、1番番番番のののの「「「「必要必要必要必要なものだけをなものだけをなものだけをなものだけを買買買買うううう」。」。」。」。2番番番番のののの「「「「ごみになるものはごみになるものはごみになるものはごみになるものは買買買買わないわないわないわない」。」。」。」。3番番番番のののの「「「「使使使使いいいい捨捨捨捨てのてのてのての商品商品商品商品はははは避避避避けけけけ、、、、長長長長くくくく使使使使ええええるものをるものをるものをるものを買買買買うううう」。」。」。」。8 番目番目番目番目のののの「「「「再再再再生生生生品品品品をををを買買買買うううう」。」。」。」。10 番目番目番目番目のののの「「「「ごみごみごみごみ減減減減量量量量ののののメメメメーーーーカーカーカーカーとかとかとかとか企業企業企業企業をををを応応応応援援援援するするするする」」」」ということになるかとということになるかとということになるかとということになるかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、1997 年年年年とととと 2000 年年年年のののの 2回回回回、、、、買買買買いいいい物物物物ガガガガイドイドイドイドというものをというものをというものをというものを作作作作成成成成しましたしましたしましたしました。。。。どこどこどこどこへへへへ行行行行けばけばけばけば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売売売売っっっっているかということをているかということをているかということをているかということを、、、、このようにこのようにこのようにこのように、、、、もうもうもうもう具体的具体的具体的具体的にににに、、、、これはこれはこれはこれは○○店店店店となとなとなとなっっっっているんですけどているんですけどているんですけどているんですけど、、、、ほほほほんとうのんとうのんとうのんとうのガガガガイドイドイドイドにはにはにはには、、、、ジャスコジャスコジャスコジャスコさんとかさんとかさんとかさんとか、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに固固固固有有有有
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名名名名詞詞詞詞をををを書書書書いていていていて、、、、ここここここここへへへへ行行行行けばこういうけばこういうけばこういうけばこういう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売売売売っっっっているのでているのでているのでているので、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんそそそそこをこをこをこを応応応応援援援援してしてしてして買買買買いましょういましょういましょういましょうねねねねということをということをということをということを示示示示したしたしたしたガガガガイドイドイドイドをつくりましたをつくりましたをつくりましたをつくりました。。。。 

  私私私私たちにできることということでたちにできることということでたちにできることということでたちにできることということで、、、、ごみごみごみごみ減減減減量量量量にににに関関関関してはしてはしてはしては裸裸裸裸売売売売りをりをりをりを買買買買うとかうとかうとかうとか、、、、詰詰詰詰めめめめ替替替替ええええののののものをものをものをものを買買買買うとかうとかうとかうとか、、、、簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装をををを心心心心がけるがけるがけるがける、、、、リターリターリターリターナナナナブブブブルルルル瓶瓶瓶瓶とかをとかをとかをとかを買買買買うようにするということうようにするということうようにするということうようにするということですですですです。。。。 

  行行行行政政政政へへへへのののの要望要望要望要望としてはとしてはとしてはとしては、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルはははは最終手最終手最終手最終手段段段段でありでありでありであり、、、、減減減減らすことをもらすことをもらすことをもらすことをもっっっっとととと啓啓啓啓発発発発してくしてくしてくしてくださいということとかださいということとかださいということとかださいということとか、、、、ごみのごみのごみのごみの有有有有料化料化料化料化をををを実実実実施施施施してくださいということもしてくださいということもしてくださいということもしてくださいということも提提提提案案案案しましたしましたしましたしました。。。。 

  おおおお店店店店のののの人人人人にはにはにはには、、、、ややややっぱっぱっぱっぱりりりり裸裸裸裸売売売売りりりり、、、、はかりはかりはかりはかり売売売売りとかをりとかをりとかをりとかを増増増増やしてやしてやしてやしてほほほほしいということとしいということとしいということとしいということと、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋もももも、、、、ポポポポイントイントイントイント制制制制みたいなものでみたいなものでみたいなものでみたいなもので、、、、マイバッグマイバッグマイバッグマイバッグをををを持持持持っっっっているているているている人人人人にはにはにはには優遇優遇優遇優遇するようなするようなするようなするような形形形形ででででおおおお願願願願いしますということをいしますということをいしますということをいしますということを言言言言いましたいましたいましたいました。。。。私私私私たちがたちがたちがたちが調調調調査査査査をしてからをしてからをしてからをしてから、、、、このこのこのこの後後後後、、、、大大大大きいきいきいきいスーパースーパースーパースーパーさんさんさんさん、、、、全全全全国国国国展展展展開開開開してしてしてしておおおおられるられるられるられるスーパースーパースーパースーパーさんはさんはさんはさんは、、、、もうもうもうもうポポポポイントイントイントイント制制制制なんてなんてなんてなんて前前前前からやからやからやからやっっっってててておおおおられられられられたんですけどたんですけどたんですけどたんですけど、、、、地元地元地元地元ののののスーパースーパースーパースーパーさんはまだまだやさんはまだまだやさんはまだまだやさんはまだまだやっっっってててておおおおられなかられなかられなかられなかっっっったんですけどたんですけどたんですけどたんですけど、、、、ぼぼぼぼつつつつぼぼぼぼつこういうつこういうつこういうつこういう調調調調査査査査をしてをしてをしてをして、、、、ややややっぱっぱっぱっぱりやらなくてはいけないなということでりやらなくてはいけないなということでりやらなくてはいけないなということでりやらなくてはいけないなということで、、、、ポポポポイントイントイントイント制制制制をしをしをしをしていただいたていただいたていただいたていただいたおおおお店店店店もももも増増増増ええええましたましたましたました。。。。 

  ガガガガイドイドイドイドをつくをつくをつくをつくっっっっててててグリーンコンシューマーグリーンコンシューマーグリーンコンシューマーグリーンコンシューマーをををを増増増増ややややそそそそうということでやうということでやうということでやうということでやっっっっていたんですけていたんですけていたんですけていたんですけれどもれどもれどもれども、、、、そそそそういうういうういうういう本本本本をつくをつくをつくをつくっっっっただけではただけではただけではただけではグリーンコンシューマーグリーンコンシューマーグリーンコンシューマーグリーンコンシューマーはははは増増増増ええええないないないない。。。。ではどうしではどうしではどうしではどうしたらいいのかということでたらいいのかということでたらいいのかということでたらいいのかということで、、、、私私私私たちはやたちはやたちはやたちはやっぱっぱっぱっぱりりりり体体体体験験験験をををを通通通通してしてしてしてグリーンコンシューマーグリーンコンシューマーグリーンコンシューマーグリーンコンシューマーをををを増増増増ややややそそそそうということでうということでうということでうということで、「、「、「、「まるごとくらしまるごとくらしまるごとくらしまるごとくらし塾塾塾塾」」」」というというというというエコライフエコライフエコライフエコライフ講講講講座座座座をををを 2001 年年年年からからからから 1 年年年年にににに 6回回回回ぐぐぐぐらいらいらいらい開開開開いていましていていましていていましていていまして、、、、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。。。。コンコンコンコンセセセセプトプトプトプ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、、、、体体体体験験験験をををを通通通通してしてしてして学学学学びびびび、、、、気気気気づづづづきききき、、、、そそそそれがれがれがれが家庭家庭家庭家庭のののの中中中中でででで実実実実践践践践できるようにするようなできるようにするようなできるようにするようなできるようにするような企企企企画画画画をしていこうということとかをしていこうということとかをしていこうということとかをしていこうということとか、、、、あとあとあとあと、「、「、「、「初初初初めにめにめにめに環境環境環境環境ありきありきありきありき」」」」とととと言言言言うとうとうとうと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか人人人人はははは関関関関心心心心のあるのあるのあるのある人人人人しかしかしかしか集集集集ままままっっっってこないのでてこないのでてこないのでてこないので、、、、全全全全くくくく環境環境環境環境にににに関関関関心心心心のないのないのないのない人人人人もももも参加参加参加参加していただけるようにしていただけるようにしていただけるようにしていただけるように、「、「、「、「楽楽楽楽しいしいしいしい、、、、心心心心地地地地いいいいいいいい、、、、得得得得したなしたなしたなしたな」」」」とととというのをいうのをいうのをいうのをキキキキーワードーワードーワードーワードにしてにしてにしてにして講講講講座座座座をををを企企企企画画画画してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。そそそそしてしてしてして、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、スタッフスタッフスタッフスタッフがががが企企企企画画画画運運運運営営営営、、、、またまたまたまた講講講講師師師師もももも務務務務めたりすることでめたりすることでめたりすることでめたりすることでススススキキキキルアップルアップルアップルアップをををを図図図図るということでるということでるということでるということで、、、、このこのこのこのエコライエコライエコライエコライフフフフ講講講講座座座座ははははずっずっずっずっとととと続続続続けていますけていますけていますけています。。。。 

  今今今今までやまでやまでやまでやっっっったのではたのではたのではたのでは、、、、まあまあまあまあ、、、、ごみごみごみごみ減減減減らしのらしのらしのらしの講講講講座座座座だけではないんですけどだけではないんですけどだけではないんですけどだけではないんですけど、、、、そそそそれをれをれをれを目的目的目的目的ととととしたのはしたのはしたのはしたのは、、、、廃廃廃廃油油油油石石石石けんつくりとかけんつくりとかけんつくりとかけんつくりとか、、、、古古古古布布布布でででで布布布布ぞぞぞぞうりをつくうりをつくうりをつくうりをつくっっっったりたりたりたり、、、、裂裂裂裂きききき織織織織りでりでりでりでコースターコースターコースターコースターをつくをつくをつくをつくっっっったりたりたりたり、、、、またまたまたまたエコクッエコクッエコクッエコクッキキキキングングングングというのをやというのをやというのをやというのをやっっっっていますていますていますています。。。。 

  2002 年年年年にににに、、、、ごみごみごみごみダダダダイエットイエットイエットイエット作作作作戦戦戦戦というのをというのをというのをというのを始始始始めましためましためましためました。。。。これはどうしてこれはどうしてこれはどうしてこれはどうして始始始始めたかというめたかというめたかというめたかというとととと、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの最終最終最終最終処処処処分分分分場場場場のののの候候候候補補補補地地地地がががが、、、、このこのこのこの八八八八尾尾尾尾のののの東東東東坂坂坂坂下下下下(さこさこさこさこぎぎぎぎ)というとこというとこというとこというところろろろにににに、、、、今今今今はははは山本山本山本山本というとこというとこというとこというところろろろがががが最終最終最終最終処処処処分分分分場場場場なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、そそそそこがこがこがこが満満満満杯杯杯杯になになになになっっっったらたらたらたら、、、、今今今今度度度度はははは多多多多分分分分ここにここにここにここになるよというなるよというなるよというなるよという候候候候補補補補地地地地がががが挙挙挙挙ががががっっっったんですたんですたんですたんですねねねね。。。。私私私私たちはたちはたちはたちはそそそそこをこをこをこを見学見学見学見学してしてしてして見見見見にいにいにいにいっっっったんですけどたんですけどたんですけどたんですけど、、、、見見見見てくださいてくださいてくださいてください、、、、すごくもうすごくもうすごくもうすごくもう自自自自然然然然豊豊豊豊かでかでかでかで、、、、山山山山のののの上上上上なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。自自自自然然然然農農農農とかやとかやとかやとかやっっっってててておおおおられるられるられるられる人人人人もももも回回回回りにたくさんりにたくさんりにたくさんりにたくさんおおおおられてられてられてられて、、、、こういうこういうこういうこういう山山山山のののの上上上上にににに埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて地地地地をつくをつくをつくをつくっっっっててててほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫だだだだろろろろうかということでうかということでうかということでうかということで、、、、そそそそれでれでれでれで、、、、そそそそうしたらうしたらうしたらうしたら私私私私たちたちたちたちグリーンコンシューマーグリーンコンシューマーグリーンコンシューマーグリーンコンシューマーはははは何何何何ができるのができるのができるのができるのかなということをかなということをかなということをかなということを考考考考ええええたときにたときにたときにたときに、、、、ややややっぱっぱっぱっぱりりりり少少少少しでもみんなでごみのことをしでもみんなでごみのことをしでもみんなでごみのことをしでもみんなでごみのことを考考考考ええええてててて、、、、減減減減らすらすらすらす手手手手だてをだてをだてをだてを見見見見つけていこうということでつけていこうということでつけていこうということでつけていこうということで、、、、紙紙紙紙ととととペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル、、、、トトトトレレレレーーーー、、、、古古古古着着着着、、、、生生生生ごみのごみのごみのごみの 5 つつつつについてなんですけどについてなんですけどについてなんですけどについてなんですけど、、、、行行行行政政政政さんとさんとさんとさんと一部一部一部一部企業企業企業企業さんとでさんとでさんとでさんとで話話話話しししし合合合合いいいい、、、、今今今今、、、、紙紙紙紙とかとかとかとか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現状現状現状現状どうなどうなどうなどうなっっっっているのているのているのているの、、、、そそそそしてどうしていしてどうしていしてどうしていしてどうしていっっっったらたらたらたら減減減減るんでしょうということをるんでしょうということをるんでしょうということをるんでしょうということを話話話話しししし合合合合っっっってててて学学学学習習習習会会会会をしましたをしましたをしましたをしました。。。。 

  そそそそのののの 5 つのつのつのつのテテテテーマーマーマーマからからからから、、、、1 つにつにつにつに絞絞絞絞っっっってててて何何何何かかかかアクションアクションアクションアクションをををを起起起起ここここそそそそううううじゃじゃじゃじゃないかということでないかということでないかということでないかということで、、、、
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レレレレジジジジ袋袋袋袋はいはいはいはいろろろろいいいいろろろろマイバッグマイバッグマイバッグマイバッグ運動運動運動運動とかもすごくとかもすごくとかもすごくとかもすごく、、、、全全全全国国国国的的的的にににに展展展展開開開開してやしてやしてやしてやっっっってててておおおおられるとこられるとこられるとこられるところろろろがががが多多多多かかかかっっっったのでたのでたのでたので、、、、私私私私たちはやたちはやたちはやたちはやっぱっぱっぱっぱりりりりトトトトレレレレーーーーがすごくがすごくがすごくがすごく気気気気になになになになっっっってててて、、、、トトトトレレレレーーーーにににに絞絞絞絞っっっってててて取取取取りりりり組組組組ももももうということでやうということでやうということでやうということでやっっっってみましたてみましたてみましたてみました。。。。ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパではではではでは裸裸裸裸売売売売りがすごくりがすごくりがすごくりがすごく多多多多いいいいのにのにのにのに、、、、ななななぜぜぜぜ日本日本日本日本はははは、、、、資源資源資源資源がががが乏乏乏乏しいしいしいしい国国国国なのになのになのになのにトトトトレレレレーーーーがががが、、、、すすすすぐぐぐぐににににおおおお店店店店からからからからおおおおうちうちうちうちへへへへ持持持持っっっってかてかてかてかええええるるるる間間間間だけのだけのだけのだけの役目役目役目役目ののののトトトトレレレレーーーーがこんなにがこんなにがこんなにがこんなに必要必要必要必要なのかなということでなのかなということでなのかなということでなのかなということで、、、、49 店店店店舗舗舗舗、、、、70人人人人ののののボボボボランランランランテテテティアィアィアィアでででで調調調調べべべべてこういてこういてこういてこういうううう冊冊冊冊子子子子をつくりましたをつくりましたをつくりましたをつくりました。。。。 

  ちょちょちょちょっっっっとととと中中中中身身身身をををを見見見見てみますてみますてみますてみます。。。。このこのこのこのトトトトレレレレーーーーはははは、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルしましょうというしましょうというしましょうというしましょうという運動運動運動運動ではなくではなくではなくではなくてててて、、、、もとからもとからもとからもとから減減減減ららららそそそそうううう、、、、トトトトレレレレーーーーをををを削減削減削減削減しようというしようというしようというしようという活活活活動動動動のののの 1 つですつですつですつです。。。。トトトトレレレレーーーー使用使用使用使用のののの現状現状現状現状をををを調調調調べべべべてててて、、、、どこのどこのどこのどこのおおおお店店店店にはこういうにはこういうにはこういうにはこういうトトトトレレレレーーーーがががが入入入入っっっっていたということをていたということをていたということをていたということを具体的具体的具体的具体的にににに調調調調べべべべましたましたましたました。。。。 

  トトトトレレレレーーーー使用使用使用使用のののの現状現状現状現状とととと理理理理由由由由。。。。どうしてどうしてどうしてどうしてトトトトレレレレーーーーがががが必要必要必要必要なんだというこなんだというこなんだというこなんだということをとをとをとを知知知知りたかりたかりたかりたかっっっったのでたのでたのでたので、、、、そそそそこをこをこをこを調調調調べべべべましたましたましたました。。。。一一一一番番番番、、、、現現現現場場場場のののの人人人人にににに聞聞聞聞いていていていて 1 位位位位がががが、、、、ここにありますようにここにありますようにここにありますようにここにありますように、、、、見見見見栄栄栄栄ええええですですですですねねねね。。。。ななななぜぜぜぜかかかか見見見見栄栄栄栄ええええですですですです。。。。何何何何かかかかそそそそのののの理理理理由由由由ががががががががっっっっかりなんですけどかりなんですけどかりなんですけどかりなんですけど。。。。本部本部本部本部をををを調調調調査査査査したしたしたした結果結果結果結果はははは、、、、１１１１位位位位がががが品品品品質質質質保保保保持持持持というというというという、、、、ほほほほんとうはんとうはんとうはんとうは品品品品質質質質をををを保保保保持持持持するためにするためにするためにするために多多多多分分分分できたできたできたできたトトトトレレレレーーーーというものなというものなというものなというものなのにのにのにのに、、、、ななななぜぜぜぜかかかか現現現現場場場場ではではではでは見見見見栄栄栄栄ええええとかとかとかとか、、、、衛衛衛衛生生生生――まあまあまあまあ、、、、衛衛衛衛生生生生のためはわかるんですけどのためはわかるんですけどのためはわかるんですけどのためはわかるんですけど、、、、何何何何かかかか、、、、ママママナナナナーーーーがががが悪悪悪悪いとかいとかいとかいとか、、、、陳列陳列陳列陳列しやすいからとかしやすいからとかしやすいからとかしやすいからとか、、、、売売売売るるるる側側側側のののの都合都合都合都合がががが結結結結構構構構多多多多かかかかっっっったりしてたりしてたりしてたりして、、、、そそそそういういういういうううう理理理理由由由由があるんだなということがわかがあるんだなということがわかがあるんだなということがわかがあるんだなということがわかっっっったのとたのとたのとたのと、、、、あとあとあとあと、、、、印印印印象象象象的的的的だだだだっっっったのはたのはたのはたのは、、、、あるあるあるあるおおおお店店店店のののの店店店店員員員員のののの人人人人がががが、、、、トトトトレレレレーーーーをしてをしてをしてをして売売売売るのがるのがるのがるのが当当当当たりたりたりたり前前前前とととと思思思思っっっっていてていてていてていて、、、、ななななぜぜぜぜトトトトレレレレーーーーがががが必要必要必要必要かということかということかということかということををををじっじっじっじっくりくりくりくり考考考考ええええたことがなかたことがなかたことがなかたことがなかっっっったというたというたというたという言言言言葉葉葉葉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、、、、ああああ、、、、ややややっぱっぱっぱっぱりりりり調調調調査査査査してしてしてしてそそそそうううう考考考考ええええていただくきていただくきていただくきていただくきっっっっかけになかけになかけになかけになっっっったかなというたかなというたかなというたかなというふふふふうにうにうにうに思思思思いましたいましたいましたいました。。。。     そそそそのののの冊冊冊冊子子子子のののの中中中中ではではではでは消費者消費者消費者消費者のののの意識意識意識意識調調調調査査査査もしていますもしていますもしていますもしています。。。。このこのこのこの黒黒黒黒いいいい部部部部分分分分がががが大大大大体体体体トトトトレレレレーーーーはははは要要要要らならならならないといといといと言言言言っっっっているとこているとこているとこているところろろろですですですです。。。。 

  ここもここもここもここも意識意識意識意識調調調調査査査査でででで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろしましたしましたしましたしました。。。。 

  ごみはごみはごみはごみは減減減減らさなければならないということはらさなければならないということはらさなければならないということはらさなければならないということは皆皆皆皆わかわかわかわかっっっっているんですけどているんですけどているんですけどているんですけど、、、、ややややっぱっぱっぱっぱりりりりリサリサリサリサイクルイクルイクルイクルすればすればすればすればそそそそれでいいとれでいいとれでいいとれでいいと思思思思っっっっているているているている人人人人がまだまだすごくがまだまだすごくがまだまだすごくがまだまだすごく多多多多いといといといと思思思思うんでうんでうんでうんですすすす。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルできるからできるからできるからできるから安安安安心心心心してしてしてして買買買買っっっっちちちちゃっゃっゃっゃってててて、、、、だからだからだからだから、、、、買買買買うとうとうとうと、、、、おおおお店店店店ははははそそそそれはれはれはれは売売売売れるのでたくさんれるのでたくさんれるのでたくさんれるのでたくさん置置置置くしくしくしくし、、、、またまたまたまたおおおお店店店店がががが置置置置くということはくということはくということはくということはメメメメーカーーカーーカーーカーさんもさんもさんもさんも、、、、そそそそれがれがれがれが売売売売れるんだれるんだれるんだれるんだっっっったらいたらいたらいたらいっぱっぱっぱっぱいついついついつくるということでくるということでくるということでくるということで、、、、結局結局結局結局私私私私たちがたちがたちがたちがリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルできるとできるとできるとできると安安安安心心心心してしてしてして買買買買っっっってしまうことがてしまうことがてしまうことがてしまうことが大大大大量量量量生生生生産産産産とととと結結結結びびびびついてしまうのでついてしまうのでついてしまうのでついてしまうので、、、、ややややっぱっぱっぱっぱりりりりリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルだけではごみはだけではごみはだけではごみはだけではごみは減減減減らないとらないとらないとらないと私私私私たちはたちはたちはたちはずっずっずっずっとととと言言言言いいいい続続続続けていますけていますけていますけています。。。。きょうはきょうはきょうはきょうは 3R のののの集集集集まりですがまりですがまりですがまりですが、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは前前前前からからからから 4R、、、、4 つのつのつのつの R をうたをうたをうたをうたっっっっていますていますていますています。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの前前前前にににに、、、、ややややっぱっぱっぱっぱりりりり要要要要らないものはらないものはらないものはらないものは要要要要らないらないらないらない、、、、買買買買わないわないわないわない。。。。要要要要らないらないらないらないものはつくらないものはつくらないものはつくらないものはつくらない。。。。要要要要らないものはらないものはらないものはらないものは売売売売らないらないらないらない。。。。要要要要らないものはらないものはらないものはらないものは買買買買わないということをわないということをわないということをわないということを大事大事大事大事にしてにしてにしてにして、、、、ももももっっっっとととと長長長長くくくく使使使使うううう、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返してしてしてして使使使使うということをうということをうということをうということをリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの前前前前にしなくてはいけにしなくてはいけにしなくてはいけにしなくてはいけないということをないということをないということをないということを訴訴訴訴ええええていますしていますしていますしていますし、、、、そそそそれれれれ、、、、プラスプラスプラスプラス、、、、またつくまたつくまたつくまたつくっっっったたたたメメメメーカーーカーーカーーカーさんがさんがさんがさんが最後最後最後最後までまでまでまで責任責任責任責任をををを負負負負っっっっていただくようなていただくようなていただくようなていただくような法律法律法律法律がまだまだがまだまだがまだまだがまだまだ日本日本日本日本ではあいまいなのでではあいまいなのでではあいまいなのでではあいまいなので、、、、そそそそのののの辺辺辺辺りをきちりをきちりをきちりをきちっっっっとつくとつくとつくとつくっっっっていただきたいなとていただきたいなとていただきたいなとていただきたい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をつくをつくをつくっっっってててて、、、、ごみごみごみごみ減減減減量量量量ダダダダイエットイエットイエットイエットっっっってやてやてやてやっっっったんですけどたんですけどたんですけどたんですけど、、、、ややややっぱっぱっぱっぱりりりり生活生活生活生活のののの中中中中でごみでごみでごみでごみダダダダイエットイエットイエットイエットをををを実実実実践践践践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一一一一番番番番大大大大切切切切でででで、、、、生活生活生活生活にににに結結結結びびびびつけていこうというつけていこうというつけていこうというつけていこうという中中中中でででで、、、、イイイイベベベベントントントントごみをごみをごみをごみを減減減減らすためにらすためにらすためにらすために――イイイイベベベベントントントントっっっってててて、、、、すごくすごくすごくすごく、、、、どこでもたくさんのごみがどこでもたくさんのごみがどこでもたくさんのごみがどこでもたくさんのごみが出出出出るんですけどるんですけどるんですけどるんですけど、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、アースデーアースデーアースデーアースデーのののの中中中中でででで、、、、リターンディッシュリターンディッシュリターンディッシュリターンディッシュをををを提提提提案案案案してしてしてして、、、、100円円円円でででで食食食食器器器器ととととおおおおはしとはしとはしとはしとセセセセットットットットでででで買買買買っっっってもらてもらてもらてもらっっっってててて、、、、そそそそこによこによこによこによそっそっそっそってもらてもらてもらてもらっっっってててて、、、、食食食食べべべべてもらてもらてもらてもらっっっってててて、、、、そそそそれをれをれをれを返返返返してもらしてもらしてもらしてもらっっっったらたらたらたら 100円返円返円返円返すというようなすというようなすというようなすというような方式方式方式方式ででででアースデイアースデイアースデイアースデイでやりましたらでやりましたらでやりましたらでやりましたら、、、、300人人人人のののの
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人人人人たちがたちがたちがたちが食食食食べべべべたごみのたごみのたごみのたごみの量量量量がたがたがたがたっっっったたたた 2キキキキロロロロでででで、、、、ちょちょちょちょっっっっとここにはとここにはとここにはとここには写写写写っっっっていないんですけどていないんですけどていないんですけどていないんですけど、、、、2キキキキロロロロでででで終終終終わりましたわりましたわりましたわりました。。。。そそそそういうういうういうういうイイイイベベベベントントントントもももも、、、、今今今今アースデイアースデイアースデイアースデイををををずっずっずっずっとととと毎毎毎毎年年年年ややややっっっっていますがていますがていますがていますが、、、、今今今今もちょもちょもちょもちょっっっっとととと形形形形はははは変変変変わわわわっっっってててているんですけどいるんですけどいるんですけどいるんですけど、、、、ずっずっずっずっととととアースデイアースデイアースデイアースデイのののの中中中中ではではではではイイイイベベベベントントントントごみをごみをごみをごみを減減減減らすためにらすためにらすためにらすためにそそそそういうことをやういうことをやういうことをやういうことをやっっっっていますていますていますています。。。。 

  グリコングリコングリコングリコン流流流流エコクッエコクッエコクッエコクッキキキキングングングング、、、、ささささっっっっきもきもきもきも出出出出たんですけどたんですけどたんですけどたんですけど、、、、ごみをごみをごみをごみを減減減減らすためにらすためにらすためにらすために、、、、買買買買いいいい物物物物かかかからららら片片片片づづづづけまでけまでけまでけまでエコロジーエコロジーエコロジーエコロジーというのがというのがというのがというのがグリコングリコングリコングリコン流流流流でででで、、、、買買買買うときにもうときにもうときにもうときにも、、、、ごみをごみをごみをごみを買買買買わないでわないでわないでわないで買買買買っっっってきててきててきててきて、、、、そそそそれをれをれをれを調調調調理理理理するときもするときもするときもするときも、、、、一物一物一物一物全全全全体体体体とよくとよくとよくとよく言言言言いますがいますがいますがいますが、、、、皮皮皮皮もももも、、、、根根根根っっっっこもこもこもこも、、、、へへへへたもたもたもたも、、、、食食食食べべべべられるとこられるとこられるとこられるところろろろはははは、、、、汚汚汚汚いとこいとこいとこいところろろろをををを少少少少しししし取取取取るだけでるだけでるだけでるだけで、、、、すすすすべべべべていただこうということでていただこうということでていただこうということでていただこうということで、、、、先先先先日日日日、、、、このこのこのこの間間間間のののの土曜土曜土曜土曜日日日日にもにもにもにも、、、、私私私私がががが講講講講師師師師でででで精精精精進料進料進料進料理理理理をやをやをやをやっっっったんですけどたんですけどたんですけどたんですけど、、、、70 人人人人ぐぐぐぐらいらいらいらい集集集集ままままっっっったたたた中中中中でででで生生生生ごみはごみはごみはごみは 2キキキキロロロロしかしかしかしか出出出出なかなかなかなかっっっったんですたんですたんですたんです。。。。このこのこのこの写写写写真真真真のときものときものときものときも、、、、90人人人人ほほほほどどどど集集集集ままままっっっってててて、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋半半半半分分分分ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの生生生生ごみしかごみしかごみしかごみしか出出出出なかなかなかなかっっっったというたというたというたというふふふふうにうにうにうに、、、、すごくすごくすごくすごく減減減減らせるらせるらせるらせる。。。。こんなにこんなにこんなにこんなに減減減減らせるらせるらせるらせるんだからんだからんだからんだから、、、、おおおおうちでもうちでもうちでもうちでも減減減減らしましょうということでらしましょうということでらしましょうということでらしましょうということで、、、、ごみをごみをごみをごみを減減減減らすことがどんなにらすことがどんなにらすことがどんなにらすことがどんなに未未未未来来来来のののの子子子子供供供供たちのためにもたちのためにもたちのためにもたちのためにも、、、、命命命命をををを守守守守ることにつながるかということをることにつながるかということをることにつながるかということをることにつながるかということを言言言言いましたいましたいましたいました。。。。そそそそしてしてしてして、、、、アアアアピピピピタタタタさんとさんとさんとさんと一一一一緒緒緒緒にににに、、、、ごみごみごみごみ減減減減らしをらしをらしをらしをテテテテーマーマーマーマにしたにしたにしたにした環境学環境学環境学環境学習習習習をしましたをしましたをしましたをしました。。。。このときのこのときのこのときのこのときのテテテテーマーマーマーマはははは、、、、ごみごみごみごみ減減減減らしでらしでらしでらしで、、、、文文文文房房房房具具具具ととととおおおおやつをやつをやつをやつを皆皆皆皆にににに、、、、なるなるなるなるべべべべくごみがくごみがくごみがくごみが出出出出ないようなないようなないようなないような買買買買いいいい方方方方をしましょうをしましょうをしましょうをしましょうということでということでということでということで、、、、幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの条条条条件件件件をををを挙挙挙挙げてげてげてげて皆皆皆皆にににに買買買買いいいい物物物物をしてきてもらをしてきてもらをしてきてもらをしてきてもらっっっってててて、、、、みんなでみんなでみんなでみんなで話話話話しししし合合合合いいいいをしてをしてをしてをして、、、、子子子子供供供供たちのたちのたちのたちの環境教環境教環境教環境教育育育育ということでやりましたということでやりましたということでやりましたということでやりました。。。。すすすすべべべべてこのことはてこのことはてこのことはてこのことは、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルををををややややっっっっているというよりもているというよりもているというよりもているというよりも、、、、リデュースリデュースリデュースリデュース、、、、リリリリユユユユースースースースをををを大大大大切切切切にしたにしたにしたにした学学学学習習習習会会会会みたいにみたいにみたいにみたいに、、、、実実実実践践践践をやをやをやをやっっっっていますていますていますています。。。。 

  私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、こうやこうやこうやこうやっっっってててて伝伝伝伝ええええることもすごくることもすごくることもすごくることもすごく大大大大切切切切なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、一一一一番番番番大事大事大事大事なのはなのはなのはなのは実実実実践践践践するするするすることなのでことなのでことなのでことなので、、、、皆皆皆皆さんにもさんにもさんにもさんにも呼呼呼呼びびびびかけているんですけどかけているんですけどかけているんですけどかけているんですけど、、、、メメメメッッッッセセセセンジャーンジャーンジャーンジャーからからからからジッジッジッジッセセセセンジャーンジャーンジャーンジャー、、、、実実実実践践践践しましょうとしましょうとしましょうとしましょうと。。。。ももももっっっっとたくさんのとたくさんのとたくさんのとたくさんのグリーンコンシューマージッグリーンコンシューマージッグリーンコンシューマージッグリーンコンシューマージッセセセセンジャーンジャーンジャーンジャーをををを増増増増ややややそそそそううううとととと思思思思っっっってててて私私私私たちはたちはたちはたちは今活今活今活今活動動動動をををを展展展展開開開開していますしていますしていますしています。。。。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したましたましたました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 竹内竹内竹内竹内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 

  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。。。。最後最後最後最後ののののジッジッジッジッセセセセンジャーンジャーンジャーンジャーというのはなかなかいいというのはなかなかいいというのはなかなかいいというのはなかなかいい言言言言いいいい方方方方だなとだなとだなとだなと思思思思っっっってててて聞聞聞聞いていていていておおおおりましたりましたりましたりました。。。。買買買買いいいい物物物物がががが社会社会社会社会をををを変変変変ええええるるるる、、、、私私私私たちたちたちたち一一一一人人人人ひひひひとりがとりがとりがとりが主主主主役役役役というというというという考考考考ええええのもとにのもとにのもとにのもとに、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな実実実実践践践践をををを行行行行われわれわれわれ、、、、そそそそしてしてしてして私私私私たちにできることたちにできることたちにできることたちにできること、、、、そそそそれかられかられかられから行行行行政政政政へへへへののののおおおお願願願願いいいい、、、、事事事事業者業者業者業者へへへへののののおおおお願願願願いといういといういといういというふふふふうにうにうにうに、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの大大大大切切切切なことをなことをなことをなことを述述述述べべべべていただきましたていただきましたていただきましたていただきました。。。。実実実実はははは、、、、時時時時間間間間のののの関係関係関係関係でででで、、、、なるなるなるなるべべべべくくくく短短短短くくくく説明説明説明説明をしてをしてをしてをしてほほほほしいというしいというしいというしいというふふふふうにうにうにうにおおおお願願願願いしたものですかいしたものですかいしたものですかいしたものですからららら、、、、とことことこところろろろどこどこどこどころろろろはしょりながらはしょりながらはしょりながらはしょりながら説明説明説明説明していただいたわけですけれどもしていただいたわけですけれどもしていただいたわけですけれどもしていただいたわけですけれども、、、、後後後後でまたでまたでまたでまた時時時時間間間間ががががありましたらいありましたらいありましたらいありましたらいろろろろいいいいろおろおろおろお聞聞聞聞きしたいというきしたいというきしたいというきしたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 

  ではではではでは、、、、最後最後最後最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、、、、行行行行政政政政のののの役割役割役割役割もももも非常非常非常非常にににに大事大事大事大事になになになになっっっっているとているとているとていると思思思思いますいますいますいます。。。。浦田浦田浦田浦田さんさんさんさんののののほほほほうからごうからごうからごうからご報告報告報告報告ををををおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 浦田班長浦田班長浦田班長浦田班長 

  富山県環境政策課富山県環境政策課富山県環境政策課富山県環境政策課のののの浦田浦田浦田浦田でございますでございますでございますでございます。。。。今年今年今年今年のののの 4 月月月月からからからから廃棄物対策班長廃棄物対策班長廃棄物対策班長廃棄物対策班長をををを務務務務めてめてめてめておおおおりまりまりまりますすすす。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくしくしくしくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  私私私私ののののほほほほうからうからうからうから、、、、県県県県のののの施施施施策策策策のののの PR をををを兼兼兼兼ねねねねましてましてましてまして、、、、富山県富山県富山県富山県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をいたしをいたしをいたしをいたしますますますます。。。。 

  ままままずずずず、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会構築構築構築構築のののの意意意意義義義義でございますでございますでございますでございます。。。。将将将将来的来的来的来的にににに資源資源資源資源、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーーがなくなるがなくなるがなくなるがなくなる、、、、ああああ
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るいはるいはるいはるいは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの最終最終最終最終処処処処分分分分場場場場がががが足足足足りなくなるということがりなくなるということがりなくなるということがりなくなるということが懸念懸念懸念懸念されてきてされてきてされてきてされてきておおおおりますりますりますります。。。。将将将将来来来来のののの子子子子供供供供たちにもたちにもたちにもたちにも環境環境環境環境からのからのからのからの恵恵恵恵みをみをみをみを受受受受けることができるようにするためにはけることができるようにするためにはけることができるようにするためにはけることができるようにするためには、、、、今日今日今日今日のののの大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消費消費消費消費、、、、大大大大量量量量廃棄型廃棄型廃棄型廃棄型のののの経経経経済済済済社会社会社会社会シスシスシスシステテテテムムムムをををを見見見見直直直直しししし、、、、環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの少少少少ないないないない、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを構築構築構築構築することがすることがすることがすることが大大大大切切切切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えええてててておおおおりますりますりますります。。。。そそそそのためにはのためにはのためにはのためには、、、、本日本日本日本日ののののテテテテーマーマーマーマでありでありでありでありますますますます 3R をををを推進推進推進推進することがすることがすることがすることが必要必要必要必要であるというであるというであるというであるというふふふふうにうにうにうに考考考考ええええてててておおおおりますりますりますります。。。。 

  このこのこのこの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを構築構築構築構築するためにするためにするためにするために国国国国ににににおおおおいていていていて整整整整備備備備されてきたされてきたされてきたされてきた法法法法的的的的なななな枠枠枠枠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説説説明明明明をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。一一一一番番番番上上上上にありますにありますにありますにあります、、、、循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本法法法法、、、、これこれこれこれはははは平平平平成成成成 12 年年年年 6 月月月月にににに制制制制定定定定されてされてされてされておおおおりますがりますがりますがりますが、、、、これがこれがこれがこれが中中中中心心心心的的的的なななな機能機能機能機能をををを果果果果たしてたしてたしてたしておおおおりますりますりますります。。。。中中中中程程程程にございますようにございますようにございますようにございますようにににに、、、、このこのこのこの法律法律法律法律をををを受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの適適適適正処正処正処正処理理理理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廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理理理理法法法法、、、、そそそそれかられかられかられからリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルのののの推進推進推進推進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資源資源資源資源有効有効有効有効利用促利用促利用促利用促進進進進法法法法ががががそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ制制制制定定定定されてされてされてされておおおおりますりますりますります。。。。またまたまたまた、、、、個個個個別別別別ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルをををを推進推進推進推進するするするする法律法律法律法律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、、、、容容容容器器器器包装包装包装包装、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは家電家電家電家電、、、、建建建建設設設設、、、、食品食品食品食品、、、、自動車自動車自動車自動車といといといといっっっったたたた個個個個別別別別ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法がががが整整整整備備備備されてきてされてきてされてきてされてきておおおおりますりますりますります。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、右右右右下下下下隅隅隅隅にござにござにござにございますがいますがいますがいますが、、、、グリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入法法法法というというというという法律法律法律法律がございましてがございましてがございましてがございまして、、、、これにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましては環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい物物物物品品品品のののの調調調調達達達達をををを国国国国、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地方地方地方地方公公公公共共共共団体団体団体団体にににに促促促促すすすす法律法律法律法律でございますでございますでございますでございます。。。。 

  これらのこれらのこれらのこれらの法法法法的的的的なななな枠枠枠枠組組組組みをみをみをみを受受受受けましたけましたけましたけました富山県富山県富山県富山県のののの取取取取りりりり組組組組みについてでございますみについてでございますみについてでございますみについてでございます。。。。富山県富山県富山県富山県でででではははは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発発発発生生生生抑制抑制抑制抑制、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは循環循環循環循環的的的的なななな利用利用利用利用をををを総総総総合合合合的的的的、、、、計計計計画画画画的的的的にににに推進推進推進推進するということでするということでするということでするということで、、、、一一一一番下番下番下番下にございますがにございますがにございますがにございますが、、、、平平平平成成成成 15 年年年年 3 月月月月にににに富山県廃棄物富山県廃棄物富山県廃棄物富山県廃棄物処処処処理理理理計計計計画画画画、、、、通通通通称称称称「「「「とやまとやまとやまとやま廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物プラプラプラプランンンン」」」」とととと申申申申してしてしてしておおおおりますがりますがりますがりますが、、、、このこのこのこのプランプランプランプランをををを策策策策定定定定してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。またまたまたまた、、、、上上上上ののののほほほほうでございますうでございますうでございますうでございますがががが、、、、今年今年今年今年のののの 4 月月月月ににににスタートスタートスタートスタートしたしたしたした新新新新しいしいしいしい県県県県のののの総総総総合合合合計計計計画画画画、「、「、「、「元元元元気気気気とやまとやまとやまとやま創創創創造造造造計計計計画画画画」」」」ににににおおおおきましてきましてきましてきまして、、、、健健健健康康康康でででで安安安安全全全全、、、、安安安安心心心心なななな暮暮暮暮らしらしらしらしづづづづくりくりくりくり、、、、安安安安心心心心とやまをとやまをとやまをとやまを実実実実現現現現すすすするためのるためのるためのるための重重重重要要要要施施施施策策策策のののの 1 つとしてつとしてつとしてつとして循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会・・・・脱脱脱脱温暖化社会温暖化社会温暖化社会温暖化社会のののの構築構築構築構築をををを掲掲掲掲げてげてげてげておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、各各各各種種種種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いるとこしているとこしているとこしているところろろろででででございますございますございますございます。。。。 

  ここでここでここでここで、、、、とやまとやまとやまとやま廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物プランプランプランプランのののの説明説明説明説明にににに入入入入りますりますりますります前前前前にににに、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの分分分分類類類類についてちょについてちょについてちょについてちょっっっっとごとごとごとご説明説明説明説明をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物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、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とととと産産産産業業業業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの 2 つにつにつにつに大大大大きくきくきくきく区区区区分分分分されますされますされますされます。。。。産産産産業業業業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物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、、、、事事事事業業業業活活活活動動動動にににに伴伴伴伴っっっってててて生生生生じじじじたたたた廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ということでということでということでということで、、、、燃燃燃燃ええええ殻殻殻殻、、、、汚泥汚泥汚泥汚泥などなどなどなど 20種類種類種類種類のものがありますのものがありますのものがありますのものがあります。。。。一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは、、、、産産産産業業業業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物以外以外以外以外のものをのものをのものをのものを一一一一般般般般廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物というというというというふふふふうにうにうにうに申申申申してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。このこのこのこの一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物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、、、、ささささらにらにらにらに生活生活生活生活系系系系のののの一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とととと事事事事業業業業系系系系一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にににに分分分分けられますけられますけられますけられます。。。。生活生活生活生活系系系系一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物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市市市市町町町町村村村村、、、、ああああるいはるいはるいはるいは事事事事業業業業系系系系一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物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市市市市町町町町村村村村とととと専門専門専門専門のののの業者業者業者業者、、、、産産産産業業業業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物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排排排排出出出出事事事事業者業者業者業者、、、、そそそそれとれとれとれと専門専門専門専門のののの業者業者業者業者がががが処処処処理理理理をしているということでございますをしているということでございますをしているということでございますをしているということでございます。。。。県内県内県内県内ではではではでは、、、、量量量量的的的的にににに申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、産産産産業業業業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを 100 といたしますとといたしますとといたしますとといたしますと、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは 10分分分分のののの 1 のののの 10ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、そそそそのうちのうちのうちのうち生活生活生活生活系系系系がががが 7、、、、事事事事業業業業系系系系がががが 3 というというというという比比比比率率率率になになになになっっっってございますてございますてございますてございます。。。。 

  そそそそれではれではれではれでは、、、、とやまとやまとやまとやま廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物プランプランプランプランのののの内内内内容容容容についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明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。。。。基本基本基本基本原原原原則則則則はははは、、、、先先先先ほほほほどどどど循環型社会形成推循環型社会形成推循環型社会形成推循環型社会形成推進基本進基本進基本進基本法法法法のののの説明説明説明説明でございましたようにでございましたようにでございましたようにでございましたように、、、、第第第第 1番目番目番目番目にににに排排排排出出出出抑制抑制抑制抑制、、、、
2番目番目番目番目にににに再再再再使用使用使用使用、、、、3番目番目番目番目にににに再再再再生生生生利用利用利用利用、、、、そそそそれかられかられかられから、、、、こういこういこういこういっっっったたたた 3R ができないものにつきましができないものにつきましができないものにつきましができないものにつきましてはてはてはては 4 番目番目番目番目のののの手手手手法法法法としてとしてとしてとして熱熱熱熱回回回回収収収収、、、、そそそそしてしてしてして熱熱熱熱回回回回収収収収もできないものはもできないものはもできないものはもできないものは適適適適正処正処正処正処理理理理というというというというふふふふうになうになうになうになっっっってございますてございますてございますてございます。。。。またまたまたまた、、、、プランプランプランプランではではではでは、、、、3R をををを推進推進推進推進するためするためするためするため、、、、平平平平成成成成 12 年年年年度度度度をををを基基基基準準準準といたしまといたしまといたしまといたしましてしてしてして、、、、平平平平成成成成 22 年年年年度度度度ににににおおおおけるけるけるける目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げてげてげてげておおおおりますりますりますります。。。。一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物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、、、、排排排排出出出出量量量量をををを
7％％％％削減削減削減削減するするするする。。。。再再再再生生生生利用利用利用利用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 16％％％％からからからから 27％％％％にににに増増増増加加加加させるさせるさせるさせる。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、埋埋埋埋立処立処立処立処分分分分量量量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 39％％％％のののの削減削減削減削減というのをというのをというのをというのを目目目目標標標標にしにしにしにしてててておおおおりますりますりますります。。。。一方一方一方一方、、、、産産産産業業業業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物につきまにつきまにつきまにつきましてはしてはしてはしては、、、、発発発発生生生生量量量量のののの増増増増加加加加をををを 11％％％％にににに抑制抑制抑制抑制するするするする。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、再再再再生生生生利用利用利用利用量量量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 31％％％％からからからから
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33％％％％にににに増増増増加加加加させるさせるさせるさせる。。。。埋埋埋埋立処立処立処立処分分分分量量量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 52％％％％のののの削減削減削減削減をををを図図図図ることをることをることをることを目目目目標標標標としてとしてとしてとしておおおおりまりまりまりますすすす。。。。 

  このこのこのこのプランプランプランプランのののの進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況でございますけれどもでございますけれどもでございますけれどもでございますけれども、、、、ままままずずずず、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの現状現状現状現状でございますでございますでございますでございます。。。。平平平平成成成成 22 年年年年度度度度のののの目目目目標標標標とととと比比比比較較較較しますとしますとしますとしますと、、、、平平平平成成成成 17 年年年年度度度度ににににおおおおきましてはきましてはきましてはきましては、、、、ままままずずずず排排排排出出出出量量量量につきましにつきましにつきましにつきましてはてはてはては 43万万万万 6,000 トントントントンとととと 43万万万万 1,000 トントントントンとととと比比比比べべべべてててて 5,000 トントントントン、、、、率率率率ではではではでは 1％％％％、、、、増増増増加加加加してしてしてしておおおおりりりり、、、、排排排排出出出出量量量量はははは減減減減少少少少していないというしていないというしていないというしていないという状状状状況況況況でございまでございまでございまでございますすすす。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、再再再再生生生生利用利用利用利用量量量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、、、、
19％％％％でででで、、、、5 年年年年間間間間でででで 3ポポポポイントイントイントイントのののの増増増増加加加加ということでということでということでということで、、、、伸伸伸伸びびびびがががが少少少少ないというようなないというようなないというようなないというような状状状状況況況況でございでございでございでございますますますます。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、埋埋埋埋立処立処立処立処分分分分量量量量でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、5万万万万 5,000 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、、、、11％％％％減減減減少少少少してしてしてしておおおおりますがりますがりますがりますが、、、、目目目目標標標標のののの 39％％％％にににに比比比比べべべべますとますとますとますと削減削減削減削減がががが進進進進んでいるとはんでいるとはんでいるとはんでいるとは言言言言ええええないというないというないというないという状状状状況況況況でございでございでございでございますますますます。。。。 

  続続続続いていていていて、、、、産産産産業業業業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの現状現状現状現状でございますでございますでございますでございます。。。。これもこれもこれもこれも平平平平成成成成 22 年年年年度度度度のののの目目目目標標標標とととと比比比比較較較較しますとしますとしますとしますと、、、、平平平平成成成成 17 年年年年度度度度ではではではでは、、、、発発発発生生生生量量量量がががが 451 万万万万 2,000 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、、、、473 万万万万 7,000 トントントントンとととと比比比比べべべべますとますとますとますと
22万万万万5,000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、、、、率率率率ではではではでは5％％％％減減減減少少少少しているということでございますしているということでございますしているということでございますしているということでございます。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、再再再再生生生生利用利用利用利用量量量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 35％％％％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。。。。一方一方一方一方、、、、埋埋埋埋立処立処立処立処分分分分量量量量につきましてにつきましてにつきましてにつきましてはははは、、、、31万万万万 3,000 トントントントンとととと、、、、18％％％％減減減減少少少少しているわけでございますがしているわけでございますがしているわけでございますがしているわけでございますが、、、、目目目目標標標標のののの 52％％％％にににに比比比比べべべべますとますとますとますと、、、、進進進進んでいるとはんでいるとはんでいるとはんでいるとは言言言言ええええないないないない状状状状況況況況というというというというふふふふうなうなうなうな状状状状況況況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。。。。 

  こういこういこういこういっっっったたたた 17 年年年年度度度度のののの現状現状現状現状をををを踏踏踏踏ままままええええましてましてましてまして、、、、県県県県としてとしてとしてとして今今今今後後後後どのようにどのようにどのようにどのように取取取取りりりり組組組組んでいくのかんでいくのかんでいくのかんでいくの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。。。。平平平平成成成成 17 年年年年度度度度のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの現状現状現状現状からからからから浮浮浮浮かかかかびびびび上上上上ががががっっっったたたた課題課題課題課題、、、、問題問題問題問題点点点点にににに適切適切適切適切にににに対応対応対応対応するためするためするためするため、、、、学学学学識識識識経経経経験験験験者者者者のののの方方方方々々々々にににに今今今今後後後後のののの対策対策対策対策のののの進進進進めめめめ方方方方についてごについてごについてごについてご検検検検討討討討をしていたをしていたをしていたをしていただきましてだきましてだきましてだきまして、、、、今年今年今年今年のののの 3 月月月月にににに、、、、廃棄物循環廃棄物循環廃棄物循環廃棄物循環的利用的利用的利用的利用推進推進推進推進指針指針指針指針というというというという指針指針指針指針をををを策策策策定定定定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。指針指針指針指針のののの柱柱柱柱といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、ままままずずずず一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物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、、、、生活生活生活生活系系系系一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの排排排排出出出出抑抑抑抑制制制制、、、、資源資源資源資源ごみのごみのごみのごみの分別分別分別分別回回回回収収収収、、、、そそそそれかられかられかられから事事事事業業業業系系系系のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの排排排排出出出出抑制抑制抑制抑制、、、、そそそそれかられかられかられから施設整施設整施設整施設整備備備備、、、、そそそそれれれれからからからからリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製品製品製品製品ののののリリリリユユユユースースースース体体体体制制制制といといといといっっっったたたた 4 点点点点をををを掲掲掲掲げてげてげてげておおおおりますりますりますります。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、産産産産業業業業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物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、、、、埋埋埋埋立処立処立処立処分分分分量量量量のののの削減削減削減削減にににに向向向向けたけたけたけた発発発発生生生生抑制抑制抑制抑制・・・・循環循環循環循環的利用的利用的利用的利用のののの促促促促進進進進、、、、そそそそれかられかられかられから施施施施設設設設のののの整整整整備備備備、、、、そそそそれかられかられかられからリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル技術製品技術製品技術製品技術製品のののの開開開開発発発発ととととリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製品製品製品製品のののの流通流通流通流通体体体体制制制制等等等等のののの確確確確立立立立といといといといっっっったたたた 3点点点点をををを挙挙挙挙げてげてげてげておおおおるとこるとこるとこるところろろろでございますでございますでございますでございます。。。。 

  こういこういこういこういっっっったたたた、、、、今今今今ごごごご説明説明説明説明いたしましたいたしましたいたしましたいたしました柱柱柱柱にににに基基基基づづづづきましてきましてきましてきまして、、、、県県県県ののののほほほほうでうでうでうで 3R をををを推進推進推進推進しているしているしているしている施施施施策策策策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をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。ままままずずずず、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋のののの使用使用使用使用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。。。。県内県内県内県内でのでのでのでの年年年年間間間間ののののレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの使用使用使用使用枚枚枚枚数数数数はははは 3 億億億億枚枚枚枚とととと言言言言われてわれてわれてわれておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、このこのこのこの削減削減削減削減をををを図図図図ることがることがることがることが石石石石油油油油資源資源資源資源のののの有有有有効効効効利用利用利用利用、、、、あるいはごみのあるいはごみのあるいはごみのあるいはごみの減減減減量量量量化化化化、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化防止防止防止防止のののの観観観観点点点点からからからから重重重重要要要要なこととなこととなこととなことと考考考考ええええてててておおおおりますりますりますります。。。。県県県県ではではではでは、、、、このこのこのこの 6 月月月月ににににスーパーマースーパーマースーパーマースーパーマーケケケケットットットットさんさんさんさん、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは消費者団体消費者団体消費者団体消費者団体のののの皆皆皆皆さんからさんからさんからさんから組組組組織織織織されされされされるるるるレレレレジジジジ袋削減袋削減袋削減袋削減推進推進推進推進協協協協議会議会議会議会をををを設設設設けましてけましてけましてけまして、、、、地地地地域域域域ぐぐぐぐるみでるみでるみでるみでレレレレジジジジ袋削減袋削減袋削減袋削減にににに向向向向けたけたけたけた効効効効果果果果的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みができないかみができないかみができないかみができないか、、、、検検検検討討討討しているとこしているとこしているとこしているところろろろでございますでございますでございますでございます。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの推進推進推進推進にににに向向向向けたけたけたけた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をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。県県県県ではではではでは、、、、平平平平成成成成 14 年年年年度度度度からからからから、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの推進推進推進推進にににに向向向向けたけたけたけた事事事事業業業業所所所所のののの自自自自主主主主的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進やややや、、、、リサイリサイリサイリサイクルクルクルクル製品製品製品製品のののの普及普及普及普及をををを図図図図るためるためるためるためリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル認認認認定定定定事事事事業業業業をををを実実実実施施施施してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。富山県内富山県内富山県内富山県内でででで発発発発生生生生したしたしたした廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを商品商品商品商品としてとしてとしてとして製造製造製造製造・・・・加工加工加工加工されるものされるものされるものされるもの、、、、そそそそれをれをれをれをリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製品製品製品製品ということでということでということでということで認認認認定定定定してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。またまたまたまた、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製品製品製品製品のののの需需需需要要要要拡拡拡拡大大大大ですとかですとかですとかですとか、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルにににに積積積積極的極的極的極的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ店店店店舗舗舗舗ををををエコショップエコショップエコショップエコショップ、、、、そそそそれかられかられかられから廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発発発発生生生生抑制抑制抑制抑制、、、、循環循環循環循環的利用等的利用等的利用等的利用等にににに積積積積極的極的極的極的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ事事事事業業業業所所所所ををををエコエコエコエコ事事事事業業業業所所所所ということでということでということでということで認認認認定定定定してしてしてしておおおおるわけでございまするわけでございまするわけでございまするわけでございます。。。。 

  これがこれがこれがこれが、、、、今年今年今年今年度度度度前期前期前期前期のののの富山県富山県富山県富山県認認認認定定定定リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製品製品製品製品でございますでございますでございますでございます。。。。左左左左がががが間間間間伐伐伐伐材材材材をををを利用利用利用利用したしたしたした
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ガガガガードードードードレレレレールールールールでございますでございますでございますでございます。。。。右右右右側側側側ののののほほほほうがうがうがうが、、、、給食給食給食給食セセセセンターンターンターンター、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは飲飲飲飲食食食食店店店店などからなどからなどからなどから排排排排出出出出されたされたされたされた廃廃廃廃食油食油食油食油をををを利用利用利用利用したしたしたしたバイオディーゼルバイオディーゼルバイオディーゼルバイオディーゼル燃燃燃燃料料料料でございますでございますでございますでございます。。。。 

  左左左左ののののほほほほうがうがうがうが、、、、廃木廃木廃木廃木材材材材をををを利用利用利用利用したしたしたした舗舗舗舗装材装材装材装材、、、、右右右右ののののほほほほうがうがうがうが、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材をををを利用利用利用利用したしたしたしたセセセセメメメメントントントント木質木質木質木質舗舗舗舗装材装材装材装材でございますでございますでございますでございます。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、県県県県がががが今年今年今年今年特特特特にににに力力力力をををを入入入入れているれているれているれている、、、、ごみごみごみごみ焼却焼却焼却焼却灰灰灰灰からからからから生成生成生成生成されるされるされるされる溶溶溶溶融融融融スラグスラグスラグスラグのののの有有有有効効効効利用利用利用利用のののの促促促促進進進進についてについてについてについてごごご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。。。。溶溶溶溶融融融融スラグスラグスラグスラグはははは、、、、ごみごみごみごみ焼却焼却焼却焼却灰灰灰灰をををを 1,200度度度度以以以以上上上上でででで溶溶溶溶融融融融してしてしてして得得得得られるられるられるられるガガガガラスラスラスラス状状状状のののの固固固固形物形物形物形物でございますでございますでございますでございます。。。。このこのこのこの溶溶溶溶融融融融スラグスラグスラグスラグをををを路路路路盤盤盤盤材材材材ややややコンクリートコンクリートコンクリートコンクリート用用用用骨骨骨骨材材材材などになどになどになどに利用利用利用利用することができればすることができればすることができればすることができれば、、、、最終最終最終最終処処処処分分分分場場場場のののの延延延延命命命命化化化化にににに効効効効果果果果的的的的であるというであるというであるというであるというふふふふうにうにうにうに考考考考ええええてててておおおおるわけでございまするわけでございまするわけでございまするわけでございます。。。。現在現在現在現在、、、、県内県内県内県内ににににおおおおきましてはきましてはきましてはきましては、、、、ごみごみごみごみ焼却焼却焼却焼却灰灰灰灰からからからから約約約約 1万万万万 3,000 トントントントンのののの溶溶溶溶融融融融スラグスラグスラグスラグをををを生生生生産産産産することがすることがすることがすることが可能可能可能可能ですがですがですがですが、、、、そそそそのうちののうちののうちののうちの約約約約 1割割割割、、、、1,500 トントントントン程度程度程度程度のののの利用利用利用利用にとにとにとにとどまどまどまどまっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。このためこのためこのためこのため県県県県ではではではでは、、、、溶溶溶溶融融融融スラグスラグスラグスラグのののの道道道道路路路路アスフアスフアスフアスファァァァルトルトルトルト舗舗舗舗装材装材装材装材へへへへのののの活活活活用用用用をををを推推推推進進進進するためするためするためするため、、、、アスフアスフアスフアスファァァァルトルトルトルト舗舗舗舗装材装材装材装材のののの品品品品質質質質認認認認定定定定をををを行行行行うううう国国国国のののの委委委委員員員員会会会会にににに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、スラグスラグスラグスラグ混混混混合合合合材材材材アスフアスフアスフアスファァァァルトルトルトルトをををを認認認認定定定定対対対対象象象象とするようとするようとするようとするよう提提提提案案案案するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、県県県県のののの公公公公共共共共工事工事工事工事でのでのでのでの利用利用利用利用拡拡拡拡大大大大にににに向向向向けてけてけてけて検検検検討討討討をををを進進進進めているとこめているとこめているとこめているところろろろでございますでございますでございますでございます。。。。 

  最後最後最後最後にににに、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい生活様式生活様式生活様式生活様式のののの定定定定着着着着をををを目指目指目指目指すすすすエコライフエコライフエコライフエコライフのののの推進推進推進推進にににに関関関関するするするする取取取取りりりり組組組組みにつみにつみにつみについてごいてごいてごいてご説明説明説明説明をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。冒冒冒冒頭頭頭頭のののの知事知事知事知事あいさつでもございましたようにあいさつでもございましたようにあいさつでもございましたようにあいさつでもございましたように、、、、国国国国がががが呼呼呼呼びびびびかけてかけてかけてかけているいるいるいるチチチチームマイームマイームマイームマイナナナナスススス 6％％％％のののの 6 つのつのつのつの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと、、、、とやまとやまとやまとやまオリジオリジオリジオリジナナナナルルルルのののの取取取取りりりり組組組組みということでみということでみということでみということで、、、、マイカーマイカーマイカーマイカーにににに乗乗乗乗ららららずずずずにににに出出出出かけようかけようかけようかけよう、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは資源資源資源資源回回回回収収収収等等等等のののの地地地地域域域域のののの環境環境環境環境保保保保全全全全活活活活動動動動にににに参加参加参加参加しようしようしようしよう、、、、といといといといっっっったたたた 4 つのつのつのつの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを合合合合わせたわせたわせたわせた 10 のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに呼呼呼呼びびびびかけてかけてかけてかけておおおおりますりますりますります。。。。 

  県県県県ではではではでは、、、、1人人人人でもでもでもでも多多多多くのくのくのくの方方方方にににに宣言宣言宣言宣言をしていただきましてをしていただきましてをしていただきましてをしていただきまして、、、、1 つでもつでもつでもつでも 2 つでもつでもつでもつでも取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを実実実実践践践践していただこうとしていただこうとしていただこうとしていただこうと、、、、本日本日本日本日もももも、、、、このこのこのこの資資資資料料料料にににに宣言宣言宣言宣言ののののチチチチラシラシラシラシをををを入入入入れさせていただいてれさせていただいてれさせていただいてれさせていただいておおおおりますりますりますりますのでのでのでので、、、、まだまだまだまだ宣言宣言宣言宣言ががががおおおお済済済済みでないみでないみでないみでない方方方方はははは、、、、このこのこのこの機機機機会会会会にににに宣言宣言宣言宣言をしていただければというをしていただければというをしていただければというをしていただければというふふふふうにうにうにうに思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。よよよよろろろろしくしくしくしくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを構築構築構築構築するするするする主主主主役役役役はははは皆皆皆皆さんですさんですさんですさんです。。。。一一一一人人人人ひひひひとりがとりがとりがとりが自自自自らのらのらのらの問題問題問題問題としてこのとしてこのとしてこのとしてこの問題問題問題問題をとをとをとをとららららええええてててて、、、、できることからできることからできることからできることから行動行動行動行動しししし、、、、日日日日常常常常生活生活生活生活やややや事事事事業業業業活活活活動動動動のののの中中中中でででで定定定定着着着着させていくことがさせていくことがさせていくことがさせていくことが重重重重要要要要だだだだ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えええてててておおおおりますりますりますります。。。。県民県民県民県民、、、、事事事事業者業者業者業者のののの皆皆皆皆さんのごさんのごさんのごさんのご理解理解理解理解とごとごとごとご協力協力協力協力ををををおおおお願願願願いいたしまいいたしまいいたしまいいたしますすすす。。。。以以以以上上上上ですですですです。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 竹内竹内竹内竹内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 

  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。。。。 続続続続いていていていて私私私私のののの方方方方からはからはからはからは、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの３３３３ＲＲＲＲのののの推進事例推進事例推進事例推進事例についてについてについてについて、、、、県内県内県内県内外外外外のののの市市市市町町町町村村村村のののの取組取組取組取組みみみみをををを２２２２点点点点ごごごご紹介紹介紹介紹介したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 最初最初最初最初はははは、、、、東京都日東京都日東京都日東京都日野市野市野市野市のののの取組取組取組取組みですみですみですみです。。。。     日日日日野市野市野市野市でごみでごみでごみでごみ改改改改革革革革というのをというのをというのをというのを平平平平成成成成 12 年年年年度度度度からからからから取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでおおおおられましてられましてられましてられまして、、、、ここにここにここにここに挙挙挙挙ががががっっっってててておおおおりますようにりますようにりますようにりますように、、、、11 年年年年度度度度、、、、そそそそれかられかられかられから 13 年年年年度度度度とととと比比比比較較較較しますとしますとしますとしますと、、、、かなりのごみのかなりのごみのかなりのごみのかなりのごみの量量量量がががが減減減減っっっってきてきてきてきているというているというているというているという成成成成果果果果をををを上上上上げてげてげてげておおおおられますられますられますられます。。。。 

  ななななぜぜぜぜ取取取取りりりり組組組組むむむむかというのはかというのはかというのはかというのは、、、、ここにここにここにここに挙挙挙挙ががががっっっってててておおおおりますようにりますようにりますようにりますように、、、、多多多多摩摩摩摩地地地地区区区区でででで日日日日野市野市野市野市がががが非常非常非常非常にごみのにごみのにごみのにごみの量量量量がががが多多多多くてくてくてくて、、、、資源資源資源資源化化化化ののののパーパーパーパーセセセセンンンンテテテテージージージージがががが少少少少ないということとないということとないということとないということと、、、、処処処処分分分分場場場場へへへへ持持持持っっっっていていていていくときにくときにくときにくときに、、、、そそそそのののの量量量量がががが増増増増ええええるとるとるとると、、、、あるあるあるある量量量量をををを超超超超過過過過するとするとするとすると、、、、億億億億単単単単位位位位のののの追追追追徴徴徴徴金金金金がががが要要要要るるるる。。。。これではもこれではもこれではもこれではもうううう大変大変大変大変だというだというだというだという、、、、そそそそういういういういっっっったたたた問題問題問題問題があがあがあがあっっっったわけですたわけですたわけですたわけです。。。。 

  そそそそれでれでれでれで、、、、どういうことをされたかといいますとどういうことをされたかといいますとどういうことをされたかといいますとどういうことをされたかといいますと、、、、そそそそれまではれまではれまではれまでは、、、、1番番番番のようにのようにのようにのように、、、、収収収収集集集集方式方式方式方式がががが、、、、
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あるあるあるある拠拠拠拠点点点点にににに集集集集めるめるめるめる、、、、そそそそういうういうういうういう方方方方法法法法、、、、一一一一般般般般にやにやにやにやっっっっているとているとているとていると思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、そそそそれをれをれをれを思思思思いいいい切切切切っっっってててて、、、、見見見見直直直直しししし後後後後のとこのとこのとこのところろろろにありますようににありますようににありますようににありますように、、、、各家庭各家庭各家庭各家庭のののの玄玄玄玄関関関関先先先先へへへへ収収収収集集集集にいくというにいくというにいくというにいくという個個個個別別別別収収収収集集集集方式方式方式方式にににに変変変変ええええたということですたということですたということですたということです。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは費用費用費用費用のののの問題問題問題問題ですですですです。。。。そそそそれまではたしかれまではたしかれまではたしかれまではたしか無無無無料料料料だだだだっっっったんですけれどもたんですけれどもたんですけれどもたんですけれども、、、、有有有有料化料化料化料化にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ。。。。しかもしかもしかもしかも全全全全国国国国的的的的にににに見見見見てもちょてもちょてもちょてもちょっっっっとととと割割割割高高高高のののの料料料料金金金金をををを設設設設定定定定したということでしたということでしたということでしたということですすすす。。。。 

  そそそそういうういうういうういう改改改改革革革革によによによによっっっってててて、、、、ここにここにここにここに挙挙挙挙げてありますようにげてありますようにげてありますようにげてありますように、、、、11 年年年年度度度度からごみはからごみはからごみはからごみは徐徐徐徐々々々々にににに減減減減っっっっててててきてきてきてきておおおおりますりますりますります。。。。そそそそしてしてしてして、、、、大大大大概概概概こういうことをやりますとこういうことをやりますとこういうことをやりますとこういうことをやりますと、、、、何何何何かやかやかやかやっっっったときはたときはたときはたときは下下下下がるんですがるんですがるんですがるんですけどけどけどけど、、、、後後後後はまたはまたはまたはまた上上上上がるということがあるんですががるということがあるんですががるということがあるんですががるということがあるんですが、、、、日日日日野市野市野市野市のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、そそそそういうういうういうういう下下下下ががががっっっったたたた状状状状況況況況ををををずっずっずっずっとととと持続持続持続持続しているということでありますしているということでありますしているということでありますしているということであります。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、これでこれでこれでこれで見見見見ていただきますとていただきますとていただきますとていただきますと、、、、1人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの 1 日日日日のののの排排排排出出出出量量量量もももも 11 年年年年度度度度からからからから 13 年年年年度度度度にににに大大大大きくきくきくきく変化変化変化変化しししし、、、、そそそそれかられかられかられから後後後後もももも徐徐徐徐々々々々にににに減減減減っっっっているというているというているというているというふふふふうなうなうなうな効効効効果果果果がががが上上上上ががががっっっっているわけでているわけでているわけでているわけでありますありますありますあります。。。。 

  ななななぜぜぜぜこういうことができたかということですけれどもこういうことができたかということですけれどもこういうことができたかということですけれどもこういうことができたかということですけれども、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ調調調調べべべべてみますとてみますとてみますとてみますと、、、、やはやはやはやはりりりり市市市市民民民民とのとのとのとの合合合合意意意意形成形成形成形成というのがというのがというのがというのが非常非常非常非常にうまくできているにうまくできているにうまくできているにうまくできている。。。。そそそそのためにはのためにはのためにはのためには行行行行政政政政がかなりがかなりがかなりがかなり努努努努力力力力をしてをしてをしてをしておおおおられるんですられるんですられるんですられるんですねねねね。。。。延延延延べべべべ 600 回回回回とかというとかというとかというとかという説明説明説明説明会会会会をををを開開開開いていていていて、、、、そそそそしてしてしてして市市市市民民民民のののの方方方方たちとたちとたちとたちとよくよくよくよく話話話話をしながらをしながらをしながらをしながら収収収収集集集集方式方式方式方式とかとかとかとか、、、、有有有有料化料化料化料化のののの値段値段値段値段とかとかとかとか、、、、そそそそういうものをういうものをういうものをういうものを決決決決定定定定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ことですことですことですことです。。。。かなりかなりかなりかなり最初最初最初最初はははは反反反反対対対対があがあがあがあっっっったのですがたのですがたのですがたのですが、、、、個個個個別別別別方式方式方式方式にするというようなことでにするというようなことでにするというようなことでにするというようなことで、、、、結結結結局局局局はははは市市市市民民民民のののの皆様皆様皆様皆様もももも協力協力協力協力してくれるということでしてくれるということでしてくれるということでしてくれるということで、、、、これがこれがこれがこれが行行行行われたわけでありますわれたわけでありますわれたわけでありますわれたわけであります。。。。 

  ただただただただ、、、、これこれこれこれ、、、、経経経経費的費的費的費的にはにはにはには 11 年年年年度度度度からからからから 13 年年年年次次次次、、、、増増増増ええええてててておおおおりますりますりますります。。。。これはやはりこれはやはりこれはやはりこれはやはり個個個個別別別別収収収収集集集集、、、、各家庭各家庭各家庭各家庭をををを回回回回りますからりますからりますからりますから、、、、増増増増ええええているんですけれどもているんですけれどもているんですけれどもているんですけれども、、、、今今今今後後後後ごみのごみのごみのごみの量量量量がががが減減減減ればればればれば、、、、徐徐徐徐々々々々にこれにこれにこれにこれもももも少少少少なくなるでしょうしなくなるでしょうしなくなるでしょうしなくなるでしょうし、、、、何何何何といといといといっっっってもてもてもても埋埋埋埋立立立立地地地地にににに出出出出すすすす億億億億単単単単位位位位ののののおおおお金金金金がががが必要必要必要必要なくなるというなくなるというなくなるというなくなるという効効効効果果果果があるだがあるだがあるだがあるだろろろろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、家庭家庭家庭家庭のののの前前前前へへへへ収収収収集集集集するということでするということでするということでするということで、、、、非常非常非常非常にににに効効効効果果果果としていいとしていいとしていいとしていい効効効効果果果果があらわれたのはがあらわれたのはがあらわれたのはがあらわれたのは、、、、皆皆皆皆さんもごさんもごさんもごさんもご経経経経験験験験あるとあるとあるとあると思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、ごみをごみをごみをごみを収収収収集集集集場所場所場所場所へへへへ持持持持っっっっていきますとていきますとていきますとていきますと、、、、非常非常非常非常ににににずずずずさんなさんなさんなさんな置置置置きききき方方方方をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、カラスカラスカラスカラスがががが来来来来たりたりたりたり、、、、私私私私なんかもよくなんかもよくなんかもよくなんかもよく見見見見ているとているとているとていると、、、、水水水水ののののじゃじゃじゃじゃぼぼぼぼじゃじゃじゃじゃぼぼぼぼのをのをのをのを持持持持っっっってくるてくるてくるてくる人人人人とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろんなのがあるんなのがあるんなのがあるんなのがあるんですけれどもんですけれどもんですけれどもんですけれども、、、、自分自分自分自分のののの家家家家のののの前前前前ですからですからですからですから、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんそそそそういうことはういうことはういうことはういうことは恥恥恥恥ずずずずかしいからかしいからかしいからかしいから絶絶絶絶対対対対しなしなしなしないわけですいわけですいわけですいわけですねねねね。。。。そそそそれとごみのれとごみのれとごみのれとごみの量量量量がががが減減減減るというるというるというるという、、、、非常非常非常非常にいいにいいにいいにいい効効効効果果果果ががががプラスアルフプラスアルフプラスアルフプラスアルファァァァとしてとしてとしてとして、、、、そそそそしてしてしてしてリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルへへへへ回回回回すというすというすというすという、、、、いいいいいいいい効効効効果果果果がたくさんあらわれているということでありまがたくさんあらわれているということでありまがたくさんあらわれているということでありまがたくさんあらわれているということでありますすすす。。。。 

  そそそそのののの他他他他、、、、ここにここにここにここに挙挙挙挙げたようないげたようないげたようないげたようないろろろろんなことをまたんなことをまたんなことをまたんなことをまた取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでおおおおられるられるられるられるそそそそうでありますうでありますうでありますうであります。。。。 

  そそそそのののの次次次次、、、、高岡高岡高岡高岡市市市市のののの事事事事業業業業系系系系ごみですけれどもごみですけれどもごみですけれどもごみですけれども、、、、これもこれもこれもこれも見見見見ていただきますとていただきますとていただきますとていただきますと、、、、17 年年年年度度度度からからからから 18年年年年度度度度、、、、18 年年年年度度度度はははは半半半半年年年年分分分分のののの効効効効果果果果としてとしてとしてとして非常非常非常非常にににに大大大大きいきいきいきい効効効効果果果果がががが上上上上ががががっっっっているというているというているというているという結果結果結果結果がががが出出出出てててておおおおりますりますりますります。。。。 

  これもこれもこれもこれも、、、、取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの背景背景背景背景はここにありましたようにはここにありましたようにはここにありましたようにはここにありましたように、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく事事事事業業業業系系系系のごみがのごみがのごみがのごみが増増増増ええええていていていているのでるのでるのでるので、、、、そそそそしてしてしてして環境環境環境環境クリーンクリーンクリーンクリーン工場工場工場工場でのでのでのでの処処処処理理理理がががが非常非常非常非常にににに多多多多いということをいということをいということをいということを何何何何とかとかとかとか改改改改革革革革したいとしたいとしたいとしたいということでいうことでいうことでいうことで始始始始められたわけですめられたわけですめられたわけですめられたわけです。。。。 

  大大大大きいきいきいきい変化変化変化変化というのはというのはというのはというのは、、、、ここにここにここにここ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料料料料金金金金ですですですですねねねね。。。。改改改改定前定前定前定前とととと改改改改定後定後定後定後でででで 1 トントントントン当当当当たりたりたりたり 7,500円円円円からからからから 1万万万万 2,000円円円円といといといといううううふふふふうなうなうなうな改改改改定定定定をしたということがをしたということがをしたということがをしたということが大大大大きなきなきなきな改改改改革革革革であであであであろろろろうかうかうかうかとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  そそそそしてしてしてして、、、、そそそそういうことをういうことをういうことをういうことを徹底徹底徹底徹底してしてしてして事事事事業者業者業者業者にににに対対対対してしてしてして、、、、なるなるなるなるべべべべくくくく焼却焼却焼却焼却場場場場へへへへ持持持持っっっってこないでてこないでてこないでてこないでリリリリ
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サイクルサイクルサイクルサイクルへへへへ回回回回すようにすようにすようにすように、、、、そそそそののののほほほほうがうがうがうが得得得得ですよということをですよということをですよということをですよということを指指指指導導導導したということですしたということですしたということですしたということです。。。。 

  例例例例ええええばばばば、、、、これですよこれですよこれですよこれですよねねねね、「、「、「、「ごみのごみのごみのごみの処処処処分分分分料料料料金金金金がががが 100キキキキロロロロ 1,200円円円円ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルにににに回回回回したらしたらしたらしたらずっずっずっずっとととと安安安安くなりますよくなりますよくなりますよくなりますよ」」」」というようなことをというようなことをというようなことをというようなことを皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに徹底徹底徹底徹底してしてしてして説明説明説明説明したというしたというしたというしたということがことがことがことが挙挙挙挙げられるだげられるだげられるだげられるだろろろろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  そそそそのののの他他他他、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな取取取取りりりり組組組組みをしているということでありますみをしているということでありますみをしているということでありますみをしているということであります。。。。そそそそののののほほほほかにもかにもかにもかにも、、、、いいいいろろろろんなんなんなんなとことことこところろろろでいでいでいでいろろろろんなんなんなんな取取取取りりりり組組組組みがされているとみがされているとみがされているとみがされていると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、このこのこのこの 2 つをつをつをつを私私私私ののののほほほほうからうからうからうから紹介紹介紹介紹介をさをさをさをさ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。。。。 

  ではではではでは、、、、以以以以上上上上でででで、、、、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たちにもたちにもたちにもたちにもおおおお話話話話をいただいたわけですがをいただいたわけですがをいただいたわけですがをいただいたわけですが、、、、このこのこのこの辺辺辺辺でででで、、、、今今今今いいいいろろろろいいいいろおろおろおろお話話話話しいただいたしいただいたしいただいたしいただいた 3R のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの事例事例事例事例についてについてについてについて、、、、安井安井安井安井先先先先生生生生ののののほほほほうからうからうからうから何何何何かかかかアドバイアドバイアドバイアドバイススススなりなりなりなりココココメメメメントントントントがあがあがあがあっっっったらたらたらたら、、、、よよよよろろろろしくしくしくしくおおおお願願願願い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。。。。 

 安井副学長安井副学長安井副学長安井副学長 

  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。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろとごとごとごとご努努努努力力力力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をおおおお聞聞聞聞きいたしましてきいたしましてきいたしましてきいたしまして、、、、なかななかななかななかなかかかか心心心心強強強強いいいい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。。。。 

  いいいいろろろろいいいいろろろろやることはいやることはいやることはいやることはいっぱっぱっぱっぱいございましていございましていございましていございまして、、、、先先先先ほほほほどどどど、、、、後後後後ろろろろででででリコリコリコリコーーーーのののの則武則武則武則武さんのさんのさんのさんの発発発発表表表表をををを聞聞聞聞かせていたかせていたかせていたかせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。どなたかどなたかどなたかどなたか質問質問質問質問をををを 1 つされてつされてつされてつされて、、、、リコーリコーリコーリコーさんのがさんのがさんのがさんのが『『『『日経日経日経日経エコロジーエコロジーエコロジーエコロジー』』』』のののの 2006 年年年年 6 月月月月号号号号だだだだっっっったですかたですかたですかたですか、、、、ISO14001 担当担当担当担当者者者者のののの評価評価評価評価でででで 1 位位位位になになになになっっっったたたた理理理理由由由由はなはなはなはなぜぜぜぜかといかといかといかというううう、、、、そそそそういうごういうごういうごういうご質問質問質問質問があがあがあがあっっっったとたとたとたと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、きょうごきょうごきょうごきょうご発発発発表表表表いただいたいただいたいただいたいただいた方方方方はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか 1 位位位位にににになれないなれないなれないなれない、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、これをこれをこれをこれを続続続続けていけていけていけていっっっってもてもてもても 1 位位位位になれないになれないになれないになれないとのとのとのとのおおおお答答答答ええええですですですです。。。。そそそそれれれれじゃじゃじゃじゃななななぜぜぜぜリコーリコーリコーリコーはははは 1 位位位位になになになになっっっったかというたかというたかというたかという話話話話をちょをちょをちょをちょっっっっとととと、、、、リコーリコーリコーリコーになりかわになりかわになりかわになりかわっっっってててておおおお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただこうとだこうとだこうとだこうと思思思思っっっっているんですがているんですがているんですがているんですが、、、、今今今今もしもしもしもしおおおお手手手手元元元元にににに資資資資料料料料ががががおおおおありでしたらありでしたらありでしたらありでしたら、、、、31 ペペペページージージージのののの則武則武則武則武ささささんのんのんのんの資資資資料料料料のののの 7 というのをごらんいただきたいんですけというのをごらんいただきたいんですけというのをごらんいただきたいんですけというのをごらんいただきたいんですけれれれれどどどど、、、、ここがここがここがここが発想発想発想発想がががが根根根根本本本本的的的的にににに違違違違うとうとうとうとこここころろろろなんですなんですなんですなんですねねねね。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、最終的最終的最終的最終的にどこかににどこかににどこかににどこかに自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの思思思思うううう理想理想理想理想のののの姿姿姿姿というものをというものをというものをというものを描描描描いいいいたたたた上上上上でででで、、、、そそそそこからこからこからこからバックバックバックバックキキキキャスャスャスャステテテティングィングィングィングというというというという方方方方法法法法でででで、、、、そそそそれでれでれでれで 2050 年年年年ならならならなら 2050 年年年年のののの姿姿姿姿をををを描描描描くというやりくというやりくというやりくというやり方方方方なんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。だからだからだからだから、、、、今今今今どこをどこをどこをどこを我我我我々々々々はははは変変変変ええええられるかというられるかというられるかというられるかという発想発想発想発想だとだとだとだと、、、、どどどどうしてもうしてもうしてもうしても今今今今のののの現状現状現状現状にとらわれにとらわれにとらわれにとらわれてしまうのですてしまうのですてしまうのですてしまうのです、、、、先先先先にににに 2050 年年年年をかこうをかこうをかこうをかこう。。。。そそそそれにはやれにはやれにはやれにはやっぱっぱっぱっぱりりりり将将将将来来来来どうなるどうなるどうなるどうなるべべべべきなのかということをきなのかということをきなのかということをきなのかということを先先先先にににに議議議議論論論論してしてしてして、、、、そそそそれかられかられかられから 2050 年年年年ににににバックバックバックバックキキキキャストャストャストャストしてしてしてして持持持持っっっってててていこういこういこういこう。。。。ここここれがれがれがれが違違違違うんですようんですようんですようんですよ。。。。多多多多分分分分このこのこのこの 1点点点点なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。 

  そそそそれをれをれをれをおおおおやりになやりになやりになやりになっっっったたたた結果結果結果結果がすごいことにながすごいことにながすごいことにながすごいことになっっっっていてていてていてていて、、、、例例例例ええええばばばば 34ペペペページージージージでででで 12枚枚枚枚目目目目、、、、2050年年年年のののの統合環境統合環境統合環境統合環境影響影響影響影響レベレベレベレベルルルルがががが、、、、先先先先進国進国進国進国だとだとだとだと 1 人人人人当当当当たりたりたりたり、、、、総総総総量量量量ともともともとも 8 分分分分のののの 1 というというというという、、、、これがこれがこれがこれが出出出出ちちちちゃゃゃゃうわけですようわけですようわけですようわけですよ。。。。これができるかできないかはこれができるかできないかはこれができるかできないかはこれができるかできないかは別別別別なんですなんですなんですなんです。。。。できないかもしれないできないかもしれないできないかもしれないできないかもしれない。。。。だだだだけどけどけどけど、、、、ややややっぱっぱっぱっぱりりりり理論的理論的理論的理論的にはここににはここににはここににはここに行行行行かなきかなきかなきかなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。さてさてさてさて、、、、これこれこれこれっっっってててて、、、、どういうどういうどういうどういう社会社会社会社会ななななんだんだんだんだろろろろうというのをうというのをうというのをうというのを考考考考ええええることからることからることからることからスタートスタートスタートスタートしているしているしているしているゆえゆえゆえゆえにににに、、、、リコーリコーリコーリコーさんはやさんはやさんはやさんはやっぱっぱっぱっぱりりりり 1 位位位位になれちになれちになれちになれちゃゃゃゃうんですうんですうんですうんです。。。。ここがどうかというのがここがどうかというのがここがどうかというのがここがどうかというのが、、、、やはりやはりやはりやはり一一一一番番番番重重重重大大大大なとこなとこなとこなところろろろでででで、、、、だからだからだからだから、、、、結結結結局局局局 8 分分分分のののの 1 というというというという量量量量をどうをどうをどうをどう考考考考ええええるかるかるかるか、、、、ですですですですねねねね。。。。これこれこれこれ、、、、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量量量量がががが 8 分分分分のののの 1 かとかとかとかと言言言言われるとわれるとわれるとわれると、、、、必必必必ずずずずしもしもしもしもそそそそうではないんだけれどもうではないんだけれどもうではないんだけれどもうではないんだけれども、、、、でもでもでもでも、、、、おそおそおそおそらくらくらくらく、、、、例例例例ええええばばばば CO2 のののの発発発発生生生生量量量量ななななんかではんかではんかではんかでは 8分分分分のののの 1ぐぐぐぐらいかなというらいかなというらいかなというらいかなという感感感感じじじじがするんですよがするんですよがするんですよがするんですよねねねね。。。。資源資源資源資源のののの利用利用利用利用量量量量でもでもでもでも多多多多分分分分 4分分分分のののの 1以下以下以下以下かなというかなというかなというかなという感感感感じじじじがするんですよがするんですよがするんですよがするんですよ。。。。 

  ですからですからですからですから、、、、今今今今こういうこういうこういうこういう状状状状況況況況でででで、、、、2050 年年年年、、、、来来来来年年年年のののの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でででで日本日本日本日本がががが何何何何かかかかぶぶぶぶつつつつぶぶぶぶつつつつ言言言言うはうはうはうはずずずずなんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。そそそそれでれでれでれで、、、、今日本政今日本政今日本政今日本政府府府府としてとしてとしてとして何何何何がががが言言言言ええええるかというのはまだるかというのはまだるかというのはまだるかというのはまだ決決決決ままままっっっってててていないないないないいいい。。。。大大大大体体体体、、、、どうやどうやどうやどうやっっっってててて決決決決めるんだめるんだめるんだめるんだろろろろうなうなうなうな、、、、なんてなんてなんてなんていういういういう感感感感じじじじなんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、したがしたがしたがしたがっっっってててて、、、、そそそそ
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ういうことをういうことをういうことをういうことをおおおお考考考考ええええいただくといただくといただくといただくと、、、、多多多多分分分分、、、、ままままずずずずはははは頭頭頭頭がががが真真真真っっっっ白白白白になになになになっっっっちちちちゃっゃっゃっゃってててて、、、、何何何何もももも答答答答ええええがががが出出出出ないんですけどないんですけどないんですけどないんですけど、、、、とにかくとにかくとにかくとにかくそそそそういうことをういうことをういうことをういうことを前前前前提提提提としてとしてとしてとして議議議議論論論論をををを進進進進めないとめないとめないとめないと、、、、『『『『日経日経日経日経エコロジーエコロジーエコロジーエコロジー』』』』ででででトップトップトップトップにはなれないということですにはなれないということですにはなれないということですにはなれないということですねねねね。。。。いやいやいやいや、、、、消費者消費者消費者消費者ももももそそそそうなんですうなんですうなんですうなんですねねねね。。。。結局結局結局結局、、、、今今今今のののの 4分分分分のののの 1 しかしかしかしか物物物物がががが買買買買ええええないないないない。。。。どうするんだというどうするんだというどうするんだというどうするんだという話話話話ですですですです。。。。食食食食料料料料はははは、、、、まあまあまあまあ、、、、ちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと食食食食べべべべるるるるんんんんですけどですけどですけどですけどねねねね。。。。ですですですですがががが、、、、そそそそういうことになういうことになういうことになういうことになっっっってしまうわけでありますてしまうわけでありますてしまうわけでありますてしまうわけであります。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど私私私私がががが申申申申してしてしてしておおおおりましたのはりましたのはりましたのはりましたのは、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、4分分分分のののの 1 しかしかしかしか物物物物がががが買買買買ええええないんだないんだないんだないんだっっっったらばたらばたらばたらば、、、、
4倍倍倍倍のののの値段値段値段値段のものをのものをのものをのものを買買買買っっっったたたたっっっってててて同同同同じじゃじじゃじじゃじじゃないかないかないかないか、、、、とととと申申申申しししし上上上上げていたわけですげていたわけですげていたわけですげていたわけです。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、そそそそうしないとうしないとうしないとうしないと、、、、経経経経済済済済規規規規模模模模はははは単単単単にににに縮縮縮縮小小小小するだけですからするだけですからするだけですからするだけですから、、、、縮縮縮縮小小小小してしてしてして決決決決していいことはしていいことはしていいことはしていいことは多多多多分分分分ないないないないんでんでんでんで、、、、そそそそうするとうするとうするとうすると、、、、皆皆皆皆さんやはりさんやはりさんやはりさんやはり「「「「高高高高いものをいものをいものをいものを買買買買いましょういましょういましょういましょう」」」」とととと消費者消費者消費者消費者はははは言言言言わなきわなきわなきわなきゃゃゃゃいけいけいけいけないんないんないんないんじゃじゃじゃじゃないかというのがないかというのがないかというのがないかというのが先先先先ほほほほどどどど私私私私がががが申申申申しししし上上上上げていたげていたげていたげていた話話話話なんですなんですなんですなんです。。。。そそそそのののの辺辺辺辺がどうなのかがどうなのかがどうなのかがどうなのかなというなというなというなという感感感感じじじじがががが 1 つありますつありますつありますつあります。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、今今今今、、、、富山県富山県富山県富山県のののの方方方方ががががおおおおられるものですからられるものですからられるものですからられるものですから特特特特にににに申申申申しししし上上上上げたいんですがげたいんですがげたいんですがげたいんですが、、、、来来来来年年年年のののの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にににに対対対対してしてしてして日本政日本政日本政日本政府府府府としてとしてとしてとして一一一一体何体何体何体何をををを言言言言うかというのがうかというのがうかというのがうかというのが、、、、もうもうもうもう今今今今混混混混沌沌沌沌状状状状況況況況でででで、、、、わわわわからないんですからないんですからないんですからないんです。。。。そそそそれでれでれでれで、、、、今今今今はははは、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、国国国国はははは、、、、各省各省各省各省庁庁庁庁のすごいせめのすごいせめのすごいせめのすごいせめぎぎぎぎ合合合合いがあいがあいがあいがあっっっってててて、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに決決決決まらないんですまらないんですまらないんですまらないんです。。。。とことことこところろろろがががが、、、、地方地方地方地方自自自自治治治治体体体体というのはというのはというのはというのは、、、、県知事県知事県知事県知事ががががそそそそのののの気気気気にににになるとやれるなるとやれるなるとやれるなるとやれる。。。。東京都東京都東京都東京都のののの石石石石原原原原さんはさんはさんはさんは、、、、個個個個人的人的人的人的にはどうかというにはどうかというにはどうかというにはどうかという話話話話ははははありますがありますがありますがありますが、、、、ややややっぱっぱっぱっぱりりりり彼彼彼彼がやるとがやるとがやるとがやると言言言言うとやらざるをうとやらざるをうとやらざるをうとやらざるを得得得得ないというとこないというとこないというとこないというところろろろがあがあがあがあっっっってててて、、、、今今今今はもうはもうはもうはもう、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと自自自自治治治治体体体体のののの時代時代時代時代なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。アルアルアルアル・・・・ゴアゴアゴアゴアのののの映画映画映画映画をごらんになるとをごらんになるとをごらんになるとをごらんになると、、、、一一一一番最後番最後番最後番最後ののののほほほほうにうにうにうに出出出出てくるてくるてくるてくるわけでありますがわけでありますがわけでありますがわけでありますが、、、、米米米米国国国国のののの政政政政府府府府、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、今今今今ののののブブブブッシュッシュッシュッシュ政政政政権権権権というものはというものはというものはというものは非常非常非常非常ににににおおおおくれくれくれくれているているているている。。。。ややややっっっっとととと少少少少しししし変変変変わわわわっっっったようであたようであたようであたようでありますがりますがりますがりますが。。。。ゴアゴアゴアゴアがががが言言言言うにはうにはうにはうには、、、、カリフォルカリフォルカリフォルカリフォルニニニニアアアアをををを見見見見ろろろろとととと。。。。オオオオレレレレゴンゴンゴンゴンをををを見見見見ろろろろ。。。。東部東部東部東部のののの 9 州州州州をををを見見見見ろろろろ、、、、ペペペペンシルバンシルバンシルバンシルバニニニニアアアアをををを見見見見ろろろろとととと、、、、こうこうこうこう言言言言うわけですうわけですうわけですうわけです。。。。そそそそののののほほほほかにかにかにかに、、、、全全全全米米米米にはにはにはには 500 のののの都都都都市市市市がとにかくがとにかくがとにかくがとにかく京都議京都議京都議京都議定定定定書書書書をををを守守守守るとるとるとると言言言言っっっっているているているている、、、、というわけというわけというわけというわけですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、もうもうもうもう、、、、環境環境環境環境ここここそそそそ国国国国にににに頼頼頼頼っっっっているているているている、、、、国国国国ののののポポポポリシーリシーリシーリシーをををを追追追追いかけているいかけているいかけているいかけている時代時代時代時代じじじじゃゃゃゃないんですないんですないんですないんですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、国国国国ののののポポポポリシーリシーリシーリシーをいかにをいかにをいかにをいかに抜抜抜抜いていていていて国国国国をををを引引引引っっっっ張張張張るかというるかというるかというるかという気気気気迫迫迫迫がががが地地地地方方方方自自自自治治治治体体体体にないとにないとにないとにないと、、、、もたないもたないもたないもたない時代時代時代時代なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。そそそそれをれをれをれをぜひぜひぜひぜひともともともとも富山県富山県富山県富山県にににに頑張頑張頑張頑張っっっっていただきていただきていただきていただきたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。大大大大体体体体ここにここにここにここにおおおお書書書書きいただいていることはきいただいていることはきいただいていることはきいただいていることは国国国国がががが言言言言っっっっていていていていることることることることプラスアルプラスアルプラスアルプラスアルフフフファァァァぐぐぐぐらいなんでらいなんでらいなんでらいなんで、、、、そそそそううううじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、国国国国ををををここここええええてててて、「、「、「、「何何何何をををを言言言言っっっっているんだているんだているんだているんだ」」」」とととと、、、、そそそそこからこからこからこから議議議議論論論論をををを始始始始めるめるめるめる。「。「。「。「何何何何ををををおおおおくれたことをくれたことをくれたことをくれたことを言言言言っっっっているんだているんだているんだているんだ、、、、国国国国はははは」」」」というとこというとこというとこというところろろろからからからから始始始始めるというめるというめるというめるという、、、、そそそそこからいかないとこからいかないとこからいかないとこからいかないと、、、、やはりだめかなというやはりだめかなというやはりだめかなというやはりだめかなという気気気気がいたしましたがいたしましたがいたしましたがいたしました。。。。 

  というわけでというわけでというわけでというわけで、、、、結結結結構過構過構過構過激激激激なことをなことをなことをなことを言言言言っっっってててておおおおりますがりますがりますがりますが、、、、東京東京東京東京からやからやからやからやっっっってきたてきたてきたてきた 2 人人人人、、、、則武則武則武則武ささささんはんはんはんは非常非常非常非常にににに穏穏穏穏やかにやかにやかにやかにおっおっおっおっししししゃゃゃゃいましたけどいましたけどいましたけどいましたけど、、、、言言言言っっっっていることはめちていることはめちていることはめちていることはめちゃゃゃゃくちくちくちくちゃゃゃゃ過過過過激激激激なんですなんですなんですなんですよよよよ。。。。そそそそれがれがれがれがリコーリコーリコーリコーというというというという会社会社会社会社でででで実実実実現現現現ができができができができてててているいるいるいる、、、、これまたこれまたこれまたこれまた不思議不思議不思議不思議なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、これはこれはこれはこれは桜桜桜桜井井井井さんというさんというさんというさんという社長社長社長社長（（（（現現現現会長会長会長会長））））ががががししししっっっっかりしているからなんですかりしているからなんですかりしているからなんですかりしているからなんです。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、知事知事知事知事がしがしがしがしっっっっかかかかりしてないといけないりしてないといけないりしてないといけないりしてないといけない。。。。社長社長社長社長がしがしがしがしっっっっかりしてないといけないんですかりしてないといけないんですかりしてないといけないんですかりしてないといけないんです。。。。というわけでというわけでというわけでというわけで、、、、すこすこすこすこしきついしきついしきついしきついココココメメメメントントントントでででで失礼失礼失礼失礼いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。 

 竹内竹内竹内竹内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 

  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。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの安井安井安井安井先先先先生生生生ののののおおおお話話話話でもでもでもでも、、、、ずっずっずっずっとととと始始始始めのめのめのめのほほほほうはうはうはうは大大大大変変変変理解理解理解理解できたんですけれどもできたんですけれどもできたんですけれどもできたんですけれども、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー使用使用使用使用量量量量のののの長長長長期期期期推推推推移以移以移以移以降降降降のとこのとこのとこのところろろろでででで頭頭頭頭がががが真真真真っっっっ白白白白にににになりましてなりましてなりましてなりまして、、、、今今今今のののの 8 分分分分のののの 1 云云云云々々々々というとこというとこというとこというところろろろもももも、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに考考考考ええええるとどこからるとどこからるとどこからるとどこから始始始始めてめてめてめて考考考考ええええればいいのかなということをればいいのかなということをればいいのかなということをればいいのかなということを思思思思うとうとうとうと、、、、なかなかちなかなかちなかなかちなかなかちゃゃゃゃんとしたんとしたんとしたんとした考考考考ええええ方方方方がががが浮浮浮浮かばなくてかばなくてかばなくてかばなくて、、、、まさまさまさまさ
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しくしくしくしく頭頭頭頭がががが真真真真っっっっ白白白白になになになになっっっってててておおおおりましたりましたりましたりました。。。。またまたまたまたじっじっじっじっくりとくりとくりとくりと考考考考ええええてみたいとてみたいとてみたいとてみたいと思思思思っっっってはてはてはてはおおおおりますりますりますります。。。。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。。。。 

  ではではではでは、、、、ここでここでここでここで、、、、あまりあまりあまりあまり時時時時間間間間がないんですけれどもがないんですけれどもがないんですけれどもがないんですけれども、、、、これからこれからこれからこれから後後後後、、、、フリートーフリートーフリートーフリートーキキキキングングングングなんなんなんなんですがですがですがですが、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな問題問題問題問題があるんですけれどもがあるんですけれどもがあるんですけれどもがあるんですけれども、、、、そそそそのののの中中中中でででで容容容容器器器器包装包装包装包装、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ににににポポポポイントイントイントイントをををを絞絞絞絞っっっってててて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とちょさんとちょさんとちょさんとちょっっっっととととおおおお話話話話をををを進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。時時時時間間間間があがあがあがあっっっったらたらたらたら皆皆皆皆さんからごさんからごさんからごさんからご質問質問質問質問をををを受受受受けたいとけたいとけたいとけたいと思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。もうしばらくもうしばらくもうしばらくもうしばらく辛抱辛抱辛抱辛抱していただければしていただければしていただければしていただければ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っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 

  いいいいろろろろんなんなんなんな順順順順序序序序をををを考考考考ええええていたんですがていたんですがていたんですがていたんですが、、、、かなりかなりかなりかなり時時時時間間間間がががが迫迫迫迫っっっってててておおおおりますのでりますのでりますのでりますので、、、、ちょちょちょちょっっっっとととと途途途途中中中中はしょらせていただきますがはしょらせていただきますがはしょらせていただきますがはしょらせていただきますが、、、、ままままずずずず、、、、容容容容器器器器包装包装包装包装というというというという点点点点でででで、、、、アサヒアサヒアサヒアサヒ飲料飲料飲料飲料のののの井口井口井口井口さんにちょさんにちょさんにちょさんにちょっっっっととととおおおお伺伺伺伺いしたいんですがいしたいんですがいしたいんですがいしたいんですが、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどのおおおお話話話話のとこのとこのとこのところろろろでででで、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルのののの話話話話がががが出出出出てててておおおおりましりましりましりましたたたた。。。。ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルのののの減減減減量量量量化化化化、、、、全全全全国国国国的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んでいるというんでいるというんでいるというんでいるというおおおお話話話話がありましたけれどもがありましたけれどもがありましたけれどもがありましたけれども、、、、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 1 本本本本 1 本本本本をををを肉厚肉厚肉厚肉厚をををを薄薄薄薄くするとかということでくするとかということでくするとかということでくするとかということでリデュースリデュースリデュースリデュースするのはするのはするのはするのは、、、、そそそそれはれはれはれはそそそそれでいいことだしれでいいことだしれでいいことだしれでいいことだし、、、、わかるんですがわかるんですがわかるんですがわかるんですが、、、、結局結局結局結局はははは年年年年間間間間のののの生生生生産量産量産量産量からからからから見見見見るとるとるとると決決決決してしてしてしてリデュースリデュースリデュースリデュースになになになになっっっっていないですていないですていないですていないですねねねね。。。。そそそそういうことをういうことをういうことをういうことを考考考考ええええるとるとるとると、、、、薄薄薄薄さをさをさをさをそそそそんなにんなにんなにんなに薄薄薄薄くしなくてくしなくてくしなくてくしなくて、、、、むむむむししししろろろろ厚厚厚厚くしてくしてくしてくして、、、、何何何何回回回回もももも使使使使ええええるようにしたるようにしたるようにしたるようにしたほほほほうがうがうがうが、、、、これこれこれこれ、、、、実実実実ははははドイドイドイドイツツツツ、、、、デンマークデンマークデンマークデンマークなどなどなどなどへへへへ調調調調査査査査にににに行行行行っっっったときにたときにたときにたときに買買買買っっっってきたものですがてきたものですがてきたものですがてきたものですが、、、、非常非常非常非常にかたいんですにかたいんですにかたいんですにかたいんですねねねね。。。。そそそそれでれでれでれで何何何何回回回回ももももリリリリユユユユースースースースするするするするというというというという、、、、そそそそののののほほほほうがうがうがうが環境環境環境環境にはいいんにはいいんにはいいんにはいいんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、アサヒアサヒアサヒアサヒ飲料飲料飲料飲料さんとしてはさんとしてはさんとしてはさんとしては、、、、リターリターリターリターナナナナブブブブルルルル瓶瓶瓶瓶といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、リリリリユユユユースースースース瓶瓶瓶瓶といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、そそそそういうことをういうことをういうことをういうことを使用使用使用使用しようといしようといしようといしようというようなうようなうようなうようなおおおお考考考考ええええなりなりなりなり何何何何かはかはかはかはおおおお持持持持ちちちちじゃじゃじゃじゃないんでしょうかないんでしょうかないんでしょうかないんでしょうか。。。。 

 井口工場長井口工場長井口工場長井口工場長 

  今今今今のごのごのごのご質問質問質問質問なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、ままままずずずず、、、、瓶瓶瓶瓶にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、多多多多分分分分皆様方皆様方皆様方皆様方ごごごご存存存存じじじじのののの、、、、三三三三矢矢矢矢サイサイサイサイダダダダーーーーとかとかとかとか、、、、ババババヤヤヤヤリースオリースオリースオリースオレレレレンジンジンジンジののののリターリターリターリターナナナナブブブブルルルル瓶瓶瓶瓶ということでということでということでということで、、、、何何何何度度度度かかかか、、、、割割割割れるまでれるまでれるまでれるまで使用使用使用使用でででできるということはやきるということはやきるということはやきるということはやっっっってててておおおおりますがりますがりますがりますが、、、、ペペペペットットットットにににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、今今今今のとこのとこのとこのところろろろ、、、、ペペペペットットットット自体自体自体自体をををを回回回回収収収収してしてしてして、、、、ななななおおおおかつかつかつかつそそそそれをれをれをれを洗洗洗洗浄浄浄浄してもうしてもうしてもうしてもう一一一一度度度度使用使用使用使用するというするというするというするという方方方方向性向性向性向性はははは、、、、基本基本基本基本的的的的にはにはにはには考考考考ええええてててておおおおりませんりませんりませんりません。。。。そそそそのののの理理理理由由由由はははは、、、、今今今今、、、、多多多多分分分分皆様皆様皆様皆様、、、、各各各各店店店店舗舗舗舗さんでさんでさんでさん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ををををおおおお買買買買いになられるいになられるいになられるいになられるときにときにときにときに、、、、傷傷傷傷がついているがついているがついているがついているペペペペットットットットをもしをもしをもしをもし買買買買われたわれたわれたわれた場合場合場合場合にににに、、、、多多多多分分分分苦苦苦苦情情情情としてとしてとしてとして返返返返っっっってくるとてくるとてくるとてくると思思思思ううううんですよんですよんですよんですよ。。。。私私私私もももも、、、、ドイドイドイドイツツツツにににに行行行行っっっったときにたときにたときにたときに、、、、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リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルということでということでということでということで見学見学見学見学ささささ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。。。。一一一一番難番難番難番難しいのはしいのはしいのはしいのは、、、、瓶瓶瓶瓶もももも一一一一緒緒緒緒なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、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中中中中にににに異異異異物物物物をををを入入入入れるれるれるれる、、、、そそそそのののの状態状態状態状態でででで返返返返っっっってきますてきますてきますてきますねねねね。。。。となるととなるととなるととなると、、、、ままままずずずずはははは、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルのののの中中中中身身身身をををを出出出出さなさなさなさないとだめいとだめいとだめいとだめ。。。。ななななおおおおかつかつかつかつ、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ガガガガーリックーリックーリックーリックなんかをなんかをなんかをなんかを食食食食べべべべたたたたおおおお口口口口のままでのままでのままでのままでラッパラッパラッパラッパ飲飲飲飲みしますみしますみしますみしますとととと、、、、そそそそののののガガガガーリックーリックーリックーリックをををを取取取取るためのるためのるためのるための手手手手段段段段というのはなかなかないらしいですというのはなかなかないらしいですというのはなかなかないらしいですというのはなかなかないらしいですねねねね。。。。これはこれはこれはこれは現現現現地地地地でででで聞聞聞聞きましたけどきましたけどきましたけどきましたけど。。。。そそそそのためにのためにのためにのために、、、、ボボボボトルトルトルトルのののの中中中中ににににセセセセンサーンサーンサーンサーをををを突突突突っっっっ込込込込んでんでんでんで、、、、洗洗洗洗浄浄浄浄したしたしたした後後後後ににににににににおおおおいがいがいがいが残残残残っっっっているかどうかというのをているかどうかというのをているかどうかというのをているかどうかというのを検検検検査査査査してしてしてして、、、、ななななおおおおかつかつかつかつそそそそれをはれをはれをはれをはじじじじきききき出出出出すすすす。。。。ですからですからですからですから、、、、一一一一概概概概にににに再再再再利用利用利用利用ということでということでということでということで、、、、当然当然当然当然使使使使ええええればればればれば一一一一番番番番有効有効有効有効だとだとだとだ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からどからどからどから何何何何度度度度ももももおおおお話話話話のののの中中中中でででで出出出出ているようにているようにているようにているように、、、、わざわわざわわざわわざわざざざざ原原原原料料料料をををを使使使使っっっっててててペペペペットットットットをつくるということよりもをつくるということよりもをつくるということよりもをつくるということよりも、、、、洗洗洗洗浄浄浄浄してしてしてして再再再再利用利用利用利用できればできればできればできれば、、、、そそそそれがれがれがれが一一一一番番番番いいんですけどいいんですけどいいんですけどいいんですけど、、、、今今今今のとこのとこのとこのところろろろはははは、、、、そそそそういういういういっっっったたたた意味意味意味意味でででで、、、、傷傷傷傷のののの問問問問題題題題、、、、そそそそれとれとれとれと、、、、例例例例ええええばばばば、、、、そそそそれをれをれをれを店店店店舗舗舗舗にににに出出出出していただいたときにしていただいたときにしていただいたときにしていただいたときに、、、、おおおお客客客客さんがさんがさんがさんが買買買買っっっっていただけていただけていただけていただけるかどうかでするかどうかでするかどうかでするかどうかですねねねね。。。。そそそそういういういういっっっったとこたとこたとこたところろろろがががが未未未未知知知知数数数数なななな部部部部分分分分がががが多多多多いというとこいというとこいというとこいというところろろろですですですです。。。。 

 竹内竹内竹内竹内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 
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  確確確確かにかにかにかにそそそそうですうですうですうですねねねね。。。。表表表表面面面面はかなりはかなりはかなりはかなり傷傷傷傷がついたりしていることはがついたりしていることはがついたりしていることはがついたりしていることは確確確確かでありますかでありますかでありますかであります。。。。これはこれはこれはこれは、、、、業業業業界界界界としてもあまりまだとしてもあまりまだとしてもあまりまだとしてもあまりまだそそそそういうういうういうういう考考考考ええええはないはないはないはない？？？？ 

 井口工場長井口工場長井口工場長井口工場長     つくつくつくつくっっっっているとこているとこているとこているところろろろはないですはないですはないですはないですねねねね。。。。はいはいはいはい。。。。     もうもうもうもう一一一一つつつつ難難難難しいのがしいのがしいのがしいのが、、、、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、、、、上上上上ががががリシールリシールリシールリシール性性性性がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、スクリュースクリュースクリュースクリューキキキキャャャャップップップップになになになになっっっっていますよていますよていますよていますよねねねね。。。。そそそそこにこにこにこに傷傷傷傷がつくとがつくとがつくとがつくと、、、、もうもうもうもう密封密封密封密封性性性性がなくなるんですよがなくなるんですよがなくなるんですよがなくなるんですよ。。。。でででで、、、、密封密封密封密封性性性性がなくなるということはがなくなるということはがなくなるということはがなくなるということは、、、、賞賞賞賞味期味期味期味期限限限限がががが全全全全くくくく変変変変わわわわっっっってしまうということなんでてしまうということなんでてしまうということなんでてしまうということなんで、、、、そそそそこをどこをどこをどこをどうやうやうやうやっっっってててて、、、、口部口部口部口部をどうやをどうやをどうやをどうやっっっってててて保証保証保証保証するかというとこするかというとこするかというとこするかというところろろろもかなりもかなりもかなりもかなり難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 竹内竹内竹内竹内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授     はいはいはいはい、、、、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。。。。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、、、、何何何何かごかごかごかご意意意意見見見見があがあがあがあっっっったらたらたらたら、、、、手手手手をををを上上上上げてげてげてげて発言発言発言発言をしていただければをしていただければをしていただければをしていただければ結結結結構構構構ですのでですのでですのでですので、、、、よよよよろろろろしくしくしくしくおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。よよよよろろろろしいですかしいですかしいですかしいですか？？？？     よよよよろろろろしいでしょうかしいでしょうかしいでしょうかしいでしょうか。。。。ではではではでは、、、、今今今今製造段階製造段階製造段階製造段階でのでのでのでのおおおお話話話話をををを聞聞聞聞きましたけれどもきましたけれどもきましたけれどもきましたけれども、、、、販販販販売売売売のののの段階段階段階段階でででで、、、、やはりやはりやはりやはりリデュースリデュースリデュースリデュースといいますとなるといいますとなるといいますとなるといいますとなるべべべべくくくく簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装にににに努努努努めるとかめるとかめるとかめるとか、、、、そそそそれかられかられかられから、、、、詰詰詰詰めめめめ替替替替ええええのものものものものののの、、、、商品商品商品商品をををを販販販販売売売売するとかということがするとかということがするとかということがするとかということがリデュースリデュースリデュースリデュースにつながるとにつながるとにつながるとにつながると思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。     茶谷茶谷茶谷茶谷さんのとこさんのとこさんのとこさんのところろろろではではではでは、、、、現在現在現在現在簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの状状状状況況況況というのはどういうというのはどういうというのはどういうというのはどういうふふふふうになうになうになうになっっっっているでしょうかているでしょうかているでしょうかているでしょうか。。。。 

 茶谷副店長茶谷副店長茶谷副店長茶谷副店長     実際実際実際実際ややややっっっっていることをちょていることをちょていることをちょていることをちょっっっっとととと言言言言いますといますといますといますと、、、、ままままずずずず、、、、一一一一番番番番需需需需要要要要がががが多多多多いのはいのはいのはいのは、、、、簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、おおおお中中中中元元元元・・・・おおおお歳歳歳歳暮暮暮暮時時時時期期期期でございますでございますでございますでございますねねねね。。。。そそそそのときにのときにのときにのときに、、、、やはりやはりやはりやはり簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装ををををおおおお勧勧勧勧めしてめしてめしてめして、、、、のしだけとかのしだけとかのしだけとかのしだけとか、、、、そそそそういうういうういうういうポポポポップップップップもつけてもつけてもつけてもつけて、、、、おおおお客客客客様様様様にににに PR ししししたりしてたりしてたりしてたりして、、、、簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装のののの推進推進推進推進をををを図図図図っっっっているんですけれどもているんですけれどもているんですけれどもているんですけれども、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか、、、、まあまあまあまあ、、、、どういうんですかどういうんですかどういうんですかどういうんですか、、、、おおおお年年年年寄寄寄寄りのりのりのりの方方方方とかとかとかとか、、、、きちきちきちきちっっっっとしたとしたとしたとしたおおおお届届届届けものでございますのでけものでございますのでけものでございますのでけものでございますので、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだ理解理解理解理解されていないのがされていないのがされていないのがされていないのが 1 つはつはつはつは現状現状現状現状でございでございでございでございますますますます。。。。     そそそそれかられかられかられから、、、、包装包装包装包装にににに関関関関してですけれどもしてですけれどもしてですけれどもしてですけれども、、、、トトトトレレレレーーーーのののの削減削減削減削減とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろあるんですけれどあるんですけれどあるんですけれどあるんですけれどもももも、、、、ままままずずずず、、、、ばらばらばらばら売売売売りのりのりのりの推進推進推進推進をしているんですをしているんですをしているんですをしているんです。。。。ばらばらばらばら売売売売りをしますとりをしますとりをしますとりをしますと、、、、必要必要必要必要なだけなだけなだけなだけ、、、、トトトトレレレレーーーーもなしにもなしにもなしにもなしに、、、、そそそそのままのままのままのまま袋袋袋袋ででででおおおお持持持持ちちちち帰帰帰帰りいただくというりいただくというりいただくというりいただくという、、、、ばらばらばらばら売売売売りのりのりのりの推進推進推進推進をしているのがをしているのがをしているのがをしているのが 1 つつつつのののの簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、あれでございますあれでございますあれでございますあれでございます。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、大変大変大変大変おおおお年年年年寄寄寄寄りもりもりもりも多多多多くなりましてくなりましてくなりましてくなりまして、、、、少量少量少量少量ののののパックパックパックパック詰詰詰詰めめめめ。。。。大大大大家家家家族族族族ならならならなら別別別別にしてにしてにしてにして、、、、じじじじいちいちいちいちゃゃゃゃんんんん、、、、ばあちばあちばあちばあちゃゃゃゃんんんん 2 人人人人しかいないのにしかいないのにしかいないのにしかいないのに、、、、こんなたくさんこんなたくさんこんなたくさんこんなたくさん食食食食べべべべれないとかいうのでれないとかいうのでれないとかいうのでれないとかいうので、、、、ごみになるということでごみになるということでごみになるということでごみになるということで、、、、少量少量少量少量ののののパッパッパッパッケケケケージージージージをつくをつくをつくをつくっっっってててて販販販販売売売売しているしているしているしている。。。。 

  そそそそれとれとれとれと、、、、最最最最近特近特近特近特にににに店店店店頭頭頭頭でもでもでもでもぽぽぽぽつつつつぽぽぽぽつつつつ見見見見受受受受けられるのがけられるのがけられるのがけられるのが、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスといいますかといいますかといいますかといいますか、、、、バイバイバイバイオマスオマスオマスオマスのののの推進推進推進推進でででで、、、、卵卵卵卵とかとかとかとか、、、、納納納納豆豆豆豆、、、、ピピピピーマンーマンーマンーマンなどのなどのなどのなどの袋袋袋袋はははは、、、、結局結局結局結局はははは土土土土にににに返返返返るというようなるというようなるというようなるというような、、、、そそそそういうういうういうういうバイオマスバイオマスバイオマスバイオマスにににに関関関関するするするする包装包装包装包装資資資資材材材材をををを使使使使っっっっているというようなのがているというようなのがているというようなのがているというようなのが現現現現実実実実でございますでございますでございますでございます。。。。 

  先先先先ほほほほどのどのどのどのおおおお話話話話のののの中中中中にもにもにもにも、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルというというというという話話話話があがあがあがあっっっったんですけれどもたんですけれどもたんですけれどもたんですけれども、、、、我我我我々々々々のののの商売商売商売商売のののの、、、、最終的最終的最終的最終的にはにはにはにはおおおお客客客客様様様様ににににおおおお渡渡渡渡しするしするしするしする商品商品商品商品でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく食食食食のののの安安安安心心心心、、、、安安安安全全全全というというというという、、、、ここここれがれがれがれが第第第第 1 でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、そそそそこらこらこらこら辺辺辺辺をををを考考考考ええええますとますとますとますと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか今今今今先先先先生生生生おっおっおっおっししししゃっゃっゃっゃったようなたようなたようなたような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再再再再利用利用利用利用にににに関関関関するのはするのはするのはするのは、、、、二二二二のののの足足足足をををを踏踏踏踏んでいるんでいるんでいるんでい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。。。。そそそそういうういうういうういう状状状状況況況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。。。。 
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 竹内竹内竹内竹内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 

  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。。。。今今今今、、、、食食食食のののの安安安安全全全全・・・・安安安安心心心心ということをということをということをということをおっおっおっおっししししゃっゃっゃっゃってててておおおおりましたがりましたがりましたがりましたが、、、、ささささっっっっきききき三神三神三神三神さんのとこさんのとこさんのとこさんのところろろろののののラップラップラップラップのののの使用使用使用使用にににに関関関関するいするいするいするいろろろろんなんなんなんな調調調調査査査査をををを見見見見てみますとてみますとてみますとてみますと、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ナナナナガガガガイイイイモモモモとかとかとかとかレレレレンコンンコンンコンンコンがががが衛衛衛衛生生生生のためにのためにのためにのために包装包装包装包装というのがかなりあるんでというのがかなりあるんでというのがかなりあるんでというのがかなりあるんですがすがすがすが、、、、これなんかこれなんかこれなんかこれなんか見見見見るとるとるとると、、、、別別別別ににににそそそそういうういうういうういう、、、、トトトトレレレレーーーーにににに乗乗乗乗せてせてせてせてラップラップラップラップでくるまなくてもでくるまなくてもでくるまなくてもでくるまなくても、、、、衛衛衛衛生上生上生上生上何何何何のののの問題問題問題問題もないんもないんもないんもないんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、三神三神三神三神さんはいさんはいさんはいさんはいろろろろんなんなんなんな調調調調査査査査をしてをしてをしてをしておおおおられてられてられてられて、、、、こういうこういうこういうこういう簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装にににに対対対対するするするする消費者消費者消費者消費者のののの意識意識意識意識というのがどういうというのがどういうというのがどういうというのがどういうふふふふうにうにうにうに経経経経過過過過してきているかとかしてきているかとかしてきているかとかしてきているかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは年年年年齢齢齢齢層層層層によによによによっっっってててて違違違違いがあるのかいがあるのかいがあるのかいがあるのか、、、、いいいいろろろろんなことをんなことをんなことをんなことを調調調調査査査査されているとされているとされているとされていると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、おおおお話話話話ししていししていししていししていただけませんかただけませんかただけませんかただけませんか。。。。 

 三神代表三神代表三神代表三神代表 

  私私私私たちもたちもたちもたちも、、、、レレレレンコンンコンンコンンコン、、、、ナナナナガガガガイイイイモモモモはははは即即即即、、、、目目目目をつけてをつけてをつけてをつけて、、、、必必必必ずずずずトトトトレレレレーーーー、、、、ラップラップラップラップしてしてしてしておおおおられるんられるんられるんられるんですけどですけどですけどですけど、、、、これはこれはこれはこれは取取取取れるんれるんれるんれるんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。でもでもでもでも、、、、あるあるあるあるスースースースーパーパーパーパーはははは、、、、ラップラップラップラップだけだけだけだけでででで、、、、トトトトレレレレーーーーはしていないとこはしていないとこはしていないとこはしていないところろろろがあがあがあがあっっっったんでたんでたんでたんで、、、、そそそそういうういうういうういうスーパースーパースーパースーパーもあるのでもあるのでもあるのでもあるので、、、、そそそそういうういうういうういうふふふふうにしてうにしてうにしてうにしてほほほほしいなというしいなというしいなというしいなという要望要望要望要望もいもいもいもいっぱっぱっぱっぱいいいい出出出出したんですけどしたんですけどしたんですけどしたんですけど、、、、ナナナナガガガガイイイイモモモモはやはやはやはやっぱっぱっぱっぱりりりり切切切切っっっってててて、、、、1本本本本ならならならなら全然全然全然全然問題問題問題問題なくなくなくなくそそそそのままのままのままのまま裸裸裸裸でででで売売売売れるんだけどれるんだけどれるんだけどれるんだけど、、、、ややややっぱっぱっぱっぱりりりり切切切切るとるとるとると、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても色色色色がががが変変変変わわわわりやすいからということでりやすいからということでりやすいからということでりやすいからということで、、、、レレレレンコンンコンンコンンコンももももそそそそうですうですうですうですねねねね。。。。節節節節々々々々でででで。。。。八八八八百百百百屋屋屋屋さんなんかもさんなんかもさんなんかもさんなんかも節節節節々々々々でででで、、、、ごごごごぼぼぼぼごごごごぼぼぼぼっっっっとしたのをとしたのをとしたのをとしたのをそそそそのままのままのままのまま売売売売っっっっているんですけどているんですけどているんですけどているんですけど、、、、ややややっぱっぱっぱっぱりりりりスーパースーパースーパースーパーさんはさんはさんはさんは切切切切っっっってててて、、、、何何何何グラムグラムグラムグラムでででで、、、、少少少少ししししずずずずつなんでつなんでつなんでつなんで、、、、切切切切ることによることによることによることによっっっってどうしてもてどうしてもてどうしてもてどうしてもそそそそれはなかなかれはなかなかれはなかなかれはなかなか難難難難しいようでしいようでしいようでしいようですすすすねねねね。。。。 

  今今今今のののの消費者消費者消費者消費者はははは、、、、ごみになるものはごみになるものはごみになるものはごみになるものは買買買買いたくないいたくないいたくないいたくないっっっってててて、、、、ききききっっっっとだれもがとだれもがとだれもがとだれもが、、、、ささささっっっっきのきのきのきのトトトトレレレレーーーーのことでものことでものことでものことでも、、、、ほほほほとんどのとんどのとんどのとんどの人人人人ががががトトトトレレレレーーーーははははほほほほとんどのものにとんどのものにとんどのものにとんどのものに要要要要らないらないらないらないっっっってててて言言言言っっっっているているているている人人人人ががががほほほほととととんどんどんどんど真真真真っっっっ黒黒黒黒だだだだっっっったとたとたとたと思思思思うんですけどうんですけどうんですけどうんですけど、、、、要要要要らないらないらないらないっっっってててて言言言言っっっっているんですているんですているんですているんですねねねね。。。。だからだからだからだから皆皆皆皆、、、、ごみごみごみごみになるものはになるものはになるものはになるものは買買買買いたくないといたくないといたくないといたくないと思思思思っっっっているんですけどているんですけどているんですけどているんですけど、、、、商品商品商品商品をををを買買買買うことにようことにようことにようことによっっっっててててそそそそういうういうういうういう包包包包装装装装のごみがのごみがのごみがのごみが漏漏漏漏れなくついてくるのでれなくついてくるのでれなくついてくるのでれなくついてくるので、、、、何何何何かかかか買買買買いたくないといたくないといたくないといたくないと思思思思っっっってもついてくるというとこてもついてくるというとこてもついてくるというとこてもついてくるというところろろろがすごいがすごいがすごいがすごいジジジジレレレレンマンマンマンマでででで、、、、簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装してしてしてしてほほほほしいということをしいということをしいということをしいということを言言言言っっっってもてもてもても、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか、、、、スーパースーパースーパースーパーさんもいさんもいさんもいさんもいろろろろんなんなんなんな理理理理由由由由があがあがあがあっっっってててて、、、、そそそそれれれれもわかりますしもわかりますしもわかりますしもわかりますし、、、、そそそそこらこらこらこら辺辺辺辺のののの調調調調整整整整がすごくがすごくがすごくがすごく難難難難しいですしいですしいですしいですけどけどけどけど、、、、消費者消費者消費者消費者としてはとしてはとしてはとしては、、、、ややややっぱっぱっぱっぱりりりり簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装のものというのはのものというのはのものというのはのものというのは、、、、若若若若いいいい人人人人はははは特特特特にこのごにこのごにこのごにこのごろろろろ、、、、家家家家にににに帰帰帰帰っっっってててて、、、、紙紙紙紙ををををほほほほどいてどいてどいてどいて、、、、箱箱箱箱ををををほほほほどいてどいてどいてどいて、、、、全全全全部部部部そそそそれれれれ折折折折りたたんでりたたんでりたたんでりたたんで、、、、女女女女性性性性はははは分別分別分別分別――女女女女性性性性ででででなくてもしなくてはいけないんですけどなくてもしなくてはいけないんですけどなくてもしなくてはいけないんですけどなくてもしなくてはいけないんですけど、、、、もうもうもうもう今今今今はきちはきちはきちはきちっっっっとととと、、、、富山富山富山富山市市市市なんかもなんかもなんかもなんかも分別分別分別分別しなくしなくしなくしなくてはいけないのにてはいけないのにてはいけないのにてはいけないのに、、、、邪魔邪魔邪魔邪魔くさいからくさいからくさいからくさいから、、、、ややややっぱっぱっぱっぱりりりり簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装のものをのものをのものをのものを買買買買いたいいたいいたいいたいっっっってててて皆皆皆皆消費者消費者消費者消費者はははは思思思思っっっっているとているとているとていると思思思思うんですけどうんですけどうんですけどうんですけど、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか、、、、まあまあまあまあ、、、、自分自分自分自分のののの買買買買うものはもちうものはもちうものはもちうものはもちろろろろんいいんですけんいいんですけんいいんですけんいいんですけどどどど、、、、人人人人にあげるものはにあげるものはにあげるものはにあげるものはそそそそうはできなかうはできなかうはできなかうはできなかっっっったりたりたりたり、、、、そそそそこらこらこらこら辺辺辺辺もともともともとっっっってもてもてもても難難難難ししししいといといといと思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、まあまあまあまあ、、、、消費者消費者消費者消費者としてはとしてはとしてはとしては、、、、簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装であればであればであればであればそそそそれがいいというれがいいというれがいいというれがいいという意識意識意識意識がもうがもうがもうがもうほほほほとんどだとんどだとんどだとんどだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 竹内竹内竹内竹内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授     茶谷茶谷茶谷茶谷さんさんさんさん、、、、今今今今のののの、、、、消費者消費者消費者消費者サイドサイドサイドサイドからのからのからのからのおおおお話話話話にににに対対対対してしてしてして何何何何かかかか。。。。 

 茶谷副店長茶谷副店長茶谷副店長茶谷副店長 
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    とにかくごもとにかくごもとにかくごもとにかくごもっっっっともなんですけれどもともなんですけれどもともなんですけれどもともなんですけれども、、、、おおおお店店店店側側側側からしますとからしますとからしますとからしますと、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ホホホホウレウレウレウレンンンンソウソウソウソウ、、、、裸裸裸裸でででで置置置置いてありますいてありますいてありますいてありますねねねね、、、、ちょちょちょちょっっっっとととと冷冷冷冷気気気気をををを当当当当てながらてながらてながらてながら販販販販売売売売してしてしてしておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、ナナナナイロンイロンイロンイロンでくるでくるでくるでくるっっっっとまいてとまいてとまいてとまいて陳列棚陳列棚陳列棚陳列棚にににに置置置置いてあるんですいてあるんですいてあるんですいてあるんです。。。。そそそそれでれでれでれで、、、、こういうことがあこういうことがあこういうことがあこういうことがあっっっったんでたんでたんでたんですすすす。。。。包装包装包装包装してなくてしてなくてしてなくてしてなくて、、、、生生生生のままのままのままのままそそそそこにこにこにこに置置置置いてありましたらいてありましたらいてありましたらいてありましたら、、、、そそそそれがやはりれがやはりれがやはりれがやはり買買買買いいいい物物物物かごかごかごかごにににに入入入入れるときにとかれるときにとかれるときにとかれるときにとか、、、、どこかのどこかのどこかのどこかの時時時時点点点点でででで、、、、ホホホホウレウレウレウレンンンンソウソウソウソウのののの葉葉葉葉とかとかとかとか、、、、そそそそれかられかられかられから一一一一番番番番ひひひひどいのがどいのがどいのがどいのがネネネネギギギギなんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、そそそそれがれがれがれが通路通路通路通路にににに落落落落ちていてちていてちていてちていて、、、、次次次次ののののおおおお客客客客様様様様がががが滑滑滑滑っっっってててて転転転転ばれてばれてばれてばれて、、、、病院病院病院病院ににににおおおお連連連連れしたとかれしたとかれしたとかれしたとか、、、、そそそそういうういうういうういう安安安安全全全全面面面面もももも包装包装包装包装にはにはにはには 1 つあるんですつあるんですつあるんですつあるんです。。。。だからだからだからだから、、、、ごみのごみのごみのごみの、、、、おっおっおっおっししししゃゃゃゃるのるのるのるのはよくわかるんですけれどもはよくわかるんですけれどもはよくわかるんですけれどもはよくわかるんですけれども、、、、そそそそこらこらこらこら辺辺辺辺のことものことものことものことも、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな多方多方多方多方面面面面のののの問題問題問題問題がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないないないない部部部部分分分分とととと、、、、我我我我々々々々がががが考考考考えずえずえずえずにににに過過過過剰剰剰剰包装包装包装包装しているしているしているしている部部部部分分分分とととと、、、、このこのこのこの 2 種類種類種類種類がありますがありますがありますがありますものでものでものでもので、、、、またこういうまたこういうまたこういうまたこういう機機機機会会会会がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら、、、、1 つつつつ 1 つつつつ分分分分析析析析してしてしてして、、、、過過過過剰剰剰剰包装包装包装包装部部部部分分分分はははは、、、、ほほほほんとうんとうんとうんとうにににに企業企業企業企業としてもとしてもとしてもとしても削減削減削減削減していかしていかしていかしていかなきなきなきなきゃゃゃゃならないとならないとならないとならないと、、、、このようにこのようにこのようにこのように思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 

 竹内竹内竹内竹内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 

  そそそそうですうですうですうですねねねね。。。。三神三神三神三神さんのとこでとさんのとこでとさんのとこでとさんのとこでとっっっってててておおおおられるようなられるようなられるようなられるような、、、、ああいうああいうああいうああいうアンアンアンアンケケケケートートートートというのはというのはというのはというのは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事だとだとだとだと思思思思いますいますいますいますねねねね。。。。そそそそういうものをういうものをういうものをういうものを調調調調べべべべながらながらながらながら、、、、消費者消費者消費者消費者もももも、、、、そそそそれかられかられかられから販販販販売売売売、、、、製造製造製造製造関係関係関係関係もももも、、、、やはりやはりやはりやはり一一一一緒緒緒緒にににに考考考考ええええていくことがていくことがていくことがていくことが必要必要必要必要なんではないかなというなんではないかなというなんではないかなというなんではないか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。。。。 

  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、、、、このこのこのこの件件件件についてはについてはについてはについては何何何何かごかごかごかご意意意意見見見見……。。。。ああああ、、、、先先先先生生生生、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。 

 安井副学長安井副学長安井副学長安井副学長 

  イオンイオンイオンイオンさんがよくさんがよくさんがよくさんがよく頑張頑張頑張頑張っっっってててておおおおられるのはよくられるのはよくられるのはよくられるのはよく知知知知っっっっているんですているんですているんですているんですがががが、、、、京都京都京都京都のののの東山店東山店東山店東山店でうまでうまでうまでうまくくくく有有有有料化料化料化料化できてできてできてできて、、、、マイバッグマイバッグマイバッグマイバッグのののの持持持持参参参参率率率率がががが 80％％％％をををを超超超超したとしたとしたとしたと。。。。これはこれはこれはこれは、、、、今今今今はどうなんですかはどうなんですかはどうなんですかはどうなんですか、、、、解解解解釈釈釈釈としてはとしてはとしてはとしては、、、、京都京都京都京都だからできたというだからできたというだからできたというだからできたという解解解解釈釈釈釈なのかなのかなのかなのか、、、、京都京都京都京都はははは、、、、確確確確かにかにかにかに地方地方地方地方ととととしてはしてはしてはしてはかなりかなりかなりかなり意識意識意識意識がががが進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる地地地地域域域域ではあるんですがではあるんですがではあるんですがではあるんですが、、、、そそそそうなのかうなのかうなのかうなのか、、、、そそそそれでもうれでもうれでもうれでもう、、、、これならこれならこれならこれなら全全全全国国国国いけるいけるいけるいけるというごというごというごというご判判判判断断断断にににに向向向向かうのかかうのかかうのかかうのか、、、、そそそそのあたりのあたりのあたりのあたりですですですです。。。。 

  といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは、、、、このこのこのこの間間間間、、、、中中中中国国国国のののの奥奥奥奥地地地地のののの雲雲雲雲南南南南省省省省ののののほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに奥奥奥奥のののの奥奥奥奥にににに入入入入っっっってててていきましたいきましたいきましたいきました。。。。向向向向こうこうこうこうのののの人人人人がががが言言言言うにはうにはうにはうには、、、、もうもうもうもうレレレレジジジジ袋袋袋袋なんてなんてなんてなんて我我我我々々々々ややややっっっってないてないてないてないっっっってててて言言言言うんですうんですうんですうんですねねねね、、、、中中中中国国国国のののの奥奥奥奥地地地地がががが。「。「。「。「いやいやいやいや、、、、ほほほほんとんとんとんと？？？？」」」」っっっってててて言言言言っっっってててて見見見見にいにいにいにいっっっったらたらたらたら、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋はないんはないんはないんはないんじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、先先先先ほほほほどどどどおっおっおっおっししししゃっゃっゃっゃっていたていたていたていた、、、、バイオバイオバイオバイオマスマスマスマス的的的的ななななセセセセルロースルロースルロースルロース、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうにそそそそうかどうかよくわからなかうかどうかよくわからなかうかどうかよくわからなかうかどうかよくわからなかっっっったたたたんですけどんですけどんですけどんですけど、、、、そそそそんなものをんなものをんなものをんなものを使使使使いいいい始始始始めてめてめてめていましたいましたいましたいました。。。。どうもどうもどうもどうも何何何何かかかか、、、、最最最最近近近近中中中中国国国国にににに負負負負けているんけているんけているんけているんじじじじゃゃゃゃないかなないかなないかなないかな、、、、みたいなみたいなみたいなみたいな感感感感じじじじがありましがありましがありましがありましたたたた。。。。そそそそのあたりのあたりのあたりのあたり見見見見るとるとるとると、、、、やはりやはりやはりやはり日本日本日本日本ももももそろそろそろそろそろそろそろそろ踏踏踏踏みみみみ切切切切らないといくららないといくららないといくららないといくら何何何何でもまでもまでもまでもまずずずずいかないかないかないかな、、、、みたいにみたいにみたいにみたいに思思思思うんですけどうんですけどうんですけどうんですけど、、、、そそそそのあたりいかがでござのあたりいかがでござのあたりいかがでござのあたりいかがでございましょういましょういましょういましょう。。。。 

 茶谷副店長茶谷副店長茶谷副店長茶谷副店長     東山二東山二東山二東山二条条条条ののののおおおお店店店店がががが一一一一番先番先番先番先駆駆駆駆者的者的者的者的ななななおおおお店店店店になりましたのでになりましたのでになりましたのでになりましたので、、、、あとあとあとあと伊勢伊勢伊勢伊勢店店店店とかとかとかとか、、、、仙台仙台仙台仙台ののののほほほほうううう、、、、ほほほほとんどとんどとんどとんど、、、、実実実実施施施施すればもうすればもうすればもうすればもう持持持持参参参参率率率率がががが 80％％％％前後前後前後前後になになになになっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。ということはということはということはということは、、、、実実実実施施施施してしてしてしてしましましましまええええばいいんですけばいいんですけばいいんですけばいいんですけれどもれどもれどもれども、、、、ただただただただ、、、、会社会社会社会社としましてもとしましてもとしましてもとしましても、、、、地地地地域域域域のののの皆様方皆様方皆様方皆様方にきちにきちにきちにきちっっっっとごとごとごとご理解理解理解理解いただくいただくいただくいただく必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考考考考ええええてててておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、全全全全社社社社的的的的にはにはにはには前向前向前向前向きなんですけれどもきなんですけれどもきなんですけれどもきなんですけれども、、、、全全全全国一国一国一国一斉斉斉斉ににににイオンイオンイオンイオンがするとかがするとかがするとかがするとか、、、、そそそそういうようなういうようなういうようなういうような動動動動きはきはきはきは、、、、すすすすぐぐぐぐにはにはにはには難難難難しいとこしいとこしいとこしいところろろろがありますがありますがありますがあります。。。。 

 竹内竹内竹内竹内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 
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  随随随随分分分分もうもうもうもう時時時時間間間間がががが終終終終わりにわりにわりにわりに来来来来たんですがたんですがたんですがたんですが、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな予定予定予定予定していたことがしていたことがしていたことがしていたことが、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか時時時時間間間間内内内内ででででおおおお話話話話ししていただけなくてししていただけなくてししていただけなくてししていただけなくて、、、、大変申大変申大変申大変申しわけないんですがしわけないんですがしわけないんですがしわけないんですが、、、、今今今今、、、、消費者消費者消費者消費者ののののほほほほうのうのうのうの、、、、グリーグリーグリーグリーンコンシューマーンコンシューマーンコンシューマーンコンシューマーのいのいのいのいろろろろんなんなんなんな、、、、先先先先ほほほほどどどど出出出出ていましたていましたていましたていましたアンアンアンアンケケケケートートートートなどなどなどなど、、、、そそそそれかられかられかられから業業業業界界界界のののの井口井口井口井口さんさんさんさん、、、、茶谷茶谷茶谷茶谷さんのさんのさんのさんのおおおお話話話話などもなどもなどもなども含含含含めてめてめてめて、、、、行行行行政政政政としてこれからどういうとしてこれからどういうとしてこれからどういうとしてこれからどういうふふふふうにこのうにこのうにこのうにこの問題問題問題問題にににに対対対対ししししてててて進進進進めていこうとめていこうとめていこうとめていこうと思思思思っっっってててておおおおられるのかられるのかられるのかられるのか、、、、簡簡簡簡単単単単ににににおおおお話話話話しいただければとしいただければとしいただければとしいただければと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 浦田班長浦田班長浦田班長浦田班長 

  行行行行政政政政としてはとしてはとしてはとしては、、、、1 つはつはつはつは、、、、普及普及普及普及啓啓啓啓発発発発というのもというのもというのもというのも行行行行政政政政のののの大事大事大事大事なななな役割役割役割役割のののの 1 つつつつじゃじゃじゃじゃないかなというないかなというないかなというないかなというふふふふうにうにうにうに思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。そそそそれでれでれでれで、、、、10 月月月月 20 日日日日土曜土曜土曜土曜日日日日、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは 21 日日日日日日日日曜曜曜曜日日日日にににに、、、、富山富山富山富山市市市市ののののテテテテククククノノノノホールホールホールホールでとやまでとやまでとやまでとやま環境環境環境環境フフフフェェェェアアアア 2007 というのをというのをというのをというのを開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします。。。。地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化防止防止防止防止にににに関関関関するするするする普及普及普及普及啓啓啓啓発発発発とあわせてとあわせてとあわせてとあわせて 3R のののの推進推進推進推進につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても呼呼呼呼びびびびかけをしていきたいなというかけをしていきたいなというかけをしていきたいなというかけをしていきたいなというふふふふうにうにうにうに思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 

  あとあとあとあと、、、、2 つつつつ目目目目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、、、、先先先先ほほほほどちょどちょどちょどちょっっっっとごとごとごとご説明説明説明説明いたしましたいたしましたいたしましたいたしました富山県富山県富山県富山県ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル認認認認定定定定制度制度制度制度でございますでございますでございますでございます。。。。エコショップエコショップエコショップエコショップ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはエコエコエコエコ事事事事業業業業所所所所といといといといっっっったものをたものをたものをたものを県県県県ののののホームホームホームホームペペペペーーーージジジジでもでもでもでも紹介紹介紹介紹介してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。ですからですからですからですから、、、、県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんにはさんにはさんにはさんには、、、、こういこういこういこういっっっったたたた環境環境環境環境にににに配配配配慮慮慮慮したしたしたした店店店店舗舗舗舗でででで買買買買いいいい物物物物をしていただくということでをしていただくということでをしていただくということでをしていただくということで、、、、ぜひぜひぜひぜひチェチェチェチェックックックックをしていただければというをしていただければというをしていただければというをしていただければというふふふふうにうにうにうに思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど安井安井安井安井先先先先生生生生ののののほほほほうからうからうからうから、、、、自自自自治治治治体体体体がががが主主主主体的体的体的体的にもにもにもにもっっっっとととと音音音音頭頭頭頭をとをとをとをとっっっってやるてやるてやるてやるべべべべきだというこきだというこきだというこきだということでとでとでとで激激激激励励励励をををを受受受受けたわけでございますのでけたわけでございますのでけたわけでございますのでけたわけでございますので、、、、私私私私どものどものどものどものほほほほうもうもうもうも、、、、創創創創意意意意工夫工夫工夫工夫しながらしながらしながらしながら 3R のののの推進推進推進推進にににに向向向向けてけてけてけて頑張頑張頑張頑張っっっっていきたいというていきたいというていきたいというていきたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っっっってててておおおおりりりりますますますます。。。。 

 竹内竹内竹内竹内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 

  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。。。。時時時時間間間間ががががほほほほとんどないんですがとんどないんですがとんどないんですがとんどないんですが、、、、せせせせっっっっかくのかくのかくのかくの機機機機会会会会ですのでですのでですのでですので、、、、申申申申しわけないですがしわけないですがしわけないですがしわけないですが、、、、おおおお一一一一人人人人だけだけだけだけ、、、、どなたかごどなたかごどなたかごどなたかご質問質問質問質問がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら質問質問質問質問していただきたいんしていただきたいんしていただきたいんしていただきたいんですがですがですがですが、、、、いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。どなたどなたどなたどなたへへへへのののの質問質問質問質問かかかかおっおっおっおっししししゃっゃっゃっゃっていただければていただければていただければていただければ。。。。 

 質問質問質問質問 

  すみませんすみませんすみませんすみません、、、、質問質問質問質問でなくてでなくてでなくてでなくて恐恐恐恐縮縮縮縮なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、おおおお願願願願いといいますかいといいますかいといいますかいといいますか、、、、きょうきょうきょうきょう、、、、このこのこのこの会場会場会場会場にににに来来来来ていらていらていらていらっっっっししししゃゃゃゃるるるる方方方方はははは非常非常非常非常にににに意識意識意識意識があるとがあるとがあるとがあると思思思思うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、いかにこのいかにこのいかにこのいかにこの意識意識意識意識をををを高高高高めめめめるかというとこるかというとこるかというとこるかというところろろろにいくとにいくとにいくとにいくと、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな側側側側面面面面、、、、茶谷茶谷茶谷茶谷さんとさんとさんとさんと三神三神三神三神さんのやりとりでかいまさんのやりとりでかいまさんのやりとりでかいまさんのやりとりでかいま見見見見たたたたんですけれどもんですけれどもんですけれどもんですけれども、、、、結局結局結局結局、、、、物物物物理的理的理的理的なななな、、、、量量量量的的的的ななななデータデータデータデータのののの話話話話というのがいというのがいというのがいというのがいろろろろいいいいろろろろありましたけれありましたけれありましたけれありましたけれどもどもどもども、、、、ややややっぱっぱっぱっぱりりりり環境会環境会環境会環境会計計計計的的的的なななな、、、、コストコストコストコストというというというという切切切切りりりり口口口口でででで、、、、そそそそういうういうういうういうデータデータデータデータもももも織織織織りまりまりまりまぜぜぜぜてててて、、、、ままままああああ、、、、竹内竹内竹内竹内さんのさんのさんのさんのほほほほうからはうからはうからはうからはそそそそういうういうういうういう話話話話、、、、若干若干若干若干事例事例事例事例がありましたけどがありましたけどがありましたけどがありましたけど、、、、そそそそういうういうういうういう話話話話をするとをするとをするとをすると、、、、ももももっっっっともともともともっっっっとみんなとみんなとみんなとみんな関関関関心心心心をををを持持持持っっっっていくんではなかていくんではなかていくんではなかていくんではなかろろろろうかなといううかなといううかなといううかなというふふふふうなうなうなうな思思思思いをしましたもいをしましたもいをしましたもいをしましたものですからのですからのですからのですから、、、、ぜひぜひぜひぜひコストコストコストコスト面面面面もももも、、、、業者業者業者業者、、、、メメメメーカーーカーーカーーカーさんはさんはさんはさんはコストコストコストコスト、、、、自分自分自分自分のとこのとこのとこのところろろろでででで払払払払っっっっているているているているわけですけどわけですけどわけですけどわけですけど、、、、民民民民間間間間、、、、自分自分自分自分もももも含含含含めてめてめてめてそそそそうですけれどもうですけれどもうですけれどもうですけれども、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、そそそそれはどこでれはどこでれはどこでれはどこで負負負負担担担担しているしているしているしているのかというのかというのかというのかというふふふふうなうなうなうな話話話話になるとになるとになるとになると、、、、行行行行政政政政ののののほほほほうのうのうのうの絡絡絡絡みもかかわみもかかわみもかかわみもかかわっっっってくるものですからてくるものですからてくるものですからてくるものですからねねねね、、、、環境環境環境環境会会会会計計計計なりなりなりなり、、、、環境経環境経環境経環境経済済済済というかというかというかというか、、、、まあまあまあまあ、、、、そそそそういういういういっっっったとこたとこたとこたところろろろのののの側側側側面面面面もももも重重重重ねねねねてててて、、、、あわせてやるとあわせてやるとあわせてやるとあわせてやると、、、、さらにさらにさらにさらに意識意識意識意識がががが広広広広ままままっっっっていくんていくんていくんていくんじゃじゃじゃじゃないかなというないかなというないかなというないかなというふふふふうにうにうにうに思思思思いましたいましたいましたいました、、、、きょうのきょうのきょうのきょうの話話話話をををを聞聞聞聞いていていていててててて。。。。 

 



 45 

竹内竹内竹内竹内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 

  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。。。。今今今今、、、、最初最初最初最初ににににおっおっおっおっししししゃっゃっゃっゃったたたた、、、、確確確確かにかにかにかに私私私私、、、、後後後後でちょでちょでちょでちょっっっっととととおおおお話話話話ししようとししようとししようとししようと思思思思っっっったんですがたんですがたんですがたんですが、、、、こういうことをやりますとこういうことをやりますとこういうことをやりますとこういうことをやりますと、、、、集集集集ままままっっっってててておおおおられるられるられるられる方方方方はははは大大大大概概概概、、、、日日日日ごごごごろろろろからからからから関関関関心心心心のあるのあるのあるのある方方方方なんですよなんですよなんですよなんですよねねねね。。。。だけどだけどだけどだけど、、、、ここだけでここだけでここだけでここだけで、「、「、「、「ああああああああ、、、、そそそそうだうだうだうだ、、、、そそそそうだうだうだうだ、、、、いいいいいことだいことだいことだいことだ」」」」とととと言言言言っっっってててて終終終終わわわわっっっったのではたのではたのではたのではなかなかなかなかなかなかなかなか広広広広がりませんのでがりませんのでがりませんのでがりませんので、、、、ぜひぜひぜひぜひ皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、今今今今後後後後周周周周りにりにりにりに、、、、ここでいここでいここでいここでいろろろろいいいいろおろおろおろお話聞話聞話聞話聞いたことなどもいたことなどもいたことなどもいたことなども含含含含めてめてめてめて広広広広げていげていげていげていっっっっていただければというていただければというていただければというていただければというふふふふうにうにうにうに思思思思ううううわけでありますわけでありますわけでありますわけであります。。。。 

  ではではではでは、、、、時時時時間間間間がまいりましたがまいりましたがまいりましたがまいりました。。。。今今今今おおおお話話話話ありましたようなありましたようなありましたようなありましたような、、、、もうちょもうちょもうちょもうちょっっっっとととと煮煮煮煮詰詰詰詰ままままっっっったいたいたいたいろろろろんんんんなななな話話話話ができるとよかができるとよかができるとよかができるとよかっっっったんですがたんですがたんですがたんですが、、、、そそそそこまでこまでこまでこまで話話話話がががが進進進進まなくてまなくてまなくてまなくて大変申大変申大変申大変申しわけなかしわけなかしわけなかしわけなかっっっったとたとたとたと思思思思いいいいますがますがますがますが、、、、安井安井安井安井先先先先生生生生、、、、何何何何かかかか講講講講評評評評みたいなことみたいなことみたいなことみたいなこと、、、、いただけますかいただけますかいただけますかいただけますか。。。。よよよよろろろろしいですかしいですかしいですかしいですか。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありがとうございましたりがとうございましたりがとうございましたりがとうございました。。。。 

  結局結局結局結局はははは、、、、きょうきょうきょうきょう集集集集ままままっっっっていただきましたていただきましたていただきましたていただきました製造製造製造製造関係関係関係関係、、、、販販販販売売売売関係関係関係関係、、、、消費者消費者消費者消費者、、、、行行行行政政政政、、、、そそそそしてもしてもしてもしてもちちちちろろろろんんんん皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、一一一一体体体体になになになになっっっってこのてこのてこのてこの 3R というものをというものをというものをというものを進進進進めていかないとめていかないとめていかないとめていかないと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか成成成成果果果果はははは上上上上ががががらないだらないだらないだらないだろろろろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。連連連連携携携携、、、、協力協力協力協力をしていくことがをしていくことがをしていくことがをしていくことが非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なんだなんだなんだなんだろろろろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、やはりやはりやはりやはり容容容容器器器器包装包装包装包装、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物だけだけだけだけじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、環境問題環境問題環境問題環境問題というのはというのはというのはというのは、、、、環境環境環境環境にいいにいいにいいにいいことをしたらことをしたらことをしたらことをしたらそそそそれだけのれだけのれだけのれだけの得得得得をするといいますかをするといいますかをするといいますかをするといいますか、、、、メメメメリットリットリットリットがあるというようながあるというようながあるというようながあるというようなシスシスシスシステテテテムムムムがががが私私私私はははは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事だとだとだとだと思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。ただただただただモモモモラルラルラルラルにににに訴訴訴訴ええええてててて、「、「、「、「環境環境環境環境にいいからこうしましょにいいからこうしましょにいいからこうしましょにいいからこうしましょうううう、、、、ああしましょうああしましょうああしましょうああしましょう」」」」ではだめだではだめだではだめだではだめだろろろろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。ドイドイドイドイツツツツはははは環境環境環境環境先先先先進国進国進国進国とととと言言言言われてわれてわれてわれておおおおりまりまりまりますがすがすがすが、、、、ああああそそそそこもこもこもこもモモモモラルラルラルラルだけだだけだだけだだけだっっっったらたらたらたら絶絶絶絶対対対対ううううまくいかないとまくいかないとまくいかないとまくいかないと思思思思いますいますいますいます。。。。やはりやはりやはりやはり環境環境環境環境にいいこにいいこにいいこにいいことをしたらとをしたらとをしたらとをしたら得得得得をするというをするというをするというをするというシスシスシスシステテテテムムムム、、、、これはやはりこれはやはりこれはやはりこれはやはり行行行行政政政政なりなりなりなり政政政政府府府府なりがきちなりがきちなりがきちなりがきちっっっっとやらなきとやらなきとやらなきとやらなきゃゃゃゃいけないことかなといういけないことかなといういけないことかなといういけないことかなというふふふふうにうにうにうに思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 

  最後最後最後最後にににに、、、、1 つだけつだけつだけつだけ、、、、ちょちょちょちょっっっっとととと準備準備準備準備しましたものをしましたものをしましたものをしましたものを見見見見ていただいてていただいてていただいてていただいて終終終終わりにさせていただきわりにさせていただきわりにさせていただきわりにさせていただきたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、おそおそおそおそらくらくらくらく皆皆皆皆さんどこかでいさんどこかでいさんどこかでいさんどこかでいろろろろんなんなんなんな形形形形でででで見見見見てててておおおおられるとられるとられるとられると思思思思いますいますいますいますがががが、、、、数数数数年年年年前前前前にににに、、、、デンマークデンマークデンマークデンマークへへへへ調調調調査査査査にににに行行行行っっっったときにたときにたときにたときに、、、、風風風風力発電力発電力発電力発電をつくをつくをつくをつくっっっっているているているている会社会社会社会社でいただでいただでいただでいただいてきたものですいてきたものですいてきたものですいてきたものです。。。。ここにここにここにここに書書書書いてあるのはいてあるのはいてあるのはいてあるのは、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、このこのこのこの地球地球地球地球というのはというのはというのはというのは子子子子供供供供たちからたちからたちからたちからのののの借借借借りりりり物物物物であるとであるとであるとであると。。。。だからだからだからだから、、、、そそそそれをれをれをれを汚汚汚汚さないでさないでさないでさないで、、、、汚汚汚汚したならきれいにしてしたならきれいにしてしたならきれいにしてしたならきれいにして返返返返しましょうとしましょうとしましょうとしましょうというようなことがいうようなことがいうようなことがいうようなことが書書書書いてあるいてあるいてあるいてある、、、、インディアンインディアンインディアンインディアンのことわざでありますのことわざでありますのことわざでありますのことわざであります。。。。ごごごご存存存存じじじじのののの方方方方もいらもいらもいらもいらっっっっししししゃゃゃゃるかとるかとるかとるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、地球地球地球地球をををを汚汚汚汚さないでさないでさないでさないで子子子子孫孫孫孫にににに返返返返していきたいなというしていきたいなというしていきたいなというしていきたいなというふふふふうにうにうにうに思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。そそそそうすればうすればうすればうすれば、、、、環境環境環境環境はははは悪悪悪悪くならないんではないかとくならないんではないかとくならないんではないかとくならないんではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 これをこれをこれをこれを今日今日今日今日のののの最後最後最後最後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、、、、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。。。。ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに長時長時長時長時間間間間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。。。。安井安井安井安井先先先先生生生生にはにはにはにはほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに基調講演基調講演基調講演基調講演からからからから長長長長々々々々ととととおおおおつきつきつきつき合合合合いいただきましていいただきましていいただきましていいただきまして、、、、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。。。。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もももも、、、、そそそそれかられかられかられから会場会場会場会場のののの皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも、、、、どうもどうもどうもどうも長時長時長時長時間間間間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。。。。これでこれでこれでこれ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終終終終わらせていただきたいとわらせていただきたいとわらせていただきたいとわら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 

  竹内竹内竹内竹内先先先先生生生生、、、、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、、、、そそそそしてしてしてして安井安井安井安井先先先先生生生生にににに、、、、もうもうもうもう一一一一度度度度盛大盛大盛大盛大なななな拍手拍手拍手拍手ををををおおおお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしますますますます。（。（。（。（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にはにはにはには、、、、長時長時長時長時間間間間にわたりにわたりにわたりにわたり熱熱熱熱心心心心ににににおおおお聞聞聞聞きいただきましてきいただきましてきいただきましてきいただきまして、、、、どうもありがとうござどうもありがとうござどうもありがとうござどうもありがとうございましたいましたいましたいました。。。。本日本日本日本日ののののフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムのののの内内内内容容容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、、、、後後後後日日日日、、、、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ゼロエミッションフゼロエミッションフゼロエミッションフォーラムォーラムォーラムォーラムののののホームホームホームホームペペペページージージージでででで報告報告報告報告書書書書がががが取取取取りまとめられりまとめられりまとめられりまとめられ、、、、掲掲掲掲載載載載されるされるされるされる予定予定予定予定となとなとなとなっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。
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またまたまたまたそそそそちらのちらのちらのちらのほほほほうもごらんいただきましてうもごらんいただきましてうもごらんいただきましてうもごらんいただきまして、、、、ごごごご参参参参考考考考としていただければとしていただければとしていただければとしていただければ幸幸幸幸いにいにいにいに存存存存じじじじますますますます。。。。 

  そそそそれではれではれではれでは、、、、これをもちましてこれをもちましてこれをもちましてこれをもちまして、、、、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・・・・富山富山富山富山をををを閉閉閉閉会会会会いたしいたしいたしいたしますますますます。。。。おおおお忘忘忘忘れもののないようにれもののないようにれもののないようにれもののないように、、、、おおおお気気気気をつけてをつけてをつけてをつけておおお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。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、冒冒冒冒頭頭頭頭にににに申申申申しましたしましたしましたしました、、、、アンアンアンアンケケケケートートートート調調調調査査査査のののの用用用用紙紙紙紙、、、、おおおお帰帰帰帰りのりのりのりの際際際際にににに回回回回収収収収ボボボボックスックスックスックスののののほほほほうにうにうにうにおおおお入入入入れいただければれいただければれいただければれいただければ大変大変大変大変ありがたくありがたくありがたくありがたく存存存存じじじじますますますます。。。。 

  そそそそれではれではれではれでは、、、、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。。。。 

 

 

 竹内竹内竹内竹内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 

  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。。。。今今今今、、、、最初最初最初最初ににににおっおっおっおっししししゃっゃっゃっゃったたたた、、、、確確確確かにかにかにかに私私私私、、、、後後後後でちょでちょでちょでちょっっっっととととおおおお話話話話しししししようとしようとしようとしようと思思思思っっっったんですがたんですがたんですがたんですが、、、、こういうことをやりますとこういうことをやりますとこういうことをやりますとこういうことをやりますと、、、、集集集集ままままっっっってててておおおおられるられるられるられる方方方方はははは大大大大概概概概、、、、日日日日ごごごごろろろろからからからから関関関関心心心心のあるのあるのあるのある方方方方なんですよなんですよなんですよなんですよねねねね。。。。だけどだけどだけどだけど、、、、ここだけでここだけでここだけでここだけで、「、「、「、「ああああああああ、、、、そそそそうだうだうだうだ、、、、そそそそうだうだうだうだ、、、、いいいいいことだいことだいことだいことだ」」」」とととと言言言言っっっってててて終終終終わわわわっっっったのではなかなかたのではなかなかたのではなかなかたのではなかなか広広広広がりませんのでがりませんのでがりませんのでがりませんので、、、、ぜひぜひぜひぜひ皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、今今今今後後後後周周周周りにりにりにりに、、、、ここでいここでいここでいここでいろろろろいいいいろおろおろおろお話聞話聞話聞話聞いたことなどもいたことなどもいたことなどもいたことなども含含含含めてめてめてめて広広広広げていげていげていげていっっっっていただければというていただければというていただければというていただければというふふふふうにうにうにうに思思思思ううううわけでありますわけでありますわけでありますわけであります。。。。 

  ではではではでは、、、、時時時時間間間間がまいりましたがまいりましたがまいりましたがまいりました。。。。今今今今おおおお話話話話ありましたようなありましたようなありましたようなありましたような、、、、もうちょもうちょもうちょもうちょっっっっとととと煮煮煮煮詰詰詰詰ままままっっっったいたいたいたいろろろろんんんんなななな話話話話ができるとよかができるとよかができるとよかができるとよかっっっったんですがたんですがたんですがたんですが、、、、そそそそこまでこまでこまでこまで話話話話がががが進進進進まなくてまなくてまなくてまなくて大変申大変申大変申大変申しわけなかしわけなかしわけなかしわけなかっっっったとたとたとたと思思思思いいいいますがますがますがますが、、、、安井安井安井安井先先先先生生生生、、、、何何何何かかかか講講講講評評評評みたいなことみたいなことみたいなことみたいなこと、、、、いただけますかいただけますかいただけますかいただけますか。。。。よよよよろろろろしいですかしいですかしいですかしいですか。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありがとうございましたりがとうございましたりがとうございましたりがとうございました。。。。 

  結局結局結局結局はははは、、、、きょうきょうきょうきょう集集集集ままままっっっっていただきましたていただきましたていただきましたていただきました製造製造製造製造関係関係関係関係、、、、販販販販売売売売関係関係関係関係、、、、消費者消費者消費者消費者、、、、行行行行政政政政、、、、そそそそしてもしてもしてもしてもちちちちろろろろんんんん皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、一一一一体体体体になになになになっっっってこのてこのてこのてこの 3R というものをというものをというものをというものを進進進進めていかないとめていかないとめていかないとめていかないと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか成成成成果果果果はははは上上上上ががががらないだらないだらないだらないだろろろろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。連連連連携携携携、、、、協力協力協力協力をしていくことがをしていくことがをしていくことがをしていくことが非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なんだなんだなんだなんだろろろろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、やはりやはりやはりやはり容容容容器器器器包装包装包装包装、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物だけだけだけだけじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、環境問題環境問題環境問題環境問題というのはというのはというのはというのは、、、、環境環境環境環境にいいにいいにいいにいいことをしたらことをしたらことをしたらことをしたらそそそそれだけのれだけのれだけのれだけの得得得得をするといいますかをするといいますかをするといいますかをするといいますか、、、、メメメメリットリットリットリットがあるというようながあるというようながあるというようながあるというようなシスシスシスシステテテテムムムムがががが私私私私はははは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事だとだとだとだと思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。ただただただただモモモモラルラルラルラルにににに訴訴訴訴ええええてててて、「、「、「、「環境環境環境環境にいいからこうしましょにいいからこうしましょにいいからこうしましょにいいからこうしましょうううう、、、、ああしましょうああしましょうああしましょうああしましょう」」」」ではだめだではだめだではだめだではだめだろろろろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。ドイドイドイドイツツツツはははは環境環境環境環境先先先先進国進国進国進国とととと言言言言われてわれてわれてわれておおおおりまりまりまりますがすがすがすが、、、、ああああそそそそこもこもこもこもモモモモラルラルラルラルだけだだけだだけだだけだっっっったらたらたらたら絶絶絶絶対対対対うまくいかないとうまくいかないとうまくいかないとうまくいかないと思思思思いますいますいますいます。。。。やはりやはりやはりやはり環境環境環境環境にいいこにいいこにいいこにいいことをしたらとをしたらとをしたらとをしたら得得得得をするというをするというをするというをするというシスシスシスシステテテテムムムム、、、、これはやはりこれはやはりこれはやはりこれはやはり行行行行政政政政なりなりなりなり政政政政府府府府なりがきちなりがきちなりがきちなりがきちっっっっとやらなきとやらなきとやらなきとやらなきゃゃゃゃいけないことかなといういけないことかなといういけないことかなといういけないことかなというふふふふうにうにうにうに思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 

  最後最後最後最後にににに、、、、1 つだけつだけつだけつだけ、、、、ちょちょちょちょっっっっとととと準備準備準備準備しましたものをしましたものをしましたものをしましたものを見見見見ていただいてていただいてていただいてていただいて終終終終わりにさせていただきわりにさせていただきわりにさせていただきわりにさせていただきたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、おそおそおそおそらくらくらくらく皆皆皆皆さんどこかでいさんどこかでいさんどこかでいさんどこかでいろろろろんなんなんなんな形形形形でででで見見見見てててておおおおられられられられるとるとるとると思思思思いますいますいますいますがががが、、、、数数数数年年年年前前前前にににに、、、、デンマークデンマークデンマークデンマークへへへへ調調調調査査査査にににに行行行行っっっったときにたときにたときにたときに、、、、風風風風力発電力発電力発電力発電をつくをつくをつくをつくっっっっているているているている会社会社会社会社でいただでいただでいただでいただいてきたものですいてきたものですいてきたものですいてきたものです。。。。ここにここにここにここに書書書書いてあるのはいてあるのはいてあるのはいてあるのは、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、このこのこのこの地球地球地球地球というのはというのはというのはというのは子子子子供供供供たちからたちからたちからたちからのののの借借借借りりりり物物物物であるとであるとであるとであると。。。。だからだからだからだから、、、、そそそそれをれをれをれを汚汚汚汚さないでさないでさないでさないで、、、、汚汚汚汚したならきれいにしてしたならきれいにしてしたならきれいにしてしたならきれいにして返返返返しましょうとしましょうとしましょうとしましょうというようなことがいうようなことがいうようなことがいうようなことが書書書書いてあるいてあるいてあるいてある、、、、インディアンインディアンインディアンインディアンのことわざでありますのことわざでありますのことわざでありますのことわざであります。。。。ごごごご存存存存じじじじのののの方方方方もいらもいらもいらもいらっっっっししししゃゃゃゃるかとるかとるかとるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、地球地球地球地球をををを汚汚汚汚さないでさないでさないでさないで子子子子孫孫孫孫にににに返返返返していきたいなというしていきたいなというしていきたいなというしていきたいなというふふふふうにうにうにうに思思思思っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。そそそそうすればうすればうすればうすれば、、、、環境環境環境環境はははは悪悪悪悪くならないんではないかとくならないんではないかとくならないんではないかとくならないんではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 これをきょうのこれをきょうのこれをきょうのこれをきょうの最後最後最後最後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、、、、パパパパネルディスカッションネルディスカッションネルディスカッションネルディスカッションををを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。。。。ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに長時長時長時長時間間間間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。。。。安井安井安井安井先先先先生生生生にはにはにはにはほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに基調講演基調講演基調講演基調講演からからからから長長長長々々々々ととととおおおおつきつきつきつき合合合合いいただきましていいただきましていいただきましていいただきまして、、、、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。。。。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もももも、、、、そそそそれかられかられかられから会場会場会場会場
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のののの皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも、、、、どうもどうもどうもどうも長時長時長時長時間間間間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。。。。これでこれでこれでこれ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終終終終わらせていただきたいとわらせていただきたいとわらせていただきたいとわら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 

  竹内竹内竹内竹内先先先先生生生生、、、、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、、、、そそそそしてしてしてして安井安井安井安井先先先先生生生生にににに、、、、もうもうもうもう一一一一度度度度盛大盛大盛大盛大なななな拍手拍手拍手拍手ををををおおおお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしますますますます。（。（。（。（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にはにはにはには、、、、長時長時長時長時間間間間にわたりにわたりにわたりにわたり熱熱熱熱心心心心ににににおおおお聞聞聞聞きいたきいたきいたきいただきましてだきましてだきましてだきまして、、、、どうもありがとうござどうもありがとうござどうもありがとうござどうもありがとうございましたいましたいましたいました。。。。本日本日本日本日ののののフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムのののの内内内内容容容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、、、、後後後後日日日日、、、、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ゼロエミッションフゼロエミッションフゼロエミッションフォーラムォーラムォーラムォーラムののののホームホームホームホームペペペページージージージでででで報告報告報告報告書書書書がががが取取取取りまとめられりまとめられりまとめられりまとめられ、、、、掲掲掲掲載載載載されるされるされるされる予定予定予定予定となとなとなとなっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。またまたまたまたそそそそちらのちらのちらのちらのほほほほうもごらんいただきましてうもごらんいただきましてうもごらんいただきましてうもごらんいただきまして、、、、ごごごご参参参参考考考考としていただければとしていただければとしていただければとしていただければ幸幸幸幸いにいにいにいに存存存存じじじじますますますます。。。。 

  そそそそれではれではれではれでは、、、、これをもちましてこれをもちましてこれをもちましてこれをもちまして、、、、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・・・・富山富山富山富山をををを閉閉閉閉会会会会いたしいたしいたしいたしますますますます。。。。おおおお忘忘忘忘れもののないようにれもののないようにれもののないようにれもののないように、、、、おおおお気気気気をつけてをつけてをつけてをつけておおお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。。。。 

  そそそそれかられかられかられから、、、、冒冒冒冒頭頭頭頭にににに申申申申しましたしましたしましたしました、、、、アンアンアンアンケケケケートートートート調調調調査査査査のののの用用用用紙紙紙紙、、、、おおおお帰帰帰帰りのりのりのりの際際際際にににに回回回回収収収収ボボボボックスックスックスックスののののほほほほうにうにうにうにおおおお入入入入れいたれいたれいたれいただければだければだければだければ大変大変大変大変ありがたくありがたくありがたくありがたく存存存存じじじじますますますます。。。。 

  そそそそれではれではれではれでは、、、、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。。。。 

 

――    了了了了    ―― 


