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ゼロエミッション・イン・ゼロエミッション・イン・ゼロエミッション・イン・ゼロエミッション・イン・地域議事録地域議事録地域議事録地域議事録                                第第第第１１１１回回回回：：：：ゼロエミッション・イン・ゼロエミッション・イン・ゼロエミッション・イン・ゼロエミッション・イン・三重三重三重三重        ・・・・        ・・・・        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・                    ３３３３    （（（（１１１１））））開会挨拶開会挨拶開会挨拶開会挨拶：：：：三重県環境部総括三重県環境部総括三重県環境部総括三重県環境部総括マネジャーマネジャーマネジャーマネジャー                                        松林松林松林松林    万行万行万行万行    氏氏氏氏                    （（（（２２２２））））講演講演講演講演    １１１１．「．「．「．「ゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションで目指目指目指目指すすすす循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会」」」」                        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                    山路山路山路山路    敬三敬三敬三敬三    氏氏氏氏    ２２２２．「．「．「．「環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好循環好循環好循環好循環」」」」                        環環環環境省総合環境政策局環境計画課長境省総合環境政策局環境計画課長境省総合環境政策局環境計画課長境省総合環境政策局環境計画課長                                        谷谷谷谷    みどりみどりみどりみどり    氏氏氏氏    ３３３３．「．「．「．「環境環境環境環境とととと愛愛愛愛・・・・地球博地球博地球博地球博」」」」                        ((((財財財財)2005)2005)2005)2005 年日本国際博覧会協会会場整備本部環境年日本国際博覧会協会会場整備本部環境年日本国際博覧会協会会場整備本部環境年日本国際博覧会協会会場整備本部環境グループグループグループグループ長長長長        黒瀬黒瀬黒瀬黒瀬    英治英治英治英治    氏氏氏氏    （（（（３３３３））））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：「：「：「：「ゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションで目指目指目指目指すすすす自然自然自然自然とととと共生共生共生共生するするするする社会社会社会社会」」」」                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：：：：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    運営委員運営委員運営委員運営委員                                                        竹林竹林竹林竹林    征雄征雄征雄征雄    氏氏氏氏                パネリストパネリストパネリストパネリスト：：：：三重県度会群二見町住民課長三重県度会群二見町住民課長三重県度会群二見町住民課長三重県度会群二見町住民課長                                    小﨑小﨑小﨑小﨑    峰子峰子峰子峰子    氏氏氏氏                                        本田技研工業本田技研工業本田技研工業本田技研工業((((株株株株))))鈴鹿製作所事鈴鹿製作所事鈴鹿製作所事鈴鹿製作所事業管理部主幹業管理部主幹業管理部主幹業管理部主幹        岸岸岸岸    寿克寿克寿克寿克    氏氏氏氏                                        中部中部中部中部リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル運動市民運動市民運動市民運動市民のののの会代表会代表会代表会代表                            萩原萩原萩原萩原    喜之喜之喜之喜之    氏氏氏氏                                        井村屋製菓井村屋製菓井村屋製菓井村屋製菓((((株株株株))))環境事業設立準備室室長代理環境事業設立準備室室長代理環境事業設立準備室室長代理環境事業設立準備室室長代理        堀川堀川堀川堀川    勉良勉良勉良勉良    氏氏氏氏                                        三重大学人文学部教授三重大学人文学部教授三重大学人文学部教授三重大学人文学部教授                                                朴朴朴朴    恵淑恵淑恵淑恵淑        氏氏氏氏        （（（（４４４４））））閉会挨拶閉会挨拶閉会挨拶閉会挨拶：：：：三重県環境部総括三重県環境部総括三重県環境部総括三重県環境部総括マネジャーマネジャーマネジャーマネジャー                                        小川小川小川小川    治彦治彦治彦治彦    氏氏氏氏            第第第第２２２２回回回回：：：：ゼロエミッション・イン・ゼロエミッション・イン・ゼロエミッション・イン・ゼロエミッション・イン・三島三島三島三島        ・・・・        ・・・・        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・                ５５５５５５５５    （（（（１１１１））））開会挨拶開会挨拶開会挨拶開会挨拶        三島市長三島市長三島市長三島市長                                                                        小池政臣小池政臣小池政臣小池政臣    氏氏氏氏                   歓迎挨拶歓迎挨拶歓迎挨拶歓迎挨拶        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    山路敬三山路敬三山路敬三山路敬三    氏氏氏氏                                     佐藤三武朗佐藤三武朗佐藤三武朗佐藤三武朗    氏氏氏氏    日本大学国際関係学部長日本大学国際関係学部長日本大学国際関係学部長日本大学国際関係学部長 （（（（２２２２））））基調講演基調講演基調講演基調講演        「「「「環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好循環好循環好循環好循環をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」 環境省総合環境政策局環境計画課長環境省総合環境政策局環境計画課長環境省総合環境政策局環境計画課長環境省総合環境政策局環境計画課長                        谷谷谷谷    みどりみどりみどりみどり氏氏氏氏     「「「「廃棄物対策廃棄物対策廃棄物対策廃棄物対策とととと持続的利用持続的利用持続的利用持続的利用がががが可能可能可能可能なバイオマスなバイオマスなバイオマスなバイオマス資源資源資源資源のののの利用利用利用利用やややや技術開発技術開発技術開発技術開発     －－－－    製紙汚泥製紙汚泥製紙汚泥製紙汚泥からからからから生分解性生分解性生分解性生分解性ププププラスティックをつくるラスティックをつくるラスティックをつくるラスティックをつくる」」」」                                     静岡大学工学部物質工学科教授静岡大学工学部物質工学科教授静岡大学工学部物質工学科教授静岡大学工学部物質工学科教授                                中崎清彦中崎清彦中崎清彦中崎清彦    氏氏氏氏                                     「「「「新新新新たなたなたなたな環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷をををを生生生生まないまないまないまない自然自然自然自然エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの展望展望展望展望」」」」                                     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運営委員運営委員運営委員運営委員    竹林征雄竹林征雄竹林征雄竹林征雄    氏氏氏氏 
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（（（（３３３３））））パネルディスカションパネルディスカションパネルディスカションパネルディスカション    「「「「地地地地域内域内域内域内循環循環循環循環によによによによるゼロエミッションるゼロエミッションるゼロエミッションるゼロエミッション社会社会社会社会をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」             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     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運営委員運営委員運営委員運営委員    前前前前田田田田正尚正尚正尚正尚    氏氏氏氏                                     日本政策日本政策日本政策日本政策投投投投資資資資銀銀銀銀行政策行政策行政策行政策企企企企画部長画部長画部長画部長             パネリストパネリストパネリストパネリスト    三島市長三島市長三島市長三島市長                                                                                小池政臣小池政臣小池政臣小池政臣    氏氏氏氏                                         三島三島三島三島フォフォフォフォレレレレストクラストクラストクラストクラブブブブ役役役役員員員員・インストラクタ・インストラクタ・インストラクタ・インストラクタ                前前前前島島島島規規規規雄雄雄雄    氏氏氏氏 （（（（森森森森林林林林保全保全保全保全ボボボボランティランティランティランティアアアア市民市民市民市民団体団体団体団体））））                                     環境省総合環境政策局環境計画課長環境省総合環境政策局環境計画課長環境省総合環境政策局環境計画課長環境省総合環境政策局環境計画課長                                谷谷谷谷    みどりみどりみどりみどり氏氏氏氏                                     静岡大学工学部物質工学科教授静岡大学工学部物質工学科教授静岡大学工学部物質工学科教授静岡大学工学部物質工学科教授                                        中崎清彦中崎清彦中崎清彦中崎清彦    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運営委員運営委員運営委員運営委員    竹林征雄竹林征雄竹林征雄竹林征雄    氏氏氏氏 （（（（４４４４））））閉会挨拶閉会挨拶閉会挨拶閉会挨拶        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運営理事運営理事運営理事運営理事    谷谷谷谷口正次口正次口正次口正次    氏氏氏氏 

    第第第第３３３３回回回回：：：：ゼロエミッション・イン・みやゼロエミッション・イン・みやゼロエミッション・イン・みやゼロエミッション・イン・みやぎぎぎぎ    ・・・・        ・・・・        ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・            １１３１１３１１３１１３    （（（（１１１１））））開会挨拶開会挨拶開会挨拶開会挨拶        宮城宮城宮城宮城県県県県副知副知副知副知事事事事         加加加加藤藤藤藤正正正正人人人人    氏氏氏氏               講演講演講演講演１１１１            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理事理事理事理事             鈴鈴鈴鈴木木木木基之基之基之基之    氏氏氏氏                                      「「「「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会をををを目指目指目指目指したしたしたした新新新新しいしいしいしい 行動行動行動行動モモモモデルデルデルデルのののの推進推進推進推進」」」」             講演講演講演講演２２２２            経済経済経済経済産産産産業省業省業省業省産産産産業技術環境局業技術環境局業技術環境局業技術環境局                                                    國友宏俊國友宏俊國友宏俊國友宏俊    氏氏氏氏 環境政策課環境調環境政策課環境調環境政策課環境調環境政策課環境調和産和産和産和産業業業業推進推進推進推進室長室長室長室長 「「「「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にににに向向向向けけけけたたたた新新新新たなたなたなたな地地地地域域域域循環循環循環循環ビビビビジネスジネスジネスジネス 支支支支援援援援ののののあああありりりり方方方方」」」」     （（（（２２２２））））事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介１１１１    日本政策日本政策日本政策日本政策投投投投資資資資銀銀銀銀行政策行政策行政策行政策企企企企画部長画部長画部長画部長                                         前前前前田田田田正尚正尚正尚正尚    氏氏氏氏「「「「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会実現実現実現実現にににに向向向向けけけけたたたた 環境環境環境環境ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの展展展展開開開開とととと金融金融金融金融のののの役割役割役割役割」」」」 事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介２２２２    アアアアミタミタミタミタ株株株株式式式式会社代表会社代表会社代表会社代表取締役取締役取締役取締役社長社長社長社長                                            熊野熊野熊野熊野英英英英介介介介    氏氏氏氏 「「「「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会形成形成形成形成のののの中中中中でのでのでのでの環境環境環境環境ビビビビジネスジネスジネスジネス分分分分野野野野にににに おけおけおけおけるるるる地地地地域域域域経済経済経済経済とのとのとのとの関連関連関連関連もももも交交交交ええええたたたた新新新新たなたなたなたな可能性可能性可能性可能性     －－－－    京都京都京都京都府丹後府丹後府丹後府丹後でのでのでのでの実証実験実証実験実証実験実証実験    －」－」－」－」             事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介３３３３    株株株株式式式式会社大林会社大林会社大林会社大林組東京組東京組東京組東京本社地球環境室長本社地球環境室長本社地球環境室長本社地球環境室長                                塩塩塩塩田田田田泰泰泰泰之之之之    氏氏氏氏 「「「「建築現建築現建築現建築現場場場場におけにおけにおけにおけるゼロエミッションるゼロエミッションるゼロエミッションるゼロエミッションへへへへのののの 取取取取りりりり組組組組みみみみ－－－－    電通電通電通電通本社本社本社本社ビビビビルルルル    －」－」－」－」 
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ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・三重三重三重三重    

――――    ゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションで目指目指目指目指すすすす自然自然自然自然とととと共生共生共生共生するするするする社会社会社会社会    －－－－    

    日日日日時時時時    ：：：：    2002002002003333年年年年８８８８月月月月 22226666日日日日（（（（火火火火））））１３１３１３１３時時時時００００００００分分分分    －－－－    １１１１７７７７時時時時００００００００分分分分    場所場所場所場所    ：：：：    三重県三重県三重県三重県津津津津市市市市アアアアストストストスト津津津津アアアアストストストストホホホホールールールール    議題議題議題議題    （（（（１１１１））））開会挨拶開会挨拶開会挨拶開会挨拶：：：：三重県環境部総括三重県環境部総括三重県環境部総括三重県環境部総括マネジャーマネジャーマネジャーマネジャー                                                松林松林松林松林    万行万行万行万行    氏氏氏氏                    （（（（２２２２））））講演講演講演講演    １１１１．「．「．「．「ゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションで目指目指目指目指すすすす循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会」」」」                        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                            山路山路山路山路    敬三敬三敬三敬三    氏氏氏氏    ２２２２．「．「．「．「環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好循環好循環好循環好循環」」」」                        環境省総合環境政策局環境計画課長環境省総合環境政策局環境計画課長環境省総合環境政策局環境計画課長環境省総合環境政策局環境計画課長                                                谷谷谷谷    みどりみどりみどりみどり    氏氏氏氏    ３３３３．「．「．「．「環境環境環境環境とととと愛愛愛愛・・・・地球博地球博地球博地球博」」」」                        ((((財財財財)2005)2005)2005)2005 年日本国際博覧会協会会場整備本部環境年日本国際博覧会協会会場整備本部環境年日本国際博覧会協会会場整備本部環境年日本国際博覧会協会会場整備本部環境グループグループグループグループ長長長長    黒瀬黒瀬黒瀬黒瀬    英治英治英治英治    氏氏氏氏    （（（（３３３３））））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：「：「：「：「ゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションで目指目指目指目指すすすす自然自然自然自然とととと共生共生共生共生するするするする社会社会社会社会」」」」                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：：：：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    運営委員運営委員運営委員運営委員                                                                竹林竹林竹林竹林    征雄征雄征雄征雄    氏氏氏氏                パネリストパネリストパネリストパネリスト：：：：三重県度会群二見町住民課長三重県度会群二見町住民課長三重県度会群二見町住民課長三重県度会群二見町住民課長                                            小﨑小﨑小﨑小﨑    峰子峰子峰子峰子    氏氏氏氏                                        本田技研工業本田技研工業本田技研工業本田技研工業((((株株株株))))鈴鹿製作所事業管理部主幹鈴鹿製作所事業管理部主幹鈴鹿製作所事業管理部主幹鈴鹿製作所事業管理部主幹                岸岸岸岸    寿克寿克寿克寿克        氏氏氏氏                                        中部中部中部中部リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル運動市民運動市民運動市民運動市民のののの会代表会代表会代表会代表                                    萩原萩原萩原萩原    喜之喜之喜之喜之    氏氏氏氏                                        井村屋製菓井村屋製菓井村屋製菓井村屋製菓((((株株株株))))環境事業設立準備室室長代理環境事業設立準備室室長代理環境事業設立準備室室長代理環境事業設立準備室室長代理                堀川堀川堀川堀川    勉良勉良勉良勉良    氏氏氏氏                                        三重大学人文学部教授三重大学人文学部教授三重大学人文学部教授三重大学人文学部教授                                                        朴朴朴朴    恵淑恵淑恵淑恵淑        氏氏氏氏        （（（（４４４４））））閉会挨拶閉会挨拶閉会挨拶閉会挨拶：：：：三重県環境部総括三重県環境部総括三重県環境部総括三重県環境部総括マネジャーマネジャーマネジャーマネジャー                                                小川小川小川小川    治彦治彦治彦治彦    氏氏氏氏        議議議議事事事事    開会挨拶開会挨拶開会挨拶開会挨拶        松林総括松林総括松林総括松林総括マネジャーマネジャーマネジャーマネジャー        三重県環境部三重県環境部三重県環境部三重県環境部のののの総括総括総括総括マネジャーをしてマネジャーをしてマネジャーをしてマネジャーをしておおおおりますりますりますります松林松林松林松林ででででござござござございますいますいますいます。。。。よろよろよろよろしくしくしくしくおおおお願願願願いしまいしまいしまいしますすすす。。。。        本日本日本日本日はおはおはおはお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・三重三重三重三重にごにごにごにご参加参加参加参加いたいたいたいただきだきだきだき、、、、厚厚厚厚くくくくおおおお礼申礼申礼申礼申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。ままままずずずず、、、、ここここのたのたのたのたびびびびのののの三重三重三重三重ごごごごみみみみ固固固固形化燃料形化燃料形化燃料形化燃料発発発発電電電電所所所所ののののＲＤＦＲＤＦＲＤＦＲＤＦ貯蔵槽貯蔵槽貯蔵槽貯蔵槽のののの爆爆爆爆発事発事発事発事故故故故にににに関関関関しましてしましてしましてしまして、、、、県民県民県民県民のののの皆様皆様皆様皆様にはにはにはには、、、、ごごごごみみみみ処処処処理理理理のののの安全安全安全安全性性性性、、、、信頼信頼信頼信頼性性性性をををを揺揺揺揺るがするがするがするがす重大重大重大重大なななな事事事事故故故故をををを起起起起ここここしましたしましたしましたしましたここここととととにににに対対対対しししし、、、、衷心衷心衷心衷心おわびおわびおわびおわび申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。またまたまたまた、、、、尊尊尊尊いいいい命命命命をなくをなくをなくをなくされされされされたたたた方方方方々々々々ののののごごごご冥冥冥冥
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福福福福とととと、、、、負負負負傷傷傷傷されされされされましたましたましたました方方方方々々々々のののの一一一一日日日日もももも早早早早いいいいごごごご回回回回復復復復ををををおおおお祈祈祈祈りりりり申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。県県県県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はははは、、、、一一一一日日日日もももも早早早早くくくく原原原原因因因因のののの究明究明究明究明をををを行行行行いいいい、、、、皆様皆様皆様皆様のののの信頼信頼信頼信頼をををを回回回回復復復復ででででききききますますますますようようようよう、、、、万万万万全全全全のののの努力努力努力努力をををを傾傾傾傾けけけけててててまいりますまいりますまいりますまいります。。。。        本日本日本日本日のゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムはははは、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学とととと三重県三重県三重県三重県のののの共共共共催催催催によによによによりりりり開開開開催催催催させさせさせさせてててていたいたいたいただだだだ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、、、、僣越僣越僣越僣越でででではござはござはござはございますがいますがいますがいますが、、、、私私私私のののの方方方方からからからから主主主主催者催者催者催者をををを代表代表代表代表してしてしてしてああああいいいいささささつをつをつをつをさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。        本本本本来来来来、、、、副知副知副知副知事事事事のののの吉吉吉吉田田田田がががが出席出席出席出席させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだき、、、、ごあごあごあごあいいいいささささつつつつさせさせさせさせていたていたていたていただだだだくくくく予定予定予定予定ででででござござござございまいまいまいましたがしたがしたがしたが、、、、部長部長部長部長以上以上以上以上のののの幹部幹部幹部幹部職職職職員員員員ににににつつつつききききましてましてましてましてははははすすすすべべべべてててて、ＲＤＦ、ＲＤＦ、ＲＤＦ、ＲＤＦ事事事事故故故故のののの関連関連関連関連でででで対対対対応応応応にににに追追追追われわれわれわれてててておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、現現現現地地地地災害災害災害災害対策本部対策本部対策本部対策本部等等等等にににに詰詰詰詰めめめめてててておおおおりますりますりますります。。。。ここここのたのたのたのためめめめ、、、、本日本日本日本日ののののここここのフォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムにににに出席出席出席出席ででででききききないないないない状況状況状況状況ででででござござござございますいますいますいます。。。。ここここののののこここことをとをとをとを重重重重ねねねねてててておわびおわびおわびおわび申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。        これこれこれこれまでまでまでまで私私私私たたたたちはちはちはちは無限無限無限無限でででで劣化劣化劣化劣化しないしないしないしない地球地球地球地球をををを前提前提前提前提としてとしてとしてとして、、、、自然自然自然自然からからからから搾取搾取搾取搾取、、、、加加加加工工工工するするするするこここことでとでとでとで物的物的物的物的豊豊豊豊かかかかささささをををを実現実現実現実現してしてしてしてききききましたがましたがましたがましたが、、、、人人人人類史上類史上類史上類史上でででで現在現在現在現在にににに生生生生ききききるるるる私私私私たたたたちちちちがががが初初初初めめめめてててて地球地球地球地球のののの限界限界限界限界にににに遭遇遭遇遭遇遭遇していますしていますしていますしています。。。。ここここのままののままののままののままの生生生生活活活活をををを続続続続ければければければければ、、、、遅遅遅遅かかかかれれれれ早早早早かかかかれれれれ破破破破局局局局をををを迎迎迎迎ええええ、、、、地球地球地球地球のののの限界限界限界限界をををを超超超超ええええないないないない範囲範囲範囲範囲でででで社会社会社会社会のののの持続的持続的持続的持続的なななな発発発発展展展展をををを目指目指目指目指すすすす、、、、これこれこれこれまでとまでとまでとまでとはははは全全全全くくくく異異異異なるなるなるなる価値観価値観価値観価値観、、、、考考考考ええええ方方方方、、、、行行行行動動動動様式様式様式様式をつくりをつくりをつくりをつくり出出出出していかなしていかなしていかなしていかなければければければければなりまなりまなりまなりませんせんせんせん。。。。ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションはははは、、、、こうこうこうこうしたしたしたした状況状況状況状況をををを打打打打開開開開しししし、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを構築構築構築構築するたするたするたするためめめめのののの有効有効有効有効なななな考考考考ええええ方方方方のののの一一一一つでつでつでつであああありりりり、、、、1994199419941994 年年年年にににに国際国際国際国際連合大学連合大学連合大学連合大学ででででそそそそのコンのコンのコンのコンセセセセプトがプトがプトがプトが確確確確立立立立されされされされましたましたましたました。。。。以後以後以後以後、、、、約約約約 11110000 年年年年がたがたがたがたちちちち、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの取取取取りりりり組組組組みみみみはははは、、、、単単単単なるなるなるなる工場工場工場工場内内内内でのでのでのでの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの削減削減削減削減のののの取取取取りりりり組組組組みからみからみからみから、、、、複数複数複数複数のののの企企企企業群業群業群業群によによによによるるるる排出排出排出排出ゴゴゴゴミゼロのミゼロのミゼロのミゼロの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、またまたまたまたはははは、、、、地地地地域域域域のコミのコミのコミのコミュニュニュニュニティーやティーやティーやティーやＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯなどがなどがなどがなどが企企企企業業業業とととと一体一体一体一体となとなとなとなっっっったたたた取取取取りりりり組組組組みみみみにににに発発発発展展展展するなどするなどするなどするなど、、、、そそそそのののの取取取取りりりり組組組組みみみみはははは奥奥奥奥行行行行ききききとととと広広広広がりをがりをがりをがりを持持持持っっっったたたたもももものとなのとなのとなのとなっっっっててててききききていますていますていますています。。。。ここここのフォーラムをのフォーラムをのフォーラムをのフォーラムを契機契機契機契機としてとしてとしてとして、、、、地地地地域域域域がががが一体一体一体一体となとなとなとなっっっってゼロエミッションてゼロエミッションてゼロエミッションてゼロエミッションにににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、人人人人とととと自自自自然然然然とがとがとがとが共生共生共生共生するするするする持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指すすすす必要必要必要必要ががががあああありますりますりますります。。。。ぜひぜひぜひぜひとととともももも人人人人とととと自然自然自然自然がががが共生共生共生共生するするするする社会社会社会社会をををを皆様皆様皆様皆様とととととととともにもにもにもに一一一一日日日日もももも早早早早くくくく実現実現実現実現ででででききききるるるるようようようよう祈念祈念祈念祈念いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、開会開会開会開会ののののああああいいいいささささつとつとつとつとさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。        講演講演講演講演１１１１    山路会長山路会長山路会長山路会長    ｛｛｛｛ゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションで目指目指目指目指すすすす循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会」」」」        たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただきだきだきだきましたましたましたました山路山路山路山路ででででござござござございますいますいますいます。。。。これこれこれこれからからからから 33330000 分分分分ぐぐぐぐらいらいらいらい時間時間時間時間をいたをいたをいたをいただきだきだきだきましてましてましてまして、、、、「「「「ゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションで目指目指目指目指すすすす循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会」」」」といといといといううううタイトルでタイトルでタイトルでタイトルで話話話話させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきたいたいたいたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。        皆様皆様皆様皆様ののののおおおお手元手元手元手元にににに、、、、きょうきょうきょうきょう、、、、私私私私ががががおおおお話話話話しするしするしするしするレレレレジジジジュメにュメにュメにュメに当当当当たるパたるパたるパたるパワワワワーーーーポポポポイントのコイントのコイントのコイントのコピピピピーがーがーがーがおおおお届届届届けけけけしてしてしてしてああああるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。これにこれにこれにこれに沿沿沿沿っっっってててておおおお話話話話しししし申申申申しししし上上上上げげげげ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。。。。        ゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションといううううののののはははは、、、、ままままずずずず広広広広いいいい解解解解釈釈釈釈をすをすをすをすべきべきべきべきでででではははは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。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能なななな、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるサステイるサステイるサステイるサステイナナナナブブブブルなルなルなルな開発開発開発開発のののの実現実現実現実現といといといというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ここここのサステイのサステイのサステイのサステイナナナナブブブブルなルなルなルな開発開発開発開発といといといといううううののののはははは、、、、1991991991990000 年代年代年代年代のののの初初初初頭頭頭頭、、、、99992222 年年年年でしたかでしたかでしたかでしたか、、、、ブブブブラジルのリオデジャネイロラジルのリオデジャネイロラジルのリオデジャネイロラジルのリオデジャネイロでででで開開開開かかかかれれれれましたましたましたました地球地球地球地球サミットでサミットでサミットでサミットで国連国連国連国連がががが採択採択採択採択したしたしたした言葉言葉言葉言葉ででででござござござございますいますいますいます。。。。そそそそのののの内内内内容容容容はははは、、、、経済経済経済経済、、、、環境環境環境環境、、、、社会社会社会社会とととと、、、、ここここのののの３３３３つのつのつのつの領領領領域域域域のののの活活活活動動動動でででで長長長長期期期期的的的的視点視点視点視点をををを目指目指目指目指してしてしてして、、、、限限限限りなくサステイりなくサステイりなくサステイりなくサステイナナナナブブブブルルルルににににしてしてしてして
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いいいいこうこうこうこうといといといというこうこうこうことなとなとなとなんんんんですがですがですがですが、、、、我我我我々々々々はそれはそれはそれはそれをををを限限限限りなくりなくりなくりなく発発発発散散散散、、、、ああああららららゆゆゆゆるロスをゼロるロスをゼロるロスをゼロるロスをゼロににににしていしていしていしていこうこうこうこうといといといというこうこうこうことをとをとをとを打打打打ちちちち出出出出したしたしたしたわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。これこれこれこれがががが 1994199419941994年年年年、、、、東京東京東京東京にににに本部本部本部本部ののののあああありますりますりますります国国国国連大学連大学連大学連大学でででで発表発表発表発表しましたしましたしましたしました考考考考ええええ方方方方ででででござござござございますいますいますいます。。。。そこにあそこにあそこにあそこにありますりますりますりますようにようにようにように、、、、経済経済経済経済活活活活動動動動でででではははは経済経済経済経済、、、、資本資本資本資本のロスをのロスをのロスをのロスを追追追追求求求求するするするする。。。。環境環境環境環境活活活活動動動動でででではははは環境環境環境環境、、、、自然自然自然自然、、、、資源資源資源資源、、、、エネルギーのロスエネルギーのロスエネルギーのロスエネルギーのロス、、、、社会社会社会社会活活活活動動動動でででではははは社会社会社会社会、、、、人人人人間間間間ののののむむむむだだだだ遣遣遣遣いといといといといいいいうこうこうこうことをとをとをとを追追追追求求求求ししししようようようようといといといというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。        きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、ままままずずずず資源資源資源資源とエネルギーのとエネルギーのとエネルギーのとエネルギーの話話話話からからからからおおおお話話話話をををを申申申申しししし上上上上げげげげ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。。。。京都議定京都議定京都議定京都議定書書書書もももも間間間間ももももなくロシなくロシなくロシなくロシアもアもアもアも加加加加わっわっわっわってまいるのでてまいるのでてまいるのでてまいるのでははははないかといないかといないかといないかといわれわれわれわれてててておおおおりますがりますがりますがりますが、、、、そうそうそうそうなりますとなりますとなりますとなりますと、、、、それそれそれそれがががが発発発発効効効効いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、いいいいよよよよいいいいよよよよ地球地球地球地球のののの温暖温暖温暖温暖化化化化のののの防止防止防止防止といといといというこうこうこうこととととにににに全力全力全力全力をををを尽尽尽尽くすくすくすくすここここととととにににになりますなりますなりますなります。。。。そうそうそうそうなりますとなりますとなりますとなりますと、、、、リサイクルとリサイクルとリサイクルとリサイクルと、、、、それそれそれそれからからからからもうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、課課課課題題題題がががが入入入入っっっってくるてくるてくるてくるここここととととにににになるとなるとなるとなると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、すすすすべべべべてのてのてのての問問問問題題題題でででで中中中中心心心心にににになるのなるのなるのなるのはははは資源資源資源資源とエネルギーでとエネルギーでとエネルギーでとエネルギーでござござござございますいますいますいます。。。。        資源資源資源資源はははは、、、、上上上上のののの方方方方にににに書書書書いていていていてござござござございますいますいますいますようにようにようにように、、、、左左左左はははは枯渇枯渇枯渇枯渇性性性性のののの資源資源資源資源、、、、鉱鉱鉱鉱物資物資物資物資源源源源。。。。それそれそれそれからからからから右右右右がががが枯渇枯渇枯渇枯渇しないしないしないしない資源資源資源資源、、、、つまりつまりつまりつまり生物生物生物生物ででででござござござございますいますいますいます。。。。２２２２つのつのつのつの領領領領域域域域にににに分分分分かかかかれれれれますますますます。。。。枯渇枯渇枯渇枯渇性性性性のののの資源資源資源資源にににについてついてついてついてはははは、、、、ままままずずずずリデリデリデリデュュュュースースースース（（（（節節節節約約約約））））してしてしてして、、、、それそれそれそれからリからリからリからリユユユユース・リサイクルとース・リサイクルとース・リサイクルとース・リサイクルと循環循環循環循環させさせさせさせましましましましてててて、、、、それによっそれによっそれによっそれによってててて使使使使いいいい延延延延ばばばばしをしをしをしを図図図図っっっっていくのですがていくのですがていくのですがていくのですが、、、、これはこれはこれはこれはやがてやがてやがてやがてはははは枯渇枯渇枯渇枯渇しますしますしますします。。。。それそれそれそれかかかからららら、、、、右右右右のののの非枯渇非枯渇非枯渇非枯渇性性性性のののの資源資源資源資源、、、、生物生物生物生物にににについてついてついてついてはははは、、、、これはこれはこれはこれはややややははははりりりり節節節節約約約約してしてしてして循環循環循環循環させさせさせさせるるるるべきべきべきべきですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれは増殖増殖増殖増殖といといといというこうこうこうことがとがとがとが自然自然自然自然にににに行行行行われわれわれわれますますますます。。。。したがしたがしたがしたがっっっってててて、、、、遠遠遠遠いいいい将将将将来来来来をををを考考考考ええええますとますとますとますと、、、、左左左左ははははややややがてがてがてがて枯渇枯渇枯渇枯渇しししし、、、、右右右右にににに移移移移っっっっていくといていくといていくといていくというこうこうこうこととととにににになりますがなりますがなりますがなりますが、、、、遠遠遠遠いいいい将将将将来来来来をををを考考考考ええええなくてなくてなくてなくてもももも、、、、ででででききききるるるるだけだけだけだけ今今今今からからからから左左左左からからからから右右右右へへへへ移移移移るるるるようようようようなななな動動動動ききききをしていくといをしていくといをしていくといをしていくというこうこうこうことがとがとがとが大大大大切切切切ででででははははないかといないかといないかといないかというこうこうこうこととととででででござござござございますいますいますいます。。。。        エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、下下下下ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、鉱鉱鉱鉱物資源物資源物資源物資源ベベベベースのでースのでースのでースのでああああるるるる枯渇枯渇枯渇枯渇性性性性ののののももももののののとととと、、、、生物資源生物資源生物資源生物資源ベベベベースのエネルギーとースのエネルギーとースのエネルギーとースのエネルギーと自然自然自然自然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、太陽太陽太陽太陽とかとかとかとか風風風風力力力力とかとかとかとか水水水水力力力力などなどなどなど、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたた非枯渇非枯渇非枯渇非枯渇性性性性のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーにににに分分分分かかかかれれれれますますますます。。。。しかししかししかししかし、、、、エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの特徴特徴特徴特徴はははは、、、、節節節節約約約約ははははででででききききますますますますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルはははは一一一一旦使旦使旦使旦使っっっってしまてしまてしまてしまっっっったらでたらでたらでたらでききききないですないですないですないですねねねね。。。。たたたただだだだ、、、、小分小分小分小分けけけけににににしてしてしてして使使使使ううううといといといといううううカスカスカスカスケケケケーーーードユドユドユドユースといースといースといースというよううよううよううようななななここここととととははははででででききききますますますます。。。。いいいいずれにずれにずれにずれにしましてしましてしましてしましてもももも、、、、左左左左のののの鉱鉱鉱鉱物資源物資源物資源物資源ははははやがてやがてやがてやがてはははは枯渇枯渇枯渇枯渇しますしますしますします。。。。ああああるいるいるいるいはははは、、、、一一一一番下番下番下番下にあにあにあにありますりますりますりますようにようにようにように、、、、温温温温室室室室効効効効果果果果ガガガガススススをををを排出排出排出排出するといするといするといするというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ああああるるるる種種種種のののの制制制制約約約約がががが来来来来るかるかるかるかももももししししれれれれまままませんせんせんせん。。。。        右右右右のののの方方方方にににに移移移移りますとりますとりますとりますと、、、、ここここのののの生物生物生物生物、、、、自然自然自然自然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー自自自自身身身身ももももままままずずずず節節節節約約約約するするするするここここととととはははは必要必要必要必要ですがですがですがですが、、、、それそれそれそれからカスからカスからカスからカスケケケケーーーードユドユドユドユースといースといースといースというこうこうこうことがとがとがとが必要必要必要必要ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは増殖増殖増殖増殖するするするするこここことがでとがでとがでとができきききますますますます。。。。やがやがやがやがててててはははは左左左左からからからから右右右右へへへへ移移移移っっっっていくといていくといていくといていくというううう流流流流れれれれででででござござござございますいますいますいます。。。。こうこうこうこういいいいうううう大大大大ききききなななな流流流流れれれれをををを見見見見たたたた上上上上でででで、、、、今今今今のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルにににについてまついてまついてまついてまずずずず反反反反省省省省してみたいとしてみたいとしてみたいとしてみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。        今今今今、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの一一一一番番番番のののの花花花花形形形形といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなリサイクルがなリサイクルがなリサイクルがなリサイクルが行行行行われわれわれわれてててておおおおりますりますりますりますがががが、、、、そろそろそろそろそろそろそろそろ反反反反省省省省すすすすべきべきべきべき時時時時期期期期ででででああああるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。ままままずずずずリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの場合場合場合場合、、、、第第第第１１１１にににに考考考考ええええるるるるべべべべきこきこきこきこととととはははは、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルははははエネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを使使使使ううううといといといというこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。したがしたがしたがしたがっっっってててて、、、、ででででききききるるるるだけだけだけだけででででははははなくてなくてなくてなくて必必必必ずずずずリサイクルしたリサイクルしたリサイクルしたリサイクルした結果結果結果結果ののののもももものののの。。。。これはこれはこれはこれは材材材材料料料料ににににななななっっっったりたりたりたり製製製製品品品品ににににななななっっっったりしますがたりしますがたりしますがたりしますが、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたたももももののののはははは、、、、必要必要必要必要性性性性ののののああああるるるるもももものののの、、、、使使使使いいいい道道道道ののののああああるるるるもももものののの、、、、使使使使われわれわれわれるるるるもももものといのといのといのというううう必要必要必要必要性性性性をををを持持持持っっっったたたたももももののののににににリサイクルするといリサイクルするといリサイクルするといリサイクルするというこうこうこうことがとがとがとが第第第第１１１１のののの条件条件条件条件ですですですです。。。。    
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    第第第第２２２２番番番番目目目目のののの条件条件条件条件はははは、、、、リサイクルでつくリサイクルでつくリサイクルでつくリサイクルでつくっっっったのとたのとたのとたのと同同同同じじじじもももものをバージンマテリのをバージンマテリのをバージンマテリのをバージンマテリアアアアルからつくルからつくルからつくルからつくっっっったとしましてたとしましてたとしましてたとしまして、、、、それよそれよそれよそれよりりりりももももリサイクルでつくリサイクルでつくリサイクルでつくリサイクルでつくっっっったたたたもももものののののののの方方方方がががが製製製製造造造造にににに要要要要するエネルギーのするエネルギーのするエネルギーのするエネルギーの使使使使用用用用量量量量がががが少少少少ないといないといないといないというこうこうこうこととととににににななななればればればれば、、、、これはこれはこれはこれはいいといいといいといいと。。。。これこれこれこれがエネルギーがエネルギーがエネルギーがエネルギー節節節節減減減減のののの原原原原則則則則ですですですです。。。。        ３３３３番番番番目目目目はははは、、、、しかししかししかししかし、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの方方方方がががが恐恐恐恐らくバージンマテリらくバージンマテリらくバージンマテリらくバージンマテリアアアアルからつくルからつくルからつくルからつくっっっったたたた場合場合場合場合よよよよりりりりももももコストがコストがコストがコストが高高高高くなるくなるくなるくなるだろうだろうだろうだろうといといといというこうこうこうことととと。。。。これはこれはこれはこれはほほほほととととんんんんどがどがどがどが現在現在現在現在そうだそうだそうだそうだとととと思思思思いますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これこれこれこれががががももももししししそうそうそうそうならならならなら、、、、一一一一つのつのつのつの割割割割りりりり切切切切りりりり方方方方はははは、、、、コストがコストがコストがコストが高高高高くなくなくなくなっっっったたたた分分分分はははは、、、、それだけそれだけそれだけそれだけ２２２２番番番番でででで示示示示したしたしたしたようようようようなななな炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスがスがスがスが節節節節約約約約されされされされたたたた、、、、そそそそのたのたのたのためめめめのののの費費費費用用用用ででででああああるとるとるとると。。。。炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスをスをスをスを減減減減らしたらしたらしたらした費費費費用用用用ででででああああるといるといるといるというこうこうこうことでとでとでとで、、、、割割割割りりりり切切切切るといるといるといるというこうこうこうことがとがとがとが大事大事大事大事ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、企企企企業業業業でででで割割割割りりりり切切切切るるるる、、、、社会社会社会社会でででで割割割割りりりり切切切切るるるる、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな割割割割りりりり切切切切りりりり方方方方ががががあああありますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、割割割割りりりり切切切切るといるといるといるというこうこうこうことととと。。。。そうそうそうそうでなでなでなでなけれけれけれければばばば、、、、地地地地上上上上資源資源資源資源としてとしてとしてとして保保保保管管管管してしてしてして、、、、技術技術技術技術完完完完成成成成をををを待待待待つといつといつといつというこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。ここここのののの２２２２番番番番のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー節節節節減減減減にににについてついてついてついてもももも、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの方方方方がエネルギーをたくがエネルギーをたくがエネルギーをたくがエネルギーをたくさんさんさんさん使使使使っっっってでてでてでてでききききてしまてしまてしまてしまっっっったといたといたといたというようようようよううううなななな場合場合場合場合はははは、、、、ややややははははりりりり地地地地上上上上資源資源資源資源としてしとしてしとしてしとしてしばばばばらくらくらくらく保保保保管管管管してしてしてしておおおおいていていていて、、、、技術技術技術技術完完完完成成成成をををを急急急急ぐぐぐぐといといといというこうこうこうこととととのののの方方方方がががが大大大大切切切切ででででははははないかといないかといないかといないかというこうこうこうことですとですとですとです。。。。        リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルにににについてついてついてついてもももも、、、、こうこうこうこういいいいうううう再評再評再評再評価価価価をしてみるをしてみるをしてみるをしてみる時時時時期期期期にににになるなるなるなるだろうだろうだろうだろうとととと。。。。いいいいわわわわゆゆゆゆるライるライるライるライフサイクルフサイクルフサイクルフサイクルアアアアナナナナリシスリシスリシスリシス、、、、特特特特ににににエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーにににについてのついてのついてのついての評評評評価価価価をすをすをすをすべきべきべきべきでででではははは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。。。。        次次次次、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルにはにはにはには限界限界限界限界ががががああああるといるといるといるというおうおうおうお話話話話。。。。リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの場合場合場合場合、、、、再再再再利用利用利用利用率率率率 99990000％％％％でリサイでリサイでリサイでリサイクルをしますクルをしますクルをしますクルをします。。。。これこれこれこれをををを無限無限無限無限にににに 99990000％％％％でででで続続続続けけけけたとしてたとしてたとしてたとしてもももも、、、、１１１１つのつのつのつのもももものがのがのがのが 11110000ににににしかしかしかしか使使使使ええええないといないといないといないというこうこうこうことですとですとですとです。。。。ここここのリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル率率率率がががが 50505050％％％％のとのとのとのときにはきにはきにはきには２２２２倍倍倍倍ににににしかしかしかしか使使使使ええええないといないといないといないというこうこうこうこととととにににになりまなりまなりまなりますすすす。。。。これはこれはこれはこれは、、、、そこにあそこにあそこにあそこにありますりますりますりますようようようようなななな式式式式ですですですですぐわぐわぐわぐわかるのですがかるのですがかるのですがかるのですが、、、、廃廃廃廃品品品品のののの回回回回収率収率収率収率、、、、それそれそれそれからからからから、、、、そそそそのののの中中中中ででででももうももうももうももうリサイクルしてリサイクルしてリサイクルしてリサイクルしてももももむむむむだだだだななななようにだめにようにだめにようにだめにようにだめにななななっっっったたたたももももののののもござもござもござもございますのでいますのでいますのでいますので、、、、そこそこそこそこでででで選別選別選別選別がががが行行行行われわれわれわれるるるる選別率選別率選別率選別率、、、、それにそれにそれにそれにリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの際際際際のののの歩歩歩歩どまりどまりどまりどまり、、、、ここここのののの３３３３つをつをつをつを掛掛掛掛けけけけたたたたもももものをのをのをのを再再再再利用利用利用利用率率率率としますととしますととしますととしますと、、、、初初初初期期期期資源資源資源資源量量量量のののの再再再再利用利用利用利用倍率倍率倍率倍率といといといといううううののののはははは、、、、そこにあそこにあそこにあそこにありますりますりますりますようにようにようにように１１１１＋ｎ＋＋ｎ＋＋ｎ＋＋ｎ＋ｎｎｎｎ2222＋＋＋＋････････････となりますとなりますとなりますとなります。。。。ここここのののの等等等等比級比級比級比級数数数数をををを計計計計算算算算するとするとするとすると（（（（１１１１－－－－ｎｎｎｎ））））分分分分のののの１１１１となるといとなるといとなるといとなるというこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルにはにはにはには限界限界限界限界ががががああああるといるといるといるというこうこうこうことととと。。。。        それそれそれそれからからからから、、、、先先先先ほほほほどどどど来来来来、、、、申申申申しししし上上上上げげげげてててておおおおりますりますりますりますようにようにようにように、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルにはにはにはにはエネルギーがエネルギーがエネルギーがエネルギーが必必必必ずずずず要要要要るのるのるのるのだだだだといといといというこうこうこうことととと、、、、それそれそれそれからからからから、、、、エネルギーといエネルギーといエネルギーといエネルギーというもうもうもうもののののはははは一一一一旦使旦使旦使旦使っっっってしまてしまてしまてしまっっっったらリサイクルたらリサイクルたらリサイクルたらリサイクルははははででででききききないのないのないのないのだだだだといといといというこうこうこうことととと、、、、これこれこれこれをををを考考考考ええええてててておおおおくくくく必要必要必要必要ががががああああるるるるだろうだろうだろうだろうとととと思思思思いますいますいますいます。。。。特特特特にににに地球地球地球地球温温温温暖暖暖暖化化化化のののの問問問問題題題題がががが叫叫叫叫ばればればればれるるるるようにようにようにようにななななっっっっててててききききますとますとますとますと、、、、ここここのリサイクルののリサイクルののリサイクルののリサイクルの評評評評価価価価といといといというこうこうこうことがとがとがとが大大大大切切切切ににににななななっっっってまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。        今今今今ののののをまとをまとをまとをまとめめめめていいますとていいますとていいますとていいますと、、、、資源資源資源資源のののの場合場合場合場合にはにはにはにはリデリデリデリデュュュュースースースース、、、、リリリリユユユユースがースがースがースが大大大大切切切切ででででああああるといるといるといるといううううこここことですとですとですとですねねねね。。。。リサイクルといリサイクルといリサイクルといリサイクルといううううののののははははエネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを使使使使うううう、、、、それそれそれそれからリサイクルからリサイクルからリサイクルからリサイクルにはにはにはには限界限界限界限界ががががああああるといるといるといるというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ままままずずずず節節節節約約約約するするするする。。。。もうもうもうもう一一一一回回回回そそそそのままのままのままのまま使使使使ううううといといといといううううのがのがのがのが大大大大切切切切ですですですです。。。。それそれそれそれからエからエからエからエネルギーのネルギーのネルギーのネルギーの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルでリサイクルでリサイクルでリサイクルでききききまままませんせんせんせんのでのでのでので、、、、リデリデリデリデュュュュースースースース、、、、カスカスカスカスケケケケーーーードユドユドユドユースがースがースがースが大大大大切切切切ででででああああるるるる。。。。両両両両者者者者とととともにもにもにもに究究究究極極極極はははは非枯渇非枯渇非枯渇非枯渇化化化化のののの方向方向方向方向をたどるでしをたどるでしをたどるでしをたどるでしょうょうょうょうといといといというこうこうこうことですとですとですとです。。。。        次次次次にににに、、、、ゼロエミッションですがゼロエミッションですがゼロエミッションですがゼロエミッションですが、、、、ゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションといううううののののはははは生生生生態系態系態系態系のののの真似真似真似真似をしていくをしていくをしていくをしていくここここととととだだだだ、、、、ああああるいるいるいるいはははは生生生生態系態系態系態系にににに学学学学んんんんでいでいでいでいこうこうこうこうといといといというううう考考考考ええええ方方方方ががががあああありましたりましたりましたりました。。。。生生生生態系態系態系態系といといといといううううののののはははは非非非非
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常常常常にうにうにうにうまいまいまいまい循環循環循環循環をしているをしているをしているをしている。。。。それそれそれそれをををを真似真似真似真似ししししようようようようででででははははないかといないかといないかといないかといううううコンコンコンコンセセセセプトですプトですプトですプトです。。。。これはこれはこれはこれは中中中中心心心心のコンのコンのコンのコンセセセセプトプトプトプトだっだっだっだったたたたわけわけわけわけででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ここここのののの件件件件にににについてついてついてついてもうもうもうもう少少少少ししししおおおお話話話話をををを進進進進めめめめていていていていききき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。。。。        これこれこれこれまでのまでのまでのまでの産産産産業社会業社会業社会業社会をををを見見見見ていますとていますとていますとていますと、、、、一一一一番左番左番左番左のののの生生生生産産産産からからからから、、、、右右右右へへへへ行行行行ききききますとますとますとますと、、、、中中中中央央央央のののの使使使使用用用用してしてしてして消費消費消費消費するするするする。。。。最最最最後後後後はははは廃棄廃棄廃棄廃棄してリサイクルをするしてリサイクルをするしてリサイクルをするしてリサイクルをする。。。。こうこうこうこういいいいうううう段階段階段階段階でででで移移移移っっっっていくていくていくていくわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、生生生生産産産産のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、今今今今までまでまでまでははははととととににににかくかくかくかく見見見見込込込込みみみみ生生生生産産産産でででで見見見見込込込込みみみみ販売販売販売販売といといといというこうこうこうことをやるとをやるとをやるとをやる。。。。集集集集中生中生中生中生産産産産してコストをしてコストをしてコストをしてコストを下下下下げげげげてててて、、、、世世世世界界界界のののの津津津津々々々々浦浦浦浦々々々々までまでまでまで大大大大量輸送量輸送量輸送量輸送ををををするのするのするのするのだだだだといといといというううう考考考考ええええ方方方方でしたでしたでしたでしたねねねね。。。。そそそそれれれれからからからから、、、、資源資源資源資源・エネルギーとして・エネルギーとして・エネルギーとして・エネルギーとしてはははは、、、、枯渇枯渇枯渇枯渇性性性性のののの資源資源資源資源・エネルギーをたく・エネルギーをたく・エネルギーをたく・エネルギーをたくさんさんさんさん使使使使っっっっててててききききたたたたわわわわけけけけですですですです。。。。        使使使使用用用用／／／／消費消費消費消費のののの段階段階段階段階でででではははは、、、、ととととににににかくかくかくかく製製製製品品品品、、、、特特特特にににに家家家家電電電電だだだだとかとかとかとか事事事事務務務務機機機機とかコンとかコンとかコンとかコンピュピュピュピュータとかータとかータとかータとか、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたたももももののののはははは買買買買っっっってててて利用利用利用利用するするするする。。。。自分自分自分自分がががが所所所所有有有有権権権権をををを持持持持つといつといつといつというこうこうこうこととととだっだっだっだったですたですたですたですねねねね。。。。それそれそれそれかかかからららら、、、、製製製製品品品品がががが一一一一旦旦旦旦工場工場工場工場からからからから出出出出てしまいますとてしまいますとてしまいますとてしまいますと、、、、いいいいろろろろいいいいろおろおろおろお客客客客さんさんさんさんのとのとのとのところにころにころにころに分分分分散散散散されされされされてててて利用利用利用利用されされされされるのですがるのですがるのですがるのですが、、、、それはもうそれはもうそれはもうそれはもう無無無無管理管理管理管理状状状状態態態態ににににななななっっっっていましたていましたていましたていました。。。。それそれそれそれからからからから、、、、使使使使われわれわれわれるるるる時時時時にはにはにはには、、、、枯渇枯渇枯渇枯渇性性性性のエネルギーをのエネルギーをのエネルギーをのエネルギーを大大大大量量量量にににに使使使使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こうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。これはこれはこれはこれは家家家家電電電電製製製製品品品品ななななどのランどのランどのランどのランニニニニングエネルギーをングエネルギーをングエネルギーをングエネルギーを考考考考ええええていたていたていたていただければよろだければよろだければよろだければよろ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。。。。        それそれそれそれからからからから、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄／／／／リサイクルといリサイクルといリサイクルといリサイクルといううううとととところにころにころにころになりますとなりますとなりますとなりますと、、、、公公公公共共共共機機機機関関関関、、、、市町村市町村市町村市町村がががが中中中中心心心心ににににななななっっっってててて分分分分別別別別回回回回収収収収をしてをしてをしてをして集集集集中中中中処処処処分分分分するするするする。。。。焼却焼却焼却焼却したりしたりしたりしたり廃棄廃棄廃棄廃棄したりするしたりするしたりするしたりする。。。。それそれそれそ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もももも、、、、北九州北九州北九州北九州とかとかとかとか川崎川崎川崎川崎ののののようにようにようにように、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの工場工場工場工場がががが集集集集ままままっっっってててて集集集集中的中的中的中的ににににリサイクルをするといリサイクルをするといリサイクルをするといリサイクルをするといううううこここことでしたとでしたとでしたとでした。。。。そそそそしてしてしてして、、、、そこそこそこそこでででで、、、、熱熱熱熱／／／／エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの回回回回収収収収といといといといううううののののははははかなりかなりかなりかなり行行行行われわれわれわれててててきききき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、、、、いいいいずれにずれにずれにずれにしましてしましてしましてしましてもももも、、、、枯渇枯渇枯渇枯渇性資源性資源性資源性資源のリサイクルでのリサイクルでのリサイクルでのリサイクルであっあっあっあったといたといたといたというこうこうこうことととと。。。。それそれそれそれからからからから、、、、枯渇枯渇枯渇枯渇性性性性のエネルギーをのエネルギーをのエネルギーをのエネルギーを大大大大量量量量にににに使使使使っっっったといたといたといたというこうこうこうこととととででででござござござございますいますいますいます。。。。        こうこうこうこういいいいうううう産産産産業社会業社会業社会業社会からからからから、、、、今今今今度度度度はははは自然自然自然自然のののの方方方方にににに移移移移っっっってみたいとてみたいとてみたいとてみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。        生生生生態系態系態系態系のののの方方方方をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、生生生生態系態系態系態系のののの場合場合場合場合もももも、、、、生生生生産産産産、、、、使使使使用用用用／／／／消費消費消費消費、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄／／／／リサイクルとリサイクルとリサイクルとリサイクルと分分分分けけけけましたましたましたましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、生生生生産産産産といといといといううううののののはははは、、、、要要要要するするするするにににに繁殖繁殖繁殖繁殖とかとかとかとか成成成成長長長長といといといというううう段階段階段階段階。。。。それそれそれそれからからからから使使使使用用用用／／／／消消消消費費費費といといといといううううののののはははは、、、、自然自然自然自然界界界界におにおにおにおいていていていて植植植植物物物物とかとかとかとか動物動物動物動物がががが成成成成長長長長しししし、、、、生生生生活活活活するといするといするといするというううう段階段階段階段階。。。。それそれそれそれからからからから最最最最後後後後のののの廃棄廃棄廃棄廃棄／／／／リサイクルといリサイクルといリサイクルといリサイクルといううううののののはははは、、、、死滅死滅死滅死滅してしてしてして、、、、それそれそれそれがががが処処処処分分分分されされされされていくといていくといていくといていくというううう段階段階段階段階ですですですですねねねね。。。。そうそうそうそう考考考考ええええていたていたていたていただきだきだきだきたいとたいとたいとたいと思思思思いますがいますがいますがいますが。。。。        一一一一番左番左番左番左のののの方方方方はははは、、、、ととととににににかくかくかくかく動動動動植植植植物物物物といといといといううううののののはははは生生生生息息息息地地地地のののの自然環境自然環境自然環境自然環境にににに合合合合っっっったたたた生生生生産産産産をををを行行行行うううう。。。。つまつまつまつまりりりり、、、、子子子子孫孫孫孫ををををふふふふやすたやすたやすたやすためにもめにもめにもめにも必要必要必要必要なななな最最最最小小小小限限限限のののの子子子子孫孫孫孫ををををふふふふやすやすやすやす。。。。これはこれはこれはこれは長年長年長年長年のののの経経経経験験験験だろうだろうだろうだろうとととと思思思思いいいいますますますますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、歩歩歩歩どまりをどまりをどまりをどまりをよよよよくくくく見見見見きわめきわめきわめきわめてててて、、、、それだけそれだけそれだけそれだけ（（（（卵卵卵卵をををを産産産産みみみみ？？？？））））、、、、子子子子供供供供をつくをつくをつくをつくっっっっていくていくていくていくといといといというこうこうこうことととと。。。。それそれそれそれからからからから、、、、食食食食べべべべるるるるもももものがのがのがのがああああるるるるだけだけだけだけしかしかしかしか産産産産んんんんでいかないといでいかないといでいかないといでいかないというよううよううよううようななななこここことですとですとですとですねねねね。。。。いいいいわばわばわばわば、、、、これはこれはこれはこれはオンデマンオンデマンオンデマンオンデマンドドドド生生生生産産産産でででで、、、、デマンデマンデマンデマンドドドドにににに基基基基づづづづいたいたいたいた生生生生産産産産ででででああああるるるる。。。。種族種族種族種族保保保保存存存存とかとかとかとか、、、、ああああるいるいるいるいはははは生生生生活活活活のたのたのたのためめめめのオンデマンのオンデマンのオンデマンのオンデマンドドドド生生生生産産産産をやをやをやをやっっっっていたていたていたていた。。。。それそれそれそれからからからから、、、、住住住住んんんんでいるとでいるとでいるとでいるところころころころでででで子子子子供供供供をををを産産産産みみみみ、、、、住住住住んんんんでいるとでいるとでいるとでいるところころころころでででで物物物物をををを食食食食べべべべているているているている。。。。地地地地産産産産・・・・地地地地消消消消ですですですですねねねね。。。。それそれそれそれからからからから、、、、非枯渇非枯渇非枯渇非枯渇性性性性資源資源資源資源・エネルギーを・エネルギーを・エネルギーを・エネルギーを使使使使っっっっているているているている。。。。非枯渇非枯渇非枯渇非枯渇性性性性のエネルギー・のエネルギー・のエネルギー・のエネルギー・資源資源資源資源によによによによるるるる経済経済経済経済でででであっあっあっあったといたといたといたといううううこここことですとですとですとですねねねね。。。。枯渇枯渇枯渇枯渇性性性性はははは使使使使わわわわないといないといないといないというこうこうこうことですとですとですとです。。。。    
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    それそれそれそれからからからから、、、、使使使使用用用用／／／／消費消費消費消費のののの段階段階段階段階でででではははは、、、、先先先先ほほほほどどどどあああありましたりましたりましたりましたようにようにようにように、、、、人人人人間間間間社会社会社会社会ののののようにようにようにように物物物物をををを所所所所有有有有するといするといするといするというこうこうこうこととととははははないですないですないですないですねねねね。。。。機機機機能能能能をををを使使使使ううううののののだだだだといといといというこうこうこうことですとですとですとです。。。。例例例例えばえばえばえば動物動物動物動物ななななんんんんかでかでかでかでよよよよくくくくあああありますりますりますりますねねねね。。。。ああああるるるる種種種種のののの動物動物動物動物のののの体体体体にににについたついたついたついたごごごごみをみをみをみを、、、、ほほほほかのかのかのかの動物動物動物動物がががが食食食食べべべべてくてくてくてくれれれれるとかるとかるとかるとか、、、、そうそうそうそういいいいうううう共共共共存存存存共共共共栄栄栄栄のののの状状状状態態態態にあっにあっにあっにあってててて、、、、そそそそのののの食食食食べべべべてくてくてくてくれれれれるるるる動物動物動物動物をををを自分自分自分自分のののの所所所所有有有有物物物物ににににしたりしたりしたりしたりははははしないとしないとしないとしないといいいいうこうこうこうことですとですとですとです。。。。機機機機能能能能だけだけだけだけをををを利用利用利用利用しているしているしているしている。。。。それそれそれそれからからからから非枯渇非枯渇非枯渇非枯渇性性性性エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを使使使使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こうこうこうこととととでででで、、、、ややややははははりりりり非枯渇非枯渇非枯渇非枯渇経済経済経済経済といといといというこうこうこうこととととにににになりますなりますなりますなります。。。。        最最最最後後後後のののの分分分分散散散散型廃棄型廃棄型廃棄型廃棄、、、、分分分分散散散散型型型型処処処処理理理理といといといといううううとととところにころにころにころになりますとなりますとなりますとなりますと、、、、これはこれはこれはこれは死滅死滅死滅死滅するとするとするとするときはきはきはきは、、、、生生生生活活活活していたとしていたとしていたとしていたところころころころでででで死死死死んんんんでででで、、、、そこそこそこそこでででで自然自然自然自然にににに処処処処理理理理されされされされていくといていくといていくといていくというこうこうこうことでとでとでとで、、、、そそそそのののの地地地地でででで廃棄廃棄廃棄廃棄さささされれれれ、、、、そそそそのののの地地地地でででで処処処処理理理理されされされされるといるといるといるといううううのでのでのでので、、、、私私私私はははは地廃地廃地廃地廃・・・・地地地地処処処処とととと書書書書ききききましたましたましたました。。。。それそれそれそれからからからから、、、、自然自然自然自然界界界界ははははクラスタリングといクラスタリングといクラスタリングといクラスタリングというこうこうこうことがとがとがとがよよよよくくくく言言言言われわれわれわれますますますますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、完完完完全全全全循環循環循環循環ですですですですねねねね。。。。例例例例えばえばえばえば自然自然自然自然界界界界のののの見見見見方方方方としてとしてとしてとして、、、、生生生生産者産者産者産者はははは植植植植物物物物ででででああああるるるる。。。。それそれそれそれからからからから、、、、消費消費消費消費者者者者といといといといううううののののはははは動物動物動物動物ででででああああるるるる。。。。それそれそれそれからからからから、、、、死死死死んだんだんだんだ動物動物動物動物をををを分解分解分解分解してしてしてして解解解解体体体体してしてしてして自然自然自然自然にににに戻戻戻戻すといすといすといすといううううののののはははは微微微微生物生物生物生物ででででああああるといるといるといるというようようようよううううななななこここことがとがとがとが言言言言われわれわれわれてててておおおおりますりますりますります。。。。完完完完全全全全循環型循環型循環型循環型ににににななななっっっっているているているている。。。。それそれそれそれからからからから、、、、使使使使ううううエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーはははは非枯渇非枯渇非枯渇非枯渇性性性性エネルエネルエネルエネルギーギーギーギーだだだだとととと。。。。すすすすべべべべてててて非枯渇非枯渇非枯渇非枯渇経済経済経済経済ののののももももととととにあにあにあにあるといるといるといるというこうこうこうこととととにににになりますなりますなりますなります。。。。        それそれそれそれでででではははは、、、、これこれこれこれをををを産産産産業社会業社会業社会業社会にににに使使使使っっっってみてみてみてみようようようようじゃじゃじゃじゃないかといないかといないかといないかというこうこうこうことがとがとがとが次次次次からですからですからですからです。。。。        ままままずずずず第第第第１１１１ははははオンデマンオンデマンオンデマンオンデマンドドドド生生生生産産産産ですですですですねねねね。。。。これこれこれこれをやりますとをやりますとをやりますとをやりますと在在在在庫庫庫庫がゼロがゼロがゼロがゼロにににになりますなりますなりますなります。。。。要要要要するするするするにににに、、、、必要必要必要必要ななななだけだけだけだけつくるといつくるといつくるといつくるというううう形形形形ですですですですねねねね。。。。ここここのオンデマンのオンデマンのオンデマンのオンデマンドドドド生生生生産方式産方式産方式産方式でででではははは、、、、特特特特にこにこにこにこののののごろごろごろごろ組組組組みみみみ立立立立てててて産産産産業業業業でででではセはセはセはセルルルル生生生生産産産産といといといというこうこうこうことがとがとがとが行行行行われわれわれわれていますていますていますています。。。。今今今今までのまでのまでのまでの生生生生産産産産ラインのラインのラインのラインのようにようにようにように、、、、そそそそこにこにこにこに大大大大勢勢勢勢人人人人がががが並並並並んんんんでででで各各各各人人人人がががが１１１１つのつのつのつの組組組組みみみみ立立立立てててて機機機機能能能能だけだけだけだけをやるといをやるといをやるといをやるといううううのでなくてのでなくてのでなくてのでなくて、、、、１１１１人人人人のののの人人人人がががが何何何何工工工工程程程程かをかをかをかを持持持持っっっってててて、、、、そそそそのののの工工工工程程程程がががが終終終終わっわっわっわったらたらたらたら次次次次のとのとのとのところにころにころにころに手手手手押押押押しししし車車車車にににに載載載載せせせせたたたた製製製製品品品品をををを送送送送っっっっていていていていくといくといくといくというよううよううよううようなななな、、、、そうそうそうそういいいいううううオンデマンオンデマンオンデマンオンデマンドドドドセセセセルルルル生生生生産産産産といといといというこうこうこうことがとがとがとが行行行行われわれわれわれてててておおおおりますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれは私私私私ははははゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション型型型型ののののセセセセルとルとルとルと言言言言いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。こうこうこうこういいいいっっっったたたたももももののののはははは、、、、ラインとラインとラインとラインと違違違違いいいいますのでますのでますのでますので、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと機機機機能能能能のののの違違違違っっっったたたた製製製製品品品品をつくるのをつくるのをつくるのをつくるのにににに向向向向いていていていておおおおりますりますりますります。。。。多種少量多種少量多種少量多種少量生生生生産産産産にににに向向向向いいいいているているているている。。。。そそそそしてしてしてして、、、、多種少量多種少量多種少量多種少量のののの製製製製品品品品がががが必要必要必要必要なななな多多多多様化様化様化様化されされされされたたたた市場市場市場市場にににに対対対対応応応応しているとしているとしているとしていると思思思思いますいますいますいます。。。。        例例例例２２２２としてとしてとしてとして出出出出てくるのてくるのてくるのてくるのはははは完完完完全全全全自動自動自動自動化化化化ラインですラインですラインですラインですねねねね。。。。ややややははははりりりり必要必要必要必要ななななだけだけだけだけつくるのつくるのつくるのつくるのですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもうととととににににかくかくかくかく完完完完全全全全にににに自動自動自動自動化化化化してしましてしましてしましてしまおうおうおうおうとととと。。。。今今今今までまでまでまではメはメはメはメインのインのインのインの組組組組みみみみ立立立立ててててだけだけだけだけがががが自動自動自動自動化化化化されされされされていたていたていたていた。。。。それにそれにそれにそれに組組組組みみみみ込込込込んんんんでいくでいくでいくでいく部分部分部分部分部分部分部分部分ののののアセアセアセアセンンンンブブブブリをリをリをリを、、、、そそそそののののわきにわきにわきにわきに自動自動自動自動化化化化するするするする。。。。そそそそしてしてしてして、、、、ササササブアセブアセブアセブアセンンンンブブブブリがでリがでリがでリができきききたとたとたとたところころころころででででメメメメインインインインアセアセアセアセンンンンブブブブリリリリにににに取取取取りりりり入入入入れれれれてててて、、、、それそれそれそれをををを組組組組みみみみ立立立立ててててにににに使使使使っっっっていくていくていくていく。。。。それにそれにそれにそれに加加加加ええええてパーてパーてパーてパーツツツツのののの加加加加工工工工。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ササササブアセブアセブアセブアセンンンンブブブブリリリリにににに必要必要必要必要なパなパなパなパーーーーツツツツ、、、、ああああるいるいるいるいはメはメはメはメインインインインアセアセアセアセンンンンブブブブリリリリにににに必要必要必要必要なパーなパーなパーなパーツツツツのののの加加加加工工工工もももも自動自動自動自動化化化化してしてしてして、、、、そそそそのラインののラインののラインののラインのそばそばそばそばにににに置置置置くくくく。。。。こうこうこうこういいいいうううう完完完完全全全全なななな自動自動自動自動化化化化ラインラインラインライン、、、、これはこれはこれはこれはゼロエミッションラインとゼロエミッションラインとゼロエミッションラインとゼロエミッションラインと私私私私はははは言言言言いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これこれこれこれががががもうもうもうもう一一一一つのつのつのつの例例例例でででであああありますりますりますります。。。。以上以上以上以上がオンデマンがオンデマンがオンデマンがオンデマンドドドド生生生生産産産産のののの例例例例。。。。        それそれそれそれからからからから、、、、地地地地産産産産・・・・地地地地消消消消をやりますとをやりますとをやりますとをやりますと、、、、輸送輸送輸送輸送のエネルギーがのエネルギーがのエネルギーがのエネルギーが節節節節約約約約されされされされますますますます。。。。そそそそのののの土土土土地地地地でとでとでとでとれれれれたたたた野野野野菜菜菜菜をををを、、、、そそそそのののの土土土土地地地地でででで消費消費消費消費するといするといするといするといううううのがのがのがのが一一一一つのつのつのつの例例例例ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、輸送輸送輸送輸送エネルエネルエネルエネルギーがギーがギーがギーが節節節節約約約約されされされされるるるる。。。。そそそそしてしてしてして、、、、地地地地域域域域経済経済経済経済にににに貢献貢献貢献貢献しますしますしますします。。。。近近近近くでくでくでくで栽培栽培栽培栽培したしたしたしたもももものをのをのをのを近近近近くでくでくでくで消費消費消費消費すすすするのですからるのですからるのですからるのですから、、、、産産産産地地地地のののの人人人人とととと交交交交流流流流などなどなどなどももももしやすしやすしやすしやすうござうござうござうございましていましていましていまして、、、、そそそそのたのたのたのためにめにめにめに信頼信頼信頼信頼関係関係関係関係がでがでがでができききき
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てててて、、、、安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全のののの販売販売販売販売がでがでがでができきききるるるる。。。。これはこれはこれはこれはゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション型型型型のののの分分分分散散散散調調調調達達達達とととと言言言言っっっっててててよろよろよろよろしいしいしいしいのでのでのでのではははは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。。。。        次次次次はははは非枯渇非枯渇非枯渇非枯渇化化化化経済経済経済経済といといといというこうこうこうことですとですとですとですがががが、、、、非枯渇非枯渇非枯渇非枯渇性資源性資源性資源性資源、、、、つまりつまりつまりつまり動動動動植植植植物物物物とかとかとかとか生物生物生物生物、、、、それそれそれそれからからからから、、、、自然自然自然自然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたたももももののみののみののみののみによによによによるるるる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会、、、、これはこれはこれはこれは究究究究極極極極のののの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会、、、、これこれこれこれをををを私私私私ははははゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション循環循環循環循環とととと言言言言いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。        それそれそれそれからからからから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ出出出出ててててききききたたたた所所所所有有有有しないといしないといしないといしないというこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。自然自然自然自然はははは所所所所有有有有しないしないしないしない。。。。これはこれはこれはこれは、、、、工業工業工業工業化化化化社会社会社会社会ででででもももも機機機機能能能能販売販売販売販売といといといといううううのがのがのがのがござござござございましていましていましていまして、、、、所所所所有有有有権権権権はメはメはメはメーカーがーカーがーカーがーカーが持持持持っっっっているているているている。。。。そそそそししししてててて、、、、利用利用利用利用者者者者はそはそはそはそのののの機機機機能能能能だけだけだけだけをををを使使使使うううう。。。。機機機機能能能能をををを使使使使っっっったたたた分分分分だけだけだけだけ、、、、電電電電気気気気製製製製品品品品でしたらでしたらでしたらでしたら電力電力電力電力量量量量にににに比比比比例例例例したしたしたした料金料金料金料金をををを徴収徴収徴収徴収するといするといするといするというううう形形形形ですですですですねねねね。。。。そうそうそうそうなりますとなりますとなりますとなりますと利用利用利用利用者者者者はははは、、、、有効有効有効有効にににに電力電力電力電力をををを使使使使っっっっててててむむむむだだだだななななレレレレンタルンタルンタルンタル料金料金料金料金をををを払払払払わわわわないといないといないといないというこうこうこうこととととにににになりますなりますなりますなります。。。。それそれそれそれからからからから、、、、販売販売販売販売者者者者ははははででででききききるるるるだけだけだけだけ故故故故障障障障ののののないないないないようにようにようにようにサーサーサーサービビビビスするといスするといスするといスするというこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。故故故故障障障障しているとしているとしているとしていると、、、、おおおお客客客客さんはさんはさんはさんは使使使使いたいといたいといたいといたいときききき使使使使っっっってくてくてくてくれれれれなくてなくてなくてなくて、、、、レレレレンタルンタルンタルンタル料料料料がががが取取取取れれれれなくなりますなくなりますなくなりますなくなります。。。。それそれそれそれからからからから、、、、長寿長寿長寿長寿命化命化命化命化サーサーサーサービビビビスといスといスといスといううううののののをををを販売販売販売販売者者者者ははははいたしますいたしますいたしますいたします。。。。ででででききききるるるるだけだけだけだけ製製製製品品品品のののの寿寿寿寿命命命命をををを延延延延ばばばばすすすすようようようようなななな調整調整調整調整をしてをしてをしてをして寿寿寿寿命命命命をををを延延延延ばばばばすすすす。。。。そそそそしてしてしてして、、、、償却期償却期償却期償却期間間間間がががが終終終終わっわっわっわっててててもももも、、、、そそそそのののの製製製製品品品品がががが市場市場市場市場でででで動動動動いていいていいていいていればればればれば大大大大変変変変もうもうもうもうかるかるかるかるわけわけわけわけですですですですねねねね。。。。もうもうもうもう償却期償却期償却期償却期間間間間ははははないですからないですからないですからないですから簿簿簿簿価価価価ははははゼロですゼロですゼロですゼロです。。。。簿簿簿簿価価価価がゼロのがゼロのがゼロのがゼロのももももののののにににに働働働働いていていていてももももららららっっっっているとているとているとていると非常非常非常非常にもうにもうにもうにもうかるかるかるかるわけわけわけわけですですですですねねねね。。。。一方一方一方一方、、、、利用利用利用利用者者者者のののの方方方方はははは、、、、レレレレンタルですからンタルですからンタルですからンタルですから導入導入導入導入のコストのコストのコストのコストはははは低低低低くくくくなりますなりますなりますなります。。。。設備設備設備設備投投投投資資資資でなくてでなくてでなくてでなくて経経経経費費費費でででで処処処処理理理理ででででききききるといるといるといるというこうこうこうこととととにもにもにもにもなりますなりますなりますなります。。。。したがしたがしたがしたがっっっってててて、、、、利利利利用用用用者者者者はははは、、、、１１１１つのつのつのつのもももものをのをのをのを買買買買っっっったらたらたらたらおおおお金金金金がなくながなくながなくながなくなっっっってしまてしまてしまてしまっっっってててて、、、、それそれそれそれ以上以上以上以上ののののももももののののはははは買買買買ええええないとないとないとないといいいいうこうこうこうことがなくてとがなくてとがなくてとがなくて、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな違違違違うううう商品商品商品商品をををを借借借借りてりてりてりてききききてててて、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな機機機機能能能能をををを同同同同時時時時にににに使使使使ええええるるるるよよよようにうにうにうになりますなりますなりますなります。。。。一一一一般般般般ににににエコエコエコエコ製製製製品品品品ははははコストがコストがコストがコストが高高高高いのですいのですいのですいのです。。。。しかししかししかししかし、、、、レレレレンタルですとンタルですとンタルですとンタルですと、、、、そそそそのののの分分分分がががが幾幾幾幾らかやらかやらかやらかやわわわわららららげげげげらららられれれれるのでるのでるのでるのではははは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。。。。        こうこうこうこういいいいうよううよううよううようなななな機機機機能能能能販売販売販売販売型型型型ののののポポポポイントイントイントイントはははは、、、、同同同同じじじじレレレレンタルといンタルといンタルといンタルといっっっっててててもももも、、、、月月月月にににに幾幾幾幾らといらといらといらというレうレうレうレンタルンタルンタルンタル料料料料をいたをいたをいたをいただだだだくのでくのでくのでくのでははははだめだめだめだめでしてでしてでしてでして、、、、使使使使用用用用量量量量ににに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いたをいたをいたをいただだだだくといくといくといくというこうこうこうことですとですとですとです。。。。電電電電気気気気製製製製品品品品でしたらでしたらでしたらでしたら、、、、使使使使用用用用電力電力電力電力量量量量にににに比比比比例例例例してしてしてしておおおお金金金金をいたをいたをいたをいただだだだくくくく。。。。車車車車でしたらでしたらでしたらでしたら、、、、走走走走行行行行距離距離距離距離ああああるいるいるいるいはははは燃料燃料燃料燃料のののの使使使使用用用用量量量量にににに応応応応じじじじてててておおおお金金金金をいたをいたをいたをいただだだだくくくく。。。。こうこうこうこういいいいうううう仕仕仕仕組組組組みでなみでなみでなみでなければければければければいいいいけけけけないないないないわけわけわけわけですですですです。。。。        次次次次はははは地廃地廃地廃地廃・・・・地地地地処処処処、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発生発生発生発生したとしたとしたとしたところころころころでででで処処処処理理理理するといするといするといするというこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。これはこれはこれはこれは分分分分散散散散型型型型処処処処理理理理とととと申申申申しますしますしますします。。。。これはこれはこれはこれはゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション型型型型のののの分分分分散散散散処処処処理理理理といといといといっっっっててててもよろもよろもよろもよろしいのですがしいのですがしいのですがしいのですが、、、、ととととににににかくかくかくかくこれこれこれこれまでのリサイクルまでのリサイクルまでのリサイクルまでのリサイクルはははは何何何何ででででもももも集集集集めめめめてててて処処処処理理理理ししししようようようようといといといというううう考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。これこれこれこれからからからからははははででででききききるるるるだけだけだけだけ分分分分散散散散していたしていたしていたしていただきだきだきだきたいといたいといたいといたいというこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは出出出出したとしたとしたとしたところころころころがががが処処処処理理理理するするするする。。。。とととといいいいううううののののはははは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを１１１１カカカカ所所所所にににに集集集集めめめめてててて処処処処理理理理するするするする、、、、これはこれはこれはこれは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを出出出出したとしたとしたとしたところころころころのののの責任責任責任責任ををををほほほほかかかかにににに転嫁転嫁転嫁転嫁するするするするここここととととにににになりますなりますなりますなります。。。。出出出出したとしたとしたとしたところころころころでででで処処処処理理理理すすすすべきべきべきべきですですですです。。。。それはわそれはわそれはわそれはわかるかるかるかるけれけれけれけれどどどどもももも、、、、自自自自分分分分ののののそばそばそばそばでででではははは嫌嫌嫌嫌だだだだといといといというううう人人人人ももももいるかといるかといるかといるかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そそそそのののの地地地地域域域域ででででもももも廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をたくをたくをたくをたくさんさんさんさん出出出出すすすすようようようようなななな施施施施設設設設、、、、ああああるいるいるいるいはははは工場工場工場工場かかかかももももししししれれれれまままませんせんせんせんがががが、、、、ででででききききるるるるだけそだけそだけそだけそののののそばにそばにそばにそばに処処処処理場理場理場理場をつくるといをつくるといをつくるといをつくるといううううのがのがのがのが自然自然自然自然でででではははは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。。。。        これはこれはこれはこれは、、、、ごごごごみみみみ発発発発電電電電といといといというよううよううよううようななななもももものでのでのでのでもももも、、、、ででででききききるるるるだけごだけごだけごだけごみをみをみをみを発生発生発生発生したとしたとしたとしたところにころにころにころに分分分分散散散散してしてしてして発発発発電電電電所所所所をつくるといをつくるといをつくるといをつくるといううううのがのがのがのが一一一一番番番番いいといいといいといいと思思思思いますいますいますいます。。。。そうそうそうそうししししますとますとますとますと、、、、そそそそのののの設備設備設備設備もももも小型小型小型小型にににになりまなりまなりまなりま
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すすすす。。。。貯蔵槽貯蔵槽貯蔵槽貯蔵槽もももも小小小小ささささくなりますくなりますくなりますくなります。。。。何何何何よよよよりりりりもももも、、、、先入先入先入先入れれれれ先先先先出出出出しといしといしといしというこうこうこうことがでとがでとがでとができきききるるるるようにようにようにようになるとなるとなるとなるといいいいうこうこうこうことがとがとがとが一一一一つとつとつとつと、、、、それそれそれそれからからからから、、、、今今今今日日日日入入入入れれれれたたたたごごごごみみみみはははは明明明明日日日日燃燃燃燃してしましてしましてしましてしまううううといといといというよううよううよううようななななこここことがでとがでとがでとができきききてててて、、、、滞留期滞留期滞留期滞留期間間間間がががが少少少少なくなるといなくなるといなくなるといなくなるというメうメうメうメリットリットリットリットもあもあもあもありますりますりますります。。。。最最最最初初初初ははははコストがコストがコストがコストが高高高高いでしいでしいでしいでしょうけょうけょうけょうけれれれれどどどどもももも、、、、ややややははははりりりりここここのののの分分分分散散散散型型型型処処処処理理理理がががが自然自然自然自然界界界界のののの法則法則法則法則にににに従従従従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。。。。        最最最最後後後後にににに完完完完全全全全循環型循環型循環型循環型。。。。先先先先ほほほほどどどどちょっちょっちょっちょっとととと申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたましたようにようにようにように、、、、自然自然自然自然界界界界といといといといううううののののはははは循環型循環型循環型循環型ににににななななっっっっていますていますていますています。。。。それそれそれそれとととと同同同同じじじじようにようにようにように、、、、一一一一つのつのつのつの企企企企業業業業のエミッションのエミッションのエミッションのエミッション、、、、ああああるいるいるいるいはははは地地地地域域域域のエミッシのエミッシのエミッシのエミッションョンョンョン、、、、ごごごごみみみみ、、、、ああああるいるいるいるいははははエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー（（（（エネルギーといエネルギーといエネルギーといエネルギーといううううののののはははは例例例例えばえばえばえば熱熱熱熱とととと考考考考ええええていたていたていたていただだだだくとくとくとくとよよよよろろろろしいのですがしいのですがしいのですがしいのですが、、、、））））がががが他他他他のののの組組組組織織織織のののの必要必要必要必要なななな資源資源資源資源／／／／エネルギーとなるエネルギーとなるエネルギーとなるエネルギーとなるようようようようなななな経済社会経済社会経済社会経済社会効効効効率率率率のいいのいいのいいのいい産産産産業業業業クラスターをつくるのですクラスターをつくるのですクラスターをつくるのですクラスターをつくるのです。。。。これこれこれこれをゼロエミッションクラスターとをゼロエミッションクラスターとをゼロエミッションクラスターとをゼロエミッションクラスターと申申申申しましてしましてしましてしまして、、、、これこれこれこれまでまでまでまでももももゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション工場工場工場工場やゼロエミッションやゼロエミッションやゼロエミッションやゼロエミッション地地地地域域域域をつくるとをつくるとをつくるとをつくるときにはきにはきにはきには、、、、ここここのののの完完完完全全全全循環型循環型循環型循環型といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション型型型型のクラスターのクラスターのクラスターのクラスターづづづづくりをくりをくりをくりを中中中中心心心心にににに進進進進めめめめてまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました。。。。ここここれはこれれはこれれはこれれはこれからからからからもももも非常非常非常非常にににに大大大大切切切切なななな手手手手法法法法だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。それそれそれそれとととと同同同同時時時時にににに、、、、今今今今までまでまでまで申申申申しししし上上上上げげげげたたたたようにようにようにように生生生生態系態系態系態系をををを利用利用利用利用するするするする、、、、自然自然自然自然にににに学学学学ぶぶぶぶといといといというよううよううよううようなゼロなゼロなゼロなゼロエミッションのエミッションのエミッションのエミッションの考考考考ええええ方方方方にににに立立立立つといつといつといつといろろろろいいいいろろろろななななほほほほかのかのかのかの手手手手法法法法ももももでてでてでてでて来来来来るといるといるといるというこうこうこうことをとをとをとを、、、、ぜひぜひぜひぜひ記憶記憶記憶記憶してしてしてしておおおお帰帰帰帰りいたりいたりいたりいただきだきだき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。。。。        以上以上以上以上でででで私私私私のののの話話話話をををを終終終終ええええ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。。。。どどどどうもごうもごうもごうもご清清清清聴聴聴聴あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。        講演講演講演講演２２２２    谷課長谷課長谷課長谷課長    「「「「環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好循環好循環好循環好循環」」」」        よろよろよろよろしくしくしくしくおおおお願願願願いをいたしますいをいたしますいをいたしますいをいたします。。。。        最最最最初初初初にににに、、、、今今今今回回回回ののののＲＤＦＲＤＦＲＤＦＲＤＦのののの事事事事故故故故ででででおおおお亡亡亡亡くなりくなりくなりくなりにににになりましたなりましたなりましたなりました方方方方々々々々にににに心心心心からからからから哀悼哀悼哀悼哀悼のののの意意意意をををを表表表表しましましましますととすととすととすとともにもにもにもに、、、、おけおけおけおけがをながをながをながをなささささいましたいましたいましたいました方方方方、、、、またまたまたまた、、、、そそそそののののごごごご家族家族家族家族のののの皆様方皆様方皆様方皆様方にににに心心心心からからからからおおおお見見見見舞舞舞舞いをいをいをいを申申申申しししし上上上上げげげげ、、、、一一一一刻刻刻刻もももも早早早早いいいいごごごご回回回回復復復復ををををおおおお祈祈祈祈りいたしますりいたしますりいたしますりいたします。。。。またまたまたまた、、、、今今今今回回回回のののの事事事事故故故故のののの消消消消火活火活火活火活動動動動そそそそのののの他他他他、、、、ごごごご苦労苦労苦労苦労してしてしてしてここここらららられれれれましたましたましたました三重県三重県三重県三重県ののののささささままままざざざざまなまなまなまな方方方方々々々々にににに、、、、敬敬敬敬意意意意をををを表表表表するととするととするととするとともにもにもにもに、、、、これこれこれこれからからからからもももも一一一一層層層層ごごごご尽尽尽尽力力力力ををををおおおお願願願願いをしたいといをしたいといをしたいといをし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。。。。環境省環境省環境省環境省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もももも、、、、ここここののののＲＤＦＲＤＦＲＤＦＲＤＦのののの保保保保管管管管やややや利用利用利用利用ののののあああありりりり方方方方にににに関関関関するするするする検討検討検討検討会会会会をををを開開開開催催催催するするするするこここことといたしましてとといたしましてとといたしましてとといたしまして、、、、今今今今後後後後二度二度二度二度ととととこうこうこうこういいいいうこうこうこうことがとがとがとが起起起起ここここりまりまりまりませんようにせんようにせんようにせんように、、、、再再再再発発発発防止防止防止防止にににに全力全力全力全力をををを挙挙挙挙げげげげてまいるてまいるてまいるてまいる所所所所存存存存ででででござござござございますいますいますいます。。。。        ささささてててて、、、、本日本日本日本日はははは、、、、大大大大体体体体１１１１時時時時 11110000 分分分分ごろごろごろごろまでまでまでまでおおおお時間時間時間時間ををををちょうだちょうだちょうだちょうだ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。。。。「「「「環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好循環好循環好循環好循環」」」」ににににつつつつききききましてましてましてまして、、、、おおおお話話話話をををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。おおおお手元手元手元手元にににに資資資資料料料料ををををおおおお配配配配りりりりさせさせさせさせていたていたていたていただだだだいていていてい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、、、、適宜適宜適宜適宜ここここのののの資資資資料料料料をををを参参参参照照照照しながらしながらしながらしながらおおおお話話話話ををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。        「「「「環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好循環好循環好循環好循環」」」」といといといといううううのがのがのがのが、、、、実実実実はははは去去去去年年年年からからからからこここことしとしとしとしににににかかかかけけけけてのてのてのての環境省環境省環境省環境省のののの大大大大ききききなななな課課課課題題題題ででででござござござございましたいましたいましたいました。。。。今今今今、、、、鈴鈴鈴鈴木木木木大臣大臣大臣大臣がががが環境大臣環境大臣環境大臣環境大臣でいらでいらでいらでいらっっっっししししゃゃゃゃるのでするのでするのでするのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、去去去去年年年年着任着任着任着任さささされれれれたとたとたとたときききき、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの関係関係関係関係にににについてついてついてついて考考考考ええええていていていていききききたいといたいといたいといたいというこうこうこうことをとをとをとをおっおっおっおっししししゃゃゃゃいましていましていましていまして、、、、去去去去年年年年のののの 11112222月月月月からからからから環境省環境省環境省環境省のののの中中中中にににに懇談懇談懇談懇談会会会会がががが開開開開かかかかれれれれましてましてましてまして、、、、ここここのののの６６６６月月月月までいまでいまでいまでいろろろろいいいいろろろろななななごごごご検討検討検討検討をいたをいたをいたをいただだだだいてまいりましたいてまいりましたいてまいりましたいてまいりました。。。。今今今今回回回回おおおお配配配配りしましたりしましたりしましたりしました資資資資料料料料はははは、、、、それそれそれそれのののの報告書報告書報告書報告書のののの概概概概要要要要をまとをまとをまとをまとめめめめたたたたもももものでのでのでのでござござござございますいますいますいます。。。。環境省環境省環境省環境省ののののホホホホームームームームペペペページージージージにににに全全全全文文文文がががが載載載載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、、、、ももももししししごごごご関関関関心心心心ののののああああるるるる方方方方ははははそちそちそちそちらをらをらをらをどどどどううううぞぞぞぞごごごごららららんんんんくくくくださださださださいいいい。。。。        どどどどううううしてしてしてしてこうこうこうこういいいいうううう話話話話ににににななななっっっったかたかたかたか、、、、ままままずずずず背景背景背景背景ががががあああありますりますりますります。。。。環境環境環境環境のののの取取取取りりりり組組組組みといみといみといみといううううののののはははは大大大大変変変変
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重重重重要要要要ですですですです。。。。一方一方一方一方、、、、皆様皆様皆様皆様よよよよくくくく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、、、、ここここここここのとのとのとのところころころころ経済経済経済経済がががが大大大大変難変難変難変難しいしいしいしい。。。。リストラリストラリストラリストラにににに遭遭遭遭ううううのでのでのでのでははははないかとないかとないかとないかと心心心心配配配配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るるる方方方方もあもあもあもありますしりますしりますしりますし、、、、ああああるいるいるいるいはははは坊坊坊坊ちちちちゃゃゃゃんんんん、、、、おおおお嬢嬢嬢嬢ちちちちゃゃゃゃんんんんがががが就就就就職職職職ししししようようようようとととと思思思思っっっっててててももももなかなかなかなかなかなかなかなか職職職職がないがないがないがない。。。。東京東京東京東京ははははままままだだだだいいいいいいいいけれけれけれけれどどどどもももも、、、、地地地地方方方方はははは大大大大変変変変だだだだとととといいいいうううう声声声声がたくがたくがたくがたくさんあさんあさんあさんありますりますりますります。。。。こうこうこうこういいいいうううう中中中中でででで、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済といといといといううううののののはははは、、、、あちあちあちあちらがらがらがらが立立立立ててててばこちばこちばこちばこちららららはははは立立立立たたたたずずずずといといといというよううよううよううようなななな関係関係関係関係ででででははははなくてなくてなくてなくて、、、、取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの仕仕仕仕方方方方によによによによるとるとるとると環境環境環境環境もももも経済経済経済経済もうもうもうもうまくいまくいまくいまくいくといくといくといくといううううこここことなのですとなのですとなのですとなのです。。。。環境環境環境環境をををを厳厳厳厳しくしくしくしく言言言言われわれわれわれるとるとるとると日本日本日本日本でででではははは生生生生産産産産ででででききききないないないない、、、、中国中国中国中国にににに行行行行くとくとくとくと思思思思っっっっているているているている企企企企業業業業はははは結結結結構構構構ああああるとるとるとると言言言言われわれわれわれますがますがますがますが、、、、それそれそれそれのののの背背背背中中中中をををを押押押押すすすすようようようようなななな対策対策対策対策がががが環境対策環境対策環境対策環境対策かといかといかといかといううううとととと、、、、そんそんそんそんななななここここととととはあはあはあはありまりまりまりませんせんせんせん。。。。むむむむししししろろろろ、、、、日本日本日本日本のののの企企企企業業業業ををををこれこれこれこれからからからからもっもっもっもっとととと元元元元気気気気ににににしていくしていくしていくしていく、、、、地地地地方方方方のののの雇雇雇雇用用用用ををををもっもっもっもっとつくりとつくりとつくりとつくり出出出出していくしていくしていくしていく、、、、そうそうそうそういいいいうううう環境環境環境環境のののの取取取取りりりり組組組組みがたくみがたくみがたくみがたくさんあさんあさんあさんあるといるといるといるといううううののののがががが、、、、鈴鈴鈴鈴木木木木大臣大臣大臣大臣ののののここここのののの懇談懇談懇談懇談会会会会でででであっあっあっあったのですたのですたのですたのです。。。。        どどどどううううしてしてしてして環境環境環境環境のののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが日本日本日本日本のののの雇雇雇雇用用用用をををを守守守守るるるるここここととととにににになるのでしなるのでしなるのでしなるのでしょうょうょうょうかかかか。。。。例例例例えばえばえばえば一一一一つのつのつのつの例例例例をををを挙挙挙挙げさせげさせげさせげさせていたていたていたていただきだきだき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。。。。ここここのののの報告書報告書報告書報告書にににに書書書書いていていていてああああるるるるこここことでとでとでとではあはあはあはありまりまりまりませんせんせんせん。。。。本本本本日日日日ちょっちょっちょっちょっとととと私私私私のののの個個個個人的人的人的人的ないないないないろろろろいいいいろろろろなななな思思思思いいいいもももも含含含含めめめめてててておおおお話話話話ををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきたいとたいとたいとたいと思思思思ううううのですのですのですのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、例例例例えばえばえばえば地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化といといといといううううののののはははは本本本本当当当当にににに大大大大変変変変なななな課課課課題題題題ですですですです。。。。京都議定京都議定京都議定京都議定書書書書のののの京都京都京都京都会会会会議議議議ををををＣＣＣＣＯＰＯＰＯＰＯＰ３３３３といといといといううううのですのですのですのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、実実実実はははは次次次次のののの年年年年ののののＣＣＣＣＯＰＯＰＯＰＯＰ４４４４はははは動動動動かなかかなかかなかかなかっっっったたたた。。。。私私私私ははははＣＣＣＣＯＰＯＰＯＰＯＰ５５５５、、、、ＣＣＣＣＯＰＯＰＯＰＯＰ６６６６でででで、、、、ＣＣＣＣＤＤＤＤＭＭＭＭとかとかとかとか共共共共同同同同実実実実施施施施とかとかとかとか排出排出排出排出量量量量取取取取引引引引とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいううううルールをつくルールをつくルールをつくルールをつくっっっっていくとていくとていくとていくところころころころのののの交交交交渉渉渉渉をやをやをやをやっっっっていたのですていたのですていたのですていたのです。。。。例例例例えばえばえばえばツツツツバルとかバルとかバルとかバルとかナナナナウウウウルとかルとかルとかルとか、、、、小小小小ささささなななな島島島島のののの国国国国ががががああああるるるるわけわけわけわけですですですですねねねね。。。。そこはもうそこはもうそこはもうそこはもう国国国国がががが沈沈沈沈むむむむのでのでのでのでははははないかないかないかないか、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう国国国国のののの存亡存亡存亡存亡をかをかをかをかけけけけてててて交交交交渉渉渉渉にににに臨臨臨臨んんんんでいでいでいでいららららっっっっししししゃゃゃゃるるるる。。。。一方一方一方一方、、、、ササササウウウウジジジジアアアアララララビビビビアアアアみたいなみたいなみたいなみたいな産産産産油油油油国国国国はははは、、、、協協協協力力力力的的的的でなかでなかでなかでなかっっっったたたた。。。。途途途途上上上上国国国国はははは、、、、「「「「悪悪悪悪いのいのいのいのはははは先先先先進進進進国国国国ですからですからですからですから、、、、私私私私たたたたちはちはちはちはままままずずずず豊豊豊豊かかかかにににになるなるなるなるんんんんですですですです。。。。豊豊豊豊かかかかににににななななっっっってててて、、、、環境環境環境環境はそれはそれはそれはそれからからからから先何先何先何先何かやるかやるかやるかやる。。。。」」」」とととと言言言言うううう。。。。        そうそうそうそういいいいうううう中中中中でででで、、、、議議議議論論論論がなかなかまとまらなかがなかなかまとまらなかがなかなかまとまらなかがなかなかまとまらなかっっっったたたたもももものがのがのがのが、、、、ややややっっっっとととと何何何何とかとかとかとかＣＣＣＣＯＰＯＰＯＰＯＰ５５５５、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯＰＰＰＰ６６６６、、、、そそそそのののの後後後後ぐぐぐぐらいでまとまりからいでまとまりからいでまとまりからいでまとまりかけけけけたらたらたらたら、、、、今今今今度度度度はアメはアメはアメはアメリカがリカがリカがリカが京都議定京都議定京都議定京都議定書書書書からからからからそっそっそっそっぽぽぽぽをををを向向向向いいいいてしまいましたてしまいましたてしまいましたてしまいました。。。。ででででもももも、、、、何何何何とかとかとかとか残残残残りのりのりのりの国国国国々々々々でででで合合合合意意意意にににに至至至至っっっったのがたのがたのがたのがＣＣＣＣＯＰＯＰＯＰＯＰ７７７７までのまでのまでのまでの状況状況状況状況でででで、、、、今今今今、、、、日本日本日本日本もももも批准批准批准批准をしましたをしましたをしましたをしました。。。。ああああとととと、、、、ロシロシロシロシアアアアがががが批准批准批准批准してくしてくしてくしてくれればれればれればれれば、、、、京都議定京都議定京都議定京都議定書書書書はははは発発発発効効効効するのですするのですするのですするのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ととととににににかくかくかくかく批准批准批准批准してしてしてしてほほほほしいしいしいしいねねねねとととと思思思思いながらいながらいながらいながら待待待待っっっっているとているとているとているところころころころですですですです。。。。        こうこうこうこういいいいうううう中中中中でででで、、、、日本日本日本日本がががが京都議定京都議定京都議定京都議定書書書書をををを守守守守っっっっていくたていくたていくたていくためにめにめにめに、、、、日本日本日本日本のののの経済経済経済経済をををを悪悪悪悪くするといくするといくするといくするといっっっったたたたらららら、、、、アメアメアメアメリカリカリカリカははははついてついてついてついてききききまままませんせんせんせんしししし、、、、中国中国中国中国もももも、、、、あれはあれはあれはあれは先先先先進進進進国国国国がやるがやるがやるがやるもももものでのでのでので私私私私はははは知知知知らないとらないとらないとらないと言言言言ううううでしでしでしでしょうょうょうょう。。。。ででででもももも、、、、そうそうそうそうででででははははないのですといないのですといないのですといないのですといううううのをのをのをのを日本日本日本日本がががが示示示示したいしたいしたいしたい。。。。アアアアジジジジアアアアのいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな国国国国はははは、、、、中国中国中国中国もももも韓韓韓韓国国国国ももももインインインインドドドドネシネシネシネシアもアもアもアもタイタイタイタイももももママママレレレレーシーシーシーシアもアもアもアも、、、、みみみみんんんんなななな日本日本日本日本をををを今今今今ででででもよもよもよもよくくくく見見見見ていていていていますますますます。。。。今今今今、、、、ももももしししし日本日本日本日本がががが環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好循環好循環好循環好循環でいいでいいでいいでいい形形形形をつくをつくをつくをつくっっっっていていていていけばけばけばけば、、、、あっちこっちあっちこっちあっちこっちあっちこっちがまがまがまがまねねねねをするとをするとをするとをすると思思思思いますいますいますいます。。。。        例例例例えばえばえばえば温暖温暖温暖温暖化化化化対策対策対策対策でででで、、、、省省省省エネエネエネエネ基準基準基準基準をををを達達達達成成成成しているかどしているかどしているかどしているかどううううかかかか、、、、家家家家電電電電店店店店にににに行行行行っっっったらたらたらたら全全全全部表部表部表部表示示示示してしてしてしてああああるるるるはずはずはずはずですですですです。。。。しかしかしかしかもももも、、、、そそそそののののうちうちうちうち、、、、トップラントップラントップラントップランナナナナーーーー方式方式方式方式といといといといっっっってててて、、、、ああああるるるる程程程程度度度度達達達達成成成成しなしなしなしないいいいももももののののはははは売売売売ららららせせせせないといないといないといないというこうこうこうこととととにににになりますなりますなりますなります。。。。そうそうそうそうしましたらしましたらしましたらしましたら、、、、、、、、いいかいいかいいかいいかげんげんげんげんなつくりなつくりなつくりなつくり方方方方でででで、、、、ろろろろくくくくにににに断断断断熱熱熱熱ももももしていないしていないしていないしていないようようようようなななな冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫、、、、ああああるいるいるいるいははははエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー効効効効率率率率ががががもももものすのすのすのすごごごごくくくく悪悪悪悪いいいいようようようようなななな
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クーラークーラークーラークーラーはははは日本日本日本日本でででで売売売売れれれれまままませんよねせんよねせんよねせんよね。。。。日本日本日本日本のののの技術技術技術技術でででで本本本本当当当当にににに効効効効率率率率よよよよくつくくつくくつくくつくっっっったたたた環境環境環境環境ににににいいいいいいいい製製製製品品品品をををを、、、、日本日本日本日本のののの消費消費消費消費者者者者にににに提提提提供供供供していくしていくしていくしていく。。。。これはこれはこれはこれは決決決決してしてしてして日本日本日本日本のののの製製製製造造造造業業業業にににに、、、、「「「「中国中国中国中国へへへへ行行行行っっっってくてくてくてくださださださださいいいい」」」」といといといというううう話話話話ででででははははないないないない。。。。むむむむししししろろろろ日本日本日本日本のののの製製製製造造造造業業業業がががが、、、、コストコストコストコストはちょっはちょっはちょっはちょっとととと高高高高いかいかいかいかももももししししれれれれないないないないけれけれけれけれどどどどもももも、、、、世世世世界界界界にににに誇誇誇誇るるるる技術技術技術技術はあはあはあはあるるるる。。。。そそそそのののの世世世世界界界界にににに誇誇誇誇るるるる技術技術技術技術をををを消費消費消費消費者者者者にににに伝伝伝伝ええええてててて、、、、消費消費消費消費者者者者のののの支支支支持持持持をををを得得得得ていくていくていくていくここここととととによっによっによっによってててて、、、、日本日本日本日本のののの雇雇雇雇用用用用ががががもっもっもっもっとととともっもっもっもっとととと守守守守らららられれれれるるるる。。。。そうそうそうそういいいいうううう方向方向方向方向といといといといううううのをのをのをのを少少少少なくとなくとなくとなくとももももここここのののの例例例例はははは持持持持っっっっているしているしているしているし、、、、今今今今後後後後ままままだだだだままままだだだだ積積積積みみみみ重重重重ねねねねていていていていけけけけるるるるはずはずはずはずですですですです。。。。        これはこれはこれはこれは実実実実ははははヨヨヨヨーロッパでーロッパでーロッパでーロッパでもももも同同同同じじじじななななんんんんですですですです。。。。ヨヨヨヨーロッパでーロッパでーロッパでーロッパで日本日本日本日本とととと同同同同じじじじようようようようなななな製製製製造造造造業業業業をををを持持持持っっっっているとているとているとているところころころころといといといといううううののののははははドドドドイイイイツツツツですですですです。。。。私私私私はははは、、、、1996199619961996～～～～1999199919991999 年年年年までまでまでまで国際国際国際国際エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー機機機機関関関関といといといといううううフランスフランスフランスフランスにあにあにあにあるるるる国際国際国際国際機機機機関関関関にににに勤勤勤勤めめめめてててておおおおりましたりましたりましたりました。。。。これはこれはこれはこれはＯＯＯＯＥＥＥＥＣＣＣＣＤＤＤＤのののの一一一一部部部部ですからですからですからですから、、、、先先先先進進進進国国国国がががが集集集集ままままっっっっていていていていろろろろいいいいろろろろなエネルギーのなエネルギーのなエネルギーのなエネルギーの話話話話をするをするをするをする。。。。私私私私ははははエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー政策政策政策政策のののの審査審査審査審査をやるとをやるとをやるとをやるところころころころのののの課課課課長長長長でしたのででしたのででしたのででしたので、、、、あちこちにあちこちにあちこちにあちこちに行行行行っっっってエネルギーてエネルギーてエネルギーてエネルギー政策政策政策政策のののの審査審査審査審査をしましたをしましたをしましたをしました。。。。当時当時当時当時ちょうちょうちょうちょうどどどど、、、、ヨヨヨヨーーーーロッパロッパロッパロッパももももＥＵＥＵＥＵＥＵにににに統統統統合合合合していくしていくしていくしていく中中中中でででで、、、、政策政策政策政策ののののうちうちうちうちのののの幾幾幾幾つかつかつかつかはははは各各各各国国国国ががががそれそれそれそれぞぞぞぞればればればればららららばばばばららららににににやるやるやるやるけれけれけれけれどどどど、、、、幾幾幾幾つかつかつかつかははははＥＵＥＵＥＵＥＵでででで統統統統一一一一ルールをつくるルールをつくるルールをつくるルールをつくる、、、、そうそうそうそういいいいううううプロプロプロプロセセセセスでしたスでしたスでしたスでした。。。。そこそこそこそこでででで、、、、省省省省エネエネエネエネルギーのルギーのルギーのルギーの基準基準基準基準にににについてついてついてついてドドドドイイイイツツツツはきちんはきちんはきちんはきちんとしたとしたとしたとした基準基準基準基準をつくりたいのですをつくりたいのですをつくりたいのですをつくりたいのです。。。。ドドドドイイイイツツツツのののの製製製製造造造造業業業業ははははそそそそのののの力力力力ががががああああるからるからるからるから、、、、技術技術技術技術ががががああああるからるからるからるから、、、、いいいいいいいいもももものしかのしかのしかのしか売売売売れれれれないないないないヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパにににになるとなるとなるとなると、、、、ドドドドイイイイツツツツ企企企企業業業業ははははいいのですいいのですいいのですいいのです。。。。ドドドドイイイイツツツツでででで雇雇雇雇用用用用がががが増増増増ええええるのでするのでするのでするのです。。。。じゃじゃじゃじゃああああ、、、、だれだれだれだれがががが反反反反対対対対するかするかするかするか。。。。例例例例えばえばえばえばデデデデザザザザインがインがインがインがああああかかかか抜抜抜抜けけけけていたりするのですがていたりするのですがていたりするのですがていたりするのですが、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー効効効効率率率率といといといというこうこうこうことでとでとでとで見見見見るとるとるとるとドドドドイイイイツツツツ製製製製品品品品よよよよりりりりもももも少少少少しししし劣劣劣劣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もももも多多多多いいいい。。。。そこそこそこそこでででで、、、、議議議議論論論論がまとまらないといがまとまらないといがまとまらないといがまとまらないというううう状況状況状況状況もあっもあっもあっもあったたたたのですのですのですのです。。。。        ででででもももも、、、、ややややははははりりりり世世世世界界界界のトのトのトのトレレレレンンンンドドドドとしてとしてとしてとしてはははは、、、、どどどどんんんんどどどどんそれはんそれはんそれはんそれは、、、、環境環境環境環境ににににいいいいいいいい形形形形のののの製製製製品品品品にににに行行行行こうこうこうこうといといといというううう方向方向方向方向がでがでがでができきききてくるてくるてくるてくるわけわけわけわけですですですです。。。。そこそこそこそこでででで利利利利益益益益をををを得得得得るのるのるのるのはだれはだれはだれはだれですかですかですかですか。、。、。、。、例例例例えばえばえばえばドドドドイイイイツツツツのののの、、、、これこれこれこれまでまでまでまでもももも技術技術技術技術ををををだんだんだんだんだんだんだんだん培培培培っっっっててててききききたたたた、、、、ままままじじじじめにめにめにめにややややっっっっててててききききたたたた、、、、そうそうそうそういいいいうメうメうメうメーカーがやーカーがやーカーがやーカーがやははははりりりり雇雇雇雇用用用用をををを守守守守るるるるこここことがでとがでとがでとができきききるるるる、、、、そうそうそうそういいいいううううシステムなシステムなシステムなシステムなんだんだんだんだとととと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。    自自自自由貿易由貿易由貿易由貿易体体体体制制制制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たらたらたらたら日本経済日本経済日本経済日本経済はははは回回回回りまりまりまりませんせんせんせん。。。。石油石油石油石油のののの 99999999％％％％以上以上以上以上をををを輸入輸入輸入輸入していしていしていしているのですからるのですからるのですからるのですから、、、、例例例例えばえばえばえばいかいかいかいかにおにおにおにお米米米米ががががあっあっあっあったたたたっっっってててて、、、、私私私私たたたたちはちはちはちは生生生生米米米米はははは消消消消化化化化ででででききききまままませんせんせんせんからからからから、、、、おおおお米米米米をををを炊飯器炊飯器炊飯器炊飯器にににに入入入入れれれれてててて炊炊炊炊くくくくだけだけだけだけのエネルギーがなのエネルギーがなのエネルギーがなのエネルギーがなければければければければならないならないならないならない。。。。自自自自由貿易由貿易由貿易由貿易のののの中中中中でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな商品商品商品商品がががが取取取取引引引引されされされされるるるる中中中中でででで、、、、私私私私たたたたちちちちがががが環境環境環境環境ををををよよよよくしくしくしくしようようようようとととと思思思思っっっってやてやてやてやっっっっていくいていくいていくいていくいろろろろいいいいろろろろなななな政策政策政策政策はははは、、、、日本日本日本日本のののの雇雇雇雇用用用用をををを守守守守りりりり、、、、日本日本日本日本のののの技術技術技術技術をををを育育育育てますてますてますてます。。。。        ままままずずずず、、、、ここここのののの１１１１ペペペページージージージ目目目目、、、、２２２２でででで「「「「これこれこれこれからのからのからのからの時時時時代代代代のののの環境環境環境環境とととと経済経済経済経済」」」」ととととござござござございますいますいますいます。。。。（（（（１１１１））））ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、２２２２つのつのつのつのこここことがとがとがとが今今今今のののの環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの中中中中でででで起起起起ききききているのているのているのているのだろうだろうだろうだろうとととと。。。。１１１１つつつつはははは環境環境環境環境のののの受受受受容容容容能能能能力力力力のののの限界限界限界限界がががが近近近近づづづづいているいているいているいている。。。。どどどどうううういいいいうこうこうこうことかとかとかとか。。。。ここここのののの夏夏夏夏もももも日本日本日本日本はえはえはえはえらくらくらくらく涼涼涼涼しかしかしかしかっっっったですがたですがたですがたですが、、、、涼涼涼涼ししししければければければければいいかといいいかといいいかといいいかといううううとととと、、、、そんそんそんそんななななここここととととはあはあはあはありまりまりまりませんせんせんせん。。。。ヨヨヨヨーロッパでーロッパでーロッパでーロッパではははは、、、、ああああのパリがのパリがのパリがのパリが 44440000℃℃℃℃でででで、、、、亡亡亡亡くなくなくなくなっっっったたたた方方方方がががが何何何何千千千千人人人人かかかか、、、、ひょっひょっひょっひょっとしたらとしたらとしたらとしたら１１１１万人万人万人万人かかかか。。。。これはあこれはあこれはあこれはあすすすすはははは我我我我がががが身身身身でででであああありましりましりましりましてててて、、、、来来来来年年年年はははは日本日本日本日本かかかかももももししししれれれれないないないない。。。。こうこうこうこういいいいうううう状況状況状況状況ははははいつまでいつまでいつまでいつまでもももも長長長長もちもちもちもちしないのでしないのでしないのでしないのでははははないのないのないのないのだろだろだろだろううううかとかとかとかと考考考考ええええるるるる人人人人はははは多多多多いのでいのでいのでいのでははははないでしないでしないでしないでしょうょうょうょうかかかか。。。。        一方一方一方一方でででで、、、、日本日本日本日本のののの産産産産業業業業競争競争競争競争力力力力はははは低下低下低下低下しているしているしているしている。。。。ももももしししし、、、、日本日本日本日本のののの産産産産業業業業がががが例例例例えばえばえばえば中国中国中国中国にににに行行行行っっっってててて、、、、
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それそれそれそれでででで輸入輸入輸入輸入するといするといするといするというこうこうこうこととととにににになりましたらなりましたらなりましたらなりましたら、、、、中国中国中国中国のののの方方方方がたくがたくがたくがたくさんさんさんさん石石石石炭炭炭炭をたいてをたいてをたいてをたいて、、、、しかしかしかしかもももも、、、、脱硫脱硫脱硫脱硫・・・・脱硝脱硝脱硝脱硝どどどどころころころころかかかか、、、、ばばばばいいいい煙煙煙煙のののの除除除除去去去去ももももしてないしてないしてないしてないようようようようなななな石石石石炭炭炭炭火力火力火力火力発発発発電電電電所所所所ががががああああるのでするのでするのでするのです。。。。これこれこれこれはははは中国中国中国中国ににににととととっっっっててててもももも問問問問題題題題ですしですしですしですし、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化ににににととととっっっっててててもももも問問問問題題題題ですしですしですしですし、、、、偏西偏西偏西偏西風風風風にににに乗乗乗乗っっっってててて日本日本日本日本ににににややややっっっってくるとてくるとてくるとてくると、、、、酸酸酸酸性性性性雨雨雨雨だだだだとかいとかいとかいとかいろろろろいいいいろろろろなななな問問問問題題題題にににになるのでなるのでなるのでなるのでははははないかないかないかないか。。。。こうはこうはこうはこうはならないならないならないならない形形形形でででで、、、、本本本本当当当当にににに世世世世界界界界のののの環境環境環境環境ををををよよよよくするくするくするくする取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを日本日本日本日本でやでやでやでやっっっっていかないといていかないといていかないといていかないといけけけけないないないない。。。。環境環境環境環境上上上上のののの制制制制約約約約をををを新新新新たなたなたなたな発発発発想想想想やややや可能性可能性可能性可能性をををを生生生生みみみみ出出出出すすすす原動原動原動原動力力力力としてとらとしてとらとしてとらとしてとらええええ、、、、経済経済経済経済活活活活動動動動のののの活活活活性性性性化化化化とととと雇雇雇雇用用用用のののの創創創創出出出出をををを実現実現実現実現していくしていくしていくしていくここここととととはははは十十十十分分分分にににに可能可能可能可能ですですですです。。。。        基本的基本的基本的基本的にはにはにはには、、、、（（（（２２２２））））ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの間間間間にににに、、、、環境環境環境環境ををををよよよよくするくするくするくするこここことがとがとがとが経済経済経済経済をををを発発発発展展展展させさせさせさせ、、、、またまたまたまた、、、、経済経済経済経済がががが活活活活性性性性化化化化するするするするここここととととによっによっによっによってててて環境環境環境環境もよもよもよもよくなくなくなくなっっっっていくていくていくていくようようようようなななな関係関係関係関係――――――――これこれこれこれをををを環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの間間間間のののの好循環好循環好循環好循環とととと呼呼呼呼びびびび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――――――――をををを生生生生みみみみ出出出出すすすすここここととととによっによっによっによってててて、、、、環境環境環境環境もももも経済経済経済経済もももも一体一体一体一体となとなとなとなっっっってててて向上向上向上向上するするするする、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの統統統統合合合合をををを実現実現実現実現していくしていくしていくしていくこここことがとがとがとが重重重重要要要要だろうだろうだろうだろうとととと思思思思うわけうわけうわけうわけですですですです。。。。        それにそれにそれにそれに向向向向けけけけてててて何何何何をやをやをやをやっっっっていていていていっっっったらいいかたらいいかたらいいかたらいいか、、、、①①①①～～～～④④④④までまでまでまでござござござございますいますいますいます。。。。適切適切適切適切なななな誘誘誘誘導導導導方方方方策策策策、、、、企企企企業業業業やややや消費消費消費消費者者者者のののの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有効有効有効有効需需需需要要要要にににに持持持持っっっっていくていくていくていく。。。。有効有効有効有効需需需需要要要要といといといといううううののののはははは経済学経済学経済学経済学のののの言言言言葉葉葉葉ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、市場市場市場市場をつくるといをつくるといをつくるといをつくるというこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。銀銀銀銀行行行行だだだだとかとかとかとか金融金融金融金融資資資資産産産産がががが一一一一千千千千何何何何百兆円百兆円百兆円百兆円とととともももも言言言言われわれわれわれますがますがますがますが、、、、おおおお金金金金ががががこちこちこちこちららららにににに回回回回るのでるのでるのでるのでははははなくなくなくなく、、、、何何何何かかかか環境環境環境環境のののの取取取取りりりり組組組組みみみみににににままままわわわわらないからないからないからないか。。。。これこれこれこれがががが①①①①ですですですですねねねね。。。。        ②②②②がががが世世世世界界界界にににに先先先先んんんんじじじじたたたた技術技術技術技術革革革革新新新新。。。。これこれこれこれでででで先先先先行行行行者者者者利利利利得得得得をををを獲得獲得獲得獲得するするするする。。。。後後後後ほほほほどどどどホホホホンンンンダダダダのののの方方方方ががががおおおお話話話話しいたしいたしいたしいただけだけだけだけるるるるそうそうそうそうですがですがですがですが、、、、ややややははははりりりりハハハハイイイイブブブブリッリッリッリッドドドド車車車車とかとかとかとか、、、、燃料電燃料電燃料電燃料電池池池池車車車車といといといといううううののののもうちもうちもうちもうちのののの局長局長局長局長車車車車でででで入入入入っっっっていますていますていますていますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これはこれはこれはこれは世世世世界界界界にににに先先先先駆駆駆駆けけけけたたたた技術技術技術技術、、、、日本日本日本日本がががが誇誇誇誇るるるる世世世世界一界一界一界一のののの技術技術技術技術ででででははははなななないでしいでしいでしいでしょうょうょうょうかかかか。。。。これこれこれこれをををを先先先先行行行行者者者者利利利利益益益益にににに世世世世界界界界市場市場市場市場でででで持持持持っっっっていていていていけけけけるるるるようにようにようにように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。。。。        ③③③③ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、環境環境環境環境保全保全保全保全のののの効効効効果果果果をををを市場市場市場市場にににに反反反反映映映映するするするするようようようよう市場市場市場市場のののの構構構構造造造造をををを改革改革改革改革するするするする。。。。地球的地球的地球的地球的なななな視視視視野野野野をををを持持持持っっっったたたた施施施施策策策策をををを展展展展開開開開していくしていくしていくしていく。。。。        ④④④④、、、、これはこれはこれはこれは地地地地域域域域にににに根差根差根差根差したしたしたした環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好循環好循環好循環好循環ですですですです。。。。先先先先進進進進的的的的なななな地地地地域域域域ででででこうこうこうこういいいいうもうもうもうものがのがのがのが幾幾幾幾つかつかつかつか出出出出ていていていていけばけばけばけば、、、、これはこれはこれはこれは全全全全国国国国規規規規模模模模のののの好循環好循環好循環好循環ににににつながるのでつながるのでつながるのでつながるのでははははないかといないかといないかといないかといううう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。。。。        ３３３３番番番番目目目目ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの統統統統合合合合にににに向向向向けけけけたたたた課課課課題題題題ななななんんんんですがですがですがですが、、、、「「「「意意意意識識識識のののの革革革革新新新新」」」」、、、、「「「「社会社会社会社会経済経済経済経済システムのシステムのシステムのシステムの革革革革新新新新」」」」、、、、「「「「技術技術技術技術のののの革革革革新新新新」」」」とととと書書書書いていていていてあああありますりますりますります。。。。企企企企業業業業がががが頑張頑張頑張頑張っっっっててててもももも、、、、なかなかなかなかなかなかなかなかそそそそれれれれがががが評評評評価価価価されされされされないのですないのですないのですないのですよよよよといといといというよううよううよううようなななな話話話話もあもあもあもありますがりますがりますがりますが、、、、たとたとたとたとえばえばえばえば情情情情報報報報ががががちちちちゃゃゃゃんんんんとととと消費消費消費消費者者者者とかとかとかとか投投投投資資資資家家家家とかとかとかとかにににに行行行行かないといかないといかないといかないといけけけけまままませんせんせんせん。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろなななな政策政策政策政策もももも必要必要必要必要だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。それそれそれそれからからからから、、、、地地地地域域域域資源資源資源資源のののの把握把握把握把握とととと各各各各主主主主体体体体のののの幅幅幅幅広広広広いいいい連連連連携携携携。。。。これはこれはこれはこれは、、、、こここことしのとしのとしのとしの「「「「環境環境環境環境白白白白書書書書」」」」――――――――これはうちこれはうちこれはうちこれはうちのののの課課課課のののの仕仕仕仕事事事事ななななんんんんですがですがですがですが――――――――にもにもにもにも書書書書いていていていてあああありますりますりますります。。。。各各各各主主主主体体体体ととととははははどどどどうううういいいいうこうこうこうことかといいますととかといいますととかといいますととかといいますと、、、、住民住民住民住民、、、、地場地場地場地場産産産産業業業業、、、、企企企企業業業業、、、、自治自治自治自治体体体体、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＧＧＧＧＯＯＯＯななななんんんんかかかかももももいらいらいらいらっっっっししししゃゃゃゃるるるる。。。。こうこうこうこういいいいうううう方方方方々々々々のののの連連連連携携携携はははは、、、、国国国国全体全体全体全体ののののレレレレベベベベルでルでルでルでももももややややっっっっていていていていききききたいたいたいたいわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、１１１１億億億億 2222,,,,000000000000 万万万万のののの国民国民国民国民とととと、、、、それそれそれそれからからからから全全全全部部部部のののの企企企企業業業業とととと、、、、NPONPONPONPO とととと、、、、さあさあさあさあ、、、、連連連連携携携携しまししまししまししましょうょうょうょうといといといといっっっっててててももももなかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいとしいとしいとしいところもあころもあころもあころもありますりますりますります。、。、。、。、ここここれれれれがががが自治自治自治自治体体体体ののののレレレレベベベベルルルルだだだだとととと、、、、もっもっもっもっととととおおおお互互互互いがいがいがいが近近近近くてくてくてくて連連連連携携携携していしていしていしていけけけけるのでるのでるのでるのでははははないかないかないかないか。。。。それそれそれそれをををを実実実実際際際際ににににややややっっっっ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とるとるとるところもころもころもころも幾幾幾幾つかつかつかつかあああありりりりますのでますのでますのでますので、、、、これこれこれこれががががもっもっもっもっとととと広広広広がるといいとがるといいとがるといいとがるといいと思思思思うううう
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わけわけわけわけですですですです。。。。でででで、、、、革革革革新的新的新的新的なななな技術技術技術技術やややや新新新新たなたなたなたなビビビビジネスジネスジネスジネスモモモモデルのデルのデルのデルの開発開発開発開発にににに戦略戦略戦略戦略的対的対的対的対応応応応、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななこここことがとがとがとが今今今今後後後後のののの可能性可能性可能性可能性としてとしてとしてとしてああああるのるのるのるのだろうだろうだろうだろうとととと思思思思いますいますいますいます。。。。        もうちょっもうちょっもうちょっもうちょっとととと具具具具体体体体的的的的なななな提提提提言言言言でででで何何何何がががが書書書書いていていていてああああるかといるかといるかといるかといううううのがのがのがのが、、、、２２２２ペペペページージージージ目目目目ですですですです。。。。ままままずずずず企企企企業業業業のののの話話話話ががががあああありますりますりますります。。。。（（（（１１１１））））のののの①①①①ですですですですねねねね。。。。具具具具体体体体的的的的なななな施施施施策策策策のののの方向方向方向方向といといといといううううののののはははは幾幾幾幾つかつかつかつか書書書書いていていていてあああありますりますりますります。。。。例例例例えばえばえばえば環境環境環境環境報告書報告書報告書報告書、、、、これもこれもこれもこれもいいいいろろろろいいいいろあろあろあろありますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、内内内内容容容容のののの充充充充実実実実といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、最近最近最近最近はははは企企企企業業業業によっによっによっによってててて第三第三第三第三者者者者認認認認証証証証をををを受受受受けけけけてててて、、、、例例例例えばえばえばえばトーマトーマトーマトーマツツツツだだだだとかとかとかとか幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの会計会計会計会計監査監査監査監査のののの会社会社会社会社がががが、、、、最最最最近近近近こうこうこうこういいいいうううう環境環境環境環境報告書報告書報告書報告書のののの監査監査監査監査ももももななななささささるるるるようにようにようにようにななななっっっっててててききききていますていますていますています。。。。監査監査監査監査ななななんんんんてやるてやるてやるてやるだけだけだけだけ面倒面倒面倒面倒くくくくささささいのいのいのいのににににとととと思思思思われわれわれわれるるるる方方方方ももももいらいらいらいらっっっっししししゃゃゃゃるのですがるのですがるのですがるのですが、、、、第三第三第三第三者者者者がががが監査監査監査監査したのですといしたのですといしたのですといしたのですというこうこうこうことがとがとがとが、、、、ひょっひょっひょっひょっとしてとしてとしてとして今今今今後後後後のののの使使使使いいいい勝勝勝勝手手手手のののの良良良良さにさにさにさにつながるかつながるかつながるかつながるかももももししししれれれれないないないない。。。。        例例例例えばえばえばえば日本日本日本日本ででででもちょっもちょっもちょっもちょっとととと育育育育っっっっててててききききてててて、、、、外外外外国国国国にもにもにもにも多多多多いのですいのですいのですいのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、エコフエコフエコフエコファァァァンンンンドドドドといといといといううううのがのがのがのがあああありますりますりますりますよねよねよねよね。。。。投投投投資資資資家家家家がががが投投投投資資資資をするとをするとをするとをするときにきにきにきに、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん収収収収益益益益性性性性はははは大事大事大事大事ななななんんんんですがですがですがですが、、、、そそそそのののの企企企企業業業業のののの環境環境環境環境のののの取取取取りりりり組組組組みみみみもあわせもあわせもあわせもあわせてててて判断判断判断判断するするするする。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、これこれこれこれからからからから環境環境環境環境にきちんにきちんにきちんにきちんとととと取取取取りりりり組組組組んんんんでないでないでないでないようようようようなななな企企企企業業業業といといといといううううののののはははは、、、、いついついついつ、、、、どどどどここここでででで、、、、例例例例えばえばえばえばどどどどここここかでかでかでかで土土土土壌壌壌壌汚汚汚汚染染染染をやをやをやをやっっっってててていたとかいたとかいたとかいたとかいいいいっっっってててて、、、、回回回回収費収費収費収費用用用用ででででええええらいらいらいらい損損損損ににににななななっっっったりたりたりたり、、、、何何何何がががが起起起起ここここるかるかるかるかわわわわからないからないからないからない。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり立立立立派派派派なななな企企企企業業業業はははは環境環境環境環境もきちんもきちんもきちんもきちんとととと取取取取りりりり組組組組んんんんでいるのででいるのででいるのででいるのでははははないかといないかといないかといないかというこうこうこうことでとでとでとで、、、、そうそうそうそういいいいううううとととところにころにころにころに資資資資金金金金をををを運運運運用用用用していくしていくしていくしていく。。。。ああああるいるいるいるいはははは、、、、投投投投資資資資家家家家のののの一一一一部部部部にはにはにはには、、、、「「「「自分自分自分自分のののの資資資資金金金金をををを運用運用運用運用するのするのするのするのにににに、、、、利子利子利子利子率率率率のののの差差差差とかとかとかとかななななんんんんとかいとかいとかいとかいっっっったたたたっっっってててて大大大大したしたしたしたこここことないとないとないとない。。。。今今今今後後後後のののの収収収収益益益益のののの大小大小大小大小といといといといっっっったたたたっっっってててて、、、、どどどどここここまでまでまでまで判断判断判断判断ででででききききるかどるかどるかどるかどううううかかかか。。。。だめだめだめだめなななな企企企企業業業業にににに投投投投資資資資してしてしてしてははははいいいいけけけけないがないがないがないが、、、、せっせっせっせっかくかくかくかくこれだけおこれだけおこれだけおこれだけお金金金金をををを持持持持っっっっていたらていたらていたらていたら、、、、少少少少なくとなくとなくとなくともももも一一一一部部部部をををを環境環境環境環境ににににいいいいいいいいこここことをやとをやとをやとをやっっっっているているているている企企企企業業業業にににに投投投投資資資資したいしたいしたいしたい。。。。」」」」とととと言言言言うううう人人人人たたたたちはちはちはちはいるのいるのいるのいるのですですですです。。。。        エコフエコフエコフエコファァァァンンンンドドドドをやをやをやをやっっっっているているているている人人人人からからからから話話話話をををを聞聞聞聞いたいたいたいたこここことがとがとがとがあああありますりますりますります。。。。特特特特にににに日本日本日本日本のののの場合場合場合場合はははは、、、、おおおお金金金金をををを持持持持っっっっているのているのているのているのはははは中中中中高高高高年年年年がががが多多多多いですいですいですいですねねねね。。。。そそそそのののの中中中中高高高高年年年年のののの世世世世帯帯帯帯をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、ごごごご主人主人主人主人はははは働働働働くくくくばっばっばっばっかりでかりでかりでかりで、、、、資資資資金金金金のののの運用運用運用運用はははは全全全全くくくく奥奥奥奥さんさんさんさん任任任任せせせせといといといといううううとととところころころころがががが多多多多いいいい。。。。そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、そそそそのののの資資資資金金金金運用運用運用運用をををを考考考考ええええているのているのているのているのはははは中中中中高高高高年年年年女女女女性性性性でででであああありましてりましてりましてりまして、、、、これこれこれこれ、、、、実実実実ははははマーマーマーマーケケケケットットットットもももも同同同同じじじじななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどど、、、、中中中中高高高高年年年年女女女女性性性性といといといといううううのをのをのをのを考考考考ええええるとるとるとると、、、、環境環境環境環境ににににいいいいいいいい形形形形でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろななななこここことをやりたいといとをやりたいといとをやりたいといとをやりたいというううう気気気気持持持持ちちちちががががああああるるるるそうそうそうそうですですですです。。。。これこれこれこれををををううううまくまくまくまくビビビビジネスジネスジネスジネスににににつなつなつなつなげげげげたいといたいといたいといたいといううううのがのがのがのが、、、、ここここのエコフのエコフのエコフのエコファァァァンンンンドドドドのののの発発発発想想想想のののの一一一一つなつなつなつなんんんんですがですがですがですが、、、、投投投投資資資資家家家家としてとしてとしてとしてはははは、、、、どどどどうううういいいいうううう企企企企業業業業がががが本本本本当当当当にににに環境環境環境環境ににににいいいいいいいいこここことをやとをやとをやとをやっっっっていていていているのかるのかるのかるのか、、、、ししししっっっっかりしたかりしたかりしたかりした情情情情報報報報がががが欲欲欲欲しいしいしいしい。。。。こうこうこうこういいいいうこうこうこうことととともももも考考考考ええええていくとていくとていくとていくと、、、、環境環境環境環境報告書報告書報告書報告書といといといといううううののののががががちちちちゃゃゃゃんんんんとしたととしたととしたととしたところころころころのののの第三第三第三第三者者者者認認認認証証証証もももも受受受受けけけけているといているといているといているといううううののののはははは、、、、一一一一つのつのつのつのポポポポイントなイントなイントなイントなんんんんですですですですよよよよねねねね。。。。        外外外外国国国国だだだだとととと、、、、公公公公的的的的なななな資資資資金金金金のののの運用運用運用運用もももも、、、、全全全全部部部部といといといというわけうわけうわけうわけででででははははないかないかないかないかももももししししれれれれまままませんせんせんせんがががが、、、、環境環境環境環境ににににいいいいいといといといところにあころにあころにあころにあるるるる程程程程度回度回度回度回していくといしていくといしていくといしていくというううう動動動動きもあきもあきもあきもあるのるのるのるのだそうだそうだそうだそうですですですです。。。。そそそそのののの企企企企業業業業がががが自分自分自分自分でででで私私私私はははは環環環環境境境境ににににいいいいいいいいこここことをやとをやとをやとをやっっっっていますといていますといていますといていますといううううののののもももも、、、、これもこれこれもこれこれもこれこれもこれでででで重重重重要要要要ななななんんんんですがですがですがですが、、、、それにそれにそれにそれに加加加加ええええてててて、、、、第三第三第三第三者者者者もこうもこうもこうもこう言言言言っっっっていますていますていますていますよよよよといといといといううううのがのがのがのがああああるるるる環境環境環境環境報告書報告書報告書報告書はははは、、、、いいのでいいのでいいのでいいのでははははないないないないかとかとかとかと。。。。        次次次次にににに、、、、これはこれはこれはこれは先先先先ほほほほどどどど山路会長山路会長山路会長山路会長もおっもおっもおっもおっししししゃゃゃゃいましたいましたいましたいました、、、、製製製製品品品品のののの提提提提供供供供ににににかかかかええええてててて製製製製品品品品のののの機機機機能能能能をサをサをサをサーーーービビビビスとしてスとしてスとしてスとして提提提提供供供供するするするする、、、、これはこれはこれはこれはいいいいいいいいこここことですとですとですとですよねよねよねよね。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、ビビビビデオをデオをデオをデオを買買買買っっっってしまてしまてしまてしまううううとととと、、、、何何何何
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回回回回かかかか見見見見たらたらたらたら、、、、いつかいつかいつかいつかはははは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にににになるなるなるなる。。。。ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ビビビビデオをデオをデオをデオをレレレレンタルでンタルでンタルでンタルで見見見見ればればればれば、、、、ビビビビデオデオデオデオのののの廃棄廃棄廃棄廃棄量量量量もきっもきっもきっもきっとととと減減減減るのるのるのるのだだだだとととと思思思思いますいますいますいますねねねね。。。。ベベベベビビビビーーーー用用用用品品品品もももも、、、、買買買買っっっってててて捨捨捨捨ててといててといててといててといううううのでのでのでのでははははなくなくなくなくてててて、、、、使使使使うううう期期期期間間間間はははは限限限限らららられれれれているているているているわけわけわけわけですからですからですからですからレレレレンタルでンタルでンタルでンタルで使使使使うううう。。。。最近最近最近最近はははは福福福福祉祉祉祉用用用用品品品品ななななんんんんかかかかもそうもそうもそうもそういいいいうううう形形形形もももも出出出出ててててききききていますしていますしていますしていますし、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの展展展展開開開開ががががこれこれこれこれからからからからあああありりりり得得得得るのるのるのるのだろうだろうだろうだろうとととと思思思思いますいますいますいます。。。。        社会社会社会社会がががが求求求求めめめめるるるるももももののののにににに真真真真正正正正面面面面からからからからここここたたたたええええるるるる健健健健全全全全なななな環境環境環境環境ビビビビジネスをジネスをジネスをジネスを育育育育成成成成するするするする。。。。健健健健全全全全なといなといなといなといううううののののはははは大事大事大事大事ななななこここことですとですとですとです。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理理理理ななななんんんんかでかでかでかでもももも、、、、処処処処理理理理したとしたとしたとしたと思思思思っっっってててておおおお金金金金をををを払払払払っっっったのたのたのたのにににに、、、、結結結結局局局局そそそそのののの業業業業者者者者がががが不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄したといしたといしたといしたといううううのでのでのでので、、、、最最最最初初初初おおおお金金金金をををを払払払払っっっったたたた企企企企業業業業のののの方方方方にににに文文文文句句句句がががが行行行行っっっってといてといてといてというようようようよううううななななケケケケースースースースもももも、、、、友友友友人人人人からからからから個個個個人的人的人的人的にににに聞聞聞聞ききききましたましたましたました。。。。健健健健全全全全なななな環境環境環境環境ビビビビジネスをジネスをジネスをジネスを育育育育成成成成してしてしてして国民国民国民国民のののの信頼信頼信頼信頼をををを得得得得るるるる。。。。これはこれはこれはこれは、、、、環境環境環境環境だけだけだけだけでなくでなくでなくでなく経済経済経済経済のたのたのたのためにもめにもめにもめにも雇雇雇雇用用用用のたのたのたのためにもめにもめにもめにもなるのなるのなるのなるのだろうだろうだろうだろうとととと思思思思ううううのでのでのでのですすすす。。。。        そそそそしてしてしてして、、、、企企企企業業業業間間間間、、、、業際業際業際業際間間間間のののの連連連連携携携携、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな情情情情報報報報のののの提提提提供供供供ががががあああありますりますりますります。。。。        ②②②②ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、消費消費消費消費者者者者のののの環境行動環境行動環境行動環境行動、、、、これはこれはこれはこれは重重重重要要要要ですですですです。。。。企企企企業業業業がががが何何何何かつくかつくかつくかつくっっっっててててもももも、、、、それそれそれそれをををを消費消費消費消費者者者者がががが支支支支持持持持しないといしないといしないといしないといけけけけないないないない。。。。わわわわかりやすいかりやすいかりやすいかりやすい形形形形でのでのでのでの環境教環境教環境教環境教育育育育・・・・環境学環境学環境学環境学習習習習がががが大大大大切切切切とととともももも言言言言わわわわれれれれますますますます。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろなななな消費消費消費消費行動行動行動行動でででで環境環境環境環境をををを意意意意識識識識していたしていたしていたしていただきだきだきだきたいとたいとたいとたいと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。        例例例例えばえばえばえば個個個個人的人的人的人的にはにはにはには、、、、テテテテレビレビレビレビをををを買買買買ううううののののだっだっだっだったらたらたらたら液晶液晶液晶液晶テテテテレビだレビだレビだレビだとととと。。。。プラプラプラプラズズズズマテマテマテマテレビレビレビレビとととと液晶液晶液晶液晶テテテテレビレビレビレビでエネルギーのでエネルギーのでエネルギーのでエネルギーの消費消費消費消費はもはもはもはものすのすのすのすごごごごくくくく違違違違いますいますいますいます。。。。それそれそれそれからからからから冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫。。。。これはこれはこれはこれはスイッスイッスイッスイッチチチチをををを切切切切りりりりまままませんせんせんせんからからからから 22224444 時間時間時間時間ずうっずうっずうっずうっとついているとついているとついているとついているわけわけわけわけですからですからですからですから、、、、効効効効率率率率がががが違違違違ううううとととと電力電力電力電力消費消費消費消費がががが相相相相当当当当違違違違いまいまいまいますすすす。。。。最近最近最近最近、、、、すすすすごごごごくいいのがくいいのがくいいのがくいいのが出出出出ていますていますていますていますねねねね。。。。ででででもももも、、、、家家家家電電電電店店店店にににに行行行行くとくとくとくと、、、、そうそうそうそういいいいうううういいのいいのいいのいいのはははは 20202020 万万万万円円円円ちょっちょっちょっちょっとすとすとすとするるるるんんんんですがですがですがですが、、、、それそれそれそれとととととととともにもにもにもに、、、、ここここのくらいののくらいののくらいののくらいの小小小小ささささいいいい冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫がががが数数数数万万万万円円円円。。。。ででででもももも、、、、小小小小ささささいいいい冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫がががが、、、、大大大大ききききなななな 20202020 万万万万のののの冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫のののの何倍何倍何倍何倍もももも電力電力電力電力をををを使使使使ううううのですのですのですのです。。。。買買買買ううううとととときはきはきはきは、、、、電電電電気気気気代代代代もももも考考考考ええええてててて、、、、それそれそれそれでやでやでやでやっっっっぱぱぱぱりりりり環境環境環境環境ににににいいいいいいいいこここことをしているといとをしているといとをしているといとをしているというううう気気気気持持持持ちよさちよさちよさちよさをををを考考考考ええええててててほほほほしいしいしいしい。。。。電電電電気気気気代代代代だけだけだけだけででででははははないのですないのですないのですないのです。。。。冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫をををを冷冷冷冷ややややそうそうそうそうとととと思思思思っっっったらたらたらたら、、、、そそそそのののの冷冷冷冷やしたやしたやしたやした熱熱熱熱はははは必必必必ずずずず外外外外にににに出出出出ていていていていますからますからますからますから、、、、効効効効率率率率のののの悪悪悪悪いいいい冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫はそれだけはそれだけはそれだけはそれだけ熱熱熱熱をををを出出出出しているしているしているしているわけわけわけわけでででで、、、、おおおお部屋部屋部屋部屋はそれだけはそれだけはそれだけはそれだけ暑暑暑暑くなくなくなくなるるるるわけわけわけわけですですですです。。。。冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫をををを買買買買ううううとととときはきはきはきは、、、、一一一一番番番番エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー効効効効率率率率のいいのいいのいいのいいもももものをのをのをのを買買買買っっっっていたていたていたていただきだきだきだきたいたいたいたいとととと本本本本当当当当にににに思思思思いますいますいますいます。。。。        そうそうそうそういいいいうううう消費消費消費消費者者者者のののの行動行動行動行動がががが広広広広ががががればればればれば、、、、効効効効率率率率のののの悪悪悪悪いいいい、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが出出出出るるるるようようようようなななな、、、、ああああるいるいるいるいははははＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２がががが出出出出るるるるようようようようなななな、、、、そんそんそんそんなななな製製製製品品品品をつくをつくをつくをつくっっっっていたのでていたのでていたのでていたのではこはこはこはこのののの日本日本日本日本のののの市場市場市場市場でででではははは売売売売れれれれないといないといないといないというこうこうこうこととととにににになるなるなるなる。。。。そそそそのののの中中中中でででで、、、、立立立立派派派派なななな技術技術技術技術者者者者のののの雇雇雇雇用用用用機機機機会会会会がでがでがでができきききるのでするのでするのでするのですよねよねよねよね。。。。日本日本日本日本でででで培培培培っっっったたたた環境環境環境環境ににににいいいいいいいい技術技術技術技術はははは、、、、世世世世界界界界のののの市場市場市場市場にににに持持持持っっっっていていていていけけけけるるるるはずはずはずはずでででで、、、、それはそれはそれはそれは、、、、世世世世界界界界のののの環境環境環境環境をををを良良良良くしますくしますくしますくします。。。。そそそそのたのたのたのためめめめにはにはにはには、、、、日本日本日本日本のののの消費消費消費消費者者者者ががががそうそうそうそういいいいうううう企企企企業業業業をををを育育育育てるてるてるてる消費消費消費消費者者者者でででであああありたいりたいりたいりたい。。。。それはそれはそれはそれは、、、、私私私私たたたたちちちちのののの子子子子やややや孫孫孫孫のののの世世世世代代代代のたのたのたのためめめめのののの雇雇雇雇用用用用機機機機会会会会をつくるをつくるをつくるをつくるこここことでとでとでとでもあもあもあもありますりますりますります。。。。いいいいいいいい環境環境環境環境とととと就就就就職職職職先先先先をつくをつくをつくをつくっっっっていくのていくのていくのていくのがががが消費消費消費消費行動行動行動行動でででであああありりりり、、、、ああああるいるいるいるいははははエコフエコフエコフエコファァァァンンンンドドドドなどのなどのなどのなどの投投投投資行動資行動資行動資行動ででででああああるるるるわけわけわけわけですですですです。。。。        グリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入といといといといううううのがのがのがのが、、、、自治自治自治自治体体体体やややや政政政政府府府府にあにあにあにありますりますりますりますよねよねよねよね。。。。買買買買ううううとととときはきはきはきは必必必必ずずずず環境環境環境環境ににににいいいいいいいいもももものをのをのをのを買買買買うううう。。。。それそれそれそれをやをやをやをやっっっっていかないといていかないといていかないといていかないといけけけけないとないとないとな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。。。。        農農農農産産産産物物物物ななななんんんんかかかかもももも、、、、ハウハウハウハウスススス栽培栽培栽培栽培のののの、、、、いいいいわばわばわばわば暖暖暖暖房房房房してつくしてつくしてつくしてつくっっっっているているているているキキキキュュュュウウウウリとリとリとリと露露露露地物地物地物地物ののののキキキキュュュュ
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ウウウウリでリでリでリで、、、、何倍何倍何倍何倍ももももＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２のののの排出排出排出排出がががが違違違違うううう。。。。旬旬旬旬ののののもももものをのをのをのを、、、、露露露露地物地物地物地物をををを食食食食べべべべるといるといるといるというううう、、、、たたたただそれだけだそれだけだそれだけだそれだけののののこここことでとでとでとで、、、、節節節節約約約約ででででききききるるるるＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２のののの排出排出排出排出ははははたくたくたくたくさんあさんあさんあさんあるのるのるのるのだだだだといといといといううううのをのをのをのを、、、、もっもっもっもっといといといといろろろろいいいいろろろろなななな人人人人がががが認認認認識識識識していくとしていくとしていくとしていくと、、、、日本日本日本日本もももも変変変変わわわわるといるといるといるというううう気気気気がしますがしますがしますがします。。。。        企企企企業業業業とととと消費消費消費消費者者者者によによによによるるるる情情情情報報報報のののの交交交交流流流流、、、、これもこれもこれもこれも大事大事大事大事ななななここここととととだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。        でででで、、、、環境行動環境行動環境行動環境行動がががが経済利経済利経済利経済利益益益益ににににつながるつながるつながるつながる基基基基盤盤盤盤のののの整備整備整備整備。。。。政策政策政策政策ももももベベベベストミックスでストミックスでストミックスでストミックスで、、、、民民民民間活力間活力間活力間活力のののの積積積積極極極極的的的的なななな活活活活用用用用にににに留意留意留意留意しつつしつつしつつしつつ行行行行ううううといといといというこうこうこうことでしとでしとでしとでしょうょうょうょう。。。。情情情情報報報報提提提提供供供供といといといといううううののののもももも政政政政府府府府のののの重重重重要要要要なななな役役役役割割割割ででででははははないかとないかとないかとないかと思思思思いいいい、、、、何何何何かかかか付付付付加価値加価値加価値加価値をををを生生生生みたいとみたいとみたいとみたいと思思思思いつついつついつついつつ、、、、ここここここここでしでしでしでしゃゃゃゃべっべっべっべっているているているているわけわけわけわけでででですすすす。。。。        次次次次のののの３３３３ペペペページージージージ目目目目ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、国国国国土土土土づづづづくりやくりやくりやくりや社会資本整備社会資本整備社会資本整備社会資本整備ででででもももも、、、、政策政策政策政策のグリーンのグリーンのグリーンのグリーン化化化化をしをしをしをしないといないといないといないといけけけけまままませんせんせんせん。。。。私私私私のののの課課課課のののの隣隣隣隣のののの隣隣隣隣のののの課課課課がががが環境環境環境環境影響影響影響影響評評評評価価価価、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる環境環境環境環境アセアセアセアセススススメメメメントをやントをやントをやントをやっっっっているているているている課課課課ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな公公公公共事業共事業共事業共事業などをやるとなどをやるとなどをやるとなどをやるときにきにきにきに、、、、ししししっっっっかりとかりとかりとかりと環境環境環境環境をををを評評評評価価価価してしてしてして、、、、本本本本当当当当にににに地地地地元元元元のたのたのたのためにめにめにめにななななるのるのるのるのだだだだとととと思思思思ええええるるるるもももものをのをのをのを作作作作るるるるここここととととににににしないといしないといしないといしないといけけけけないとないとないとないと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。        次次次次にににに（（（（３３３３））））ですですですです。。。。技術技術技術技術革革革革新新新新のののの促促促促進進進進とととと成成成成果果果果のののの普及普及普及普及。。。。ややややははははりりりり技術技術技術技術はははは大大大大切切切切ななななもももものでのでのでので、、、、ままままだだだだままままだだだだ日本日本日本日本にはこれにはこれにはこれにはこれからいからいからいからいろろろろいいいいろろろろななななもももものをのをのをのを生生生生みみみみ出出出出すすすす力力力力ののののああああるるるる研研研研究者究者究者究者たたたたちちちちがたくがたくがたくがたくさんおさんおさんおさんおいでいでいでいでにににになりなりなりなりますますますます。。。。そそそそのののの研研研研究者究者究者究者のののの方方方方々々々々がががが、、、、リストラリストラリストラリストラにおびえにおびえにおびえにおびえるのでるのでるのでるのでははははなくてなくてなくてなくて、、、、新新新新しいしいしいしい日本日本日本日本のたのたのたのためにめにめにめに一一一一層層層層活活活活躍躍躍躍ででででききききるるるるようようようようなななな技術開発技術開発技術開発技術開発ををををもっもっもっもっとととと進進進進めめめめていかないといていかないといていかないといていかないといけけけけないとないとないとないと思思思思いますいますいますいます。。。。        （（（（４４４４））））がががが、、、、地地地地域域域域発発発発のののの環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好循環好循環好循環好循環のののの創創創創出出出出ですですですです。。。。地地地地域域域域発発発発のののの連連連連携携携携のののの関係関係関係関係。。。。そこそこそこそこからからからから各各各各地地地地域域域域でででで環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好循環好循環好循環好循環をつくをつくをつくをつくっっっっていくていくていくていく必要必要必要必要ががががああああるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。        具具具具体体体体的的的的なななな施施施施策策策策のののの方向方向方向方向性性性性ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、地地地地域域域域がががが求求求求めめめめるるるるももももののののにににに的的的的確確確確にににに対対対対応応応応したしたしたしたビビビビジネスをジネスをジネスをジネスを振振振振興興興興するするするする条件条件条件条件のののの基基基基盤盤盤盤づづづづくりをくりをくりをくりを進進進進めめめめるといるといるといるというこうこうこうことでとでとでとで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ、、、、リサイクルなどリサイクルなどリサイクルなどリサイクルなどにににについてついてついてついてもももも書書書書いていていていてあああありますりますりますります。。。。        先先先先日日日日、、、、ＪＪＪＪＦＦＦＦＥＥＥＥススススチチチチールールールールにににに見学見学見学見学にににに行行行行ききききましたましたましたました。。。。国会国会国会国会がががが終終終終わっわっわっわってててて、、、、大臣大臣大臣大臣ににににどどどどここここをををを見学見学見学見学していしていしていしていたたたただだだだくかくかくかくか、、、、企企企企画画画画案案案案をををを出出出出せせせせとととと言言言言われわれわれわれたのでたのでたのでたので、、、、ＪＪＪＪＦＦＦＦＥＥＥＥススススチチチチールのールのールのールの会長会長会長会長さんはこさんはこさんはこさんはこのののの好循環好循環好循環好循環のののの委員委員委員委員会会会会にもにもにもにも参加参加参加参加していたしていたしていたしていただだだだいたのでいたのでいたのでいたので、、、、うちうちうちうちからからからから「「「「そこにそこにそこにそこに行行行行っっっったらどたらどたらどたらどううううですかですかですかですか」」」」といといといというううう提提提提案案案案をしをしをしをしましてましてましてまして、、、、大臣大臣大臣大臣にににに行行行行っっっっていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたました。。。。そこそこそこそこでででではははは、、、、大大大大都都都都市立地型市立地型市立地型市立地型のののの製製製製鉄鉄鉄鉄所所所所ならでならでならでならでははははのリサのリサのリサのリサイクルをイクルをイクルをイクルを拝拝拝拝見見見見しましましましましたしたしたした。、。、。、。、高高高高炉炉炉炉のののの中中中中にににに、、、、原原原原料料料料炭炭炭炭のののの吹吹吹吹きききき込込込込みとみとみとみと一一一一緒緒緒緒にににに、、、、廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックをックをックをックを粉粉粉粉ににににしてしてしてして吹吹吹吹きききき込込込込むむむむのですのですのですのです。。。。鉄鉄鉄鉄のののの溶溶溶溶鉱鉱鉱鉱炉炉炉炉といといといといううううののののはははは鉄鉄鉄鉄をををを還還還還元元元元するするするするわけわけわけわけでしてでしてでしてでして、、、、そそそそのののの還還還還元元元元剤剤剤剤としてとしてとしてとしてのののの炭炭炭炭化化化化水水水水素素素素としてとしてとしてとして、、、、石石石石炭炭炭炭のののの一一一一部部部部をををを代代代代替替替替するするするする形形形形でででで廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックをックをックをックを入入入入れれれれ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。。。。        ここはここはここはここは、、、、そそそそののののほほほほかかかかにもにもにもにも、、、、家家家家電電電電のリサイクルですとかのリサイクルですとかのリサイクルですとかのリサイクルですとか、、、、ペペペペットットットットボボボボトルのリサイクルですとトルのリサイクルですとトルのリサイクルですとトルのリサイクルですとかかかか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななこここことをやとをやとをやとをやっっっっていらていらていらていらっっっっししししゃゃゃゃいましていましていましていまして、、、、ままままさにさにさにさにエコタエコタエコタエコタウウウウンがでンがでンがでンができきききていますていますていますています。。。。例例例例えばえばえばえばペペペペットットットットボボボボトルですがトルですがトルですがトルですが、、、、透透透透明明明明なとなとなとなところだけころだけころだけころだけリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルににににしてしてしてして、、、、フフフファァァァイバーイバーイバーイバーだだだだとかいとかいとかいとかいろろろろいいいいろろろろななななもももものをつくのをつくのをつくのをつくっっっっていくのですていくのですていくのですていくのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ララララベベベベルとルとルとルとキキキキャップのャップのャップのャップの部分部分部分部分はははは砕砕砕砕いていていていて高高高高炉炉炉炉にににに吹吹吹吹きききき込込込込むむむむんんんんですですですですねねねね。。。。そそそそののののほほほほかのかのかのかの家家家家電電電電からからからから外外外外したプラスしたプラスしたプラスしたプラスチチチチックックックックだだだだとかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななもももものののののののの再再再再生生生生ででででききききないとないとないとないところはころはころはころは、、、、高高高高炉炉炉炉でででで原原原原料料料料炭炭炭炭のかのかのかのかわわわわりりりりにににに使使使使いながらいながらいながらいながら、、、、全体全体全体全体としてとしてとしてとして循環循環循環循環をををを回回回回していくしていくしていくしていく。。。。        これはこれはこれはこれは川崎川崎川崎川崎のののの大大大大都都都都市型市型市型市型ですですですですけれけれけれけれどどどど、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれのののの地地地地域域域域でででで持持持持っっっっているているているている環境資源環境資源環境資源環境資源といといといといううううのがのがのがのがああああ
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るのるのるのるのだろうだろうだろうだろうとととと思思思思いますいますいますいます。。。。地地地地域域域域によっによっによっによってててて、、、、風風風風力力力力ががががあっあっあっあったりたりたりたり、、、、太陽太陽太陽太陽発発発発電電電電ががががあっあっあっあったりたりたりたり、、、、地地地地元元元元のののの企企企企業業業業ととととももももいいいいろろろろいいいいろろろろなななな形形形形でつながでつながでつながでつながっっっっているているているているおおおお話話話話をををを伺伺伺伺うこうこうこうことととともあもあもあもありますりますりますります。。。。        日本日本日本日本はははは、、、、自動自動自動自動車車車車やややや家家家家電電電電製製製製品品品品のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー効効効効率率率率はははは世世世世界一界一界一界一だだだだとととと誇誇誇誇るとるとるとるところはあころはあころはあころはあるのでするのでするのでするのですけれけれけれけれどどどど、、、、家家家家のののの断断断断熱熱熱熱ははははヨヨヨヨーーーーロッパロッパロッパロッパにににに遅遅遅遅れれれれているとているとているとていると言言言言われわれわれわれていますていますていますています。。。。ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパだだだだとパリとパリとパリとパリああああたりでたりでたりでたりでもももも、、、、建築建築建築建築基準基準基準基準法法法法でででで複複複複層層層層ガガガガラスがラスがラスがラスが住住住住宅宅宅宅にににに義義義義務務務務づづづづけけけけらららられれれれているているているているそうそうそうそうですですですです。。。。日本日本日本日本ももうちょっももうちょっももうちょっももうちょっととととそうそうそうそういいいいううううとととところころころころをををを改善改善改善改善するするするするようにようにようにようになるとなるとなるとなると、、、、環境環境環境環境にもにもにもにもいいしいいしいいしいいし地地地地元元元元のののの建建建建設業設業設業設業者者者者さんさんさんさんななななんんんんかかかかももももいいいいいといといといと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。暑暑暑暑ささささ寒寒寒寒ささささをををを我我我我慢慢慢慢してのしてのしてのしての省省省省エネルギーといエネルギーといエネルギーといエネルギーといううううののののはははは、、、、高高高高齢齢齢齢化化化化していくとなかしていくとなかしていくとなかしていくとなかなかなかなかなか難難難難しいしいしいしい中中中中でででで、、、、断断断断熱熱熱熱をををを良良良良くするとくするとくするとくすると、、、、物物物物すすすすごごごごくくくく我我我我慢慢慢慢するといするといするといするというううう話話話話ででででははははなくてなくてなくてなくて、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２のののの排出排出排出排出をををを減減減減らしていくらしていくらしていくらしていくこここことととともももも可能可能可能可能だだだだとととと思思思思ううううのですのですのですのですねねねね。。。。例例例例えばえばえばえば地地地地域域域域でででで断断断断熱材熱材熱材熱材をつくをつくをつくをつくっっっっていてていてていてていて、、、、それそれそれそれをををを活活活活用用用用しているとしているとしているとしているところもあころもあころもあころもありますりますりますります。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれれれれのののの地地地地域域域域のののの、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれのののの環境環境環境環境のののの資源資源資源資源をををを活活活活用用用用したしたしたした取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが進進進進んんんんでいくとでいくとでいくとでいくと、、、、すすすすばばばばらしいとらしいとらしいとらしいと思思思思いますいますいますいます。。。。        環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好循環好循環好循環好循環のののの国際的国際的国際的国際的なななな展展展展開開開開、、、、これもこれもこれもこれも大事大事大事大事ですですですです。。。。京都議定京都議定京都議定京都議定書書書書はははは批准批准批准批准しないとしないとしないとしないとアメアメアメアメリカがリカがリカがリカが言言言言いましたいましたいましたいました。。。。じゃじゃじゃじゃああああ、、、、日本日本日本日本ははははどどどどううううするかするかするかするか。。。。日本日本日本日本ががががここここののののようようようようないないないな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でみでみでみで、、、、環境環境環境環境ををををよよよよくするくするくするくするこここことがとがとがとが経済経済経済経済もよもよもよもよくしくしくしくし、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好循環好循環好循環好循環ににににななななっっっっていくのていくのていくのていくのだだだだとととと、、、、これこれこれこれをををを見見見見せせせせていていていていけばけばけばけば、、、、必必必必ずずずずままままねねねねをするとをするとをするとをするところころころころがががが出出出出ててててききききますますますます。。。。ハハハハイイイイブブブブリッリッリッリッドドドド自動自動自動自動車車車車だっだっだっだってててて、、、、燃料電燃料電燃料電燃料電池池池池車車車車だっだっだっだってててて、、、、日本日本日本日本がががが先先先先にににに行行行行っっっったらたらたらたら、、、、アメアメアメアメリカリカリカリカはあはあはあはあららららっっっっとととと思思思思うううう。。。。何何何何とかとかとかとかそれそれそれそれをををを支支支支ええええるるるる消費消費消費消費者者者者でででであああありたいといりたいといりたいといりたいといううううふふふふうにうにうにうに思思思思ううううのですのですのですのです。。。。それそれそれそれでででで、、、、日本日本日本日本のののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが世世世世界界界界をををを変変変変ええええるるるるこここことがでとがでとがでとができきききるるるる。。。。これはこれはこれはこれは、、、、小国小国小国小国にはにはにはには難難難難しいしいしいしいこここことですとですとですとです。。。。それそれそれそれがでがでがでができきききるのるのるのるのはははは、、、、ままままずずずず日本日本日本日本だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。        これこれこれこれからからからから、、、、もうもうもうもう少少少少しししし具具具具体体体体的的的的なななな話話話話でででで、、、、具具具具体体体体的的的的なななな物物物物語語語語をつくりをつくりをつくりをつくり上上上上げげげげたたたたビビビビジョンをつくらないジョンをつくらないジョンをつくらないジョンをつくらないといといといといけけけけないとないとないとないと言言言言われわれわれわれていますていますていますています。。。。環境環境環境環境ををををよよよよくするくするくするくするこここことでとでとでとで経済経済経済経済ををををよよよよくしくしくしくし、、、、経済経済経済経済ががががよよよよくなるくなるくなるくなるここここととととによっによっによっによってててて、、、、またまたまたまた環境環境環境環境ががががよよよよくなるくなるくなるくなる。。。。ううううまいまいまいまい循環循環循環循環がががが進進進進むむむむようようようようなななな、、、、そうそうそうそういいいいうビうビうビうビジョンジョンジョンジョンにもにもにもにもししししおおおお知知知知恵恵恵恵ががががござござござございましたらいましたらいましたらいましたらばばばば、、、、どどどどううううぞぞぞぞおおおお寄寄寄寄せせせせくくくくださださださださいまいまいまいませせせせ。。。。またまたまたまたこれこれこれこれからからからからもももも環境環境環境環境ののののささささままままざざざざまなまなまなまな取取取取りりりり組組組組みみみみにににに、、、、私私私私どどどどもももも、、、、知知知知恵恵恵恵をををを絞絞絞絞っっっってまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、皆様皆様皆様皆様ののののごごごご意意意意見見見見、、、、ごごごご要望要望要望要望ががががごごごござざざざいましたらいましたらいましたらいましたら、、、、どどどどんんんんどどどどんおんおんおんお寄寄寄寄せせせせいたいたいたいただければあだければあだければあだければありがたいとりがたいとりがたいとりがたいと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私どどどどもももももももも、、、、県県県県庁庁庁庁そそそそのののの他他他他、、、、地地地地方方方方自治自治自治自治体体体体のののの皆様方皆様方皆様方皆様方とのとのとのとの意意意意見見見見交交交交換換換換にににに力力力力をををを入入入入れれれれてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、どどどどううううぞぞぞぞ一一一一層層層層、、、、今今今今後後後後のののの環境政策環境政策環境政策環境政策にににに対対対対するするするするごごごご支援支援支援支援、、、、ごごごご理解理解理解理解、、、、ごごごご参加参加参加参加ををををよろよろよろよろしくしくしくしくおおおお願願願願いをいたしますいをいたしますいをいたしますいをいたします。。。。        どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございますいますいますいます。。。。        講演講演講演講演３３３３    黒瀬環境黒瀬環境黒瀬環境黒瀬環境グループグループグループグループ長長長長    「「「「環境環境環境環境とととと愛愛愛愛・・・・地球博地球博地球博地球博」」」」        どどどどうもうもうも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。。。。（（（（財財財財））））2005200520052005 年日本国際博覧会協会年日本国際博覧会協会年日本国際博覧会協会年日本国際博覧会協会のののの黒瀬黒瀬黒瀬黒瀬とととと申申申申しますしますしますします。。。。きょうきょうきょうきょうははははゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションというこうこうこうことなとなとなとなんんんんですがですがですがですが、、、、私私私私どどどどもももものののの方方方方でででで取取取取りりりり組組組組んんんんででででおおおおりますりますりますります「「「「愛愛愛愛・・・・地球地球地球地球博博博博」」」」ににににつつつつききききましてましてましてまして、、、、環境環境環境環境といといといというもううもううもううもう少少少少しししし幅幅幅幅広広広広いといといといところころころころからからからからごごごご説説説説明明明明させさせさせさせていたていたていたていただきだきだき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。。。。ここここのののの博覧会博覧会博覧会博覧会、、、、2005200520052005 年年年年ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そそそそのののの前前前前ののののハノハノハノハノーバーーバーーバーーバー博博博博がががが 2000200020002000 年年年年といといといというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、22221111世世世世紀紀紀紀初初初初めめめめてのてのてのての万博万博万博万博といといといというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。        私私私私、、、、少少少少しししし資資資資料料料料ををををおおおお持持持持ちちちちしてしてしてしておおおおりますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、レレレレジジジジュメュメュメュメ、、、、それそれそれそれからパンフからパンフからパンフからパンフレレレレットットットット、、、、何何何何かかかかごちょごちょっごちょごちょっごちょごちょっごちょごちょっとつとつとつとつけけけけてしまてしまてしまてしまっっっってててて大大大大変変変変申申申申ししししわけわけわけわけなくなくなくなく思思思思っっっっていますていますていますています。。。。適適適適当当当当にごにごにごにごららららんにんにんにんになりななりななりななりな
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がらがらがらがら、、、、最終最終最終最終的的的的にはにはにはにはパパパパワワワワーーーーポポポポイントのイントのイントのイントの方方方方ででででごごごご説説説説明明明明させさせさせさせていたていたていたていただきだきだき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。。。。        ここここのののの博覧会博覧会博覧会博覧会、、、、正式正式正式正式なななな名称名称名称名称はははは「「「「2005200520052005 年日本国際博年日本国際博年日本国際博年日本国際博覧会覧会覧会覧会」」」」とととと言言言言いますいますいますいます。。。。これこれこれこれのののの略称略称略称略称はははは「「「「愛愛愛愛知知知知万博万博万博万博」」」」といといといというううう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してりましてりましてりまして、、、、ささささららららにににに愛愛愛愛称称称称ががががあっあっあっあってててて、、、、愛愛愛愛称称称称はははは「「「「愛愛愛愛・・・・地球博地球博地球博地球博」」」」といといといというううう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。。。。それそれそれそれからからからから、、、、愛愛愛愛知知知知県県県県さんさんさんさんのののの方方方方でででではははは「「「「環境博環境博環境博環境博」」」」といといといというよううよううよううようなななな言言言言いいいい方方方方ももももしてしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。ここここのののの開開開開催催催催がががが 2005200520052005 年年年年のののの３３３３月月月月 25252525 日日日日からといからといからといからというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。        ここここのテーマでのテーマでのテーマでのテーマでござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方のののの方方方方にににに資資資資料料料料ををををおおおお渡渡渡渡ししてししてししてししておおおおりますがりますがりますがりますが、、、、テーマテーマテーマテーマがががが「「「「自然自然自然自然のののの叡叡叡叡知知知知」」」」といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ササササブブブブテーマテーマテーマテーマにににに「「「「宇宙宇宙宇宙宇宙、、、、生生生生命命命命とととと情情情情報報報報」」」」、、、、「「「「人生人生人生人生のののの““““わざわざわざわざ””””とととと知知知知恵恵恵恵」」」」、、、、「「「「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会」」」」といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、先先先先ほほほほどどどど山路山路山路山路先先先先生生生生、、、、それそれそれそれからからからから谷課長谷課長谷課長谷課長さんさんさんさん等等等等、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななおおおお話話話話をいたをいたをいたをいただきだきだきだきましたましたましたましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そこそこそこそこでででで一一一一つのつのつのつの博覧会博覧会博覧会博覧会としてとしてとしてとして形形形形としてとしてとしてとして具具具具現化現化現化現化してしてしてして皆様皆様皆様皆様ににににおおおお示示示示しするといしするといしするといしするというよううよううよううようななななこここことでとでとでとであろうあろうあろうあろうとととと思思思思いますいますいますいます。。。。        たたたただだだだ、、、、ここここのテーマがのテーマがのテーマがのテーマが非常非常非常非常にわにわにわにわかりかりかりかりににににくいのですくいのですくいのですくいのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、博覧会自博覧会自博覧会自博覧会自体体体体がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろなななな変変変変遷遷遷遷をたどをたどをたどをたどっっっってててて行行行行っっっってまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました。。。。（（（（1111888888889999年年年年？？？？））））のパリののパリののパリののパリの国際博覧会国際博覧会国際博覧会国際博覧会といといといといううううのがのがのがのが最最最最初初初初のスターのスターのスターのスタートなトなトなトなんんんんですがですがですがですが、、、、そそそそのとのとのとのときにはきにはきにはきにはエッフエッフエッフエッフェェェェルルルル塔塔塔塔がでがでがでができきききましたましたましたました。。。。建築建築建築建築ですとかですとかですとかですとか、、、、当時当時当時当時のののの一一一一番番番番のののの技技技技術術術術水水水水準準準準ののののもももものをのをのをのを見見見見せせせせるといるといるといるというよううよううよううようなななな時時時時代代代代でででで、、、、19191919世世世世紀紀紀紀ののののころころころころでしたでしたでしたでした。。。。20202020世世世世紀紀紀紀にににになるとなるとなるとなると、、、、どどどどちちちちらかといらかといらかといらかといううううとととと国国国国威威威威高高高高揚揚揚揚といといといというよううよううよううようなとなとなとなところころころころがががが多多多多くくくくああああららららわれわれわれわれてててて、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれのののの国国国国のののの威威威威厳厳厳厳をををを示示示示すすすすといといといというよううよううよううようなななな万博万博万博万博ににににシフトをシフトをシフトをシフトをされされされされてまいてまいてまいてまいっっっったとたとたとたところころころころででででござござござございますいますいますいます。。。。ささささららららにににに、、、、20202020 世世世世紀紀紀紀のののの後後後後半半半半にににになりますとなりますとなりますとなりますと、、、、企企企企業業業業といといといというもうもうもうものがのがのがのが主主主主体体体体的的的的にににに出出出出てまいりましててまいりましててまいりましててまいりまして、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる企企企企業業業業パパパパビビビビリオンがリオンがリオンがリオンが博覧会博覧会博覧会博覧会をををを形形形形づづづづくるくるくるくるようにようにようにようにななななっっっってまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました。。。。        しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、22221111 世世世世紀紀紀紀型型型型のののの博覧会博覧会博覧会博覧会といといといといううううののののはははは何何何何かといかといかといかというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、22221111世世世世紀紀紀紀のののの万博万博万博万博とととと申申申申しますのしますのしますのしますのはははは、、、、環境環境環境環境ですとかですとかですとかですとか、、、、それそれそれそれからからからから食食食食糧糧糧糧、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、異異異異文文文文化化化化のののの相互相互相互相互理理理理解解解解といといといといっっっったたたたようようようようなななな、、、、人人人人類類類類のののの直面直面直面直面するするするする問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組むむむむこここことがとがとがとが求求求求めめめめらららられれれれててててききききたたたた。。。。そそそそのたのたのたのためめめめ、、、、ここここのののの 22221111世世世世紀紀紀紀にににに行行行行われわれわれわれますますますます「「「「愛愛愛愛・・・・地地地地球博球博球博球博」」」」におきにおきにおきにおきましてましてましてましてはははは、、、、22221111世世世世紀紀紀紀のののの人人人人類類類類がががが直面直面直面直面するするするする地球的課地球的課地球的課地球的課題題題題のののの解解解解決決決決のののの方向方向方向方向性性性性をををを、、、、人人人人類類類類のののの生生生生きききき方方方方をををを発発発発信信信信するたするたするたするためにめにめにめに新新新新しいしいしいしい文文文文化化化化・・・・文文文文明明明明のののの創創創創造造造造、、、、それそれそれそれからからからから地球大地球大地球大地球大交交交交流流流流といといといというもうもうもうものをのをのをのを目指目指目指目指しているとしているとしているとしているところころころころででででござござござございますいますいますいます。。。。        ここここのののの博覧会博覧会博覧会博覧会ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、事業事業事業事業費費費費はははは、、、、会場会場会場会場建建建建設設設設でででで 1111,,,,333350505050 億億億億、、、、それそれそれそれからからからから運営運営運営運営費費費費をををを 550550550550 億億億億といといといというこうこうこうことでとでとでとで見見見見込込込込んんんんででででおおおおりましてりましてりましてりまして、、、、目目目目標標標標入入入入場場場場者数者数者数者数をををを 1111,,,,500500500500 万人万人万人万人といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、大大大大阪阪阪阪のののの 6666,,,,000000000000万万万万とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいっっっったとたとたとたところころころころからからからから見見見見るとるとるとると非常非常非常非常にににに低低低低いいいい数値数値数値数値ににににしてしてしてしておおおおりますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、環境環境環境環境といといといというもうもうもうものをテーマのをテーマのをテーマのをテーマににににしてしてしてして行行行行うううう以上以上以上以上、、、、ここここのののの中中中中でのでのでのでのキキキキャパシティーャパシティーャパシティーャパシティー、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたたももももののののもももも考考考考ええええながながながながらやらならやらならやらならやらなければければければければいいいいけけけけないといないといないといないというこうこうこうことでとでとでとで、、、、1111,,,,500500500500 万人万人万人万人といといといというよううよううよううようなとなとなとなところころころころでででで見見見見込込込込んんんんでいるとでいるとでいるとでいるとこここころろろろででででござござござございますいますいますいます。。。。        会場会場会場会場のののの位位位位置置置置ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、会場会場会場会場はははは名古名古名古名古屋屋屋屋からからからから東東東東にににに約約約約 20202020kmkmkmkm離離離離れれれれたとたとたとたところころころころのののの、、、、東東東東部部部部丘陵丘陵丘陵丘陵といといといといううううふふふふうにうにうにうに我我我我々々々々はははは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。。。。そこにそこにそこにそこに、、、、ここここのののの万博万博万博万博にににに向向向向けけけけましてましてましてまして各種各種各種各種ののののアアアアククククセセセセススススですですですですねねねね。。。。下下下下にあにあにあにありますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、中部国際中部国際中部国際中部国際空港空港空港空港がががが 2005200520052005 年年年年３３３３月月月月にににに開開開開通通通通するするするするほほほほかかかか、、、、各種各種各種各種ののののアアアアククククセセセセスがスがスがスが整備整備整備整備されされされされつつつつつつつつあああありますりますりますります。。。。それそれそれそれからからからから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、EXPOEXPOEXPOEXPO 2005  2005  2005  2005 AICHI,JAPANAICHI,JAPANAICHI,JAPANAICHI,JAPANととととそこにそこにそこにそこに書書書書いていていていてあああありましてりましてりましてりまして、、、、そこそこそこそこのののの横横横横にににに東東東東部部部部丘陵線丘陵線丘陵線丘陵線といといといというもうもうもうものがのがのがのが書書書書いていていていてあああありますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれはリリリリニアモニアモニアモニアモーーーーターカーターカーターカーターカー、、、、これによっこれによっこれによっこれによってててて会場会場会場会場をををを結結結結ぶぶぶぶといといといというよううよううよううようなななな計画計画計画計画ににににななな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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    ここここのののの会場会場会場会場、、、、今今今今、、、、私私私私どどどどももももがががが長長長長久久久久手手手手会場会場会場会場といといといといううううふふふふうにうにうにうに言言言言っっっっているているているている部分部分部分部分とととと、、、、それそれそれそれからからからから、、、、瀬瀬瀬瀬戸戸戸戸会会会会場場場場といといといといううううふふふふうにうにうにうに申申申申しししし上上上上げげげげてててておおおおりますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方、、、、過過過過去去去去のののの経経経経緯緯緯緯ををををごごごご承承承承知知知知のののの方方方方はははは、、、、「「「「海海海海上上上上のののの森森森森」」」」といといといというよううよううよううようなななな言葉言葉言葉言葉ををををよよよよくくくく聞聞聞聞かかかかれれれれたとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。海海海海上上上上のののの森森森森といといといといううううののののはははは右右右右上上上上のののの方方方方のののの部分部分部分部分、、、、海海海海上上上上のののの森森森森のののの一一一一部分部分部分部分ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、それそれそれそれがががが瀬瀬瀬瀬戸戸戸戸会場会場会場会場、、、、それそれそれそれからからからから真真真真んんんん中中中中のののの大大大大ききききいいいい方方方方のののの部分部分部分部分がががが青青青青少少少少年年年年公公公公園園園園、、、、これこれこれこれをををを利用利用利用利用しましたしましたしましたしました長長長長久久久久手手手手会場会場会場会場といといといといううううふふふふううううなななな形形形形にににになななな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、、、、周辺周辺周辺周辺にはにはにはには各種各種各種各種のののの研研研研究機究機究機究機関関関関等等等等がでがでがでができきききているといているといているといているというよううよううよううようなななな環境環境環境環境ででででござござござございますいますいますいます。。。。        今今今今、、、、海海海海上上上上のののの森森森森といといといというおうおうおうお話話話話ををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたました。。。。もうごもうごもうごもうご承承承承知知知知だだだだとととと思思思思いますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここのののの場所場所場所場所のののの選選選選定定定定にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりましてもももも非常非常非常非常なななな変変変変遷遷遷遷をたどをたどをたどをたどっっっっててててききききてててて、、、、環境環境環境環境にににに対対対対するするするする皆様方皆様方皆様方皆様方ののののごごごご意意意意見見見見ががががござござござございましていましていましていまして、、、、会場会場会場会場がががが変変変変遷遷遷遷してまいりましたしてまいりましたしてまいりましたしてまいりました。。。。これこれこれこれ、、、、「「「「環境環境環境環境アセアセアセアセススススメメメメントントントント」」」」といといといといううううふふふふううううにににに書書書書いていていていてあああありますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、最最最最初初初初にににに出出出出されされされされましたましたましたました 1991991991998888年年年年のののの環境環境環境環境影響影響影響影響評評評評価価価価第第第第１１１１案案案案におきにおきにおきにおきましましましましててててはははは、、、、今今今今のののの瀬瀬瀬瀬戸戸戸戸会場会場会場会場のののの部分部分部分部分だけだけだけだけででででござござござございますいますいますいます、、、、約約約約 555544440000hahahaha。。。。これこれこれこれをををを住住住住宅宅宅宅団団団団地地地地等等等等のののの計画計画計画計画にににに合合合合わせわせわせわせてててて博覧会会場博覧会会場博覧会会場博覧会会場をつくるをつくるをつくるをつくる、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる昔昔昔昔のののの博博博博覧会覧会覧会覧会のやりのやりのやりのやり方方方方、、、、ほほほほかのかのかのかのもももものをつくるのをつくるのをつくるのをつくる前前前前にににに面面面面的整備的整備的整備的整備をしてしまをしてしまをしてしまをしてしまううううといといといというよううよううよううようなやりなやりなやりなやり方方方方ででででござござござございましていましていましていまして、、、、これこれこれこれがががが批判批判批判批判のののの的的的的ににににななななっっっったといたといたといたというこうこうこうこととととはははは、、、、もうごもうごもうごもうご承承承承知知知知のとのとのとのとおおおおりでりでりでりでああああるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。        最終最終最終最終的的的的なななな今今今今のののの基本計画基本計画基本計画基本計画ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここのののの海海海海上上上上地地地地区区区区のとのとのとのところころころころのののの（（（（左左左左のののの隅隅隅隅っちょっちょっちょっちょのののの部分部分部分部分がががが？？？？））））右右右右のののの隅隅隅隅っこっこっこっこのののの部分部分部分部分ででででござござござございますいますいますいます。。。。海海海海上上上上地地地地区区区区ににににつつつつききききましてましてましてましてはははは 11115555hahahaha、、、、それそれそれそれからからからから長長長長久久久久手手手手会場会場会場会場ににににつつつつききききましてましてましてましてはははは 111155558ha8ha8ha8ha、、、、合合合合わせわせわせわせてててて 111177773333hahahahaといといといといううううのがのがのがのが現在現在現在現在のののの会場会場会場会場といといといといううううふふふふうにうにうにうにななな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。。。。        さっきさっきさっきさっき、、、、谷課長谷課長谷課長谷課長さんさんさんさんからからからから、、、、隣隣隣隣のののの隣隣隣隣のとのとのとのところころころころでででで一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命アセアセアセアセススススメメメメントをントをントをントをされされされされているといているといているといているといううううおおおお話話話話ががががあああありましたりましたりましたりましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、私私私私どどどどもももものののの方方方方でででではははは、、、、一応一応一応一応といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、環境環境環境環境影響影響影響影響評評評評価価価価といといといといううううののののををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたました。。。。私私私私どどどどももももががががアセアセアセアセススススメメメメントをやントをやントをやントをやっっっったたたたももももととととにににになななな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うううののののはははは、、、、平平平平成成成成 11110000 年年年年３３３３月月月月のののの、、、、当時当時当時当時のののの通産通産通産通産省省省省のののの審審審審議議議議官官官官のののの通通通通達達達達にににに基基基基づづづづくくくくもももものでのでのでのでござござござございますいますいますいます。。。。たたたただだだだ、、、、ごごごご承承承承知知知知ののののようにようにようにように、、、、アセアセアセアセススススメメメメントのントのントのントの環境環境環境環境影響影響影響影響評評評評価価価価法法法法といといといといううううのがでのがでのがでのができきききましたのがましたのがましたのがましたのが 1991991991997777年年年年、、、、それそれそれそれからからからから全全全全面面面面施施施施行行行行にににになりましたのがなりましたのがなりましたのがなりましたのが 1999199919991999年年年年ででででござござござございますいますいますいます。。。。そそそそのののの前前前前はははは、、、、閣閣閣閣議議議議決決決決定定定定、、、、ああああるいるいるいるいはははは閣閣閣閣議議議議了了了了解解解解とととといいいいうもうもうもうもととととにににに、、、、最最最最初初初初はははは（（（（ウウウウメメメメ法法法法？？？？））））ででででござござござございますとかいますとかいますとかいますとか、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたた個別法個別法個別法個別法によっによっによっによってなてなてなてなされされされされてててていたといたといたといたところころころころででででござござござございますいますいますいますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、ごごごご承承承承知知知知ののののようにようにようにように 1999199919991999年年年年のののの全全全全面面面面施施施施行行行行によによによによりますりますりますりますアセアセアセアセスススス法法法法といといといといううううのがのがのがのがござござござございますいますいますいます。。。。私私私私どどどどもももものののの方方方方のののの通通通通達達達達といといといといううううのがのがのがのが、、、、平平平平成成成成 11110000 年年年年、、、、西暦西暦西暦西暦でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと 1991991991998888年年年年ででででござござござございますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、アセアセアセアセスススス法法法法がががが出出出出るるるる前前前前にににに事業事業事業事業がががが進進進進んんんんでいたといでいたといでいたといでいたというこうこうこうことでとでとでとでござござござございまいまいまいますすすすけれけれけれけれどどどどもももも、、、、結果結果結果結果的的的的ななななもももものののの、、、、それそれそれそれからからからから意意意意識識識識的的的的ななななもももものをのをのをのを含含含含めめめめましてましてましてまして、、、、現在現在現在現在行行行行われわれわれわれてててておおおおりますりますりますりますアセアセアセアセスススス法法法法ににににかなりかなりかなりかなり近近近近いいいいもももものののの、、、、そそそそのののの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを先先先先取取取取りしたといりしたといりしたといりしたといううううふふふふうにうにうにうにななな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。。。。        ここここここここのののの中中中中でででで、、、、平平平平成成成成 11110000 年年年年４４４４月月月月にににに実実実実施施施施計画計画計画計画書書書書がががが出出出出されされされされ、、、、そこそこそこそこからからからから準備準備準備準備書書書書がががが出出出出されされされされ、、、、平平平平成成成成 11111111年年年年のののの 11110000月月月月にににに環境環境環境環境影響影響影響影響評評評評価価価価書書書書がががが１１１１案案案案、、、、２２２２案案案案といといといというよううよううよううようなななな形形形形でででで出出出出されされされされてててておおおおりますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここここここのののの過過過過程程程程のののの中中中中でででで、、、、そこそこそこそこまでまでまでまではははは瀬瀬瀬瀬戸戸戸戸会場会場会場会場がががが主主主主なななな形形形形ででででござござござございましたいましたいましたいました。。。。これにこれにこれにこれに、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななごごごご意意意意見見見見ががががござござござございましていましていましていまして、、、、右右右右側側側側のののの方方方方のののの長長長長久久久久手手手手会場会場会場会場にににに変変変変更更更更するするするする種種種種々々々々のののの手手手手続続続続がががが行行行行われわれわれわれてててておおおおりますりますりますります。。。。ししししたがいましてたがいましてたがいましてたがいまして、、、、結果結果結果結果的的的的にはにはにはには、、、、計画計画計画計画アセアセアセアセスをスをスをスを先先先先ににににややややっっっったといたといたといたというよううよううよううようなななな形形形形にもにもにもにもななななろうろうろうろうかとかとかとかと思思思思いいいいますますますます。。。。    
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    それそれそれそれからからからから、、、、先先先先取取取取りしたといりしたといりしたといりしたといううううふふふふうにうにうにうに申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、環境環境環境環境影響影響影響影響評評評評価価価価のののの中中中中でででではははは、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化にににに対対対対するするするするＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２のののの配配配配慮慮慮慮といといといというううう部分部分部分部分もももも項項項項目目目目のののの中中中中にににに入入入入れれれれててててござござござございますしいますしいますしいますし、、、、それそれそれそれからからからから、、、、追追追追跡跡跡跡調調調調査査査査、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるるモニモニモニモニタリングといタリングといタリングといタリングというよううよううよううようなななな形形形形でででで、、、、モニモニモニモニタリングタリングタリングタリング調調調調査査査査もももも義義義義務務務務づづづづけけけけてててておおおおりりりりますますますます。。。。昨昨昨昨年度年度年度年度のののの分分分分をををを、、、、今今今今、、、、取取取取りまとりまとりまとりまとめめめめ中中中中ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたたここここととととももももややややっっっってててているいるいるいる。。。。あわせあわせあわせあわせてててて、、、、計画計画計画計画アセアセアセアセスススス的的的的ななななもももものでのでのでのではははは、、、、これこれこれこれからまからまからまからまださださださださららららにににに出出出出てくるてくるてくるてくるもももものといのといのといのといううううのがのがのがのがででででききききないないないない部分部分部分部分といといといといううううのがのがのがのがござござござございましたいましたいましたいました。。。。例例例例えばえばえばえば会場会場会場会場のののの催催催催事事事事、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる催催催催しししし物物物物がががが環境環境環境環境にににに与与与与ええええるるるる影響影響影響影響ははははどどどどううううななななんだんだんだんだといといといというよううよううよううようななななここここととかととかととかととか、、、、最終最終最終最終的的的的にはにはにはには壊壊壊壊しますのでしますのでしますのでしますので、、、、壊壊壊壊すとすとすとすとききききののののアセアセアセアセススススははははどどどどううううするのするのするのするのだだだだ、、、、ああああるいるいるいるいはははは（（（（軸軸軸軸状状状状？？？？））））のまのまのまのまだだだだなかなかなかなかっっっったたたた会場会場会場会場間間間間ののののゴゴゴゴンンンンドドドドラといラといラといラというよううよううよううようななななももももののののをどをどをどをどううううするのするのするのするのだだだだといといといというよううよううよううようななななこここことととともござもござもござもございましていましていましていまして、、、、それそれそれそれらをらをらをらをあわせあわせあわせあわせてててて追追追追跡跡跡跡調調調調査査査査といといといというよううよううよううようなななな位位位位置置置置づづづづけけけけでででで行行行行っっっっていていていているるるるわけわけわけわけででででござござござございましていましていましていまして、、、、したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、アセアセアセアセスススス自自自自体体体体ははははままままだだだだままままだだだだ続続続続いているといいているといいているといいているというよううよううよううようななななここここととととにににになりますなりますなりますなります。。。。        アセアセアセアセスのスのスのスの中中中中でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろななななおおおお話話話話、、、、おおおお約約約約束束束束ををををさせさせさせさせていたていたていたていただだだだいていていていておおおおりますしりますしりますしりますし、、、、それそれそれそれからからからから、、、、博覧博覧博覧博覧会自会自会自会自体体体体がががが、、、、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げげげましたましたましたましたようようようようなななな環境環境環境環境にににに対対対対するするするする博覧会博覧会博覧会博覧会ででででござござござございますからいますからいますからいますから、、、、それそれそれそれらをらをらをらをどのどのどのどのようにようにようにように実実実実行行行行していくのしていくのしていくのしていくのだだだだといといといというよううよううよううようななななこここことがとがとがとがござござござございますいますいますいます。。。。そそそそのたのたのたのためめめめのシステムをのシステムをのシステムをのシステムを少少少少しししし書書書書いていていていておおおおりますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ぐぐぐぐじゃじゃじゃじゃぐぐぐぐじゃじゃじゃじゃしていてしていてしていてしていてよよよよくくくくわわわわかりかりかりかりににににくいとくいとくいとくいところころころころががががござござござございますがいますがいますがいますが、、、、これこれこれこれででででもももも正確正確正確正確でででではござはござはござはございまいまいまいませんせんせんせん。。。。これこれこれこれのののの見見見見方方方方としてとしてとしてとしてはははは、、、、左左左左側側側側のののの方方方方がががが、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる博覧会協会博覧会協会博覧会協会博覧会協会がががが取取取取りりりり組組組組むむむむべべべべきききき配配配配慮慮慮慮事事事事項項項項といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、右右右右側側側側のののの方方方方はははは参加者参加者参加者参加者。。。。参加者参加者参加者参加者といといといといううううののののはははは、、、、出展出展出展出展されされされされるるるる方方方方々。々。々。々。外外外外国国国国からからからから出展出展出展出展されされされされるるるる方方方方々、々、々、々、ああああるいるいるいるいはははは民民民民間間間間のパのパのパのパビビビビリオンでリオンでリオンでリオンで参加参加参加参加されされされされるるるる方方方方々。々。々。々。ああああととととははははフフフファァァァーストフーーストフーーストフーーストフードドドドをををを売売売売っっっったりするたりするたりするたりする方方方方々。々。々。々。それそれそれそれからからからから、、、、一一一一般般般般ののののおおおお客客客客さんさんさんさん、、、、これはこれはこれはこれは来来来来場場場場者者者者といといといといううううこここことでとでとでとでござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そそそそのののの人人人人方方方方にににに対対対対してしてしてしてもももも環境環境環境環境にににについてついてついてついて配配配配慮慮慮慮していたしていたしていたしていただきだきだきだきたいといたいといたいといたいというよううよううよううようななななこここことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。皆様方皆様方皆様方皆様方のののの資資資資料料料料のののの方方方方でででではははは、、、、環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画ですかですかですかですか、、、、後後後後ろろろろのののの方方方方ににににつつつつけさせけさせけさせけさせていたていたていたていただだだだいていていていておおおおりますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そそそそのののの部分部分部分部分がががが、、、、全体全体全体全体をををを指指指指しているといしているといしているといしているというよううよううよううようなななな形形形形ににににななななろうろうろうろうかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。        そそそそのののの中中中中でのでのでのでの３３３３枚枚枚枚目目目目のののの環環環環境境境境方方方方針針針針にににに当当当当たるたるたるたる部分部分部分部分がががが、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる「「「「エコエコエコエコ宣宣宣宣言言言言」」」」ととととここにここにここにここに書書書書いていていていてごごごござざざざいますいますいますいます。。。。エコエコエコエコ宣宣宣宣言言言言といといといといううううののののはははは現実現実現実現実的的的的にはござにはござにはござにはございまいまいまいませんせんせんせん。。。。ここここのののの環境環境環境環境方方方方針針針針にににについてをついてをついてをついてを、、、、私私私私どどどどもはもはもはもはエコエコエコエコ宣宣宣宣言言言言といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ここここのののの間間間間のののの 19191919日日日日ですかですかですかですか、、、、国際国際国際国際シンシンシンシンポポポポジジジジウウウウムがムがムがムが東京東京東京東京におにおにおにおいていていていて行行行行わわわわれれれれましてましてましてまして、、、、そこそこそこそこのののの中中中中でででで私私私私どどどどもももものののの坂坂坂坂本事本事本事本事務務務務総長総長総長総長がエコがエコがエコがエコ宣宣宣宣言言言言といといといというううう形形形形ででででごごごご紹介紹介紹介紹介させさせさせさせていたていたていたていただだだだいいいいているているているている部分部分部分部分ででででござござござございますいますいますいます。。。。        ここここのののの環境環境環境環境方方方方針針針針のののの中中中中にはにはにはには、、、、基本理基本理基本理基本理念念念念、、、、それそれそれそれからからからから基本基本基本基本方方方方針針針針といといといといううううのがのがのがのがござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これはこれはこれはこれは協会協会協会協会みみみみずずずずからがやるからがやるからがやるからがやる部分部分部分部分。。。。それそれそれそれからからからから、、、、一一一一般般般般のののの参加者参加者参加者参加者、、、、それそれそれそれからからからから来来来来場場場場者者者者、、、、ここここのののの方方方方々々々々ににににももももややややっっっっていたていたていたていただだだだくくくく部分部分部分部分といといといといううううののののもあわせもあわせもあわせもあわせてててて盛盛盛盛りりりり込込込込みましてみましてみましてみまして、、、、参加者参加者参加者参加者、、、、来来来来場場場場者者者者にににに対対対対してしてしてしてはははは環環環環境境境境配配配配慮慮慮慮をするをするをするをするここここととととにににに対対対対してしてしてして協会協会協会協会はははは支援支援支援支援するといするといするといするというよううよううよううようなななな言言言言いいいい方方方方ににににななななっっっっているかとているかとているかとているかと思思思思いますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたた形形形形でやでやでやでやっっっっていていていていっっっってててて、、、、ここここのののの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テムントシステムントシステムントシステム全体全体全体全体はははは、、、、ごごごご承承承承知知知知ののののようにようにようにようにＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯのののの 14141414000000001111シリーシリーシリーシリーズズズズががががござござござございますいますいますいます。。。。今今今今、、、、日本日本日本日本でででではははは平平平平成成成成 11110000 年年年年でででで 3333,7,7,7,700000000ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの14141414000000001111をををを取取取取得得得得されされされされているているているている企企企企業業業業のののの方方方方々々々々ががががござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、私私私私どどどどももそれももそれももそれももそれをををを参考参考参考参考ににににしてつくしてつくしてつくしてつくっっっっててててききききたたたた。。。。たたたただだだだしししし、、、、博覧会協会自博覧会協会自博覧会協会自博覧会協会自体体体体はははは、、、、ほほほほかのかのかのかの企企企企業業業業さんさんさんさん、、、、ああああるいるいるいるいはははは自治自治自治自治体体体体さんさんさんさんとととと違違違違いましいましいましいまし
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てててて、、、、期期期期限限限限ががががござござござございますいますいますいます。。。。博覧会博覧会博覧会博覧会がががが終終終終わっわっわっわったらなたらなたらなたらなくなくなくなくなっっっってしまてしまてしまてしまううううとととところころころころででででござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、これこれこれこれららららもももも考考考考慮慮慮慮してしてしてして、、、、直直直直接接接接的的的的ななななＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯのののの取取取取得得得得といといといというよううよううよううようななななこここことでとでとでとでははははなくてなくてなくてなくて、、、、それそれそれそれをををを参考参考参考参考ににににししししてててて私私私私どどどどももももがやがやがやがやっっっっていくていくていくていく。。。。それにそれにそれにそれに対対対対するするするする査査査査定定定定もももも自分自分自分自分たたたたちちちちのののの中中中中でやでやでやでやっっっってててて、、、、ととととににににかくかくかくかく早早早早くやくやくやくやっっっってててて、、、、早早早早くどくどくどくどんんんんどどどどんんんん新新新新しいといいますかしいといいますかしいといいますかしいといいますか、、、、変変変変ええええていかなていかなていかなていかなければければければければ、、、、ああああとととと１１１１年年年年、、、、２２２２年年年年ででででござござござございますいますいますいますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、ここここのののの中中中中にににに改善改善改善改善していしていしていしていけけけけないといないといないといないというこうこうこうことからとからとからとから、、、、私私私私どどどどもももものののの中中中中でででで、、、、ここここのプランがいかのプランがいかのプランがいかのプランがいかにににに実実実実行行行行されされされされているかといているかといているかといているかというこうこうこうことをとをとをとを確確確確認認認認しながらしながらしながらしながら、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん新新新新しいしいしいしいもももものをやのをやのをやのをやっっっっていくといていくといていくといていくといううううふふふふうにうにうにうに進進進進めめめめててててききききているとているとているとているところころころころででででござござござございますいますいますいます。。。。        そこそこそこそこのののの中中中中でででで、、、、ここにここにここにここに「「「「エコエコエコエコ宣宣宣宣言言言言のののの基本基本基本基本方方方方針針針針」」」」といといといといううううふふふふうにうにうにうに書書書書いていていていてござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここのののの７７７７項項項項目目目目ににににつつつつききききましてましてましてまして具具具具体体体体的的的的にににに実実実実施施施施をしてをしてをしてをして、、、、ここここのののの７７７７項項項項目目目目にににについてついてついてついて、、、、ささささららららにににに、、、、じゃじゃじゃじゃああああ、、、、どどどどうううういいいいうこうこうこうことをするのといとをするのといとをするのといとをするのといううううのがのがのがのが書書書書いていていていてあああありますのがりますのがりますのがりますのが、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方にににに配配配配付付付付してしてしてしておおおおりますりますりますります中中中中のののの環境環境環境環境目目目目標標標標といといといというううう部分部分部分部分ででででござござござございますいますいますいます。。。。ここここのののの環境目環境目環境目環境目標標標標にににに従従従従いましていましていましていまして、、、、具具具具体体体体的的的的なななな内内内内容容容容ををををごごごご説説説説明明明明しますしますしますします。。。。        たたたただだだだ、、、、１１１１番番番番目目目目のののの環境環境環境環境影響影響影響影響評評評評価価価価書書書書にににに示示示示したしたしたした保全保全保全保全措措措措置置置置ににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、そそそそのののの後後後後のののの中中中中でででで私私私私どどどどもももももももも鋭鋭鋭鋭意意意意行行行行っっっっているとているとているとているところころころころででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、パパパパワワワワーーーーポポポポイントイントイントイントにににに示示示示すすすすべきようべきようべきようべきようなななな、、、、絵絵絵絵でででで見見見見ていたていたていたていただけだけだけだけるといるといるといるというよううよううよううようななななもももものがのがのがのがござござござございまいまいまいませんせんせんせんでしたのででしたのででしたのででしたので、、、、持持持持っっっっててててききききてててておおおおりまりまりまりませんせんせんせん。。。。        ２２２２番番番番目目目目のののの自然環境自然環境自然環境自然環境にににに配配配配慮慮慮慮したしたしたした会場計画会場計画会場計画会場計画といといといというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これはこれはこれはこれは長長長長久久久久手手手手会場会場会場会場ででででござござござございますいますいますいます。。。。長長長長久久久久手手手手会場会場会場会場、、、、1111,,,,111155558ha8ha8ha8ha ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、左左左左上上上上のののの方方方方がががが平平平平成成成成 13131313 年年年年、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる工事工事工事工事のののの着着着着工工工工前前前前。。。。工事工事工事工事のののの着着着着工工工工はははは平平平平成成成成 14141414 年年年年のののの 11110000 月月月月ででででござござござございますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、着着着着工工工工前前前前のののの部分部分部分部分でででで青青青青少少少少年年年年公公公公園園園園のののの会場会場会場会場をををを上上上上空空空空からからからから撮撮撮撮っっっったたたたもももものでのでのでのでござござござございますいますいますいます。。。。右右右右のののの下下下下のののの部分部分部分部分がががが平平平平成成成成 11115555年年年年、、、、工事工事工事工事にににに入入入入っっっっているているているている部分部分部分部分ででででござござござございますいますいますいます。。。。右下右下右下右下のののの方方方方からからからから緑緑緑緑のののの多多多多いいいい部分部分部分部分からからからから撮撮撮撮っっっってててておおおおるのでるのでるのでるので、、、、ちちちちょっょっょっょっとととと写写写写真真真真的的的的にはずにはずにはずにはずるいのでするいのでするいのでするいのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには今今今今までまでまでまで地地地地形形形形のののの改改改改変変変変、、、、またまたまたまたはははは自然自然自然自然のののの改改改改変変変変をををを行行行行っっっったたたた部分部分部分部分にににについてついてついてついて利用利用利用利用させさせさせさせていたていたていたていただだだだくといくといくといくというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、自然自然自然自然ととととしてしてしてしてそそそそのままのままのままのまま残残残残していくしていくしていくしていく部分部分部分部分がががが、、、、会場会場会場会場のののの中中中中でのパーでのパーでのパーでのパーセセセセンテージでいくとンテージでいくとンテージでいくとンテージでいくと 44448888％％％％。。。。物物物物をつくをつくをつくをつくっっっったりするとたりするとたりするとたりするとききききののりののりののりののり面面面面にににになるなるなるなる部分部分部分部分とかとかとかとか、、、、どどどどううううしてしてしてしてもももも防防防防災上災上災上災上のののの観観観観点点点点からいからいからいからいじじじじらならならならなければければければければいいいいけけけけないといないといないといないというこうこうこうことでとでとでとで、、、、３３３３hahahaha だけだけだけだけ自然地自然地自然地自然地をいをいをいをいじじじじっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。そそそそののののほほほほかかかかにににについてついてついてついてははははすすすすべべべべてててて改改改改変変変変地地地地をををを利用利用利用利用しているといしているといしているといしているというよううよううよううようなななな形形形形ににににななな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。。。。        じゃじゃじゃじゃああああ、、、、そそそそのののの会場地会場地会場地会場地をどをどをどをどううううややややっっっってててて結結結結ぶぶぶぶんだんだんだんだといといといというこうこうこうことがとがとがとが、、、、ここここのグローバルループといのグローバルループといのグローバルループといのグローバルループといううううふふふふうにうにうにうにななな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けれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここのグローバルループのグローバルループのグローバルループのグローバルループはははは基本基本基本基本的的的的なななな計画計画計画計画でででで、、、、横幅横幅横幅横幅でででで 22221111ｍｍｍｍ、、、、１１１１周周周周 2222....6666kmkmkmkm、、、、これこれこれこれのののの回回回回廊廊廊廊でででで結結結結ぶぶぶぶといといといというううう計画計画計画計画ででででござござござございますいますいますいます。。。。それそれそれそれでででで、、、、中中中中にはにはにはには池池池池がががが 13131313 ほほほほどどどどああああるるるるのですのですのですのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、すすすすべべべべてたてたてたてためめめめ池池池池ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、それそれそれそれででででもももも 13131313 全全全全部部部部残残残残しますしますしますします。。。。今今今今、、、、平平平平ららららににににななななっっっっているているているている部分部分部分部分、、、、使使使使っっっっていたていたていたていた部分部分部分部分にににに、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな施施施施設設設設をををを入入入入れれれれていくといていくといていくといていくというううう考考考考ええええででででござござござございますいますいますいます。。。。ここここここここのののの右右右右上上上上のののの方方方方からコからコからコからコモモモモンンンン１１１１、、、、ココココモモモモンンンン２２２２といといといといううううふふふふうにうにうにうに、、、、ココココモモモモンとンとンとンと書書書書いていていていてあああありますのりますのりますのりますのはははは外外外外国国国国のパのパのパのパビビビビリオンでリオンでリオンでリオンでござござござございますいますいますいます。。。。例例例例えばえばえばえばココココモモモモンンンン１１１１のののの部分部分部分部分ににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、冒険冒険冒険冒険広広広広場場場場みたいなとみたいなとみたいなとみたいなところだっころだっころだっころだったとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。それそれそれそれからからからから、、、、ココココモモモモンンンン２２２２ににににつつつつききききましてましてましてましてははははキキキキャンプャンプャンプャンプ場場場場といといといというよううよううよううようななななここここととととでででで、、、、ココココモモモモンンンン３３３３、、、、ココココモモモモンンンン４４４４はははは野野野野球場球場球場球場とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいうよううよううよううようななななもももものをのをのをのを使使使使っっっってててておおおおりますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そこにそこにそこにそこに集集集集中的中的中的中的にににに入入入入れれれれるたるたるたるためにめにめにめに、、、、縦縦縦縦横横横横 11118888ｍｍｍｍ、、、、高高高高ささささ９９９９ｍｍｍｍ、、、、これこれこれこれをををを一一一一つのつのつのつのモモモモジジジジュュュュールといたしまールといたしまールといたしまールといたしましてしてしてして、、、、それそれそれそれをををを協会協会協会協会でつくでつくでつくでつくっっっってしまてしまてしまてしまうううう。。。。集集集集合的合的合的合的ににににつくつくつくつくっっっってててて、、、、それそれそれそれをををを参加者参加者参加者参加者にににに貸貸貸貸しししし出出出出すといすといすといすというううう
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ようようようようなななな形形形形をつくをつくをつくをつくっっっっていますていますていますています。。。。そそそそののののほほほほかかかか、、、、真真真真んんんん中中中中ににににグローバルグローバルグローバルグローバルハウハウハウハウスとスとスとスとござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これはもこれはもこれはもこれはもとのとのとのとの水水水水泳泳泳泳、、、、それそれそれそれからプールをからプールをからプールをからプールをそそそそのままのままのままのまま利用利用利用利用させさせさせさせていたていたていたていただだだだくといくといくといくというよううよううよううようなななな形形形形でやでやでや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。。。。        たたたただだだだ、、、、ここここここここのののの地地地地形形形形がががが、、、、高低高低高低高低差差差差がががが 44440000ｍｍｍｍござござござございますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、そそそそのののの 44440000ｍｍｍｍをををを回回回回廊廊廊廊式式式式でででで結結結結ぶぶぶぶののののですですですですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたた道道道道路自路自路自路自体体体体はははは５５５５％％％％以以以以下下下下、、、、バリバリバリバリアアアアフリーフリーフリーフリーににににたたたたええええ得得得得るるるるようようようようなななな形形形形でででで計画計画計画計画させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきつつつつつつつつ、、、、自然地自然地自然地自然地形形形形をいをいをいをいじじじじらないといらないといらないといらないというよううよううよううようなななな形形形形でででで計画計画計画計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。。。。ここここのののの長長長長久久久久手手手手会場会場会場会場におきにおきにおきにおきましてましてましてましてはははは、、、、切切切切りりりり土土土土、、、、盛盛盛盛りりりり土土土土のののの量量量量ははははプラスマイプラスマイプラスマイプラスマイナナナナスゼロといスゼロといスゼロといスゼロというこうこうこうことでとでとでとで、、、、外外外外にににに持持持持ちちちち出出出出してしてしてしておおおおりまりまりまりませんせんせんせん。。。。ですからですからですからですから、、、、そそそそのののの部分部分部分部分、、、、土土土土砂砂砂砂のののの排出排出排出排出といといといというよううよううよううようななななここここととととももももなくななくななくななく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。。。。        これはこれはこれはこれは生分解性生分解性生分解性生分解性プラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックの導入導入導入導入といといといというこうこうこうことでとでとでとで書書書書いていていていておおおおりますりますりますります。。。。生分解性生分解性生分解性生分解性プラスプラスプラスプラスチチチチッッッックをクをクをクを導入導入導入導入するのするのするのするのだだだだといといといというこうこうこうことのとのとのとの一例一例一例一例ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ササササブブブブテーマのテーマのテーマのテーマの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ににににふふふふさわさわさわさわしくしくしくしく、、、、脱石油脱石油脱石油脱石油社会社会社会社会のののの切切切切りりりり札札札札としてとしてとしてとして、、、、現在現在現在現在期待期待期待期待されされされされているているているている生分解性生分解性生分解性生分解性プラスプラスプラスプラスチチチチックをックをックをックを食食食食器器器器等等等等にににに活活活活用用用用していくといしていくといしていくといしていくというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、食食食食器器器器だけだけだけだけででででははははなくてなくてなくてなくて、、、、ここにここにここにここに出出出出ていますのていますのていますのていますのはははは、、、、バーバーバーバーナナナナーーーー、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる垂垂垂垂れれれれ幕幕幕幕、、、、ああああととととははははオオオオブブブブジジジジェェェェですとかですとかですとかですとか、、、、現在現在現在現在そそそそののののほほほほかかかかにもにもにもにも、、、、ごごごごみみみみ箱箱箱箱ののののふふふふたみたいなたみたいなたみたいなたみたいなももももののののはははは生分解性生分解性生分解性生分解性プラスプラスプラスプラスチチチチックででックででックででックででききききないないないないだろうだろうだろうだろうかといかといかといかというよううよううよううようななななこここことでとでとでとで、、、、各種各種各種各種ののののももももののののにににに生分解性生分解性生分解性生分解性プラスプラスプラスプラスチチチチックをックをックをックを活活活活用用用用すすすすべべべべくくくく、、、、検討検討検討検討してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。        ２２２２番番番番目目目目にはにはにはには太陽太陽太陽太陽光光光光などのなどのなどのなどの自然自然自然自然エネルギーといエネルギーといエネルギーといエネルギーというよううよううよううようななななこここことがとがとがとが書書書書いていていていてあああありますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これにこれにこれにこれについてついてついてついてはははは各各各各パパパパビビビビリオンのリオンのリオンのリオンの中中中中でででで計画計画計画計画されされされされ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、、、、割割割割愛愛愛愛させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきまままますすすす。。。。        ３３３３番番番番目目目目のののの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のたのたのたのためめめめのののの先先先先進進進進的的的的なななな技術技術技術技術のののの導入導入導入導入といといといというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。ここはここはここはここは、、、、生生生生ごごごごみのリサイクルみのリサイクルみのリサイクルみのリサイクル。。。。これはこれはこれはこれはＮＮＮＮＥＥＥＥＤＯＤＯＤＯＤＯのののの方方方方ででででおおおお金金金金をいたをいたをいたをいただきだきだきだきましてやましてやましてやまして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けれけれけれけれどどどどもももも、、、、会場会場会場会場内内内内からからからから出出出出るるるる生生生生ごごごごみみみみにににについてついてついてついて、、、、会場会場会場会場のののの中中中中のパのパのパのパビビビビリオンのリオンのリオンのリオンの中中中中ででででメメメメタンタンタンタンガガガガスのスのスのスの発発発発酵酵酵酵システムシステムシステムシステム。。。。でででで、、、、そそそそのののの発発発発酵酵酵酵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をスをスをスを使使使使うううう燃料電燃料電燃料電燃料電池池池池、、、、溶溶溶溶融融融融炭酸炭酸炭酸炭酸型型型型燃料電燃料電燃料電燃料電池池池池といといといといううううののののだそうだそうだそうだそうですですですですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたももももののののにににに活活活活用用用用していくといしていくといしていくといしていくというこうこうこうことでとでとでとで、、、、１１１１日日日日 4444....8888ｔｔｔｔのののの生生生生ごごごごみのみのみのみの処処処処理能理能理能理能力力力力をををを持持持持つつつつもももものでのでのでので、、、、メメメメタンタンタンタンガガガガスをスをスをスを１１１１日日日日 1111,,,,000000000000mmmm３３３３つくつくつくつくっっっっていくていくていくていく。。。。それそれそれそれからからからから発発発発電電力電電力電電力電電力をををを 333350505050kkkkＷＷＷＷ、、、、発発発発電効電効電効電効率率率率 50505050％％％％、、、、それそれそれそれからからからから廃廃廃廃熱熱熱熱効効効効率率率率 20202020％％％％といといといというよううよううよううようななななこここことでとでとでとで計画計画計画計画されされされされてててておおおおりますりますりますります。。。。        それそれそれそれからからからから、、、、山路山路山路山路先先先先生生生生のののの方方方方ででででもおもおもおもお話話話話ががががあああありましたリりましたリりましたリりましたリユユユユースですとかリサイクルといースですとかリサイクルといースですとかリサイクルといースですとかリサイクルというよううよううよううようななななこここことでとでとでとでござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、私私私私どどどどもももものののの方方方方ででででもももも３３３３ＲＲＲＲ（（（（リデリデリデリデュュュュースースースース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル））））といといといというよううよううよううようななななこここことでとでとでとで、、、、それそれそれそれのののの徹底徹底徹底徹底をををを図図図図るといるといるといるというよううよううよううようななななこここことでとでとで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。。。。下下下下のののの方方方方はははは、、、、解解解解体体体体コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート塊塊塊塊。。。。実実実実際際際際にににに今今今今までまでまでまであっあっあっあったたたたももももののののののののうちうちうちうち、、、、建建建建物物物物としてとしてとしてとして使使使使ええええないないないないもももものといのといのといのといううううののののをををを壊壊壊壊しましたしましたしましたしました。。。。使使使使ええええるるるるももももののののはははは使使使使っっっっていていていていっっっったといたといたといたというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そこそこそこそこからからからから出出出出たコンクリートたコンクリートたコンクリートたコンクリート塊塊塊塊等等等等ににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、すすすすべべべべてクラッてクラッてクラッてクラッシャーシャーシャーシャーににににしましてしましてしましてしまして、、、、会場会場会場会場内内内内のののの道道道道路路路路のののの基基基基盤盤盤盤材材材材等等等等にににに使使使使いましていましていましていまして、、、、111100000000％％％％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。。。。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、、、、建築建築建築建築廃廃廃廃材材材材をををを外外外外にはにはにはには出出出出してしてしてしておおおおりまりまりまりませんせんせんせん。。。。        ささささららららにににに、、、、上上上上のののの方方方方ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、どどどどううううしてしてしてしてもももも支支支支障障障障木木木木となとなとなとなっっっったたたた部分部分部分部分といといといといううううのがのがのがのがござござござございましていましていましていまして、、、、これこれこれこれをををを会場会場会場会場内内内内でででで 2222,,,,000000000000 本本本本移植移植移植移植してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。そそそそのたのたのたのためにめにめにめに、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるるハハハハッッッッチチチチをををを小小小小ささささくしてくしてくしてくして時間時間時間時間をかをかをかをかけけけけるといるといるといるというこうこうこうことがでとがでとがでとができきききまままませんせんせんせんのでのでのでので、、、、大大大大ききききなななな機機機機械械械械をををを持持持持っっっっててててききききてててて移植移植移植移植してしてしてしておおおお
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りますりますりますります。。。。そそそそののののほほほほかかかか、、、、ささささららららにににに使使使使ええええないといないといないといないというよううよううよううようななななももももののののににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、これこれこれこれをををを皆様方皆様方皆様方皆様方にににに配配配配布布布布させさせさせさせていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方ののののごごごご家家家家庭庭庭庭のののの中中中中でででで植植植植ええええていたていたていたていただこうだこうだこうだこうといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、これこれこれこれらのらのらのらの合合合合計計計計がががが１１１１万万万万 5555,,,,191919192222 本本本本といといといというよううよううよううようななななここここととととににににななな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。。。。        次次次次にはにはにはには、、、、環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷のののの少少少少ないないないない交通手交通手交通手交通手段段段段のののの利用利用利用利用促促促促進進進進といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、各種各種各種各種のののの交通手交通手交通手交通手段段段段にににに新新新新しいしいしいしい技術技術技術技術をををを導入導入導入導入してしてしてして計画計画計画計画されされされされてててておおおおりますりますりますります。。。。下下下下ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、愛愛愛愛知知知知環環環環状状状状鉄鉄鉄鉄道道道道ににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、ＨＳＳＴＨＳＳＴＨＳＳＴＨＳＳＴ、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるリるリるリるリニアモニアモニアモニアモーターカーをーターカーをーターカーをーターカーを導入導入導入導入しましてしましてしましてしまして、、、、これはこれはこれはこれは電電電電気気気気をををを食食食食いますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、低低低低振振振振動動動動・・・・低低低低騒音騒音騒音騒音といといといというよううよううよううようななななこここことでとでとでとで、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しいといしいといしいといしいというこうこうこうことでとでとでとで導入導入導入導入するするするするこここことといたしてとといたしてとといたしてとといたしておおおおりますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれは終終終終わわわわりましてりましてりましてりましてもももも、、、、そそそそのののの後後後後、、、、一一一一般般般般のののの交通機交通機交通機交通機関関関関としてとしてとしてとして利用利用利用利用されされされされるるるる予定予定予定予定ででででござござござございますいますいますいます。。。。それそれそれそれからからからから、、、、シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバスににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、燃料電燃料電燃料電燃料電池池池池、、、、ハハハハイイイイブブブブリッリッリッリッドドドドバスをバスをバスをバスを使使使使ううううととととかかかか、、、、それそれそれそれからからからから、、、、会場会場会場会場内内内内におきにおきにおきにおきますますますます乗乗乗乗物物物物としてとしてとしてとして、、、、そこにそこにそこにそこに挙挙挙挙げげげげててててあああありますりますりますりますＩＩＩＩＭＭＭＭＴＳＴＳＴＳＴＳ、、、、これはこれはこれはこれは燃燃燃燃料電料電料電料電池池池池のやつでのやつでのやつでのやつで無無無無人人人人化化化化でででで走走走走るといるといるといるというよううよううよううようななななももももののののににににしてしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。そそそそののののほほほほかかかか、、、、会場会場会場会場間間間間にににについついついついててててははははＩＩＩＩＴＳＴＳＴＳＴＳをををを使使使使いましてスムーいましてスムーいましてスムーいましてスムーズズズズなななな運行運行運行運行をををを図図図図るといるといるといるというよううよううよううようなななな、、、、各種各種各種各種のののの試試試試みがなみがなみがなみがなされされされされるるるる予定予定予定予定ででででござござござございますいますいますいます。。。。        そそそそののののほほほほかかかか、、、、楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら学学学学ぶぶぶぶ森森森森林林林林体体体体感感感感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、、、、長長長長久久久久手手手手会場会場会場会場、、、、ああああるいるいるいるいはははは瀬瀬瀬瀬戸戸戸戸会場会場会場会場におきにおきにおきにおきましてましてましてまして、、、、自然自然自然自然にににに親親親親ししししんんんんででででももももらいらいらいらい、、、、自然自然自然自然のののの価値価値価値価値、、、、ああああるいるいるいるいはははは環境環境環境環境といといといというもうもうもうものをのをのをのを考考考考ええええていていていていたたたただだだだくといくといくといくというよううよううよううようななななこここことをとをとをとを考考考考ええええていますていますていますています。。。。たたたただだだだ、、、、会会会会場場場場ののののキキキキャパシティーがャパシティーがャパシティーがャパシティーがあああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、瀬瀬瀬瀬戸戸戸戸会場会場会場会場はははは１１１１日日日日 500500500500 人人人人ににににするとかするとかするとかするとか、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたた利用計画利用計画利用計画利用計画にににに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。。。。    今今今今のののの主主主主流流流流的的的的なななな博覧会博覧会博覧会博覧会といといといといううううののののはははは、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＧＧＧＧＯＯＯＯ等等等等もももも活活活活動動動動してしてしてしてももももららららううううといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、これはこれはこれはこれは瀬瀬瀬瀬戸戸戸戸会場会場会場会場ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、瀬瀬瀬瀬戸戸戸戸会場会場会場会場にににに地球市民村地球市民村地球市民村地球市民村といといといというよううよううよううようななななもももものをつくのをつくのをつくのをつくっっっっててててござござござございまいまいまいますすすす。。。。こうこうこうこういいいいっっっったとたとたとたところにころにころにころに世世世世界界界界ののののＮＮＮＮＧＧＧＧＯＯＯＯ等等等等にににに出出出出ていたていたていたていただきだきだきだきましてましてましてまして、、、、一一一一緒緒緒緒にににに活活活活動動動動していたしていたしていたしていただだだだくくくくといといといというよううよううよううようななななこここことでとでとで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。。。。        いいいいろろろろいいいいろろろろなななな環境環境環境環境にににに対対対対するするするする配配配配慮慮慮慮といといといというもうもうもうものをのをのをのを出展者出展者出展者出展者のののの方方方方々々々々にもにもにもにも求求求求めめめめるといるといるといるというよううよううよううようななななこここことでとでとでとでおおおお話話話話ししししさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これはこれはこれはこれは日本政日本政日本政日本政府府府府館館館館ででででござござござございますいますいますいます。。。。日本政日本政日本政日本政府府府府館館館館ににににつつつついていていていてはははは、、、、下下下下のののの部分部分部分部分、、、、これはこれはこれはこれは竹竹竹竹ののののドドドドームームームーム、、、、竹竹竹竹でつくでつくでつくでつくっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。建建建建物物物物をををを竹竹竹竹でででで囲囲囲囲うこうこうこうこととととによによによによっっっってててて日日日日陰陰陰陰をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、冷房冷房冷房冷房のエネルギーをのエネルギーをのエネルギーをのエネルギーを少少少少なくするといなくするといなくするといなくするというよううよううよううようなななな試試試試みでみでみでみでござござござございましていましていましていまして、、、、ここここののののようようようようなななな大大大大規規規規模模模模ななななもももものののの。。。。50505050ｍｍｍｍ××××44440000ｍｍｍｍぐぐぐぐらいらいらいらいああああるのるのるのるのだそうだそうだそうだそうですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたた大大大大規規規規模模模模ななななももももののののはははは世世世世界界界界でででで初初初初めめめめてのてのてのての試試試試みでみでみでみであろうあろうあろうあろうといといといというよううよううよううようななななこここことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。        それそれそれそれからからからから、、、、長長長長久久久久手手手手会場会場会場会場ににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、オオタカオオタカオオタカオオタカ等等等等自然環境自然環境自然環境自然環境のののの豊豊豊豊かなとかなとかなとかなところころころころででででござござござございまいまいまいますのですのですのですので、、、、光光光光といといといというもうもうもうもののののもももも含含含含めめめめてててて、、、、環境環境環境環境にににに対対対対するするするする配配配配慮慮慮慮といといといというもうもうもうものをのをのをの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。。。。屋屋屋屋根根根根ににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、緑緑緑緑化化化化をするといをするといをするといをするというよううよううよううようななななこここことでとでとで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。。。。        これはこれはこれはこれは愛愛愛愛知知知知パパパパビビビビリオンでリオンでリオンでリオンでござござござございますいますいますいます。。。。愛愛愛愛知知知知パパパパビビビビリオンリオンリオンリオンににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、そそそそのののの後後後後壊壊壊壊すといすといすといすというこうこうこうことでリとでリとでリとでリユユユユースをースをースをースを考考考考ええええてててて、、、、軽軽軽軽量量量量鉄鉄鉄鉄骨骨骨骨によっによっによっによってでてでてでてでききききるるるるだけだけだけだけ材材材材料料料料をををを少少少少なくするとかなくするとかなくするとかなくするとか、、、、それそれそれそれかかかからららら、、、、それそれそれそれらをらをらをらを溶溶溶溶接接接接ででででははははなくてなくてなくてなくてボボボボルトでとルトでとルトでとルトでとめめめめてててて、、、、すすすすぐぐぐぐまたまたまたまた使使使使ええええるるるるようにようにようにように、、、、リサイクルしやすリサイクルしやすリサイクルしやすリサイクルしやすくなるといくなるといくなるといくなるというよううよううよううようななななこここことでとでとで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。。。。        瀬瀬瀬瀬戸戸戸戸会場会場会場会場のののの方方方方はははは、、、、自然自然自然自然のののの体験体験体験体験といといといというこうこうこうことでとでとでとで今今今今後後後後とととともももも一一一一部部部部使使使使ううううといといといというこうこうこうことでとでとでとで考考考考ええええてててておおおおりまりまりまりますすすす。。。。    
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    そそそそののののほほほほかかかか、、、、民民民民間出展間出展間出展間出展ゾゾゾゾーンーンーンーン、、、、９９９９つつつつ民民民民間間間間のののの出展出展出展出展ががががござござござございますいますいますいます。。。。そそそそのののの前前前前にににに本本本本当当当当はははは名古名古名古名古屋市屋市屋市屋市ががががああああるのでするのでするのでするのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、名古名古名古名古屋市屋市屋市屋市のののの部分部分部分部分はちょっはちょっはちょっはちょっとととと持持持持っっっっててててききききまままませんせんせんせんでしたでしたでしたでした。。。。そそそそののののほほほほかのとかのとかのとかのとこここころにろにろにろにつつつつききききましてましてましてましてもももも、、、、建建建建物物物物のののの計画計画計画計画にににについてついてついてついてもももも環境環境環境環境にににに対対対対してしてしてして配配配配慮慮慮慮してしてしてしてほほほほしいといしいといしいといしいというこうこうこうことでとでとでとで、、、、おおおお話話話話ししししさせさせさせさせていたていたていたていただだだだいているといているといているといているところころころころででででござござござございますいますいますいます。。。。        ワワワワンンンンダダダダーサーカスーサーカスーサーカスーサーカス電力電力電力電力館館館館、、、、これはこれはこれはこれは電電電電気気気気事業連合会事業連合会事業連合会事業連合会のののの方方方方ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これもこれもこれもこれも３３３３ＲＲＲＲにににに配配配配慮慮慮慮したしたしたした、、、、それそれそれそれがでがでがでができきききるるるるようようようようなななな資資資資材材材材をををを利用利用利用利用するとかするとかするとかするとか、、、、それそれそれそれからからからから、、、、ダダダダムのムのムのムの流流流流木木木木ををををチチチチップップップップしてしてしてして舗装舗装舗装舗装とかとかとかとか資資資資材材材材としてとしてとしてとして活活活活用用用用してしてしてして実実実実際際際際ににににややややっっっってみるとかてみるとかてみるとかてみるとか、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたた幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみがござござござございますいますいますいます。。。。        東東東東海海海海リリリリニアニアニアニア館館館館ににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、超電超電超電超電導導導導のリのリのリのリニアニアニアニア、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたもももものをのをのをのを構成構成構成構成すすすするるるる技術技術技術技術をををを展展展展示示示示するするするするここここととしてととしてととしてととしておおおおりますしりますしりますしりますし、、、、それそれそれそれからからからから、、、、日本自動日本自動日本自動日本自動車車車車工業会工業会工業会工業会、、、、ワワワワンンンンダダダダーーーーホホホホイールイールイールイール観観観観覧覧覧覧車車車車、、、、ここここれにれにれにれにつつつつききききましてましてましてましてもももも、、、、再再再再生生生生、、、、またまたまたまた、、、、再再再再生可能生可能生可能生可能なななな素素素素材材材材によっによっによっによってつくるといてつくるといてつくるといてつくるというこうこうこうことでとでとでとで、、、、観観観観覧覧覧覧車車車車ももももここここここここでででで終終終終わっわっわっわったらたらたらたらよそによそによそによそに持持持持っっっっていくといていくといていくといていくというよううよううよううようなななな計画計画計画計画でででで、、、、またリまたリまたリまたリユユユユースでースでースでースでききききるといるといるといるというよううよううよううようなななな形形形形ににににななな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。。。。        三三三三菱未菱未菱未菱未来来来来館館館館にににについてついてついてついてはははは、、、、ここここここここでででで見見見見らららられれれれるとるとるとるとおおおおりりりり、、、、屋屋屋屋上上上上緑緑緑緑化等化等化等化等をををを考考考考ええええましてましてましてまして、、、、冷冷冷冷暖暖暖暖房房房房のエのエのエのエネルギーネルギーネルギーネルギー効効効効果果果果といといといというもうもうもうもののののもももも考考考考ええええていますしていますしていますしていますし、、、、外外外外壁壁壁壁ににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、もうもうもうもう少少少少しいしいしいしいろろろろいいいいろろろろななななこここことをとをとをとを考考考考えようえようえようえようといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、自然自然自然自然素素素素材材材材とかとかとかとか岩岩岩岩ですとかですとかですとかですとか、、、、それそれそれそれからからから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によによによによるるるる壁壁壁壁のののの飾飾飾飾りとかりとかりとかりとか、、、、植植植植物物物物でででで飾飾飾飾っっっったりしてたりしてたりしてたりして、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななこここことをとをとをとを考考考考ええええていくていくていくていく場場場場といといといといううううふふふふううううななななこここことをとをとをとを考考考考ええええながらながらながらながら、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２のののの削減削減削減削減をををを目目目目標標標標にににに掲掲掲掲げげげげてててておおおおりますりますりますります。。。。        そそそそののののほほほほかかかか、、、、日本日本日本日本ガガガガスパスパスパスパビビビビリオンリオンリオンリオン、、、、それそれそれそれからトからトからトからトヨヨヨヨタグループタグループタグループタグループ。。。。トトトトヨヨヨヨタグループタグループタグループタグループぐぐぐぐらいらいらいらいはちはちはちはちゃゃゃゃんんんんとととと言言言言わわわわななななききききゃゃゃゃいいいいけけけけないですかないですかないですかないですかねねねね。。。。トトトトヨヨヨヨタグループタグループタグループタグループににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、再再再再生可能生可能生可能生可能なななな材材材材料料料料をををを使使使使いいいい、、、、リリリリユユユユースをースをースをースを考考考考ええええてててて、、、、リリリリユユユユースでースでースでースでききききないないないない場合場合場合場合にはにはにはにはリサイクルをするのリサイクルをするのリサイクルをするのリサイクルをするのだだだだとととと。。。。それそれそれそれからからからから、、、、風風風風力力力力発発発発電電電電ををををここここここここのののの中中中中でやでやでやでやっっっっていていていていっっっってててて使使使使用用用用するといするといするといするというよううよううよううようなななな試試試試みみみみににににななな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。。。。        中日新中日新中日新中日新聞聞聞聞のプロデのプロデのプロデのプロデュュュュースースースース館館館館ににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、最最最最初初初初はきはきはきはきららららききききらららら光光光光るるるるようようようようななななもももものでのでのでので考考考考ええええてててておおおおりましたりましたりましたりましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、オオタカオオタカオオタカオオタカにににに対対対対するするするする配配配配慮慮慮慮といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ここここのののの屋屋屋屋根根根根といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、富士富士富士富士山山山山みたいなみたいなみたいなみたいな形形形形のとのとのとのところころころころをををを材材材材料料料料をををを変変変変ええええたりしていたたりしていたたりしていたたりしていただきだきだきだきましてましてましてまして、、、、環境環境環境環境にににに配配配配慮慮慮慮していたしていたしていたしていただだだだくといくといくといくというよううよううよううようななななこここことでやとでやとでや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。。。。        そそそそののののほほほほかかかかにににに、、、、日立日立日立日立・・・・三井三井三井三井グループといグループといグループといグループというもうもうもうもののののはははは、、、、ままままだだだだコンコンコンコンセセセセプトプトプトプトにににについてついてついてついて未未未未発表発表発表発表ででででござござござございますいますいますいます。。。。        きょうきょうきょうきょうののののおおおお話話話話といといといといううううののののはははは、、、、じゃじゃじゃじゃああああ、、、、具具具具体体体体的的的的にににに展展展展示示示示のののの内内内内容容容容をどをどをどをどううううするのするのするのするのだだだだといといといというおうおうおうお話話話話ははははででででききききまままませんせんせんせんでしたでしたでしたでした。。。。これはこれはこれはこれはままままだだだだ詰詰詰詰めめめめているているているている部分部分部分部分ががががあっあっあっあってててて、、、、先先先先ににににハハハハーーーードドドドのののの部分部分部分部分がががが進進進進んんんんでいるでいるでいるでいる部部部部分分分分ががががござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、そこそこそこそこのとのとのとのところころころころでやでやでや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。。。。        「「「「愛愛愛愛・・・・地球博地球博地球博地球博」」」」はははは 2005200520052005 年年年年３３３３月月月月 25252525 日日日日からからからから９９９９月月月月のののの 25252525 日日日日といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、これはこれはこれはこれはどどどどううううややややっっっったらたらたらたら成成成成功功功功といといといといええええるのかといるのかといるのかといるのかといううううとととところころころころががががござござござございますいますいますいます。。。。私私私私どどどどもはもはもはもは、、、、テーマテーマテーマテーマにににに沿沿沿沿っっっったたたた中中中中でででで皆様皆様皆様皆様にににに考考考考ええええていたていたていたていただきだきだきだき、、、、そそそそのののの後後後後、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい社会社会社会社会がでがでがでができきききていくといていくといていくといていくといううううのがのがのがのが私私私私どどどどもももものののの成成成成功功功功だろうだろうだろうだろうといといといといううう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けれけれけれけれどどどどもももも、、、、たたたただだだだ、、、、世世世世のののの中中中中はあんはあんはあんはあんまりまりまりまり納納納納得得得得してくしてくしてくしてくれれれれないのでないのでないのでないので、、、、一応一応一応一応目目目目標標標標がががが 111100000000 カカカカ国国国国以上以上以上以上のののの応応応応募募募募といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、今今今今、、、、111120202020 をををを超超超超ええええてててておおおおりますからりますからりますからりますから、、、、これにこれにこれにこれについてついてついてついてはははは
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ううううまくいまくいまくいまくい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こうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。        それそれそれそれからからからから、、、、1111,,,,500500500500万人万人万人万人でででで計画計画計画計画ででででござござござございますからいますからいますからいますから、、、、1111,,,,500500500500 万人万人万人万人以上以上以上以上ににににならなならなならなならなければければければければいいいいけけけけないないないない。。。。それそれそれそれからからからから、、、、ハハハハ    ノノノノーバーーバーーバーーバー博大博大博大博大赤字赤字赤字赤字といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、少少少少なくとなくとなくとなくともももも赤字赤字赤字赤字ににににならないといならないといならないといならないというこうこうこうことがとがとがとが一一一一つのつのつのつの目目目目安安安安ににににななななるといるといるといるといううううふふふふうにうにうにうに言言言言われわれわれわれてててておおおおりますりますりますります。。。。昨昨昨昨日日日日、、、、新新新新聞聞聞聞ででででごごごごららららんにんにんにんにななななっっっったかたかたかたかももももししししれれれれまままませんけれせんけれせんけれせんけれどどどどもももも、、、、前前前前売売売売りりりり券券券券のののの印刷印刷印刷印刷がががが初初初初めめめめてでてでてでてでききききましてましてましてまして、、、、第第第第１１１１期期期期のののの発発発発売売売売がががが９９９９月月月月 25252525 日日日日からからからから。。。。皆様方皆様方皆様方皆様方のののの方方方方にににに前前前前売売売売りりりり券券券券ののののチチチチラシラシラシラシもももも入入入入れれれれててててござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、１１１１回行回行回行回行っっっっていたていたていたていただだだだいていていていてもももも 1111,,,,500500500500 万分万分万分万分のののの１１１１だだだだといといといといううううふふふふうにうにうにうに思思思思わずにわずにわずにわずに、、、、ぜひぜひぜひぜひ買買買買っっっっていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、ごごごごららららんんんんいたいたいたいただだだだくくくく。。。。今今今今、、、、ごごごご紹介紹介紹介紹介しましたしましたしましたしましたここここととととははははほほほほんんんんのののの一一一一部分部分部分部分ででででござござござございましていましていましていまして、、、、建建建建物物物物をつくるとをつくるとをつくるとをつくるところころころころからからからから、、、、会場会場会場会場をををを設設設設定定定定するとするとするとするところころころころからすからすからすからすべべべべてがてがてがてが、、、、今今今今回回回回のののの場合場合場合場合にはにはにはには環境博環境博環境博環境博とととと言言言言われわれわれわれてててておおおおりますりますりますります博覧会博覧会博覧会博覧会といといといというもうもうもうものののののののの一一一一部分部分部分部分ににににななな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。。。。ぜひぜひぜひぜひ行行行行っっっっててててごごごごららららんにんにんにんになりましてなりましてなりましてなりまして、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方のののの中中中中でででで環境環境環境環境といといといというもうもうもうものをのをのをのを考考考考ええええていたていたていたていただけれだけれだけれだければばばばといといといといううう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。。。。        きょうはきょうはきょうはきょうはどどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。        休憩休憩休憩休憩        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    「「「「ゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションで目指目指目指目指すすすす自然自然自然自然とととと共生共生共生共生するするするする社会社会社会社会」」」」                                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                                                                        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運営委員運営委員運営委員運営委員    竹林竹林竹林竹林    征雄征雄征雄征雄    氏氏氏氏                                パネリストパネリストパネリストパネリスト                                        三重県度会群二見町住民課長三重県度会群二見町住民課長三重県度会群二見町住民課長三重県度会群二見町住民課長                                            小﨑小﨑小﨑小﨑    峰子峰子峰子峰子    氏氏氏氏                                    本田技研工業本田技研工業本田技研工業本田技研工業((((株株株株))))鈴鹿製作所事業管理部主幹鈴鹿製作所事業管理部主幹鈴鹿製作所事業管理部主幹鈴鹿製作所事業管理部主幹                岸岸岸岸    寿克寿克寿克寿克        氏氏氏氏                                    中部中部中部中部リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル運動市民運動市民運動市民運動市民のののの会代表会代表会代表会代表                                    萩原萩原萩原萩原    喜之喜之喜之喜之    氏氏氏氏                                    井村屋製菓井村屋製菓井村屋製菓井村屋製菓((((株株株株))))環境事業設立準備室室長代理環境事業設立準備室室長代理環境事業設立準備室室長代理環境事業設立準備室室長代理                堀川堀川堀川堀川    勉良勉良勉良勉良    氏氏氏氏                                    三重大学人文学部教授三重大学人文学部教授三重大学人文学部教授三重大学人文学部教授                                                        朴朴朴朴    恵淑恵淑恵淑恵淑        氏氏氏氏            竹林竹林竹林竹林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        こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。竹林竹林竹林竹林ででででござござござございますいますいますいます。。。。きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、もうもうもうもう３３３３時時時時をををを過過過過ぎぎぎぎてててておおおおりますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、少少少少しししし眠眠眠眠くなりますがくなりますがくなりますがくなりますが、、、、眠眠眠眠らないらないらないらないようにようにようにように楽楽楽楽しくディスカッションをしくディスカッションをしくディスカッションをしくディスカッションを進進進進めさせめさせめさせめさせていたていたていたていただきだきだき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。。。。わずわずわずわずかかかか２２２２時間時間時間時間弱弱弱弱ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ででででききききるるるるだけだけだけだけ実実実実りのりのりのりのああああるるるるももももののののにににに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。。。。三重県三重県三重県三重県のののの課課課課題題題題、、、、三重県三重県三重県三重県のののの市民市民市民市民ににににととととっっっってててて、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯににににととととっっっってててて、、、、企企企企業業業業ににににととととっっっってててて、、、、大学人大学人大学人大学人ににににととととっっっってててて、、、、ここここのののの 22221111世世世世紀紀紀紀ははははどどどどうううういいいいうううう方向方向方向方向にににに環境環境環境環境をををを持持持持っっっっていていていていっっっったらたらたらたら良良良良いのかといのかといのかといのかと言言言言うううう辺辺辺辺がパネルがパネルがパネルがパネルディスカッションのディスカッションのディスカッションのディスカッションの課課課課題題題題ででででござござござございますいますいますいます。。。。        これこれこれこれまでまでまでまでははははリサイクルといリサイクルといリサイクルといリサイクルというううう言葉言葉言葉言葉ががががははははややややっっっ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、、、、今今今今後後後後はははは循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会、、、、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、、、、こうこうこうこういいいいうこうこうこうこととととだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。少少少少しししし趣趣趣趣はははは異異異異ななななっっっっててててききききているといているといているといているといううううふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。そそそそのののの辺辺辺辺ががががきょうきょうきょうきょう討討討討議議議議でででできればきればきればきればとととと考考考考ええええますますますます。。。。環境環境環境環境先先先先進進進進県県県県でででであああありますとりますとりますとりますところころころころのののの三重県三重県三重県三重県ででででござござござございいいい
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ますからますからますからますから、、、、非常非常非常非常にににに期待期待期待期待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。。。。成成成成功功功功するかどするかどするかどするかどううううかかかかわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせんがががが、、、、会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様からからからからもももも後後後後からからからから盛盛盛盛んんんんなななな主主主主義義義義主主主主張張張張、、、、意意意意見見見見をいたをいたをいたをいただければだければだければだければといといといといううううふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。余余余余りりりりああああいいいいささささつつつつがががが長長長長くなるとくなるとくなるとくなるとおもおもおもおもししししろろろろくくくくあああありまりまりまりませんせんせんせんからからからから、、、、ままままずずずずパネルディスカッションのパネルディスカッションのパネルディスカッションのパネルディスカッションの皆様方皆様方皆様方皆様方、、、、きょうきょうきょうきょう、、、、５５５５人人人人おおおお見見見見ええええですですですです。。。。各各各各界界界界をををを代表代表代表代表されされされされてててておおおおりますりますりますります。。。。そそそそのののの方方方方々々々々にににに主主主主張張張張をををを、、、、事事事事例例例例ををををおおおお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだいいいいてててて、、、、そそそそのののの後後後後、、、、討討討討議議議議をしをしをしをし、、、、皆様皆様皆様皆様からまたからまたからまたからまたごごごご意意意意見見見見をいたをいたをいたをいただだだだくくくく、、、、ここここののののようようようようなななな進進進進めめめめ方方方方でででで行行行行ききき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。。。。少少少少しししし前前前前のののの方方方方ののののおおおお話話話話がががが延延延延びびびびてててておおおおりりりりましたのでましたのでましたのでましたので時間時間時間時間がががが短短短短くなくなくなく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けれけれけれけれどどどどもももも、、、、ぜひぜひぜひぜひ実実実実りのりのりのりのああああるるるるももももののののににににしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、よろよろよろよ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。。。。        それそれそれそれでででではははは早早早早速速速速、、、、朴朴朴朴先先先先生生生生、、、、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。。。。            朴教授朴教授朴教授朴教授        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。。。。三重大学三重大学三重大学三重大学のののの朴恵淑朴恵淑朴恵淑朴恵淑とととと申申申申しますしますしますします。。。。名名名名前前前前のとのとのとのとおおおおりりりり、、、、生生生生ままままれれれれ育育育育っっっったのたのたのたのはははは韓韓韓韓国国国国ななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、日本日本日本日本がががが好好好好ききききでででで、、、、かかかかれこれれこれれこれれこれ 20202020 年年年年近近近近くくくく住住住住んんんんででででおおおおりますりますりますります。。。。        三重県三重県三重県三重県にににに住住住住みみみみ始始始始めめめめたのたのたのたのはははは９９９９年年年年前前前前からなからなからなからなんんんんですがですがですがですが、、、、今今今今、、、、私私私私がががが行行行行っっっっているているているている活活活活動動動動といといといといううううかかかか、、、、ややややっっっっているのているのているのているのはははは、、、、ももももととととももももとととと環境地理学環境地理学環境地理学環境地理学といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、環境環境環境環境ににににかかかかかかかかわわわわるるるる研研研研究究究究やややや教教教教育育育育はははは大学大学大学大学ににににいいいいるるるる者者者者としてとしてとしてとして当当当当然然然然ななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、最近最近最近最近、、、、国立大学国立大学国立大学国立大学もももも大学大学大学大学はははは法法法法人人人人化化化化といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、地地地地域域域域社社社社会会会会にににに大学大学大学大学がががが持持持持っっっっているているているているノウハウノウハウノウハウノウハウやいやいやいやいろろろろいいいいろろろろなななな部分部分部分部分をどをどをどをどうううういいいいうううう形形形形でででで還還還還元元元元していくのかといしていくのかといしていくのかといしていくのかといううううこここことがとがとがとが大大大大ききききくくくく問問問問われわれわれわれているているているているんんんんですですですですねねねね。。。。問問問問われわれわれわれているからといているからといているからといているからというこうこうこうことでとでとでとでははははないのですないのですないのですないのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、本本本本来来来来ならならならなら、、、、大学大学大学大学がががが持持持持っっっっているているているているああああららららゆゆゆゆるるるるももももののののはははは、、、、特特特特にににに地地地地方方方方にあにあにあにあるるるる大学大学大学大学としてとしてとしてとしてはははは当当当当然然然然そうそうそうそういいいいっっっったすたすたすたすべべべべてのてのてのてのももももののののはははは地地地地域域域域社会社会社会社会にににに還還還還元元元元するするするするべきべきべきべきでしたしでしたしでしたしでしたし、、、、地地地地域域域域社会社会社会社会がががが何何何何をををを要要要要求求求求しているのしているのしているのしているのかかかか、、、、そそそそののののニニニニーーーーズズズズやややや、、、、地地地地域域域域社会社会社会社会がががが持持持持っっっっているいているいているいているいろろろろいいいいろろろろなななな種種種種、、、、シーシーシーシーズズズズをををを、、、、どどどどうううういいいいうううう形形形形でででで大学大学大学大学がががが取取取取りりりり入入入入れれれれてててて、、、、ささささらなるらなるらなるらなる発発発発展展展展をとをとをとをともにもにもにもにややややっっっっていくのかといていくのかといていくのかといていくのかといううううのをのをのをのを考考考考ええええるるるるべきだっべきだっべきだっべきだったとたとたとたと思思思思ううううののののですですですです。。。。        外外外外からからからから来来来来ているているているている私私私私のののの目目目目からからからから見見見見るとるとるとると、、、、三重県三重県三重県三重県はははは環境環境環境環境先先先先進進進進県県県県ととととううううたたたたっっっっているのですているのですているのですているのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、本本本本当当当当にににに 111188886666 万人県民万人県民万人県民万人県民みみみみんんんんながながながなが主主主主役役役役ににににななななっっっってててて、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれのとのとのとのところころころころでやでやでやでやっっっっているのかといているのかといているのかといているのかというこうこうこうこととととにににに関関関関してしてしてしてはははは、、、、ややまややまややまややまだわだわだわだわからないとからないとからないとからないところころころころががががああああるなといるなといるなといるなというこうこうこうことととととととと、、、、三重県三重県三重県三重県はははは 44440000 年年年年前前前前のののの、、、、皆皆皆皆様様様様ごごごご存存存存じじじじののののようにようにようにように四四四四日市日市日市日市公公公公害害害害といといといというううう大大大大変変変変なななな、、、、一一一一たたたたんんんん環境環境環境環境をををを汚汚汚汚してしましてしましてしましてしまえばえばえばえば、、、、それそれそれそれををををももももととととにににに戻戻戻戻すのすのすのすのははははどどどどれだけれだけれだけれだけエネルギーがかかるのかエネルギーがかかるのかエネルギーがかかるのかエネルギーがかかるのか、、、、おおおお金金金金がかかるのかがかかるのかがかかるのかがかかるのか、、、、貴貴貴貴重重重重なななな人人人人命命命命がががが犠牲犠牲犠牲犠牲ににににななななっっっっていたのかといていたのかといていたのかといていたのかというううう部分部分部分部分をををを真真真真摯摯摯摯にににに受受受受けけけけととととめめめめてててて、、、、そそそそのののの教教教教訓訓訓訓をををを二度二度二度二度とととと繰繰繰繰りりりり返返返返ささささないないないないこここことととと。。。。しかしかしかしかもももも、、、、隣隣隣隣のののの国国国国のののの私私私私のののの国国国国ででででああああるるるる韓韓韓韓国国国国もそうもそうもそうもそうですしですしですしですし、、、、そそそそのののの隣隣隣隣のののの中国中国中国中国もそうもそうもそうもそうななななんんんんですがですがですがですが、、、、きょうきょうきょうきょうのののの基調基調基調基調講演講演講演講演のののの中中中中からたくからたくからたくからたくさんさんさんさん出出出出ているのですているのですているのですているのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これこれこれこれからからからからアアアアジジジジアアアアのののの国国国国々々々々がががが直面直面直面直面しているしているしているしている環環環環境境境境問問問問題題題題にににに対対対対してしてしてしてもももも、、、、大学大学大学大学がどがどがどがどうううういいいいっっっったたたたようようようようなななな形形形形でででで、、、、三重県三重県三重県三重県もももも踏踏踏踏ままままええええてててて考考考考ええええたらいいのかとたらいいのかとたらいいのかとたらいいのかといいいいうこうこうこうこととととにににに対対対対してしてしてして、、、、わわわわかりやすいかりやすいかりやすいかりやすい形形形形でみでみでみでみんんんんななななにににに伝伝伝伝ええええ、、、、みみみみんんんんなのなのなのなの知知知知恵恵恵恵をををを絞絞絞絞っっっってててて一一一一緒緒緒緒ににににややややっっっってててていくといいくといいくといいくというこうこうこうことがとがとがとが必要必要必要必要だだだだななななああああとととと思思思思っっっっていたていたていたていたんんんんですですですですねねねね。。。。        そこそこそこそこでででで、、、、探探探探っっっっていていていていっっっったとたとたとたところころころころ、、、、今今今今からからからから３３３３年年年年半半半半前前前前からからからから、、、、三重県三重県三重県三重県からからからから３３３３億円億円億円億円といといといといううううとてつとてつとてつとてつももももないないないない、、、、私私私私からからからから見見見見るとるとるとると、、、、環境環境環境環境ににににかかかかかかかかわわわわるるるる基基基基金金金金としてとしてとしてとして３３３３億円億円億円億円といといといというおうおうおうお金金金金をををを出出出出してしてしてしてももももららららっっっったといたといたといたというこうこうこうこととととはははは画画画画期期期期的的的的ななななここここととととだだだだとととと思思思思ううううのですのですのですのですねねねね。。。。しかしかしかしかもももも、、、、金金金金額額額額がががが大大大大ききききいからといいからといいからといいからというこうこうこうことでとでとでとでははははなくなくなくなく
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てててて、、、、県県県県はははは、、、、おおおお金金金金はははは出出出出すすすすけれけれけれけれどどどどもももも口口口口はははは出出出出すなといすなといすなといすなというううう私私私私たたたたちちちちのののの要望要望要望要望にににに見事見事見事見事にこにこにこにこたたたたええええてくてくてくてくれれれれましましましましたたたた。。。。口口口口をををを出出出出したいしたいしたいしたいここここととととももももたくたくたくたくさんあっさんあっさんあっさんあったとたとたとたと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、県県県県はははは県県県県なりなりなりなりにににに考考考考ええええ方方方方ががががあっあっあっあったとたとたとたと思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、今今今今までまでまでまでずうっずうっずうっずうっとととと３３３３年年年年半半半半をををを経経経経過過過過しているしているしているしている中中中中でででで一一一一回回回回もももも口口口口をををを出出出出したしたしたしたここここととととはあはあはあはありまりまりまりませせせせんんんん。。。。たたたただだだだ、、、、非常非常非常非常にににに客客客客観観観観的的的的なななな第三第三第三第三者者者者的的的的なななな立場立場立場立場でででで、、、、これこれこれこれがいいがいいがいいがいい形形形形でででで使使使使われわれわれわれているのかどているのかどているのかどているのかどううううかかかかにににに関関関関してしてしてしてはははは一一一一緒緒緒緒にににに話話話話しししし合合合合いをするいをするいをするいをする場場場場もももも設設設設けけけけているのですているのですているのですているのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、運用運用運用運用にににに関関関関してしてしてしてはははは一一一一切切切切口口口口をををを出出出出ささささないとないとないとないといいいいうううう約約約約束束束束をををを守守守守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こうこうこうこととととにににに関関関関してしてしてしてはははは、、、、非常非常非常非常ににににいいいいいいいい形形形形ににににななななっっっっているなとているなとているなとているなと思思思思っっっっているているているているんんんんですですですですねねねね。。。。        それはそれはそれはそれはどどどどうううういいいいうううう組組組組織織織織かといかといかといかといううううとととと、、、、三重環境県民会三重環境県民会三重環境県民会三重環境県民会議議議議といといといというううう、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんのののの資資資資料料料料のののの中中中中にににに「「「「み・み・み・み・かかかかんんんん新新新新聞聞聞聞」」」」といといといといううううのがのがのがのがあっあっあっあったとたとたとたと思思思思ううううのですのですのですのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これこれこれこれをををを少少少少しししし見見見見ていたていたていたていただきだきだきだきたいなとたいなとたいなとたいなと思思思思うんうんうんうんですですですですねねねね。。。。ここここのののの「「「「み・かみ・かみ・かみ・かんんんん新新新新聞聞聞聞」」」」といといといといううううののののはははは、、、、三重三重三重三重のののの環境環境環境環境をををを考考考考ええええるるるる新新新新聞聞聞聞だだだだといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、「「「「み・かみ・かみ・かみ・かんんんん新新新新聞聞聞聞」」」」といといといといううううふふふふうにうにうにうに書書書書いていていていておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、今今今今までまでまでまで５５５５回回回回、、、、５５５５つのつのつのつの新新新新聞聞聞聞をつくをつくをつくをつくっっっっていていていていますますますます。。。。これはこれはこれはこれは三重環境県民会三重環境県民会三重環境県民会三重環境県民会議議議議といといといというううう組組組組織織織織がががが持持持持っっっっているているているている公公公公的的的的なななな広広広広報報報報紙紙紙紙でででであああありましてりましてりましてりまして、、、、三重三重三重三重環境県民会環境県民会環境県民会環境県民会議議議議といといといといううううももももののののはははは、、、、私私私私ののののようようようようなななな大学大学大学大学にににに関係関係関係関係しているしているしているしている者者者者やややや、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯのののの方方方方やややや、、、、ああああるいるいるいるいはははは市民市民市民市民のののの方方方方やややや、、、、企企企企業業業業やややや行政行政行政行政、、、、ああああららららゆゆゆゆるるるる分分分分野野野野のののの方方方方々々々々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。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん宗宗宗宗教教教教とととと政治的政治的政治的政治的なななな目的目的目的目的にににに使使使使われわれわれわれななななければければければければ、、、、どどどどんんんんなななな方方方方ででででもももも自自自自由由由由にににに意意意意見見見見をををを述述述述べべべべるるるるこここことがでとがでとがでとができきききますしますしますしますし、、、、ああああるるるる一定一定一定一定のののの審査審査審査審査をクリをクリをクリをクリアアアアしているしているしているしている方方方方にににに関関関関してしてしてしてはははは、、、、県民会県民会県民会県民会議議議議のののの委員委員委員委員としてとしてとしてとしてもももも一一一一緒緒緒緒にににに仕仕仕仕事事事事をしているとをしているとをしているとをしているといいいいうこうこうこうこととととににににななな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。。。。        そそそそのののの中中中中でででで、、、、今今今今回回回回のテーマでのテーマでのテーマでのテーマでああああるゼロエミッションとかかるゼロエミッションとかかるゼロエミッションとかかるゼロエミッションとかかわわわわるるるるももももののののにににに関関関関してしてしてして、、、、私私私私たたたたちはちはちはちは実実実実際際際際にににに取取取取りりりり組組組組むむむむにはにはにはには、、、、今今今今、、、、三重県三重県三重県三重県ははははどどどどうううういいいいうううう状況状況状況状況にあにあにあにあるのかるのかるのかるのか、、、、私私私私たたたたちちちち一一一一人人人人一一一一人人人人がどがどがどがどうううういいいいうこうこうこうことをすとをすとをすとをすればればればればいいのかといいいのかといいいのかといいいのかというこうこうこうことをとをとをとを考考考考ええええるのるのるのるのはははは、、、、自分自分自分自分のののの足足足足元元元元からからからから考考考考ええええるるるる。。。。幾幾幾幾らららら考考考考ええええててててもももも、、、、ででででききききないないないないここここととととははははででででききききないないないない。。。。だだだだからからからから、、、、ででででききききるるるるこここことをみとをみとをみとをみんんんんなのなのなのなの力力力力をををを合合合合わせわせわせわせてててて、、、、よよよよりいいりいいりいいりいい形形形形でででで、、、、ああああんんんんまりまりまりまりむむむむだだだだなエネルギーをなエネルギーをなエネルギーをなエネルギーを使使使使わずにわずにわずにわずに一一一一気気気気ににににややややっっっっていくていくていくていくにはにはにはにはどどどどうううういいいいうもうもうもうものがのがのがのがああああるのかるのかるのかるのか、、、、日日日日ごごごごろろろろ温温温温めめめめていたていたていたていたももももののののはははは何何何何ががががああああるのかといるのかといるのかといるのかというこうこうこうことをとをとをとを広広広広くくくく広広広広くくくく、、、、合計合計合計合計 20202020 回回回回をををを超超超超ええええるいるいるいるいろろろろいいいいろろろろなななな討討討討論論論論会会会会とかとかとかとか、、、、ああああるいるいるいるいはははは県民会県民会県民会県民会議議議議をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげるまでのるまでのるまでのるまでの準備会準備会準備会準備会といといといというううう過過過過程程程程をををを経経経経るるるる中中中中でででで、、、、たくたくたくたくさんさんさんさんのののの声声声声をいたをいたをいたをいただきだきだきだきましたましたましたました。。。。そそそそのののの中中中中でででで私私私私たたたたちちちちがががが決決決決めめめめたたたたこここことがとがとがとが、、、、生生生生活活活活をををを変変変変ええええるるるるこここことをとをとをとを私私私私たたたたちちちちでやでやでやでやりましりましりましりましょうょうょうょうといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、３３３３年年年年半半半半前前前前にににに正式正式正式正式にににに発発発発足足足足しているしているしているしているわけわけわけわけななななんんんんですですですですねねねね。。。。        詳詳詳詳しいしいしいしいここここととととにににに関関関関してしてしてしてはははは、、、、後後後後でででで 11110000 分分分分ぐぐぐぐらいらいらいらい時間時間時間時間をいたをいたをいたをいただだだだいていますのでいていますのでいていますのでいていますので、Ｏ、Ｏ、Ｏ、ＯＨＨＨＨＰＰＰＰをををを使使使使いないないないながらがらがらがら話話話話ををををさせさせさせさせていたていたていたていただこうだこうだこうだこうとととと思思思思ううううのですのですのですのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、主主主主ににににどどどどうううういいいいうこうこうこうことをやとをやとをやとをやっっっっていていていていこうこうこうこうとしとしとしとしているのかているのかているのかているのか、、、、どどどどうううういいいいうこうこうこうことをとをとをとを皆皆皆皆さんさんさんさんからからからから協協協協力力力力をををを得得得得ようようようようとしているのかといとしているのかといとしているのかといとしているのかといううううのをのをのをのを、、、、そそそそのののの間間間間までまでまでまでここここのののの「「「「み・かみ・かみ・かみ・かんんんん新新新新聞聞聞聞」」」」をををを読読読読んんんんでいたでいたでいたでいただければだければだければだければとととと思思思思いますいますいますいます。。。。非常非常非常非常ににににカラーをたくカラーをたくカラーをたくカラーをたくさんさんさんさん使使使使っっっっていますがていますがていますがていますが、、、、あんあんあんあんまりまりまりまりおおおお金金金金ははははかかかかかかかかっっっっていまていまていまていませんせんせんせん。。。。我我我我々々々々ののののメメメメンバーのンバーのンバーのンバーの中中中中でででで、、、、ノウハウノウハウノウハウノウハウとかとかとかとか、、、、いいいいろんろんろんろんなななな部分部分部分部分でのでのでのでの協協協協力力力力をををを得得得得てつくてつくてつくてつくっっっっているのでているのでているのでているので、、、、一一一一見見見見高高高高価価価価にににに見見見見ええええるのでするのでするのでするのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、非常非常非常非常ににににコストパコストパコストパコストパフォーマンスフォーマンスフォーマンスフォーマンスははははいいいいいいいい形形形形でのでのでのでの新新新新聞聞聞聞ですのでですのでですのでですので、、、、読読読読んんんんでいたでいたでいたでいただだだだいていていていて、、、、後後後後ほほほほどどどどＯＯＯＯＨＨＨＨＰＰＰＰをををを使使使使いながらいながらいながらいながら話話話話をををを進進進進めさせめさせめさせめさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。        ままままずずずず私私私私はははは最最最最初初初初にににに、、、、何何何何をしているをしているをしているをしている者者者者なのかなのかなのかなのか、、、、そうそうそうそういいいいうううう紹介紹介紹介紹介をををを兼兼兼兼ねねねねてててて、、、、環境県民会環境県民会環境県民会環境県民会議議議議といといといといううううとととところころころころのののの部分部分部分部分をををを少少少少ししししばばばばかりかりかりかり紹介紹介紹介紹介させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたました。。。。    
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        竹林竹林竹林竹林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        それそれそれそれでででではははは、、、、萩原萩原萩原萩原さんさんさんさん、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。            萩原代表萩原代表萩原代表萩原代表        中部中部中部中部リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル運動市民運動市民運動市民運動市民のののの会会会会のののの萩原萩原萩原萩原とととと申申申申しますしますしますします。。。。きょうきょうきょうきょうのパネリストののパネリストののパネリストののパネリストの皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは、、、、基本基本基本基本的的的的にはにはにはには三重県三重県三重県三重県つながりといつながりといつながりといつながりといううううかかかか、、、、地地地地元元元元のののの方方方方でででで、、、、私私私私だけだけだけだけがががが愛愛愛愛知知知知県県県県といといといというこうこうこうこととととにににになるかとなるかとなるかとなるかと思思思思いいいいますますますますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、おおおお話話話話をををを聞聞聞聞ききききましましましましたらたらたらたら、、、、三重県三重県三重県三重県のののの皆皆皆皆さんさんさんさんのののの方向方向方向方向性性性性といといといというこうこうこうことでとでとでとで議議議議論論論論がでがでがでができれきれきれきればばばばといといといというこうこうこうことですのでとですのでとですのでとですので、、、、少少少少しししし外外外外からからからから見見見見てといてといてといてというこうこうこうことでとでとでとでおおおお話話話話ををををさせさせさせさせていたていたていたていただけだけだけだけたらたらたらたら……………………。。。。        私私私私ののののレレレレジジジジュメュメュメュメですがですがですがですが、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには、、、、山路山路山路山路さんさんさんさんののののおおおお話話話話のゼロエミッションのとのゼロエミッションのとのゼロエミッションのとのゼロエミッションのところころころころでででで言言言言いいいいますとますとますとますと、、、、リデリデリデリデュュュュースといースといースといースというううう節節節節約約約約をしてをしてをしてをしてききききましたのでましたのでましたのでましたので、、、、あああありまりまりまりませんせんせんせんのでのでのでので、、、、よろよろよろよろしくしくしくしくおおおお願願願願いをいをいをいをいたしますいたしますいたしますいたします。。。。山路山路山路山路さんさんさんさん、、、、そそそそしてしてしてして谷谷谷谷さんさんさんさん、、、、黒瀬黒瀬黒瀬黒瀬さんさんさんさんののののおおおお話話話話をををを受受受受けけけけながらながらながらながら、、、、私私私私はおはおはおはお話話話話をしたいをしたいをしたいをしたいととと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、、、、山路山路山路山路さんさんさんさんののののおおおお話話話話のののの中中中中でででで、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの再評再評再評再評価価価価といといといというおうおうおうお話話話話ががががあああありましたりましたりましたりました。。。。名古名古名古名古屋屋屋屋のののの方方方方でででで、、、、今今今今、、、、こんこんこんこんなななな取取取取りりりり組組組組みをしているといみをしているといみをしているといみをしているというこうこうこうことでとでとでとで、、、、参考参考参考参考ににににななななればればればればといといといというこうこうこうことでとでとでとでおおおお話話話話ををををささささせせせせていたていたていたていただきだきだきだきますますますますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、1999199919991999 年年年年２２２２月月月月、、、、名古名古名古名古屋市屋市屋市屋市はははは例例例例ののののごごごごみのみのみのみの非常非常非常非常事事事事態態態態宣宣宣宣言言言言ががががあああありましりましりましりましてててて、、、、せっせっせっせっぱぱぱぱ詰詰詰詰ままままっっっってやるしかなかてやるしかなかてやるしかなかてやるしかなかっっっったたたたんんんんですがですがですがですが、、、、２２２２年年年年間間間間でででで 22223333％％％％、、、、政政政政令令令令都都都都市市市市とかとかとかとか大大大大都都都都市市市市でででではははは画画画画期期期期的的的的ななななここここととととだだだだとととと言言言言われわれわれわれているているているている、、、、ドドドドラスラスラスラスチチチチックックックックにににに減減減減量量量量がががが行行行行われわれわれわれましたましたましたました。。。。今今今今、、、、名古名古名古名古屋大学屋大学屋大学屋大学をををを中中中中心心心心としたとしたとしたとした大学大学大学大学のののの先先先先生生生生たたたたちちちちとととと、、、、我我我我々々々々ののののようようようようななななＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、そそそそしてしてしてして利利利利害害害害関係関係関係関係者者者者のののの人人人人たたたたちちちちとととと一一一一緒緒緒緒ににににななななっっっってててて検検検検証証証証をしていますをしていますをしていますをしています。。。。        「「「「リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの再評再評再評再評価価価価」」」」とととと書書書書いていていていてあああありますがりますがりますがりますが、、、、政策政策政策政策評評評評価価価価といといといというううう形形形形ですがですがですがですが、、、、本本本本当当当当にににに減減減減っっっったたたたののののだろうだろうだろうだろうかかかか。。。。そそそそのののの減減減減っっっったといたといたといたといううううとととところころころころででででもももも、、、、ＬＬＬＬＣＣＣＣＡＡＡＡ、、、、そそそそしてエネルギーといしてエネルギーといしてエネルギーといしてエネルギーというううう視点視点視点視点でどでどでどでどううううだっだっだっだったのたのたのたのだろうだろうだろうだろうかかかか。。。。そそそそしてしてしてして、、、、環境経営環境経営環境経営環境経営といといといというううう言言言言いいいい方方方方がががが最近最近最近最近出出出出ててててききききていますがていますがていますがていますが、、、、コストとしコストとしコストとしコストとしてどてどてどてどうだっうだっうだっうだったのたのたのたのだろうだろうだろうだろうかかかか。。。。そそそそしてしてしてして、、、、藤藤藤藤前前前前干潟干潟干潟干潟のののの問問問問題題題題ががががあああありますがりますがりますがりますが、、、、自然環境自然環境自然環境自然環境問問問問題題題題とのとのとのとの関係関係関係関係ははははどどどどうだっうだっうだっうだったのたのたのたのだろうだろうだろうだろうかかかか。。。。それそれそれそれからからからから、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、排出者排出者排出者排出者としてのとしてのとしてのとしての気気気気持持持持ちちちちとのとのとのとの関係関係関係関係ははははどどどどうだっうだっうだっうだったのたのたのたのだろうだろうだろうだろうかかかか、、、、暮暮暮暮らしらしらしらしははははどどどどうだっうだっうだっうだったのたのたのたのだろうだろうだろうだろうかといかといかといかというよううよううよううようなななな視点視点視点視点でででで、、、、今今今今、、、、評評評評価価価価をををを３３３３年計画年計画年計画年計画でやでやでやでやろうろうろうろうとしていますとしていますとしていますとしています。。。。そそそそのののの中中中中でででで特特特特にににに合合合合意意意意形成形成形成形成のののの手手手手法法法法といといといというこうこうこうことでとでとでとでもももも、、、、もうもうもうもう一一一一つのつのつのつの大大大大ききききなななな目的目的目的目的としてやとしてやとしてやとしてやろうろうろうろうとしているといとしているといとしているといとしているといううううのがのがのがのが一一一一つつつつあああありますりますりますります。。。。そうそうそうそういいいいうううう意意意意味味味味でででではははは、、、、たたたただだだだ減減減減ららららせばせばせばせばいいといいいといいいといいいというこうこうこうことでとでとでとでははははないといないといないといないといううううとととところころころころでででで取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが始始始始まままま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こうこうこうことととと。。。。        それそれそれそれからからからから、、、、三重県三重県三重県三重県とととともももも関係関係関係関係しているかとしているかとしているかとしているかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、前前前前のののの三重県三重県三重県三重県知知知知事事事事のののの北北北北川川川川さんさんさんさんがががが、、、、愛愛愛愛知知知知、、、、岐阜岐阜岐阜岐阜、、、、三重三重三重三重、、、、そそそそしてしてしてして名古名古名古名古屋市屋市屋市屋市、、、、３３３３県県県県１１１１市市市市のののの首首首首長会長会長会長会議議議議でででで、、、、環境行動環境行動環境行動環境行動ははははなるなるなるなるべべべべくくくく連連連連携携携携してしてしてしていいいいこうこうこうこうといといといというううう言言言言いいいい方方方方をしていたをしていたをしていたをしていただきだきだきだきましたましたましたました。。。。これこれこれこれがががが昨昨昨昨年年年年グリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入、、、、私私私私たたたたちはちはちはちはグリーングリーングリーングリーンコンシコンシコンシコンシュュュューマーといーマーといーマーといーマーというううう言言言言いいいい方方方方をしていますがをしていますがをしていますがをしていますが、、、、シャンプーのシャンプーのシャンプーのシャンプーの詰詰詰詰めめめめかかかかええええ容容容容器器器器をををを率先率先率先率先的的的的にににに購購購購入入入入するといするといするといするというううう取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを実験実験実験実験をしましたをしましたをしましたをしました。。。。とりとりとりとりあえずあえずあえずあえず、、、、行政行政行政行政区区区区をまたいでをまたいでをまたいでをまたいで一一一一緒緒緒緒ににににやるといやるといやるといやるといううううここここととととははははなかなかなかなかなかなかなかなか仲仲仲仲がががが悪悪悪悪いからしまいからしまいからしまいからしませせせせんけれんけれんけれんけれどどどどもももも、、、、それだけはそれだけはそれだけはそれだけは枠枠枠枠組組組組みみみみはははは残残残残したといしたといしたといしたというこうこうこうことでとでとでとですがすがすがすが、、、、そそそそのののの次次次次のののの年年年年ははははままままだだだだ動動動動いていまいていまいていまいていませんせんせんせん。。。。    



 29

    そそそそのののの流流流流れれれれのののの中中中中でででで名古名古名古名古屋市屋市屋市屋市もももも、、、、ごごごごみのみのみのみの減減減減量量量量にににに味味味味をしをしをしをしめめめめたのたのたのたのだろうだろうだろうだろうとととと思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、循環型循環型循環型循環型都都都都市市市市をををを目指目指目指目指すといすといすといすというこうこうこうことでとでとでとで、、、、今今今今、、、、ひそひそひそひそかかかかにににに名古名古名古名古屋市自屋市自屋市自屋市自体体体体はははは、、、、ここここのグリーンコンシのグリーンコンシのグリーンコンシのグリーンコンシュュュューマーーマーーマーーマー、、、、グリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入のののの仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを……………………。。。。といといといといううううののののはははは、、、、出口出口出口出口のののの話話話話ででででははははなくてなくてなくてなくて、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり経済経済経済経済システムシステムシステムシステムをををを何何何何とかしたいといとかしたいといとかしたいといとかしたいといううううとととところへころへころへころへややややっっっっとととと到到到到達達達達しかしかしかしかけけけけているといているといているといているというこうこうこうことですとですとですとです。。。。そこそこそこそこででででおもおもおもおもししししろろろろかかかかっっっったのたのたのたのはははは、、、、我我我我々々々々ののののようようようようなななな市民市民市民市民団体団体団体団体がががが使使使使っっっっているグリーンコンシているグリーンコンシているグリーンコンシているグリーンコンシュュュューマーのーマーのーマーのーマーの 11110000 のののの原原原原則則則則ををををベベベベースースースースににににしているといしているといしているといしているといううううここここととととにににに驚驚驚驚いたいたいたいたんんんんですがですがですがですが。。。。今今今今、、、、名古名古名古名古屋市屋市屋市屋市がががが考考考考ええええているのているのているのているのはははは、、、、きょうきょうきょうきょうででででもももも出出出出ててててききききましたましたましたました地地地地産産産産・・・・地地地地消消消消のののの部分部分部分部分ななななんんんんですですですですねねねね。。。。それそれそれそれをををを農農農農業業業業、、、、愛愛愛愛知知知知経済連経済連経済連経済連のののの皆皆皆皆さんさんさんさんとととと組組組組みみみみ始始始始めめめめているといているといているといているというううう。。。。これはこれはこれはこれは多多多多分生分生分生分生ごごごごみのみのみのみの処処処処理理理理ののののこここことととともももも含含含含めめめめてなてなてなてなんんんんでしでしでしでしょうょうょうょうがががが、、、、経済経済経済経済としてとしてとしてとして農農農農業業業業のののの視点視点視点視点をををを環境環境環境環境ややややごごごごみのみのみのみの減減減減量量量量のののの立場立場立場立場のののの人人人人たたたたちちちちがががが注注注注目目目目をしているをしているをしているをしている。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつはははは国際博覧会国際博覧会国際博覧会国際博覧会ががががああああるのでしるのでしるのでしるのでしょうょうょうょうがががが、、、、フフフフェェェェアアアアトトトトレレレレーーーードドドドといといといというううう視点視点視点視点をををを入入入入れれれれているといているといているといているといううううののののはははは、、、、黒瀬黒瀬黒瀬黒瀬さんさんさんさんのののの報告報告報告報告ででででちょっちょっちょっちょっとととと紹介紹介紹介紹介されされされされたたたた部分部分部分部分ですですですです。。。。        そそそそしてしてしてして、、、、谷谷谷谷さんさんさんさんのののの報告報告報告報告でででで私私私私がががが感感感感じじじじたのたのたのたのはははは、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済はははは対立対立対立対立のののの概概概概念念念念ででででああああるるるる、、、、これはこれはこれはこれは私私私私もももも環境環境環境環境をやをやをやをやっっっっててててききききててててよよよよくくくく出出出出会会会会うううう場場場場面面面面ななななんんんんですがですがですがですが、、、、我我我我々々々々がながながながなぜぜぜぜ対立対立対立対立するとするとするとすると思思思思っっっってしまてしまてしまてしまううううのかとのかとのかとのかといいいいううううののののはははは、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには工業中工業中工業中工業中心心心心にににに産産産産業業業業をををを見見見見ているからなているからなているからなているからなんだろうんだろうんだろうんだろうななななああああといといといといううううのがのがのがのが私私私私のののの考考考考ええええですですですです。。。。第第第第１１１１次産次産次産次産業業業業ででででああああるるるる農農農農業業業業からからからから見見見見ればればればれば、、、、絶絶絶絶対対立対対立対対立対対立ははははしないしないしないしないわけわけわけわけですですですですねねねね。。。。環境環境環境環境ををををよよよよくしてくしてくしてくしていくといいくといいくといいくというこうこうこうこととととはははは基基基基盤盤盤盤整備事業整備事業整備事業整備事業ですですですです。。。。収収収収奪奪奪奪型型型型、、、、後後後後始末始末始末始末をしないといをしないといをしないといをしないというううう産産産産業業業業構構構構造造造造をををを工業工業工業工業ははははベベベベースースースースににににしてしてしてしてききききたからたからたからたから対立対立対立対立するするするする。。。。そうそうそうそういいいいうううう意意意意味味味味でででではははは農農農農業的工業業的工業業的工業業的工業にににに戻戻戻戻るるるるんだんだんだんだといといといというこうこうこうことなとなとなとなんだんだんだんだろうろうろうろう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、、、、山路山路山路山路さんさんさんさん、、、、谷谷谷谷さんもさんもさんもさんもゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションというこうこうこうことでとでとでとでおおおお話話話話ををををされされされされたたたたんんんんですがですがですがですが、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ各各各各主主主主体体体体がががが頑張頑張頑張頑張るといるといるといるといううううののののはおはおはおはお話話話話ををををされされされされていたていたていたていた。。。。谷谷谷谷さんさんさんさんがががが連連連連携携携携のののの部分部分部分部分をををを後後後後半半半半のののの部分部分部分部分でででで言言言言われわれわれわれていましたていましたていましたていましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、各各各各主主主主体体体体がががが、、、、例例例例えばえばえばえば生生生生産産産産やややや販売販売販売販売、、、、消費消費消費消費、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄といといといというううう、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれのとのとのとのところころころころでででで、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれややややれれれれるるるるこここことをとをとをとを頑張頑張頑張頑張るといるといるといるというこうこうこうことですからとですからとですからとですから、、、、私私私私はははは各各各各主主主主体体体体のののの連連連連携携携携といといといというううう、、、、三重県三重県三重県三重県でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと市民市民市民市民、ＮＰＯ、、ＮＰＯ、、ＮＰＯ、、ＮＰＯ、企企企企業業業業、、、、大学大学大学大学、、、、ここここここここがががが連連連連携携携携しないしないしないしない限限限限りりりり、、、、ゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッションンンン社会社会社会社会はははは絶絶絶絶対対対対出出出出ててててここここないないないないだろうだろうだろうだろうといといといといううう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。。。。私私私私はははは、、、、共生共生共生共生ででででははははなくなくなくなく、、、、とととともにもにもにもにつくるといつくるといつくるといつくるというううう共共共共創創創創とととと。。。。最近最近最近最近ですとコラですとコラですとコラですとコラボレボレボレボレーションといーションといーションといーションというううう。。。。そそそそのののの道道道道具具具具をををを、、、、今今今今、、、、私私私私はははは博覧会博覧会博覧会博覧会ででででずうっずうっずうっずうっとかかとかかとかかとかかわっわっわっわっててててききききましてましてましてまして、、、、博覧会博覧会博覧会博覧会でででで最近最近最近最近ですとですとですとですと地地地地域通域通域通域通貨貨貨貨といといといといううううとととところはちょっころはちょっころはちょっころはちょっとトとトとトとトレレレレンンンンドドドドににににななな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、、、、頑張頑張頑張頑張っっっったたたた人人人人がががが報報報報われわれわれわれるるるるようようようようなななな仕仕仕仕組組組組みをつくりたいといみをつくりたいといみをつくりたいといみをつくりたいというこうこうこうことととと。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、ここここのののの仕仕仕仕組組組組みのみのみのみの中中中中でででで、、、、一一一一人人人人一一一一人人人人がやがやがやがやっっっったたたたこここことととと、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれがつながるがつながるがつながるがつながるこここことでとでとでとで何何何何ががががででででききききるかといるかといるかといるかといううううのをのをのをのを見見見見ええええるるるるようにようにようにようにするといするといするといするというううう仕仕仕仕組組組組みみみみ。。。。可可可可視視視視化化化化ととと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。。。。たたたただだだだ、、、、ややややるとるとるとるときにはきにはきにはきには、、、、ででででききききたらたらたらたら楽楽楽楽しくしくしくしく格格格格好好好好よよよよくやりたいといくやりたいといくやりたいといくやりたいといううう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。。。。        そそそそのののの一例一例一例一例ですがですがですがですが、、、、22229696969677774444、、、、これはこれはこれはこれは実実実実ははははバーコーバーコーバーコーバーコードドドドななななんんんんですがですがですがですが、、、、今今今今、、、、22229696969677774444 といといといといううううバーコーバーコーバーコーバーコードドドドをををを考考考考ええええていますていますていますています。。。。単単単単なるなるなるなるごろごろごろごろ合合合合わせわせわせわせですがですがですがですが、、、、別別別別のののの言言言言いいいい方方方方をしますとをしますとをしますとをしますと、、、、フクロフクロフクロフクロナナナナシといシといシといシといううううふふふふうにうにうにうになるなるなるなるわけわけわけわけでででですがすがすがすが、、、、レレレレシートシートシートシートにこにこにこにこのバーコーのバーコーのバーコーのバーコードドドドがががが打打打打ちちちち込込込込ままままれれれれるるるるようにようにようにように考考考考ええええたいなたいなたいなたいなああああとととと。。。。実実実実はレはレはレはレジジジジ袋袋袋袋をををを断断断断っっっったとたとたとたときききき、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋はははは要要要要らないといらないといらないといらないというううう商品商品商品商品をつくをつくをつくをつくろうろうろうろうとととと思思思思っっっっているているているているんんんんですですですですねねねね。。。。そうそうそうそうするとシールするとシールするとシールするとシールもももも要要要要らないらないらないらないんんんんですですですですねねねね。。。。フクロフクロフクロフクロナナナナシといシといシといシといううううバーコーバーコーバーコーバーコードドドドをををを読読読読むむむむとととと、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をををを断断断断っっっったといたといたといたといううううのがのがのがのがレレレレシートシートシートシートにちにちにちにちゃゃゃゃんんんんとととと証明証明証明証明されされされされるるるる。。。。ちょっちょっちょっちょっととととそんそんそんそんなななな仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを、、、、今今今今、、、、地地地地域通域通域通域通
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貨貨貨貨のののの仕仕仕仕組組組組みとみとみとみと同同同同時時時時ににに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。。。。        ささささららららにににに博覧会博覧会博覧会博覧会のののの絡絡絡絡みでいいますとみでいいますとみでいいますとみでいいますと、、、、来来来来年年年年 11110000月月月月、、、、名古名古名古名古屋市屋市屋市屋市とととと豊豊豊豊田市田市田市田市ででででＩＩＩＩＴＳＴＳＴＳＴＳのののの国際会国際会国際会国際会議議議議ががががああああるといるといるといるというこうこうこうことでとでとでとで、、、、これもこれもこれもこれも地地地地域通域通域通域通貨貨貨貨のののの仕仕仕仕組組組組みみみみ。。。。エコエコエコエコポポポポイントといイントといイントといイントというううう言言言言いいいい方方方方をしていますがをしていますがをしていますがをしていますが、、、、博覧会博覧会博覧会博覧会のののの前前前前のののの年年年年、、、、そそそそしてしてしてして博覧会博覧会博覧会博覧会、、、、そそそそしてしてしてして博覧会博覧会博覧会博覧会後後後後といといといというこうこうこうことでとでとでとで展展展展開開開開をしたいといをしたいといをしたいといをしたいといううう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。。。。ここここのののの辺辺辺辺はちょっはちょっはちょっはちょっとととと谷谷谷谷さんさんさんさんののののおおおお話話話話でででで感感感感じじじじたたたた部分部分部分部分。。。。        そそそそしてしてしてして、、、、最最最最後後後後、、、、黒瀬黒瀬黒瀬黒瀬さんさんさんさんがががが国際博覧会国際博覧会国際博覧会国際博覧会のののの話話話話ををををされされされされましたがましたがましたがましたが、、、、谷谷谷谷さんもおっさんもおっさんもおっさんもおっししししゃゃゃゃっっっっていまていまていまていましたがしたがしたがしたが、、、、地地地地域域域域ががががモモモモデルをつくるデルをつくるデルをつくるデルをつくるべきべきべきべきででででああああるるるる。。。。そうそうそうそういいいいうううう意意意意味味味味でででで博覧会博覧会博覧会博覧会はははは、、、、世世世世界界界界にこにこにこにこののののモモモモデルデルデルデルをををを見見見見せせせせるるるる格格格格好好好好ののののチチチチャンスャンスャンスャンスだだだだとととと私私私私はははは思思思思っっっっていますがていますがていますがていますが、、、、何何何何せせせせ博覧会博覧会博覧会博覧会はははは若干若干若干若干時時時時代代代代錯誤錯誤錯誤錯誤でスタートでスタートでスタートでスタートしてしまいましたのでしてしまいましたのでしてしまいましたのでしてしまいましたので、、、、何何何何ををををもっもっもっもってててて成成成成功功功功といといといといううううかといかといかといかというううう。。。。博覧会博覧会博覧会博覧会をやるといをやるといをやるといをやるというこうこうこうこととととはははは決決決決ままままっっっっているのですがているのですがているのですがているのですが、、、、博覧会博覧会博覧会博覧会をををを使使使使っっっってててて何何何何をををを獲得獲得獲得獲得するかといするかといするかといするかといううううののののはははは、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら国国国国もももも財財財財界界界界もももも愛愛愛愛知知知知県県県県もももも示示示示していないといしていないといしていないといしていないといううううふふふふうにうにうにうに私私私私はははは思思思思っっっっていますていますていますています。。。。かといかといかといかといっっっってててて、、、、もうそうもうそうもうそうもうそういいいいうこうこうこうことをとをとをとを言言言言っっっっているているているている段階段階段階段階ででででははははなくなりましたのでなくなりましたのでなくなりましたのでなくなりましたので、、、、実実実実はははは中部中部中部中部リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルはははは非常非常非常非常事事事事態態態態宣宣宣宣言言言言といといといといううううのをのをのをのをひひひひそそそそかかかかにににに出出出出しましたしましたしましたしました。。。。もうもうもうもう担担担担っっっっていていていていこうこうこうこうとととと。。。。博覧会博覧会博覧会博覧会はははは大大大大変変変変巨額巨額巨額巨額ののののおおおお金金金金をををを使使使使いますのでいますのでいますのでいますので、、、、それそれそれそれををををツケツケツケツケとしてとしてとしてとして受受受受けけけけととととめめめめるのでるのでるのでるのでははははなくてなくてなくてなくて、、、、どどどどうせうせうせうせならいいならいいならいいならいい方向方向方向方向でやりたいといでやりたいといでやりたいといでやりたいというこうこうこうことでとでとでとで、、、、突突突突っっっっ込込込込んんんんでいでいでいでいこうこうこうこうといといといといううううふふふふうにうにうにうに思思思思っっっっていますていますていますています。。。。        そうそうそうそういいいいうううう中中中中ででででもももも、、、、きょうはきょうはきょうはきょうはゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションというううう話話話話ですがですがですがですが、、、、博覧会博覧会博覧会博覧会もそうもそうもそうもそうですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションもももも僕僕僕僕はははは道道道道具具具具だだだだとととと思思思思っっっっているているているているんんんんですですですですねねねね。。。。ゼロエミッションのたゼロエミッションのたゼロエミッションのたゼロエミッションのためにめにめにめにゼゼゼゼロエミッションするロエミッションするロエミッションするロエミッションする。。。。レレレレジジジジ袋袋袋袋をををを減減減減らすたらすたらすたらすためめめめののののレレレレジジジジ袋袋袋袋ででででははははないないないない。。。。すすすすべべべべてててて道道道道具具具具だだだだ。。。。道道道道具具具具といといといといううううここここととととはははは人人人人がががが使使使使ううううといといといというこうこうこうことですからとですからとですからとですから、、、、使使使使うううう人人人人がががが何何何何をつくりたいかといをつくりたいかといをつくりたいかといをつくりたいかというこうこうこうことのとのとのとの問問問問いがないいがないいがないいがない限限限限りりりり、、、、余余余余りりりり道道道道具具具具はははは使使使使わわわわないないないない方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと私私私私はははは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。。。。といといといというこうこうこうこととととはははは、、、、何何何何のたのたのたのためにめにめにめにゼゼゼゼロエミッションするのかといロエミッションするのかといロエミッションするのかといロエミッションするのかというこうこうこうこととととはははは、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれがやがやがやがやははははりりりり目的目的目的目的をををを持持持持たないたないたないたない限限限限りりりり達達達達成成成成ででででききききなななないといいといいといいといううううふふふふうにうにうにうに思思思思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こうこうこうことですとですとですとです。。。。        以上以上以上以上でででで発発発発言言言言をををを終終終終わわわわららららせせせせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。            竹林竹林竹林竹林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        あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。        それそれそれそれでででではははは、、、、次次次次、、、、小﨑小﨑小﨑小﨑さんさんさんさん、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。            小﨑課長小﨑課長小﨑課長小﨑課長        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。。。。二見町二見町二見町二見町のののの小﨑小﨑小﨑小﨑とととと申申申申しますしますしますします。。。。よろよろよろよ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。。。。        最最最最初初初初にににに朴朴朴朴先先先先生生生生がががが見見見見せせせせてくてくてくてくださださださださいましたいましたいましたいましたここここのののの「「「「み・かみ・かみ・かみ・かんんんん新新新新聞聞聞聞」」」」といといといといううううのでのでのでので、、、、メメメメインタイトインタイトインタイトインタイトルルルルにににに「「「「環境環境環境環境先先先先進進進進県県県県・・・・三重三重三重三重」」」」といといといといううううのがのがのがのが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。。。。ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、残残残残念念念念ななななここここととととにににに、、、、先先先先週週週週、ＲＤＦ、ＲＤＦ、ＲＤＦ、ＲＤＦのののの事事事事故故故故がががが起起起起こっこっこっこってしまいましたてしまいましたてしまいましたてしまいました。。。。犠牲犠牲犠牲犠牲とならとならとならとなられれれれましたましたましたましたおおおお２２２２人人人人のののの方方方方ののののごごごご冥福冥福冥福冥福をををを心心心心よよよよりりりりおおおお祈祈祈祈りりりり申申申申しししし上上上上げげげげ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。。。。そそそそしてしてしてして、、、、一一一一日日日日もももも早早早早くくくく原原原原因因因因をををを究明究明究明究明されされされされましてましてましてまして、、、、安全安全安全安全でででで安心安心安心安心なななな施施施施設管理設管理設管理設管理がでがでがでができきききますますますますようにようにようにように願願願願っっっっていますていますていますています。。。。        二見町二見町二見町二見町のののの事業事業事業事業ををををごごごご紹介紹介紹介紹介するするするする前前前前にににに、、、、少少少少しししし環環環環境境境境にににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみ姿姿姿姿勢勢勢勢といといといといっっっったたたたもももものをのをのをのをおおおお話話話話しししし
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させさせさせさせていたていたていたていただきだきだき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。。。。二見町二見町二見町二見町のののの環境環境環境環境のののの流流流流れれれれがががが大大大大ききききくくくく変変変変わっわっわっわったとたとたとたと感感感感じじじじたのたのたのたのはははは、、、、ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14141414000000001111 をををを認認認認証取証取証取証取得得得得してからしてからしてからしてからだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。平平平平成成成成 11112222 年年年年４４４４月月月月にににに辻辻辻辻町長町長町長町長がががが就任就任就任就任されされされされましてましてましてまして、、、、そそそそのののの直直直直後後後後、、、、ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯをををを認認認認証取証取証取証取得得得得するするするするようにようにようにようにトップトップトップトップダウダウダウダウンでンでンでンで命命命命令令令令がががが下下下下りましたりましたりましたりました。。。。そそそそののののころころころころ三重三重三重三重県県県県のののの自治自治自治自治体体体体でででではあはあはあはあまりまりまりまりＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯをををを取取取取っっっっているとているとているとているところころころころががががござござござございまいまいまいませんせんせんせんでしてでしてでしてでして、、、、たしかたしかたしかたしか４４４４つつつつぐぐぐぐららららいいいいだっだっだっだったとたとたとたと思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、そそそそのののの事事事事務量務量務量務量といといといといううううのがのがのがのが大大大大変変変変だだだだといといといというこうこうこうこととととはははは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。。。。それそれそれそれでででで、、、、どどどどここここのののの課課課課がががが受受受受けけけけるかといるかといるかといるかというこうこうこうことでとでとでとで関係課関係課関係課関係課ででででキキキキャッャッャッャッチチチチボボボボールをしールをしールをしールをしていたていたていたていたんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そそそそのとのとのとのときにきにきにきに何何何何とやりたいといとやりたいといとやりたいといとやりたいというううう職職職職員員員員がががが出出出出ててててききききたのですたのですたのですたのです。。。。びっびっびっびっくりしたくりしたくりしたくりしたんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、自分自分自分自分のとのとのとのところころころころのののの住民課住民課住民課住民課のののの環境環境環境環境担担担担当当当当のののの職職職職員員員員ででででござござござございましたいましたいましたいました。。。。そそそそのののの職職職職員員員員のやるのやるのやるのやる気気気気といといといといううううののののがががが二見町二見町二見町二見町のののの環境環境環境環境をどをどをどをどんんんんどどどどんんんんとととと前前前前へへへへ押押押押しししし出出出出してしてしてして、、、、気気気気がついてみたらがついてみたらがついてみたらがついてみたら、、、、私私私私ががががここへこうここへこうここへこうここへこうややややっっっってててて座座座座ららららせせせせていたていたていたていただだだだいているといいているといいているといいているというううう結果結果結果結果ななななんんんんですがですがですがですが、、、、本本本本当当当当ににににやるやるやるやる気気気気ののののああああるるるる職職職職員員員員がいるがいるがいるがいるこここことととと、、、、そそそそしてまたしてまたしてまたしてまた、、、、それそれそれそれををををあおあおあおあおるるるる町長町長町長町長がいるといがいるといがいるといがいるといううううののののももももななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、合合合合併併併併をををを前前前前ににににしてしてしてして、、、、合合合合併併併併のののの足音足音足音足音がががが聞聞聞聞こえこえこえこえてくるてくるてくるてくる中中中中ででででもももも、、、、ままままだだだだ新新新新しいしいしいしい取取取取りりりり組組組組みがでみがでみがでみができそうきそうきそうきそうなななな二見町二見町二見町二見町だだだだとととと思思思思っっっってててておおおおりまりまりまりますすすす。。。。        前前前前置置置置きはきはきはきはここここののののぐぐぐぐらいらいらいらいににににいたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、本本本本題題題題にににに入入入入ららららせせせせていたていたていたていただきだきだき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。。。。これこれこれこれかかかからららら先先先先ははははパパパパワワワワーーーーポポポポインターでインターでインターでインターでごごごご紹介紹介紹介紹介させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますがますがますがますが、、、、見見見見ににににくいくいくいくい部分部分部分部分もあもあもあもあるとるとるとる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、、、、11110000 分分分分といといといというううう限限限限らららられれれれたたたた時間時間時間時間ででででござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、駆駆駆駆けけけけ足足足足でででで行行行行っっっってしまいますのでてしまいますのでてしまいますのでてしまいますので、、、、おおおお手元手元手元手元のののの資資資資料料料料ででででごごごご確確確確認認認認いたいたいたいただきだきだき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。。。。        ままままずずずずタイトルタイトルタイトルタイトルはははは「「「「二見町二見町二見町二見町のののの自然自然自然自然にににに優優優優しいしいしいしい環境環境環境環境施施施施策策策策」」」」、、、、そそそそしてしてしてして、、、、「「「「みみみみんんんんなでなでなでなで取取取取りりりり組組組組むむむむ環境環境環境環境問問問問題題題題」」」」といといといというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。        ままままずずずず二見町二見町二見町二見町のののの概概概概要要要要ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、人人人人口口口口はははは 9999,,,,222277771111人人人人、、、、世世世世帯帯帯帯数数数数がががが 3333,,,,000034343434、、、、面積面積面積面積がががが 11111111....91919191とととと、、、、本本本本当当当当にににに小小小小ぢぢぢぢんんんんまりとしたまりとしたまりとしたまりとした町町町町ででででござござござございますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、取取取取りりりり組組組組みやすいといみやすいといみやすいといみやすいというメうメうメうメリットリットリットリットはござはござはござはございますいますいますいます。。。。        ごごごごららららんんんんのののの夫婦岩夫婦岩夫婦岩夫婦岩ですがですがですがですが、、、、二見二見二見二見のののの方方方方へへへへ来来来来ていたていたていたていただければだければだければだければ、、、、本本本本当当当当ににににすすすすばばばばらしいらしいらしいらしい雄大雄大雄大雄大なななな景景景景色色色色をををを望望望望んんんんでいたでいたでいたでいただけだけだけだけるるるるんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここのののの１１１１月月月月にににに県県県県のののの方方方方でライでライでライでライブブブブカカカカメメメメラをラをラをラを設設設設置置置置していたしていたしていたしていただきだきだきだきましたましたましたました。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、22224444 時間時間時間時間、、、、363636365555 日日日日、、、、いつでいつでいつでいつでもももも見見見見ていたていたていたていただだだだくくくくこここことがでとがでとがでとができきききますますますます。。。。県県県県ののののホホホホームームームームペペペページでージでージでージで、、、、三重三重三重三重のののの環境環境環境環境のののの中中中中のライのライのライのライブブブブカカカカメメメメララララ、、、、夫婦岩夫婦岩夫婦岩夫婦岩をクリックしていたをクリックしていたをクリックしていたをクリックしていただきだきだきだきますとますとますとますと、、、、ここここのののの映映映映像像像像がががが入入入入っっっっててててききききますますますます。。。。波波波波のののの打打打打ちちちち寄寄寄寄せせせせるるるる様様様様とかとかとかとか、、、、またまたまたまた、、、、船船船船がががが行行行行くくくく様様様様子子子子、、、、またまたまたまた、、、、鳥鳥鳥鳥がががが飛飛飛飛んんんんででででききききたりといたりといたりといたりといううううふふふふううううなななな、、、、本本本本当当当当ににににいやしのいやしのいやしのいやしの景景景景色色色色がががが見見見見ていたていたていたていただけだけだけだけますのでますのでますのでますので、、、、ぜひごぜひごぜひごぜひごららららんんんんいたいたいたいただきだきだきだきたたたたいといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。        そそそそしてしてしてして、、、、左下左下左下左下のののの賓賓賓賓日日日日館館館館ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、明明明明治治治治 20202020 年年年年にににに建建建建てらてらてらてられれれれましたましたましたましたここここのののの建建建建物物物物はははは、、、、皇皇皇皇族族族族のののの方方方方々々々々がたくがたくがたくがたくさんおさんおさんおさんお泊泊泊泊まりまりまりまりににににならならならなられれれれましたましたましたました由緒由緒由緒由緒格格格格式式式式ののののああああるるるる建建建建物物物物ででででござござござございますいますいますいます。。。。町町町町がががが購購購購入入入入いたしまいたしまいたしまいたしましてしてしてして、、、、ここここのののの 11111111月月月月からからからから資資資資料料料料館館館館としてとしてとしてとして新新新新たたたたにににに再再再再利用利用利用利用、、、、活活活活用用用用ををををさせさせさせさせていたていたていたていただだだだくくくくここここととととにににになりましたなりましたなりましたなりました。。。。        続続続続ききききましてましてましてまして、、、、自然自然自然自然にににに優優優優しいしいしいしい環境整備環境整備環境整備環境整備といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、最近最近最近最近のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを挙挙挙挙げさせげさせげさせげさせていたていたていたていただだだだききききましたましたましたました。。。。きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、ここここのののの中中中中からからからから「「「「夏夏夏夏のエコのエコのエコのエコポポポポイントイントイントイント事業事業事業事業」」」」とととと「「「「廃廃廃廃食食食食油油油油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料化燃料化燃料化燃料化」」」」といといといといううううのをのをのをのをごごごご説説説説明明明明させさせさせさせていたていたていたていただきだきだき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。。。。        ままままずずずず、、、、みみみみんんんんなでなでなでなで取取取取りりりり組組組組むむむむ夏夏夏夏のエコのエコのエコのエコポポポポイントイントイントイント事業事業事業事業ですですですです。。。。    
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    ここここのののの事業事業事業事業はははは、、、、三重県三重県三重県三重県とととと環境環境環境環境創創創創造造造造活活活活動動動動をををを進進進進めめめめるるるる三重県民三重県民三重県民三重県民のののの会会会会がががが共共共共同同同同でででで行行行行っっっっているているているている事業事業事業事業ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、夏夏夏夏のののの６６６６～～～～９９９９月月月月までのまでのまでのまでの４４４４カカカカ月間月間月間月間、、、、消費消費消費消費電力電力電力電力のののの多多多多いいいい期期期期間間間間にににに、、、、昨昨昨昨年年年年とととと比比比比較較較較してしてしてして６６６６％％％％電電電電気使気使気使気使用用用用量量量量をををを減減減減ららららそうそうそうそうといといといというううう企企企企画画画画ででででござござござございますいますいますいます。。。。地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化防止防止防止防止にににに向向向向けけけけてててて、、、、県県県県のののの方方方方がががが企企企企画画画画されされされされたたたたもももものでのでのでのでござござござございますいますいますいます。。。。１１１１カカカカ月月月月６６６６％％％％達達達達成成成成すすすすればればればれば 111100000000 円円円円交交交交付付付付されされされされるといるといるといるというもうもうもうものでのでのでのでござござござございまいまいまいますすすすけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これはこれはこれはこれはグループかグループかグループかグループか団体団体団体団体でしかでしかでしかでしか取取取取りりりり組組組組むむむむこここことがでとがでとがでとができきききまままませんせんせんせんでしたでしたでしたでした。。。。二見町二見町二見町二見町としとしとしとしましてましてましてましてはははは、、、、何何何何かかかかもっもっもっもったいないたいないたいないたいない、、、、１１１１人人人人ででででもももも取取取取りりりり組組組組めめめめるるるるようにようにようにようにといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、二見町二見町二見町二見町はははは団体団体団体団体ととととしてしてしてして登録登録登録登録いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。それによそれによそれによそれによりましてりましてりましてりまして、、、、グループでグループでグループでグループでもももも団体団体団体団体ででででもももも個個個個人人人人１１１１人人人人ででででもももも取取取取りりりり組組組組めめめめるといるといるといるというよううよううよううようなななな内内内内容容容容にさせにさせにさせにさせていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたました。。。。        次次次次にににに、、、、「「「「地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化防止防止防止防止はははは＜＜＜＜エコエコエコエコポポポポイントイントイントイント＋＋＋＋緑緑緑緑ででででＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２削減削減削減削減＞＞＞＞」」」」といといといといううううタイトルでタイトルでタイトルでタイトルでござござござございいいいますますますますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここのエコのエコのエコのエコポポポポイントイントイントイントはははは県県県県のののの事業事業事業事業にににに二見町二見町二見町二見町がががが乗乗乗乗っっっっかかかかっっっったといたといたといたというこうこうこうことでとでとでとでござござござございまいまいまいますすすす。。。。「「「「＋＋＋＋緑緑緑緑ででででＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２削減削減削減削減」」」」とととと申申申申しますのしますのしますのしますのはははは、、、、ヒヒヒヒアアアアリングのリングのリングのリングの際際際際にににに 20202020 万万万万といといといというううう予予予予算算算算をををを計計計計上上上上しまししまししまししましたたたた。。。。これはこれはこれはこれは県県県県からからからから 111100000000％％％％交交交交付付付付されされされされてくるてくるてくるてくる金金金金額額額額ででででござござござございましていましていましていまして、、、、ヒヒヒヒアアアアリングのとリングのとリングのとリングのとききききといといといといううううののののはははは、、、、どどどどここここのののの市町村市町村市町村市町村ででででもそうもそうもそうもそうななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ばさばさばさばさばさばさばさばさとととと切切切切らららられれれれるのがるのがるのがるのがヒヒヒヒアアアアリングなリングなリングなリングなんんんんですですですです。。。。とととところころころころがががが、、、、二見町二見町二見町二見町ののののここここのエコのエコのエコのエコポポポポイントイントイントイントにににに関関関関しましてしましてしましてしましてはははは、、、、町長町長町長町長のののの方方方方からからからから「「「「こうこうこうこういいいいうううういいいいいいいい事業事業事業事業だっだっだっだったらたらたらたら、、、、もっもっもっもっとととと多多多多くのくのくのくの人人人人にににに参加参加参加参加をしてをしてをしてをしてももももららららええええるるるるようにようにようにようにＰＲＰＲＰＲＰＲをしなをしなをしなをしなささささいいいい」」」」とととと言言言言っっっってててて、、、、何何何何とととと50505050％％％％上上上上乗乗乗乗せせせせとととと言言言言いましていましていましていましてもももも 11110000 万万万万円円円円ななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、「「「「11110000 万万万万円円円円をををを使使使使っっっっててててもっもっもっもっとととと啓啓啓啓発発発発をしなをしなをしなをしなささささいいいい」」」」といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、うれうれうれうれしいバックしいバックしいバックしいバックアアアアップをいたップをいたップをいたップをいただきだきだきだきましたましたましたました。。。。そうそうそうそういいいいうこうこうこうことでとでとでとで取取取取りりりり組組組組みみみみをををを始始始始めめめめましたましたましたました。。。。        取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの電電電電気気気気のののの使使使使用用用用量量量量のののの減減減減らしらしらしらし方方方方ななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、目目目目標標標標はははは６６６６％％％％といといといというこうこうこうことでとでとでとでござござござございいいいますますますます。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの環境省環境省環境省環境省のののの谷課長谷課長谷課長谷課長さんさんさんさんののののおおおお話話話話にもござにもござにもござにもございましたいましたいましたいましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫をををを効効効効率率率率ののののよよよよいいいいももももののののににににかかかかえればえればえればえれば、、、、それだけそれだけそれだけそれだけでででで６６６６％％％％達達達達成成成成してしましてしましてしましてしまうよううよううよううようなななな感感感感じじじじななななんんんんですですですです。。。。本本本本当当当当にににに取取取取りりりり組組組組みみみみとしてとしてとしてとしてはははは簡簡簡簡単単単単ででででござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、ぜひぜひぜひぜひとととともももも、、、、二見町二見町二見町二見町だけだけだけだけでなくでなくでなくでなく、、、、県県県県下下下下のののの市町村市町村市町村市町村がみがみがみがみんんんんなななな取取取取りりりり組組組組んんんんでくでくでくでくれればれればれればれれば、、、、ぐっぐっぐっぐっとととと二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素削減削減削減削減ににににななななっっっっていいのていいのていいのていいのににににななななああああとととと感感感感じじじじていますていますていますています。。。。        電電電電気気気気のののの使使使使用用用用量量量量６６６６％％％％削減削減削減削減のののの二見町二見町二見町二見町のののの達達達達成状況成状況成状況成状況ででででござござござございますいますいますいます。。。。13131313 年度年度年度年度はははは、、、、個個個個人人人人といといといといううううかかかか、、、、住住住住民民民民のののの方方方方がががが自主的自主的自主的自主的にににに登録登録登録登録をしてをしてをしてをして参加参加参加参加してしてしてしてももももららららっっっったたたた分分分分ですですですです。。。。下下下下のののの方方方方のののの平平平平成成成成 14141414 年度年度年度年度といといといといううううのがのがのがのが、、、、二見町二見町二見町二見町がががが団体団体団体団体としてとしてとしてとして県県県県のののの方方方方へへへへ登録登録登録登録をしてをしてをしてをして取取取取りりりり組組組組みましたみましたみましたみました。。。。ポポポポイントイントイントイント数数数数をををを見見見見ていたていたていたていただきだきだきだきますますますますとととと、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと算算算算出出出出のののの仕仕仕仕方方方方はははは違違違違うんうんうんうんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、13131313 年度年度年度年度はははは 77777777....4444 ポポポポイントイントイントイント、、、、14141414 年度年度年度年度はははは 649649649649ポポポポイントとイントとイントとイントと、、、、随随随随分分分分ととととふふふふええええてててておおおおりますりますりますります。。。。        効効効効果果果果とととと問問問問題題題題点点点点ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここへここへここへここへ挙挙挙挙げさせげさせげさせげさせていたていたていたていただきだきだきだきましたがましたがましたがましたが、、、、ここここのエコのエコのエコのエコポポポポイントイントイントイント事事事事業業業業といといといといううううののののははははややややははははりりりり継継継継続続続続をしなをしなをしなをしなければければければければ意意意意味味味味がないとがないとがないとがないと思思思思いますいますいますいます。。。。皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、４４４４カカカカ月間月間月間月間といといといというこうこうこうことでとでとでとで取取取取りりりり組組組組んんんんでいたでいたでいたでいただきだきだきだきましたならましたならましたならましたならばばばば、、、、もうもうもうもう習習習習慣慣慣慣としてとしてとしてとして身身身身にににについてしまついてしまついてしまついてしまううううのでのでのでのではははは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。。。。ですからですからですからですから、、、、４４４４カカカカ月月月月だけだけだけだけででででははははなくてなくてなくてなくて、、、、ずっずっずっずっとととと継継継継続続続続してしてしてして取取取取りりりり組組組組んんんんでいたでいたでいたでいただだだだいているいているいているいているもももものとのとのとのと理解理解理解理解してしてしてし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、、、、廃廃廃廃食食食食油油油油でつくるバイでつくるバイでつくるバイでつくるバイオディーゼルオディーゼルオディーゼルオディーゼル燃料燃料燃料燃料ででででござござござございますいますいますいます。。。。        ごごごご家家家家庭庭庭庭でてでてでてでてんんんんぷぷぷぷらをらをらをらを揚揚揚揚げげげげたたたた、、、、そそそそのののの廃廃廃廃食食食食油油油油がががが、、、、ごごごごみみみみ収集車収集車収集車収集車のののの燃料燃料燃料燃料となるといとなるといとなるといとなるというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。こここことしのとしのとしのとしの３３３３月月月月にモにモにモにモデルデルデルデル事業事業事業事業としてとしてとしてとして第第第第１１１１回目回目回目回目をををを実実実実施施施施いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。県県県県のののの環境環境環境環境活活活活動動動動タタタタ
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イイイイアアアアップップップップ事業事業事業事業といといといといううううのがのがのがのがござござござございましていましていましていまして、、、、それにそれにそれにそれに乗乗乗乗っっっっかかかかっっっっててててさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたました。。。。予予予予算算算算はははは99992222 万万万万円円円円ぐぐぐぐらいならいならいならいなんんんんですがですがですがですが、、、、そそそそのののの 99992222 万万万万円円円円でででで、、、、全全全全世世世世帯帯帯帯へへへへ４４４４ＬＬＬＬ入入入入りのりのりのりのポポポポリリリリ容容容容器器器器ををををおおおお配配配配りいたしまりいたしまりいたしまりいたしましてしてしてして、、、、それにそれにそれにそれにててててんんんんぷぷぷぷらららら油油油油のののの廃廃廃廃油油油油をたをたをたをためめめめていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたました。。。。そそそそのとのとのとのときにきにきにきに 444422221111ＬＬＬＬ集集集集まりましたのまりましたのまりましたのまりましたのでででで、、、、これだけこれだけこれだけこれだけ集集集集ままままればごればごればごればごみみみみ収集車収集車収集車収集車をををを走走走走ららららせせせせらららられれれれるるるるだろうだろうだろうだろうといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ここここのののの７７７７月月月月からからからから本本本本格格格格的的的的にににに実実実実施施施施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。。。。        燃料化燃料化燃料化燃料化のののの事業事業事業事業フローフローフローフローチチチチャートでャートでャートでャートでござござござございますいますいますいます。。。。収集収集収集収集はははは月月月月１１１１回回回回、、、、第第第第１１１１週週週週目目目目にににに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。。。。ままままずずずず金金金金曜曜曜曜日日日日にににに、、、、シルバーシルバーシルバーシルバー人人人人材材材材のののの方方方方へおへおへおへお願願願願いしましていしましていしましていしまして、、、、拠拠拠拠点収集点収集点収集点収集をいたしますのでをいたしますのでをいたしますのでをいたしますので、、、、11110000 地地地地区区区区、、、、11110000 カカカカ所所所所にににに、、、、20202020ＬＬＬＬのののの大大大大ききききいいいいポポポポリリリリ容容容容器器器器をををを設設設設置置置置していたしていたしていたしていただきだきだきだきますますますます。。。。そそそそのののの容容容容器器器器にににに、、、、次次次次のののの土土土土・・・・日日日日でででで、、、、住民住民住民住民のののの方方方方、、、、またまたまたまた事業所事業所事業所事業所のののの方方方方からからからから廃廃廃廃食食食食油油油油をををを入入入入れれれれていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。次次次次のののの月月月月曜曜曜曜日日日日にににに三重三重三重三重コマコマコマコマツツツツささささんんんんがががが各各各各地地地地区区区区をををを収集収集収集収集しししし、、、、精精精精製製製製をしてくをしてくをしてくをしてくれれれれますますますます。。。。そそそそのののの精精精精製製製製したしたしたした燃料燃料燃料燃料をををを、、、、美美美美化化化化セセセセンターのンターのンターのンターのごごごごみみみみ収収収収集車集車集車集車がががが給給給給油油油油をををを受受受受けけけけ、、、、ごごごごみのみのみのみの収集収集収集収集にににに回回回回るといるといるといるというこうこうこうことをやとをやとをやとを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。。。。        ここここののののメメメメリットといたしましてリットといたしましてリットといたしましてリットといたしまして、、、、大大大大気気気気汚汚汚汚染染染染のののの原原原原因因因因となりますとなりますとなりますとなります硫硫硫硫黄黄黄黄酸酸酸酸化化化化物物物物がががが出出出出ないといないといないといないというこうこうこうことですとですとですとです。。。。それそれそれそれとととと、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化ににににつながるつながるつながるつながる二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの出出出出るるるる量量量量がががが少少少少ないないないない。。。。またまたまたまた、、、、排排排排気気気気ガガガガスのスのスのスの黒黒黒黒いいいい煙煙煙煙がががが本本本本当当当当にににに出出出出ないないないないんんんんですですですです。。。。またまたまたまた、、、、可可可可燃燃燃燃ごごごごみがみがみがみがそそそそのののの分分分分減減減減少少少少するといするといするといするというこうこうこうことでとでとでとで、、、、本本本本当当当当にににに大大大大ききききいいいいメメメメリットがリットがリットがリットがあああありますりますりますります。。。。これこそこれこそこれこそこれこそ循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの一一一一つつつつだだだだななななああああとととと言言言言っっっってててて、、、、自分自分自分自分ででででもももも感感感感心心心心をしをしをしをしているているているているぐぐぐぐらいならいならいならいなんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ぜひぜひぜひぜひほほほほかのかのかのかの市町村市町村市町村市町村さんさんさんさんででででもももも取取取取りりりり組組組組んんんんでいたでいたでいたでいただけだけだけだけたらなたらなたらなたらなああああとととと思思思思いますいますいますいます。。。。        そそそそのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ写写写写真真真真ででででござござござございますいますいますいます。。。。ごごごご家家家家庭庭庭庭のののの方方方方へおへおへおへお配配配配りしたりしたりしたりしたポポポポリリリリ容容容容器器器器４４４４ＬＬＬＬですですですです。。。。シルバーシルバーシルバーシルバーさんにさんにさんにさんに設設設設置置置置をしてをしてをしてをしてももももららららっっっっていますていますていますています。。。。下下下下のののの写写写写真真真真はははは、、、、ここここのののの方方方方はははは新新新新婚婚婚婚さんさんさんさんななななんんんんですがですがですがですが、、、、本本本本当当当当にににに若若若若いいいい方方方方からからからからおおおお年年年年寄寄寄寄りまでりまでりまでりまで簡簡簡簡単単単単にににに取取取取りりりり組組組組めめめめるるるる事業事業事業事業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。。。。三重三重三重三重コマコマコマコマツツツツさんさんさんさんがががが収集収集収集収集ををををするといするといするといするというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。        自然自然自然自然をををを大事大事大事大事ににににしていくといしていくといしていくといしていくといううううののののはははは本本本本当当当当にににに啓啓啓啓発事業発事業発事業発事業しかないとしかないとしかないとしかないと思思思思いますいますいますいます。。。。おおおお日日日日様様様様がががが照照照照っっっってててているのがいるのがいるのがいるのが当当当当たりたりたりたり前前前前、、、、またまたまたまた、、、、水水水水ががががああああ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いといといといううううふふふふううううなななな、、、、当当当当たりたりたりたり前前前前をををを大事大事大事大事ににににしながしながしながしながらららら、、、、むむむむだだだだのないのないのないのない生生生生活活活活をすをすをすをすればればればれば、、、、自然自然自然自然とととと共生共生共生共生がでがでがでができきききていくのでていくのでていくのでていくのではははは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。。。。        これこれこれこれでででで終終終終わわわわららららせせせせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。            竹林竹林竹林竹林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        あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございますいますいますいます、、、、具具具具体体体体的的的的ななななおおおお話話話話でででで。。。。        じゃじゃじゃじゃああああ、、、、次次次次はははは岸岸岸岸さんさんさんさん、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。これこれこれこれからのからのからのからのおおおお２２２２人人人人はははは、、、、企企企企業業業業からのからのからのからのおおおお話話話話ででででござござござございますいますいますいます。。。。            岸主幹岸主幹岸主幹岸主幹        本田技研鈴鹿製作所本田技研鈴鹿製作所本田技研鈴鹿製作所本田技研鈴鹿製作所のののの岸岸岸岸とととと申申申申しますしますしますします。。。。よろよろよろよ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。。。。私私私私はははは環境環境環境環境のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを始始始始めめめめてまてまてまてまだだだだ５５５５年年年年しかしかしかしか経経経経過過過過してしてしてしておおおおりまりまりまりませんせんせんせんがががが、、、、ホホホホンンンンダダダダのののの環境環境環境環境のののの取取取取りりりり組組組組みといみといみといみというこうこうこうことでとでとでとで、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんにごにごにごに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。。。。        鈴鹿製作所鈴鹿製作所鈴鹿製作所鈴鹿製作所はははは、、、、1961961961960000 年年年年（（（（昭昭昭昭和和和和 33335555 年年年年））））、、、、スーパーカスーパーカスーパーカスーパーカブブブブのののの量量量量産産産産工場工場工場工場としてとしてとしてとして誕誕誕誕生生生生いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。
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そそそそのののの後後後後、、、、四輪四輪四輪四輪工場工場工場工場にににに変変変変遷遷遷遷しましてしましてしましてしまして、、、、今今今今現在現在現在現在、、、、小型小型小型小型四輪四輪四輪四輪のののの主主主主力力力力工場工場工場工場としてとしてとしてとして現在現在現在現在にににに至至至至っっっってててておおおおりりりりますますますます。。。。        ホホホホンンンンダダダダのののの経営経営経営経営のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方、、、、姿姿姿姿勢勢勢勢ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、基本理基本理基本理基本理念念念念としてとしてとしてとして「「「「人人人人間尊間尊間尊間尊重重重重（（（（自自自自立立立立、、、、平平平平等等等等、、、、信頼信頼信頼信頼）」）」）」）」、、、、「「「「３３３３つのつのつのつの喜喜喜喜びびびび（（（（買買買買っっっってててて喜喜喜喜ぶぶぶぶ、、、、売売売売っっっってててて喜喜喜喜ぶぶぶぶ、、、、つくつくつくつくっっっってててて喜喜喜喜ぶぶぶぶ）」）」）」）」。。。。それそれそれそれとととと、、、、ホホホホンンンンダダダダのののの社社社社是是是是としてとしてとしてとして「「「「私私私私たたたたちはちはちはちは地球的地球的地球的地球的視視視視野野野野にににに立立立立ちちちち」」」」といといといといううううのとのとのとのと、、、、運営運営運営運営方方方方針針針針としてとしてとしてとして「「「「常常常常にににに夢夢夢夢とととと若若若若ささささをををを保保保保つつつつこここことととと」」」」といといといというこうこうこうことでとでとでとで事業運営事業運営事業運営事業運営をやをやをや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、、、、環境経営環境経営環境経営環境経営におきにおきにおきにおきましてましてましてましてもももも、、、、ここここのののの考考考考ええええ方方方方でやでやでや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。。。。        ホホホホンンンンダダダダのののの環境環境環境環境のののの取取取取りりりり組組組組みでみでみでみでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、製製製製品品品品のライフサイクルのライフサイクルのライフサイクルのライフサイクルににににかかかかかかかかわわわわるるるる企企企企業業業業活活活活動動動動ののののすすすすべべべべててててにににに先先先先進進進進的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みといみといみといみというこうこうこうことでとでとでとで目指目指目指目指してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。例例例例えばえばえばえば商品商品商品商品開発開発開発開発のののの領領領領域域域域ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、排排排排気気気気ガガガガスのクリスのクリスのクリスのクリーンーンーンーン化化化化、、、、燃燃燃燃費費費費向上向上向上向上、、、、ああああるいるいるいるいはははは騒音騒音騒音騒音、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの向上向上向上向上。。。。購購購購買買買買・・・・生生生生産産産産領領領領域域域域ににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、例例例例えばおえばおえばおえばお取取取取引引引引様様様様のののの環境管理環境管理環境管理環境管理システムのシステムのシステムのシステムの導入導入導入導入支援支援支援支援、、、、ああああるいるいるいるいはははは生生生生産産産産工場工場工場工場におきにおきにおきにおきましてましてましてましてはははは、、、、グリーンフグリーンフグリーンフグリーンファァァァクトリーのクトリーのクトリーのクトリーの実現実現実現実現、、、、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等等等等とととと、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれのののの領領領領域域域域でででで目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げげげげましてましてましてまして、、、、環境環境環境環境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。。。。        もうもうもうもう少少少少しししし具具具具体体体体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、、、、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でントでントでントでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、３３３３年年年年前前前前よよよよりりりりＬＬＬＬＣＣＣＣＡＡＡＡとととといいいいうこうこうこうことでとでとでとで、、、、ここここのののの手手手手法法法法をををを使使使使いましていましていましていまして、、、、環境環境環境環境のののの負荷負荷負荷負荷低低低低減減減減といといといというこうこうこうことでとでとでとで取取取取りりりり組組組組みをやみをやみをやみをやっっっってててておおおおりりりりましてましてましてまして、、、、適適適適正正正正なななな管理管理管理管理とととと削減削減削減削減といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ここここのののの手手手手法法法法でやでやでや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。。。。        またまたまたまた、、、、基本基本基本基本的的的的なななな運営運営運営運営としましてとしましてとしましてとしましてはははは、、、、ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ14141414000000001111のマネジのマネジのマネジのマネジメメメメントシステムをントシステムをントシステムをントシステムを導入導入導入導入いたしまいたしまいたしまいたしましてしてしてして、、、、各各各各事業所長事業所長事業所長事業所長がががが環境環境環境環境方方方方針針針針、、、、ポポポポリシーをリシーをリシーをリシーを出出出出しましてしましてしましてしまして、、、、プラン・プラン・プラン・プラン・ドドドドゥゥゥゥ・・・・チェチェチェチェック・ック・ック・ック・アアアアクシクシクシクションといョンといョンといョンというこうこうこうことでとでとでとで、、、、システムのスパイラルシステムのスパイラルシステムのスパイラルシステムのスパイラルアアアアップをップをップをップを図図図図っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。ちちちちなみなみなみなみにににに、、、、鈴鹿製作鈴鹿製作鈴鹿製作鈴鹿製作所所所所はははは 99998888年年年年のののの２２２２月月月月にににに認認認認証取証取証取証取得得得得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。。。。        生生生生産産産産部部部部門門門門のののの取取取取りりりり組組組組みでみでみでみでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、グリーンフグリーンフグリーンフグリーンファァァァクトリークトリークトリークトリー計画計画計画計画といといといといううううのがのがのがのが 99998888年年年年４４４４月月月月にににに出出出出されされされされてててておおおおりますりますりますります。。。。具具具具体体体体的的的的にはにはにはには、、、、先先先先進進進進性性性性、、、、環境調環境調環境調環境調和和和和型型型型のののの工場工場工場工場のののの創創創創造造造造といといといといううううのがのがのがのがメメメメインでインでインでインでごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、大大大大ききききなななな柱柱柱柱としてとしてとしてとして、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション、、、、大大大大気気気気・・・・水水水水質質質質のクリーンのクリーンのクリーンのクリーン化化化化、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物削減削減削減削減、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進、、、、省省省省エネルギーとしましてエネルギーとしましてエネルギーとしましてエネルギーとしましてはははは省省省省エネエネエネエネ技術技術技術技術、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー効効効効率率率率のののの向上向上向上向上。。。。これこれこれこれららららはそれはそれはそれはそれぞぞぞぞれれれれグリーンフグリーンフグリーンフグリーンファァァァクトリーのクトリーのクトリーのクトリーの（（（（長長長長期期期期？？？？））））目目目目標標標標といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ごごごごららららんんんんののののようようようようなななな目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げげげげましてましてましてまして、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーにににに関関関関してしてしてしてはははは 99990000 年年年年比比比比でででで－－－－33330000％％％％、、、、ああああるいるいるいるいはははは大大大大気気気気・・・・水水水水質質質質にににについてついてついてついてはははは法法法法規規規規制制制制のののの 50505050％％％％ををををねねねねららららっっっっていていていていこうこうこうこうとかとかとかとか、、、、資源資源資源資源リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルにににに関関関関しましてしましてしましてしましてはははは、、、、産産産産業業業業埋埋埋埋めめめめ立立立立てをゼロてをゼロてをゼロてをゼロ化化化化ししししようようようよう、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率ををををアアアアップしップしップしップしようようようよう、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたようようようようなななな目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げげげげてててて取取取取りりりり組組組組みをやみをやみをやみを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。。。。        またまたまたまた、、、、活活活活動動動動したしたしたした結果結果結果結果ににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたた「「「「ホホホホンンンンダダダダエコロジーエコロジーエコロジーエコロジー」」」」、、、、「「「「ホホホホンンンンダダダダ環境年環境年環境年環境年次次次次レポレポレポレポートートートート」」」」といといといといううううのでのでのでので公公公公開開開開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、、、、「「「「ホホホホンンンンダダダダエコロジーエコロジーエコロジーエコロジー」」」」ににににつつつつききききましてましてましてましてはははは３３３３年年年年にににに１１１１回回回回、、、、環境環境環境環境のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ全体全体全体全体像像像像、、、、環境環境環境環境にににに対対対対するするするする基本基本基本基本姿姿姿姿勢勢勢勢等等等等ををををううううたたたた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、、、、毎毎毎毎年年年年、、、、「「「「ホホホホンンンンダダダダ環境年環境年環境年環境年次次次次レポレポレポレポートートートート」」」」といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、環境環境環境環境保全保全保全保全のののの活活活活動動動動実実実実績績績績計画計画計画計画、、、、ああああるいるいるいるいはこはこはこはこのののの中中中中にににに環境経営環境経営環境経営環境経営のののの内内内内容容容容もももも含含含含めめめめましてましてましてまして公公公公表表表表していましてしていましてしていましてしていまして、、、、ホホホホンンンンダダダダののののホホホホームームームームペペペページでージでージでージでもももも同同同同様様様様、、、、ここここのののの内内内内容容容容をををを公公公公表表表表させさせさせさせていたていたていたていただだだだいていていていておおおおりますりますりますります。。。。        でででではははは、、、、製製製製品品品品やややや工場工場工場工場のののの取取取取りりりり組組組組みみみみははははどどどどううううかといかといかといかというこうこうこうことでとでとでとであああありますがりますがりますがりますが、、、、きょうきょうきょうきょうののののおおおお話話話話にもあにもあにもあにもありりりり
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ましたましたましたましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、従従従従来来来来ははははガガガガソソソソリンリンリンリン、、、、軽軽軽軽油油油油といといといといっっっったたたた内燃機内燃機内燃機内燃機関関関関をををを使使使使っっっったたたた改改改改良型良型良型良型といといといというううう改改改改善善善善をををを重重重重ねねねねててててききききましたましたましたました。。。。最近最近最近最近時時時時、、、、ハハハハイイイイブブブブリッリッリッリッドドドド自動自動自動自動車車車車のののの進化進化進化進化拡拡拡拡大大大大といといといというよううよううよううようななななこここことととととととと、、、、ああああとととと、、、、エネエネエネエネルギーのクリーンといルギーのクリーンといルギーのクリーンといルギーのクリーンというううう面面面面でででではははは天天天天然然然然ガガガガスがスがスがスがござござござございますいますいますいます。。。。ああああとととと、、、、きょうきょうきょうきょうののののおおおお話話話話にもあにもあにもあにもありましりましりましりましたたたたようにようにようにように燃料電燃料電燃料電燃料電池池池池といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、アアアアルコールルコールルコールルコール、、、、水水水水素素素素といといといといっっっったたたたようようようようななななこここことでとでとでとで、、、、例例例例えばこれはえばこれはえばこれはえばこれは中型中型中型中型乗乗乗乗用用用用車車車車１１１１年年年年間間間間でででで使使使使用用用用したしたしたした場合場合場合場合ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、１１１１年年年年間間間間にににに大大大大気気気気汚汚汚汚染染染染物質物質物質物質がががが５５５５～～～～６６６６kkkkgggg、、、、二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素はははは 500500500500～～～～666600000000kkkkgggg とととと言言言言われわれわれわれてててておおおおりますりますりますります。。。。健健健健康康康康をををを守守守守るるるる地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ささささららららにににに減減減減らしてらしてらしてらして少少少少ないないないない燃料燃料燃料燃料でといでといでといでというこうこうこうことでとでとでとで、、、、例例例例えばえばえばえば大大大大気気気気汚汚汚汚染染染染物質物質物質物質にににに関関関関してしてしてしてはははは、、、、2005200520052005 年年年年までまでまでまでにににに 99995555 年年年年比比比比 77775555％％％％削減削減削減削減ししししようようようようといといといというううう目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げげげげ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、、、、燃燃燃燃費費費費にににに関関関関しましてしましてしましてしましてはははは 25252525％％％％向上向上向上向上といといといというううう目目目目標標標標でやでやでやで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、、、、これはこれはこれはこれは鈴鹿製作所鈴鹿製作所鈴鹿製作所鈴鹿製作所でつくでつくでつくでつくっっっってててておおおおりますりますりますりますベベベベストストストストセセセセラーラーラーラーとなりましたフィットでとなりましたフィットでとなりましたフィットでとなりましたフィットでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、これはこれはこれはこれはリッターリッターリッターリッター当当当当たりたりたりたり 22223333kkkkgggg、、、、排出排出排出排出ガガガガスでスでスでスでもももも、、、、平平平平成成成成11110000 年度年度年度年度規規規規制制制制のののの半半半半分分分分以以以以下下下下といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、こここことしのとしのとしのとしの４４４４月月月月にさにさにさにさららららにににに超超超超低低低低排出排出排出排出ガガガガスといスといスといスというこうこうこうことでとでとでとで、、、、スリースターのスリースターのスリースターのスリースターの認認認認証証証証をををを受受受受けけけけましたましたましたました。。。。        ここここののののほほほほかかかか、、、、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げげげたたたたハハハハイイイイブブブブリッリッリッリッドドドドといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、これはこれはこれはこれは鈴鹿鈴鹿鈴鹿鈴鹿でででで生生生生産産産産してしてしてしておおおおりまりまりまりますがすがすがすが、、、、1111....3333ＬＬＬＬでででで４４４４人人人人乗乗乗乗りでりでりでりで 22229999....5555 といといといというよううよううよううようなななな燃燃燃燃費費費費をををを達達達達成成成成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、、、、クリクリクリクリーンーンーンーン化化化化といといといというううう面面面面でででではははは天天天天然然然然ガガガガスススス車車車車といといといといううううのでのでのでので、、、、これもこれもこれもこれも発発発発売売売売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、、、、最近最近最近最近時時時時でででではははは、、、、これこれこれこれからのからのからのからの近近近近いいいい将将将将来来来来、、、、燃料電燃料電燃料電燃料電池池池池にににに移移移移行行行行するといするといするといするというこうこうこうことでとでとでとで、、、、昨昨昨昨年年年年のののの 11112222月月月月にににに、、、、政政政政府府府府のののの方方方方とカリフォルとカリフォルとカリフォルとカリフォルニアにニアにニアにニアに３３３３台台台台ずずずずつつつつ、、、、計計計計６６６６台台台台のののの車車車車をををを納納納納車車車車させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきましてましてましてまして、、、、これこれこれこれからからからからはこうはこうはこうはこういいいいっっっったたたた車車車車ににににかかかかわっわっわっわっていくのていくのていくのていくのだろうだろうだろうだろうなといなといなといなというよううよううよううようななななこここことでとでとでとであああありますりますりますります。。。。        ああああとととと、、、、製製製製品品品品やややや工場工場工場工場のののの取取取取りりりり組組組組みでみでみでみでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの考考考考ええええ方方方方。。。。これはこれはこれはこれは言言言言ううううまでまでまでまでももももなくなくなくなく、、、、使使使使いいいい終終終終わっわっわっわってからどてからどてからどてからどうううう処処処処理理理理するかといするかといするかといするかといううううのでのでのでのでははははなくてなくてなくてなくて、、、、使使使使うううう前前前前からからからから再再再再利用利用利用利用、、、、リサイリサイリサイリサイクルをクルをクルをクルを考考考考ええええてててて物物物物づづづづくりをやるといくりをやるといくりをやるといくりをやるというこうこうこうことでとでとでとで、、、、例例例例えばえばえばえば自自自自動動動動車車車車のののの設計設計設計設計段階段階段階段階ででででははははリサイクルしやリサイクルしやリサイクルしやリサイクルしやすいすいすいすい設計設計設計設計をををを行行行行うううう。。。。製製製製造段階造段階造段階造段階でででではははは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物などなどなどなど有効有効有効有効利用利用利用利用するするするする。。。。廃棄廃棄廃棄廃棄段階段階段階段階でででではははは自動自動自動自動車車車車のリサイクのリサイクのリサイクのリサイクルルルル法法法法にににに対対対対応応応応するするするするようにようにようにように、、、、来来来来年年年年からからからから施施施施行行行行にににになるなるなるなるわけわけわけわけですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたた考考考考ええええ方方方方でやでやでや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。。。。        これはちょっこれはちょっこれはちょっこれはちょっとととと古古古古いのかいのかいのかいのかもわもわもわもわかりまかりまかりまかりませんせんせんせんがががが、、、、今今今今現在現在現在現在、、、、日本日本日本日本でででで使使使使用済用済用済用済みみみみ自動自動自動自動車車車車がががが年年年年間間間間 500500500500万万万万台台台台あああありましてりましてりましてりまして、、、、そそそそののののうちうちうちうち 444400000000 万万万万台台台台がががが解解解解体体体体、、、、分解分解分解分解、、、、シシシシュレュレュレュレッッッッダダダダーーーー処処処処理理理理といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ここここののののうちうちうちうちのののの 20202020～～～～25252525％％％％、、、、年年年年間約間約間約間約 88880000 万万万万ｔｔｔｔがががが埋埋埋埋めめめめ立立立立ててててされされされされてててておおおおりますりますりますります。。。。有効有効有効有効利用利用利用利用といといといというううう面面面面でででではははは、、、、エンエンエンエンジンジンジンジン、、、、ミッションミッションミッションミッション、、、、タイタイタイタイヤヤヤヤ等等等等中中中中古古古古部部部部品品品品といといといというこうこうこうことでとでとでとで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。。。。またまたまたまた、、、、鉄鉄鉄鉄、、、、アアアアルルルルミミミミ、、、、銅銅銅銅、、、、鉛鉛鉛鉛等等等等、、、、材材材材料料料料リサイクルといリサイクルといリサイクルといリサイクルというよううよううよううようなななな形形形形でででで、、、、今今今今現在現在現在現在使使使使われわれわれわれてててておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、各各各各社社社社いいいいろろろろいいいいろあろあろあろあるとるとるとると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、現在現在現在現在のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル率率率率としてとしてとしてとしてはははは 77775555～～～～88880000％％％％といといといというこうこうこうことでとでとでとで言言言言われわれわれわれてててておおおおりりりりますますますます。。。。        でででではははは、、、、工場工場工場工場のののの取取取取りりりり組組組組みなみなみなみなんんんんですがですがですがですが、、、、先先先先ほほほほどどどど目目目目標標標標値値値値にあにあにあにありましたりましたりましたりましたようにようにようにように、、、、生生生生産産産産領領領領域域域域におけにおけにおけにおけるるるる省省省省エネルギーといエネルギーといエネルギーといエネルギーというこうこうこうことでとでとでとで、、、、これはこれはこれはこれはかなりかなりかなりかなり厳厳厳厳しいしいしいしい数数数数字字字字ななななんんんんですがですがですがですが、、、、99990000 年年年年比比比比でででで原原原原単単単単位位位位のののの 33330000％％％％削減削減削減削減をををを 2020202011110000 年年年年までまでまでまでににににややややろうろうろうろうといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、例例例例えばえばえばえば具具具具体体体体的的的的にはにはにはには溶溶溶溶接接接接工工工工程程程程、、、、従従従従来来来来油油油油圧圧圧圧サーサーサーサーボボボボロロロロボボボボットをットをットをットを使使使使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。。。。近近近近年年年年、、、、これこれこれこれからからからから電電電電動動動動サーサーサーサーボボボボロロロロボボボボットといットといットといットというこうこうこうことでとでとでとで切切切切りかりかりかりかええええまままましてしてしてして、、、、電力電力電力電力はははは約約約約４４４４分分分分のののの１１１１といといといというこうこうこうこととととににににななな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、、、、エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの電電電電気気気気といといといといううううのののの
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はははは、、、、鈴鹿製作所鈴鹿製作所鈴鹿製作所鈴鹿製作所ででででもももも大大大大半半半半ここここのエネルギーでのエネルギーでのエネルギーでのエネルギーでござござござございましていましていましていまして、、、、ここここのコージのコージのコージのコージェェェェネといネといネといネというこうこうこうことでとでとでとで、、、、現在現在現在現在、、、、オールオールオールオールホホホホンンンンダダダダにににに４４４４機機機機入入入入っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。そそそそののののうちうちうちうち２２２２機機機機にににについてついてついてついてはははは鈴鹿鈴鹿鈴鹿鈴鹿ででででござござござございましていましていましていまして、、、、昨昨昨昨年年年年 11110000月月月月にににに稼稼稼稼働働働働したコージしたコージしたコージしたコージェェェェネネネネはははは実実実実にににに 88885555％％％％といといといというううう高高高高効効効効率率率率でででで、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＥＥＥＥＤＯＤＯＤＯＤＯのののの資資資資金金金金ももももいたいたいたいただだだだいていていていているいるいるいるようようようようななななこここことでとでとでとで、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたもももものがのがのがのが省省省省エネエネエネエネ活活活活動動動動にににに寄与寄与寄与寄与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、、、、工場廃棄物工場廃棄物工場廃棄物工場廃棄物のののの埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処処処処分分分分ゼロゼロゼロゼロ化化化化といといといというううう面面面面でででではははは、、、、鈴鹿鈴鹿鈴鹿鈴鹿はははは 99999999年年年年９９９９月月月月ににににゼロゼロゼロゼロ化化化化をををを達達達達成成成成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、、、、各各各各事事事事業所業所業所業所もももも 2000200020002000 年年年年ににににゼロゼロゼロゼロ化化化化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。。。。具具具具体体体体的的的的ないないないないろろろろいいいいろろろろなななな（（（（事事事事例例例例？？？？））））はあはあはあはあるるるるんんんんですがですがですがですが、、、、ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯをやるとをやるとをやるとをやると事事事事務務務務部部部部門門門門ででででははははなかなかなかなかなかなかなかなか改善改善改善改善活活活活動動動動ででででききききないとないとないとないといいいいううううののののはあはあはあはあるるるるんんんんですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれは私私私私どどどどもももものののの事事事事務務務務部部部部門門門門がががが２２２２年年年年前前前前にににに作業作業作業作業服服服服からからからから手手手手袋袋袋袋のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、こうこうこうこういいいいっっっったエコマークたエコマークたエコマークたエコマークももももとりましてとりましてとりましてとりまして、、、、私私私私どどどどもももものののの鈴鹿製作所鈴鹿製作所鈴鹿製作所鈴鹿製作所のののの手手手手袋袋袋袋のののの約約約約半半半半分分分分ををををこれこれこれこれでででで賄賄賄賄っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。これこれこれこれ以以以以外外外外にもにもにもにも、、、、製作所製作所製作所製作所からからからから出出出出るるるる紙紙紙紙をををを 111100000000％％％％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ににににしましてしましてしましてしまして、、、、今今今今までまでまでまで購購購購入入入入していたしていたしていたしていたもももものでのでのでので年年年年間間間間でででで約約約約 111100000000 万万万万ぐぐぐぐらいのコストらいのコストらいのコストらいのコストダウダウダウダウンがンがンがンが図図図図れれれれたといたといたといたといっっっったたたたようようようようなななな活活活活動動動動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。。。。        以上以上以上以上、、、、簡簡簡簡単単単単ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ごごごご紹介紹介紹介紹介をををを終終終終わわわわりたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。            竹林竹林竹林竹林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        あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。        ちょうちょうちょうちょうどどどど 11110000 分分分分でででで、、、、ああああとととと 11110000 分分分分ですのでですのでですのでですので、、、、井村屋井村屋井村屋井村屋さんさんさんさんのののの堀川堀川堀川堀川さんさんさんさん、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。            堀川室長代理堀川室長代理堀川室長代理堀川室長代理        井村屋製菓井村屋製菓井村屋製菓井村屋製菓のののの堀川堀川堀川堀川ででででござござござございますいますいますいます。。。。よろよろよろよ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。。。。        二見町二見町二見町二見町さんさんさんさんととととホホホホンンンンダダダダさんさんさんさんのすのすのすのすばばばばらしいらしいらしいらしい取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの後後後後でででで、、、、私私私私どどどどもももものののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをおおおお話話話話ししししさせさせさせさせていたていたていたていただだだだくといくといくといくといううううののののはははは非常非常非常非常にににに心心心心苦苦苦苦しいのでしいのでしいのでしいのでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、きょうきょうきょうきょう、、、、資資資資料料料料のののの方方方方でででで、、、、こうこうこうこういいいいううううブブブブルーのパンフルーのパンフルーのパンフルーのパンフレレレレットをットをットをットを配配配配付付付付させさせさせさせていたていたていたていただだだだいていていていておおおおりますりますりますります。。。。これにこれにこれにこれに基基基基づづづづいていていていて、、、、少少少少ししししおおおお話話話話ををををささささせせせせていたていたていたていただきだきだきだきたいといたいといたいといたいといううううふふふふうにうにうにうに思思思思うわけうわけうわけうわけででででござござござございますいますいますいます。。。。        井村屋製菓井村屋製菓井村屋製菓井村屋製菓のののの工場工場工場工場ででででははははどどどどうううういいいいうううう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行行行行っっっっているのかといているのかといているのかといているのかというこうこうこうことでとでとでとでござござござございいいいますがますがますがますが、、、、ままままずずずず最最最最初初初初にににに取取取取りりりり組組組組んんんんででででおおおおりますのりますのりますのりますのはははは、、、、工場工場工場工場のののの外外外外からからからから中中中中へへへへ持持持持ちちちち込込込込ままままれれれれるるるる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを抑抑抑抑制制制制していしていしていしていこうこうこうこうといといといというううう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ききききてててておおおおりますりますりますります。。。。事事事事例例例例をををを挙挙挙挙げげげげますとますとますとますと、、、、例例例例えばえばえばえば私私私私どどどどもももものののの原原原原料料料料でででで一一一一番番番番たくたくたくたくさんさんさんさん使使使使うううう小小小小麦麦麦麦粉粉粉粉。。。。ここここのののの小小小小麦麦麦麦粉粉粉粉はははは、、、、以前以前以前以前はははは 20202020ＬＬＬＬのののの小小小小袋袋袋袋でででで納納納納品品品品ををををさせさせさせさせていたていたていたていただだだだいていていていておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、それそれそれそれをををを袋袋袋袋をををを破破破破っっっってててて使使使使ううううといといといといううううのがのがのがのが常常常常でででであっあっあっあったたたたわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、小小小小麦麦麦麦粉粉粉粉をををを出出出出ししししたたたた後後後後のののの袋袋袋袋といといといといううううののののはははは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ににににななななっっっってくるてくるてくるてくるわけわけわけわけ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、、、、今今今今はもうはもうはもうはもう 111100000000％％％％、、、、肉肉肉肉ままままんんんん、、、、あんあんあんあんままままんんんんのののの工場工場工場工場にににに関関関関しましてしましてしましてしましてははははサイロをサイロをサイロをサイロを設設設設けけけけましてましてましてまして、、、、ローリーでローリーでローリーでローリーで小小小小麦麦麦麦粉粉粉粉のののの納納納納品品品品をををを行行行行っっっっ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。。。。        そそそそのののの次次次次にににに私私私私どどどどもももものののの原原原原料料料料としてとしてとしてとして使使使使ううううのがのがのがのが砂糖砂糖砂糖砂糖ななななんんんんですですですですねねねね。。。。砂糖砂糖砂糖砂糖もももも実実実実はははは 20202020ＬＬＬＬのののの小小小小袋袋袋袋でででで入入入入っっっっててててまいりましたまいりましたまいりましたまいりました。。。。それそれそれそれをををを、、、、１１１１ｍｍｍｍ３３３３のののの大大大大ききききなフなフなフなフレレレレコンのコンのコンのコンの袋袋袋袋ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そうそうそうそういいいいううううタイタイタイタイプのプのプのプのももももののののににににかかかかええええましてましてましてまして、、、、そそそそのののの袋袋袋袋もゴもゴもゴもゴムのムのムのムの袋袋袋袋ででででででででききききてててておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、リターリターリターリターナナナナブブブブルルルル、、、、使使使使いいいい終終終終わわわわっっっったたたた後後後後はメはメはメはメーカーーカーーカーーカーさんさんさんさんのののの方方方方におにおにおにお返返返返しをしてしをしてしをしてしをして、、、、またまたまたまたそれにそれにそれにそれに入入入入れれれれていたていたていたていただだだだいていていていて納納納納品品品品ををををさせさせさせさせていていていてい
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たたたただだだだくといくといくといくというこうこうこうことをとをとをと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。。。。        ほほほほかかかかにはにはにはには、、、、通通通通いいいい箱箱箱箱とととと言言言言うんうんうんうんですがですがですがですが、、、、包包包包材材材材ののののもももものでのでのでのでははははなしなしなしなしににににプラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックの容容容容器器器器ででででもっもっもっもってててて、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな原原原原料料料料をををを入入入入れようれようれようれようといといといというこうこうこうことをとをとをと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。。。。一一一一つつつつはははは卵卵卵卵ががががござござござございますいますいますいます。。。。私私私私どどどどもももものののの工場工場工場工場ででででははははカステラをつくカステラをつくカステラをつくカステラをつく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、、、、１１１１日日日日にににに２２２２万万万万個個個個のののの卵卵卵卵をををを使使使使っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。卵卵卵卵をををを工場工場工場工場のののの中中中中でででで割割割割っっっってててて、、、、中中中中身身身身をカステラをカステラをカステラをカステラにににに使使使使っっっってててておっおっおっおったたたたわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、そうそうそうそうしますとしますとしますとしますと殻殻殻殻がががが出出出出てくてくてくてくるるるるんんんんですですですですねねねね。。。。２２２２万万万万個個個個のののの殻殻殻殻がががが毎毎毎毎日日日日出出出出てくるてくるてくるてくるわけわけわけわけですですですです。。。。それそれそれそれをコンをコンをコンをコンポポポポストしストしストしストしようようようようといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ取取取取りりりり組組組組んだんんだんんだんんだんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ああああああああいいいいっっっったたたた動物性動物性動物性動物性のたのたのたのたんんんんぱぱぱぱくのくのくのくのもももものといのといのといのといううううののののはははは非常非常非常非常ににおににおににおににおいがいがいがいがききききつくつくつくつく、、、、ちょっちょっちょっちょっとやりとやりとやりとやりづづづづらいなといらいなといらいなといらいなというこうこうこうことでとでとでとで考考考考ええええてててて、、、、卵卵卵卵ののののメメメメーカーーカーーカーーカーさんさんさんさんのののの方方方方でででで割割割割っっっっていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、それそれそれそれをををを液液液液卵卵卵卵としてとしてとしてとして通通通通いいいい箱箱箱箱でででで納納納納品品品品をしていたをしていたをしていたをしていただだだだくといくといくといくといううううシステムをシステムをシステムをシステムを今今今今ははははととととっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。それそれそれそれじゃじゃじゃじゃああああ、、、、そそそそのののの卵卵卵卵のののの殻殻殻殻はははは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして工場工場工場工場のののの方方方方でででで出出出出るるるるじゃじゃじゃじゃないかといないかといないかといないかというこうこうこうことですとですとですとですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、それはそちそれはそちそれはそちそれはそちらのらのらのらの方方方方でででで大大大大量量量量にににに出出出出てくるてくるてくるてくる卵卵卵卵のののの殻殻殻殻をカルシをカルシをカルシをカルシウウウウムとしてムとしてムとしてムとして回回回回収収収収ををををされされされされてててておおおおりますりますりますります。。。。そうそうそうそういいいいっっっったたたた工場工場工場工場のののの外外外外からからからから中中中中へへへへ持持持持ちちちち込込込込ままままれれれれるるるる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを抑抑抑抑制制制制していしていしていしていこうこうこうこうとととといいいいうううう取取取取りりりり組組組組みからスタートしてみからスタートしてみからスタートしてみからスタートしておおおおりますりますりますります。。。。        それそれそれそれじゃじゃじゃじゃああああ、、、、工場工場工場工場からからからから出出出出てくるてくるてくるてくる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がないのかといいますとがないのかといいますとがないのかといいますとがないのかといいますと、、、、そうそうそうそうでででではござはござはござはございまいまいまいませんせんせんせん。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろなななな廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが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。。。。井村屋井村屋井村屋井村屋のののの高高高高茶茶茶茶屋屋屋屋のののの工場工場工場工場でででではははは、、、、年年年年間間間間にににに 2222,,,,000000000000ｔｔｔｔのののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが出出出出てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。それにそれにそれにそれについてどついてどついてどついてどううううするのかといするのかといするのかといするのかというこうこうこうことですとですとですとですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、今今今今、、、、画画画画面面面面にににに出出出出てててておおおおりますバイオりますバイオりますバイオりますバイオガガガガスススス、ＲＰＦ、、ＲＰＦ、、ＲＰＦ、、ＲＰＦ、飼飼飼飼料化料化料化料化、、、、コンコンコンコンポポポポストストストスト事業事業事業事業、、、、ここここのののの４４４４つのリサイクルでつのリサイクルでつのリサイクルでつのリサイクルでもっもっもっもってててて、、、、ままままずずずずゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを確確確確立立立立していしていしていしていこうこうこうこうといといといというううう取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを、、、、今今今今、、、、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。。。。        もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、コンコンコンコンポポポポストのストのストのストの事業事業事業事業とととと飼飼飼飼料化料化料化料化ででででもっもっもっもってててて循環型循環型循環型循環型のリサイクルをのリサイクルをのリサイクルをのリサイクルを構築構築構築構築していしていしていしていこうこうこうこうといといといというこうこうこ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。。。。それそれそれそれとととともうもうもうもう一一一一つつつつござござござございましていましていましていまして、ＲＰＦ、ＲＰＦ、ＲＰＦ、ＲＰＦとバイオとバイオとバイオとバイオガガガガスでスでスでスで、、、、オオオオンサイトでンサイトでンサイトでンサイトで工場工場工場工場からからからから出出出出ててててききききたたたたももももののののはははは工場工場工場工場のののの中中中中でリサイクルしてでリサイクルしてでリサイクルしてでリサイクルして、、、、そそそそのののの中中中中でででで熱熱熱熱エネルギーとエネルギーとエネルギーとエネルギーとしてしてしてして回回回回収収収収していしていしていしていこうこうこうこうといといといというううう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。。。。これはこれはこれはこれはななななぜぜぜぜオンサイトなのかといオンサイトなのかといオンサイトなのかといオンサイトなのかといいますといますといますといますと、、、、今今今今、、、、集集集集約約約約されされされされたタイプでのリサイクルでたタイプでのリサイクルでたタイプでのリサイクルでたタイプでのリサイクルでござござござございますといますといますといますと、、、、どどどどううううしてしてしてしてもそこもそこもそこもそこでででで輸送輸送輸送輸送といといといというううう工工工工程程程程がががが入入入入っっっってまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。輸送輸送輸送輸送のののの工工工工程程程程がががが入入入入っっっってまいりますとてまいりますとてまいりますとてまいりますと、、、、当当当当然然然然そこそこそこそこででででＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２のののの排排排排出出出出がががが出出出出てまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいりますし、、、、大型大型大型大型ののののそうそうそうそういいいいっっっったたたた集集集集約約約約されされされされたタイプのたタイプのたタイプのたタイプの設備設備設備設備ででででござござござございますといますといますといますと、、、、当当当当然然然然環境環境環境環境へへへへのリスクといのリスクといのリスクといのリスクといううううのがのがのがのが考考考考ええええらららられれれれてまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。それそれそれそれとととともうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、こうこうこうこういいいいっっっったリサイたリサイたリサイたリサイクルクルクルクル事業事業事業事業ででででああああるとるとるとると廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処処処処理事業理事業理事業理事業といといといというこうこうこうこととととににににななななっっっっててててききききますとますとますとますと、、、、当当当当然然然然集集集集約約約約されされされされたたたたももももののののににににななななっっっっててててききききますとますとますとますと許許許許可可可可のののの問問問問題等題等題等題等がががが出出出出てまいりてまいりてまいりてまいりますますますます。。。。ですからですからですからですから、、、、ででででききききるるるるだけだけだけだけ工場工場工場工場からからからから出出出出たたたたももももののののはははは工場工場工場工場のののの中中中中でエネルギーとしてでエネルギーとしてでエネルギーとしてでエネルギーとして回回回回収収収収していしていしていしていこうこうこうこうといといといというううう、、、、オンサイトオンサイトオンサイトオンサイト型型型型のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー回回回回収収収収シシシシステムといステムといステムといステムといううううのをのをのをの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。。。。        それそれそれそれでででではははは、、、、そそそそのののの４４４４つのリサイクルつのリサイクルつのリサイクルつのリサイクルにににについてついてついてついて個個個個々々々々にににに説説説説明明明明ををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますがますがますがますが、、、、ままままずずずずココココンンンンポポポポストのストのストのストの事業事業事業事業ででででござござござございますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは 11110000 年年年年近近近近くくくく前前前前からいからいからいからいろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行っっっっててててききききてててておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、平平平平成成成成８８８８年年年年のののの７７７７月月月月にににに三重県三重県三重県三重県のののの上野上野上野上野市市市市にににに、、、、産産産産業廃棄物業廃棄物業廃棄物業廃棄物のののの処処処処理会社理会社理会社理会社さんさんさんさんとととと井村屋製菓井村屋製菓井村屋製菓井村屋製菓とととと合合合合弁弁弁弁のののの会社会社会社会社でコンでコンでコンでコンポポポポストジャパンといストジャパンといストジャパンといストジャパンというううう会社会社会社会社をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげてててておおおおりますりますりますります。。。。そこそこそこそこでででで井村屋製菓井村屋製菓井村屋製菓井村屋製菓からからからから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有機有機有機有機性性性性のののの汚泥汚泥汚泥汚泥、、、、年年年年間間間間 1111,,,,000000000000ｔｔｔｔほほほほどどどどござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、それそれそれそれをコンをコンをコンをコンポポポポスススストトトトににににしてしてしてして、、、、そそそそのでのでのでのできききき上上上上ががががっっっったコンたコンたコンたコンポポポポストストストストはははは、、、、今今今今、、、、園園園園芸芸芸芸店店店店さんさんさんさんででででああああるとかるとかるとかるとか、、、、農農農農家家家家さんさんさんさんででででああああるるるる
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とかとかとかとか、、、、ゴゴゴゴルフルフルフルフ場場場場さんさんさんさんででででああああるとかるとかるとかるとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなとなとなとなところころころころでででで使使使使っっっっていたていたていたていただだだだいていていていておおおおるるるるわけわけわけわけででででござござござございいいいますがますがますがますが、、、、そそそそのののの一一一一部部部部をををを契約契約契約契約農農農農家家家家さんさんさんさんでででで使使使使っっっっていたていたていたていただだだだいていていていておおおおりますりますりますります。。。。事事事事例例例例をををを申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、北北北北海海海海道道道道のののの６６６６農農農農家家家家さんさんさんさんででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、11112222hahahaha にこにこにこにこのコンのコンのコンのコンポポポポストをストをストをストを使使使使っっっっていたていたていたていただきだきだきだきましてましてましてまして、、、、そそそそここここからとからとからとからとれれれれたたたた小小小小豆豆豆豆といといといといううううののののはははは全全全全量量量量私私私私どどどどもももものののの方方方方でででで買買買買いいいい上上上上げさせげさせげさせげさせていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、そそそそのののの小小小小豆豆豆豆だけだけだけだけでででで、、、、ちょっちょっちょっちょっととととＰＲＰＲＰＲＰＲさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますとますとますとますと、、、、小小小小豆豆豆豆バーといバーといバーといバーというううう商品商品商品商品ががががござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、限限限限定定定定のののの小小小小豆豆豆豆バーのバーのバーのバーの商品商品商品商品をつくらをつくらをつくらをつくらせせせせていたていたていたていただだだだいていていていておおおおりますりますりますります。。。。いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる循環型循環型循環型循環型のリサイクルといのリサイクルといのリサイクルといのリサイクルといううううののののはははは、、、、３３３３年年年年ほほほほどどどど前前前前からやらからやらからやらからやらせせせせていたていたていたていただだだだいていていていておおおおりますりますりますります。。。。        もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、上野上野上野上野にににに（（（（ショーショーショーショーレレレレンジンジンジンジ？？？？））））のパイロットのパイロットのパイロットのパイロット農農農農地地地地といといといといううううのがのがのがのがござござござございましていましていましていまして、、、、そそそそここここでででで 11115555hahahahaのののの農農農農地地地地でタマネギをつくらでタマネギをつくらでタマネギをつくらでタマネギをつくらせせせせていたていたていたていただだだだいていていていておおおおりますりますりますります。。。。コンコンコンコンポポポポストをストをストをストを使使使使っっっってタマネてタマネてタマネてタマネギをつくギをつくギをつくギをつくっっっってててて、、、、そそそそのタマネギをのタマネギをのタマネギをのタマネギを、、、、私私私私どどどどもももものののの商品商品商品商品ででででござござござございますいますいますいます肉肉肉肉ままままんんんんのののの原原原原料料料料にににに使使使使わせわせわせわせていたていたていたていただだだだいていていていておおおおりますりますりますります。。。。そんそんそんそんなコンなコンなコンなコンポポポポストストストスト事業事業事業事業がががが平平平平成成成成８８８８年年年年のののの７７７７月月月月からからからから立立立立ちちちち上上上上ががががっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。        ももももととととももももとととと食品食品食品食品会社会社会社会社からからからから出出出出てくるてくるてくるてくる廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物といといといといううううののののはははは、、、、人人人人間間間間がががが食食食食べべべべるるるるもももものがのがのがのがほほほほととととんんんんどでどでどでどでござござござございますいますいますいます。。。。それそれそれそれをををを肥肥肥肥料料料料ににににするのするのするのするのはもっはもっはもっはもったいないたいないたいないたいないじゃじゃじゃじゃないかといないかといないかといないかというこうこうこうことでとでとでとで取取取取りりりり組組組組みみみみ始始始始めめめめたのがたのがたのがたのが、、、、飼飼飼飼料化料化料化料化のののの事業事業事業事業ででででござござござございますいますいますいます。。。。それそれそれそれでででではははは何何何何ででででももももかかかかんんんんででででもももも飼飼飼飼料料料料にににになるかといなるかといなるかといなるかといううううとととと、、、、そうそうそうそうでででではごはごはごはござざざざいまいまいまいませんせんせんせんでででで、、、、炭水炭水炭水炭水化化化化物物物物系系系系のののの残残残残渣渣渣渣、、、、肉肉肉肉ままままんんんん、、、、あんあんあんあんままままんんんんのののの残残残残渣渣渣渣やカステラのやカステラのやカステラのやカステラの残残残残渣渣渣渣といといといといっっっったたたたもももものののの、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたももももののののにににについてついてついてついてはははは乾燥乾燥乾燥乾燥してしてしてして、、、、それそれそれそれをををを飼飼飼飼料料料料としてとしてとしてとして、、、、今今今今、、、、養豚養豚養豚養豚農農農農家家家家さんさんさんさんのののの方方方方ででででおおおお使使使使いをいたいをいたいをいたいをいただだだだいていていていておおおおりますりますりますります。。。。将将将将来来来来的的的的にはそこにはそこにはそこにはそこででででででででききききたたたた豚肉豚肉豚肉豚肉がががが肉肉肉肉ままままんんんんのののの原原原原料料料料ににににならならならならんんんんかといかといかといかというこうこうこうことまでとまでとまでとまで考考考考ええええてててておおおおるるるるわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、ままままだそこだそこだそこだそこまでまでまでまではははは至至至至っっっってててておおおおりまりまりまりませんせんせんせん。。。。農農農農家家家家さんさんさんさんのののの方方方方にはにはにはには提提提提供供供供させさせさせさせていたていたていたていただだだだいているのがいているのがいているのがいているのが現状現状現状現状ででででござござござございますいますいますいます。。。。        続続続続ききききましてましてましてまして、、、、ここここここここまでまでまでまで来来来来るとるとるとると、、、、工場工場工場工場のののの中中中中からからからから有機有機有機有機性性性性のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物といといといといううううののののははははほほほほととととんんんんどなくなどなくなどなくなどなくなっっっったたたたようにようにようにように思思思思われわれわれわれるのですがるのですがるのですがるのですが、、、、ままままだだだだままままだだだだ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。。。。どどどどんんんんななななもももものかといいますとのかといいますとのかといいますとのかといいますと、、、、高高高高濃濃濃濃度度度度のののの廃廃廃廃液液液液。。。。例例例例えばえばえばえば氷氷氷氷みつのみつのみつのみつの廃廃廃廃液液液液でででであっあっあっあったりたりたりたり、、、、小小小小豆豆豆豆のののの渋渋渋渋のののの廃廃廃廃水水水水でででであっあっあっあったりたりたりたり、、、、クリームのクリームのクリームのクリームの残残残残渣渣渣渣、、、、水水水水ようようようようかかかかんんんんとかゼリーのとかゼリーのとかゼリーのとかゼリーの残残残残渣渣渣渣といといといといううううののののはははは、、、、なかなかコンなかなかコンなかなかコンなかなかコンポポポポストストストストにもにもにもにも飼飼飼飼料料料料にもにもにもにも難難難難しいとしいとしいとしいといいいいうこうこうこうことでとでとでとで考考考考ええええたのがバイオたのがバイオたのがバイオたのがバイオガガガガスのスのスのスの装装装装置置置置ででででござござござございますいますいますいます。。。。現在現在現在現在、、、、１１１１日日日日２２２２ｔｔｔｔのののの高高高高濃濃濃濃度度度度のののの廃廃廃廃液液液液ををををバイオバイオバイオバイオガガガガスのスのスのスの装装装装置置置置ででででもっもっもっもっててててガガガガスススス化化化化しましてしましてしましてしまして、、、、メメメメタンタンタンタンをををを回回回回収収収収してしてしてして、、、、そそそそののののメメメメタンでタンでタンでタンでもっもっもっもってててて時間時間時間時間当当当当たりたりたりたり 20202020kkkkＷＷＷＷのののの発発発発電電電電をををを行行行行っっっっててててききききてててておおおおりますりますりますります。。。。発発発発電電電電したしたしたした電電電電気気気気にににについてついてついてついてはははは、、、、工場工場工場工場のののの中中中中へへへへ供供供供給給給給してしてしてしていくといいくといいくといいくというこうこうこうことをとをとをと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。。。。量量量量的的的的にはにはにはには少少少少ないないないないもももものですがのですがのですがのですが、、、、工場工場工場工場のののの中中中中ででででそうそうそうそういいいいううううエネエネエネエネルギーをルギーをルギーをルギーを利用利用利用利用していしていしていしていこうこうこうこうといといといというこうこうこうこととととにににに取取取取りりりり組組組組んんんんででででききききてててておおおおりますりますりますります。。。。        コンコンコンコンポポポポストストストスト、、、、飼飼飼飼料化料化料化料化、、、、バイオバイオバイオバイオガガガガスでスでスでスで、、、、有機有機有機有機性性性性のののの残残残残渣渣渣渣、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる生生生生ごごごごみみみみ系系系系ののののもももものがのがのがのが工場工場工場工場のののの中中中中からなくなからなくなからなくなからなくなっっっってまいりますとてまいりますとてまいりますとてまいりますと、、、、ああああとととと残残残残っっっってくるのがてくるのがてくるのがてくるのが紙紙紙紙とプラスとプラスとプラスとプラスチチチチックでックでックでックでござござござございますいますいますいます。。。。何何何何とかとかとかとか紙紙紙紙とプラスとプラスとプラスとプラスチチチチックをリサイクルしックをリサイクルしックをリサイクルしックをリサイクルしようようようようといといといというこうこうこうことでとでとでとで取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだのがのがのがのが、ＲＰＦ、ＲＰＦ、ＲＰＦ、ＲＰＦででででござござござございいいいますますますます。ＲＤＦ。ＲＤＦ。ＲＤＦ。ＲＤＦととととＲＰＦＲＰＦＲＰＦＲＰＦはははは非常非常非常非常によによによによくくくく似似似似てててておおおおりますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、ＲＰＦ、ＲＰＦ、ＲＰＦ、ＲＰＦのののの場合場合場合場合はははは紙紙紙紙とプラスとプラスとプラスとプラスチチチチックックックックだけだけだけだけでででで、、、、しかしかしかしかもももも、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックの溶溶溶溶けけけけるるるる力力力力をををを使使使使っっっってててて固形燃料固形燃料固形燃料固形燃料をつくをつくをつくをつくっっっっててててききききてててておおおおりましりましりましりましてててて、、、、１１１１月月月月からからからから稼稼稼稼働働働働をををを始始始始めめめめてててておおおおりますがりますがりますがりますが、、、、今今今今現在現在現在現在、、、、紙紙紙紙とプラスとプラスとプラスとプラスチチチチックックックックはははは固形燃料固形燃料固形燃料固形燃料ににににしてしてしてしてボボボボイイイイラーでラーでラーでラーで燃燃燃燃焼焼焼焼するするするするここここととととによっによっによっによってててて、、、、そこそこそこそこからエネルギーをからエネルギーをからエネルギーをからエネルギーを回回回回収収収収してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。換換換換算算算算しましてしましてしましてしまして時時時時間当間当間当間当たりたりたりたり 44440000ＬＬＬＬのエネルギーをのエネルギーをのエネルギーをのエネルギーを回回回回収収収収してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。    
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    こうこうこうこういいいいっっっったたたた４４４４つのつのつのつの事業事業事業事業ででででもっもっもっもってゼロエミッションてゼロエミッションてゼロエミッションてゼロエミッションへへへへのののの挑挑挑挑戦戦戦戦といといといといううううのをのをのをのを、、、、私私私私どどどどもももものののの井村屋井村屋井村屋井村屋製菓製菓製菓製菓でででではははは続続続続けさせけさせけさせけさせていたていたていたていただだだだいていていていておおおおりますりますりますります。。。。        以上以上以上以上ででででござござござございますいますいますいます。。。。            竹林竹林竹林竹林コーディコーディコーディコーディネーターネーターネーターネーター        どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。        大大大大体体体体４４４４時時時時ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、朴朴朴朴先先先先生生生生ががががちょっちょっちょっちょっとととと話話話話足足足足りなかりなかりなかりなかっっっったたたたようようようようなのでなのでなのでなので、、、、４４４４分分分分かかかか５５５５分分分分ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいでもうちょっもうちょっもうちょっもうちょっととととだけおだけおだけおだけお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだいていていていて、、、、それそれそれそれからからからから、、、、ここここのののの５５５５人人人人のののの方方方方々々々々でででで討討討討議議議議をしをしをしをしていたていたていたていただきだきだき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。。。。        でででではははは、、、、朴朴朴朴先先先先生生生生、、、、申申申申ししししわけあわけあわけあわけありまりまりまりませんせんせんせんがががが、、、、手手手手短短短短によろによろによろによ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。。。。            朴教授朴教授朴教授朴教授        あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございますいますいますいます。。。。「「「「み・かみ・かみ・かみ・かんんんん新新新新聞聞聞聞」」」」のののの表紙表紙表紙表紙ににににななななっっっっているとているとているとているところころころころをををを一一一一緒緒緒緒にごにごにごにごららららんんんんいたいたいたいただければだければだければだければととと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。。。。        そうそうそうそういいいいうこうこうこうことでとでとでとで三重環境県民会三重環境県民会三重環境県民会三重環境県民会議議議議といといといといううううとととところころころころがゼロエミッションがゼロエミッションがゼロエミッションがゼロエミッションにににに向向向向けけけけてどてどてどてどうううういいいいっっっったたたたようようようようなななな取取取取りりりり組組組組みをしているのかといみをしているのかといみをしているのかといみをしているのかというこうこうこうことなとなとなとなんんんんですがですがですがですが、、、、ままままずずずず、、、、私私私私たたたたちはちはちはちはいいいいろろろろいいいいろろろろなとなとなとなところころころころでどでどでどでどんんんんなななな形形形形でででで頑張頑張頑張頑張っっっったとしてたとしてたとしてたとしてもももも、、、、例例例例えばえばえばえば昼昼昼昼間間間間、、、、私私私私ののののようにようにようにように大学大学大学大学ににににいるいるいるいる人人人人ででででもももも、、、、ああああるいるいるいるいはははは行行行行政政政政マンでマンでマンでマンでもももも、、、、企企企企業業業業側側側側ににににいるいるいるいる人人人人ででででもももも、、、、家家家家にににに帰帰帰帰ればればればれば生生生生活者活者活者活者にににに戻戻戻戻るるるる。。。。そうそうそうそういいいいっっっったとたとたとたときにきにきにきに、、、、一一一一人人人人一一一一人人人人のののの身身身身のののの回回回回りのりのりのりのこここことがでとがでとがでとができきききななななければければければければ、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる生生生生活者活者活者活者としてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割をををを果果果果たたたたささささななななければければければければ、、、、職職職職場場場場でででで幾幾幾幾らどらどらどらどんんんんなななな形形形形でででで話話話話をしていてをしていてをしていてをしていてもももも、、、、それはそれはそれはそれは実実実実践践践践とやとやとやとやっっっっているているているているこここことがとがとがとが一一一一致致致致していないしていないしていないしていないここここととととだろうだろうだろうだろうとととと。。。。これはこれはこれはこれは一一一一番難番難番難番難しいしいしいしいんんんんでででで、、、、それそれそれそれががががももももしししし少少少少しでしでしでしでももももいいいいいいいい形形形形ででででででででききききているているているている事事事事例例例例がでがでがでができれきれきれきればばばば、、、、これはこれはこれはこれは一一一一気気気気にににに行行行行くくくくんだろうんだろうんだろうんだろうとととと思思思思っっっっていまていまていまていましてしてしてして、、、、自分自分自分自分のののの身身身身のののの回回回回りででりででりででりででききききるるるるこここことをとをとをとを考考考考ええええたたたたわけわけわけわけななななんんんんですですですですねねねね。。。。        そそそそのとのとのとのときにきにきにきに考考考考ええええたのたのたのたのはははは、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でででで毎毎毎毎日日日日買買買買いいいい物物物物にににに行行行行くくくく人人人人ももももいいいいればればればれば、、、、週週週週にににに１１１１回行回行回行回行くくくく人人人人ももももいるでしいるでしいるでしいるでしょうょうょうょうしししし、、、、女女女女性性性性ででででもももも男男男男性性性性ででででもももも、、、、それそれそれそれからからからから子子子子供供供供もももも大人大人大人大人もももも関係関係関係関係なくなくなくなく、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でででで買買買買いいいい物物物物にににに行行行行くくくく。。。。そうそうそうそういいいいっっっったとたとたとたときにきにきにきに、、、、私私私私たたたたちはちはちはちは買買買買いいいい物物物物にににに行行行行くとくとくとくときにおきにおきにおきにお金金金金はははは持持持持っっっっていくていくていくていくけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そそそそののののほほほほかのかのかのかのももももののののはははは持持持持っっっっていかないていかないていかないていかない。。。。一一一一番番番番肝肝肝肝心心心心なななな、、、、物物物物をををを買買買買っっっったとたとたとたときにきにきにきに家家家家までまでまでまで運運運運ぶぶぶぶ手手手手段段段段をををを持持持持っっっっていないていないていないていない。。。。持持持持っっっっていかないていかないていかないていかない理理理理由由由由はははは何何何何かといかといかといかといううううとととと、、、、おおおお店店店店がががが用用用用意意意意してくしてくしてくしてくれれれれるからといるからといるからといるからというこうこうこうこととととだだだだっっっったとたとたとたと思思思思うんうんうんうんですですですですねねねね。。。。考考考考ええええてみてみてみてみればればればれば、、、、私私私私たたたたちはそれちはそれちはそれちはそれををををレレレレジジジジ袋袋袋袋ととととよよよよくくくく言言言言っっっっているているているているんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたたようようようようななななももももののののはははは、、、、本本本本来来来来ならならならなら私私私私たたたたちちちちがががが何何何何らかのらかのらかのらかの手手手手段段段段をををを持持持持っっっっていていていていけばけばけばけば、、、、なくてなくてなくてなくてもももも済済済済んだもんだもんだもんだものでのでのでのでははははないかといないかといないかといないかというこうこうこうことをとをとをとを考考考考ええええたたたたわけわけわけわけななななんんんんですですですですねねねね。。。。        そこそこそこそこでででで、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋だけだけだけだけがががが悪悪悪悪者者者者ででででははははないないないないんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、生生生生活活活活をををを改改改改めめめめるるるるもももものとしてのとしてのとしてのとして見見見見たとたとたとたとききききにににに、、、、私私私私たたたたちはレちはレちはレちはレジジジジ袋袋袋袋でででで一体一体一体一体どどどどれだけれだけれだけれだけのエネルギーをのエネルギーをのエネルギーをのエネルギーを使使使使っっっっていてていてていてていて、、、、どどどどれだけれだけれだけれだけののののおおおお金金金金をかをかをかをかけけけけてててているのかといいるのかといいるのかといいるのかというこうこうこうことをとをとをとを調調調調べべべべましたましたましたました。。。。そうそうそうそうしたらしたらしたらしたら、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、詳詳詳詳しいしいしいしい資資資資料料料料ははははなかなかなかなかなかなかなかなか県県県県内内内内でででで得得得得るるるるここここととととははははでででできずきずきずきず、、、、日本日本日本日本全全全全国国国国でどでどでどでどれぐれぐれぐれぐらいのらいのらいのらいのレレレレジジジジ袋袋袋袋がががが使使使使われわれわれわれているかといているかといているかといているかというこうこうこうことをまとをまとをまとをまずずずず調調調調べべべべてみたらてみたらてみたらてみたら、、、、何何何何とととと年年年年間約間約間約間約 222288880000 億枚億枚億枚億枚ののののレレレレジジジジ袋袋袋袋がががが使使使使われわれわれわれているといているといているといているというううう事事事事実実実実ががががわわわわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。
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ＭＭＭＭサイサイサイサイズズズズといといといというううう普普普普通通通通のののの大大大大きさきさきさきさでつくるとでつくるとでつくるとでつくるときにきにきにきに、、、、１１１１枚枚枚枚大大大大体体体体 20202020ccccccccかかるのでかかるのでかかるのでかかるので、、、、それそれそれそれをををを 222288880000億枚億枚億枚億枚でででで計計計計算算算算したらしたらしたらしたら、、、、日本日本日本日本はははは原原原原油油油油をををを 111100000000％％％％近近近近いいいい形形形形でででで輸入輸入輸入輸入しているしているしているしているんんんんですがですがですがですが、、、、そそそそのののの輸入量輸入量輸入量輸入量のののの１１１１日分日分日分日分、、、、363636365555 日日日日ののののうちうちうちうちのののの１１１１日分日分日分日分がががが何何何何ととととレレレレジジジジ袋袋袋袋ににににかかかかかかかかわわわわるるるるもももものでのでのでので使使使使われわれわれわれているといているといているといているというこうこうこうことがとがとがとがわわわわかりまかりまかりまかりましたしたしたした。。。。        それそれそれそれからからからから、、、、１１１１枚枚枚枚ににににどどどどれだけれだけれだけれだけのコストがかかるかといのコストがかかるかといのコストがかかるかといのコストがかかるかというこうこうこうことをとをとをとを考考考考ええええてみたらてみたらてみたらてみたら、、、、小小小小ささささいスいスいスいスモモモモールサイールサイールサイールサイズズズズとととと言言言言われわれわれわれるのがるのがるのがるのが２２２２円円円円ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、普普普普通通通通はははは３３３３～～～～４４４４円円円円、、、、大大大大ききききいいいいＬＬＬＬＬＬＬＬサイサイサイサイズズズズといといといといううううのがのがのがのが５５５５円円円円ぐぐぐぐらいかかるらいかかるらいかかるらいかかる。。。。そうそうそうそういいいいうこうこうこうことがとがとがとがわわわわかりまかりまかりまかりましてしてしてして、、、、三重県三重県三重県三重県はははは 111188886666 万人万人万人万人ですからですからですからですから、、、、１１１１億億億億 2222,,,,000000000000万人万人万人万人でででで 222288880000億枚億枚億枚億枚なのでなのでなのでなので、、、、簡簡簡簡単単単単にににに計計計計算算算算するとするとするとすると、、、、平平平平均均均均的的的的にににに使使使使ううううといといといというこうこうこうこととととににににしてしてしてしてもももも、、、、約約約約４４４４億億億億 2222,,,,000000000000万万万万枚枚枚枚からからからから４４４４億億億億 4444,,,,000000000000 万万万万枚枚枚枚使使使使われわれわれわれるといるといるといるというこうこうこうことがとがとがとがわわわわかりましてかりましてかりましてかりまして、、、、それそれそれそれをををを計計計計算算算算したらしたらしたらしたら、、、、年年年年間間間間 11112222～～～～11115555 億億億億。。。。しかしかしかしかもももも、、、、ここここののののレレレレジジジジ袋袋袋袋はははは結果結果結果結果的的的的にごにごにごにごみみみみ袋袋袋袋としてとしてとしてとして使使使使われわれわれわれてててて燃燃燃燃ややややされされされされるのでるのでるのでるので、、、、そうそうそうそういいいいっっっったとたとたとたときにきにきにきにかかかかかかかかわわわわるるるる費費費費用用用用までまでまでまで入入入入れれれれるとるとるとると、、、、少少少少なくとなくとなくとなくともももも十十十十数数数数億億億億といといといというおうおうおうお金金金金がががが年年年年間間間間灰灰灰灰としてとしてとしてとして出出出出ていていていていくくくくおおおお金金金金だだだだといといといというこうこうこうことがとがとがとがわわわわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。        ももももししししそれそれそれそれがががが、、、、私私私私たたたたちちちちがマイバッグとかがマイバッグとかがマイバッグとかがマイバッグとか何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でででで持持持持っっっっていていていていっっっってててて、、、、「「「「それはそれはそれはそれは要要要要りまりまりまりませんせんせんせんよよよよ」」」」といといといというううう形形形形ににににななななっっっったとすたとすたとすたとすればればればれば、、、、十十十十数数数数億億億億といといといというおうおうおうお金金金金がががが環境環境環境環境活活活活動動動動にににに回回回回されされされされるかるかるかるかももももししししれれれれないしないしないしないし、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちのののの身身身身のののの回回回回りのりのりのりの環境環境環境環境ををををもうもうもうもう一一一一回回回回考考考考えさせえさせえさせえさせるるるる、、、、そうそうそうそういいいいうううう啓啓啓啓発的発的発的発的なとなとなとなところにころにころにころに使使使使ううううののののだだだだととととすすすすればればればれば、、、、これはこれはこれはこれは大大大大変変変変ななななここここととととだだだだといといといというこうこうこうことがとがとがとがわわわわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。３３３３億円億円億円億円といといといというううう環境環境環境環境をををを考考考考ええええていいていいていいていいとととと言言言言っっっっているているているているおおおお金金金金のののの大大大大きさにびっきさにびっきさにびっきさにびっくりしたくりしたくりしたくりした私私私私たたたたちちちちからからからから見見見見るとるとるとると、、、、身身身身のののの回回回回りのりのりのりの簡簡簡簡単単単単ななななこここことととと、、、、ででででききききるるるるここここととととにににに目目目目をををを向向向向けけけけたとたとたとたときにきにきにきに、、、、それそれそれそれのののの数数数数倍倍倍倍にににになるなるなるなるようようようようななななおおおお金金金金ががががごろごろごろごろごろごろごろごろ転転転転ががががっっっってててて、、、、しかしかしかしかもももも、、、、それそれそれそれがががが灰灰灰灰としてとしてとしてとして消消消消ええええていくのていくのていくのていくのだだだだといといといというこうこうこうことをとをとをとを目目目目のののの当当当当たりたりたりたりににににしてしてしてして、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりここだここだここだここだといといといというこうこうこうことをとをとをとを考考考考ええええてててて、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋はははは要要要要りまりまりまりませんせんせんせんといといといというううう形形形形ににににししししようようようようとととと、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋ゼロゼロゼロゼロ運動運動運動運動だだだだといといといというこうこうこうことでとでとでとで位位位位置置置置づづづづけけけけたたたたわけわけわけわけななななんんんんですですですですねねねね。。。。        それそれそれそれがなかなかがなかなかがなかなかがなかなか難難難難しいしいしいしい。。。。最最最最初初初初はははは簡簡簡簡単単単単ににににででででききききるとるとるとると思思思思いまいまいまいませんせんせんせんでしたでしたでしたでした。。。。ななななぜぜぜぜならならならなら、、、、マイバッマイバッマイバッマイバッグをグをグをグを持持持持っっっってててて買買買買いいいい物物物物しているしているしているしている割割割割合合合合がどのくらいがどのくらいがどのくらいがどのくらいああああるかといるかといるかといるかというこうこうこうことをとをとをとを調調調調べべべべてみたらてみたらてみたらてみたら、、、、日本日本日本日本全全全全国国国国でででで３３３３～～～～５５５５％％％％といといといというこうこうこうことがとがとがとがわわわわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。111100000000 人人人人にににに３３３３～～～～５５５５人人人人ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが自分自分自分自分のののの袋袋袋袋をををを持持持持っっっっていていていていっっっってててて、、、、99995555 人人人人以上以上以上以上のののの人人人人はははは何何何何にもにもにもにも持持持持っっっっていかないでていかないでていかないでていかないで、、、、たたたただだだだだだだだからといからといからといからというううう。。。。どどどどここここかでかでかでかで間間間間違違違違っっっっているているているている。。。。ここここれはれはれはれはどどどどうううういいいいうううう仕仕仕仕組組組組みでみでみでみで間間間間違違違違っっっったかたかたかたかはははは、、、、よよよよくくくく考考考考ええええてみないとてみないとてみないとてみないとわわわわからないからないからないからないんんんんですがですがですがですが、、、、我我我我々々々々もももも、、、、それそれそれそれからからからからおおおお店側店側店側店側もももも、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものをつくのをつくのをつくのをつくるとるとるとるところころころころででででもももも、、、、みみみみんんんんなななな何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でででで社会社会社会社会のののの仕仕仕仕組組組組みみみみのののの中中中中でででで目目目目にににに見見見見ええええないとないとないとないところころころころでででで入入入入っっっっているのでているのでているのでているので、、、、痛痛痛痛みをみをみをみを伴伴伴伴わわわわないないないないようようようようななななもももものでたのでたのでたのでただだだだででででももももららららううううといといといというこうこうこうことがいつのとがいつのとがいつのとがいつの間間間間ににににかかかか広広広広ががががっっっってててて、、、、当当当当然然然然ももももらららら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こうこうこうこととととににににななななっっっっているのでているのでているのでているので、、、、ああああんんんんまりまりまりまりそうそうそうそういいいいううううとととところにころにころにころに気気気気がつかなかがつかなかがつかなかがつかなかっっっったといたといたといたというこうこうこうことがとがとがとが、、、、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がががが５５５５％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらいににににとどまとどまとどまとどまっっっっているているているているこここことがとがとがとがわわわわかかかかっっっったたたたわけわけわけわけななななんんんんですですですですねねねね。。。。        そこそこそこそこでででで、、、、私私私私たたたたちはちはちはちは、、、、子子子子供供供供へへへへのののの環境教環境教環境教環境教育育育育をををを徹底徹底徹底徹底化化化化するとかするとかするとかするとか、、、、これこれこれこれからのからのからのからの環境環境環境環境ははははややややっっっっぱぱぱぱりりりりおおおお母母母母さんさんさんさんのののの力力力力ををををおおおお借借借借りしなりしなりしなりしなければければければければならないとならないとならないとならないと。。。。女女女女性性性性がががが強強強強いいいい社会社会社会社会はははは、、、、（（（（環境環境環境環境にににに力力力力のいいのいいのいいのいい？？？？））））、、、、元元元元気気気気のいいのいいのいいのいい町町町町はははは必必必必ずよずよずよずよくなくなくなくなっっっっていくていくていくていくんだんだんだんだといといといというこうこうこうことととともあっもあっもあっもあってててて、、、、それそれそれそれでででで徹底徹底徹底徹底的的的的ににににマイバッグをマイバッグをマイバッグをマイバッグを持持持持っっっっていていていていききききましましましましょうょうょうょうといといといといううううキキキキャンャンャンャンペペペペーンーンーンーン、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋はもうはもうはもうはもう一一一一度度度度考考考考ええええてみまてみまてみまてみませんせんせんせんかといかといかといかといううううキキキキャャャャンンンンペペペペーンをーンをーンをーンを大大大大々々々々的的的的にににに２２２２年年年年半半半半かかかかけけけけてやてやてやてやっっっったたたたわけわけわけわけななななんんんんですですですですねねねね。。。。    
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    そうそうそうそういいいいうううう結果結果結果結果、、、、大大大大変変変変ないないないないろろろろいいいいろろろろなななな苦労苦労苦労苦労もあもあもあもありましたがりましたがりましたがりましたが、、、、幸幸幸幸いいいい、、、、三重県三重県三重県三重県のののの中中中中にあにあにあにあるるるる大大大大手手手手ススススーパーーパーーパーーパー、、、、チェチェチェチェーンストーンストーンストーンストアアアア……………………                                                                                                                                                                                                                                            （（（（テープテープテープテープ②②②②ＡＡＡＡ面面面面終終終終了了了了））））    ……………………会社会社会社会社組組組組織織織織としてとしてとしてとして 22227777あああありますがりますがりますがりますが、、、、全全全全部部部部のののの協協協協力力力力をををを得得得得るるるるこここことがでとがでとがでとができきききましたましたましたました。。。。ままままずずずず、、、、ゼロまでゼロまでゼロまでゼロまで行行行行くかどくかどくかどくかどううううかかかかわわわわからないですがからないですがからないですがからないですが、、、、減減減減らすらすらすらすここここととととにににに賛賛賛賛成成成成しますしますしますしますよよよよといといといというこうこうこうことをとをとをとを取取取取りつりつりつりつけけけけたたたたわけわけわけわけななななんんんんですですですですねねねね。。。。そこそこそこそこのののの傘傘傘傘のののの下下下下にあにあにあにあるるるるおおおお店店店店がががが 333300000000 店店店店舗舗舗舗以上以上以上以上あっあっあっあったたたたんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そこそこそこそこののののおおおお店店店店にににに、、、、ここここのののの「「「「み・かみ・かみ・かみ・かんんんん新新新新聞聞聞聞」」」」のののの右右右右側側側側にあにあにあにあるカエルるカエルるカエルるカエル、、、、““““生生生生活活活活カエルカエルカエルカエル君君君君””””といといといというよううよううよううようなマークなマークなマークなマークはははは、、、、協協協協力力力力していいですしていいですしていいですしていいですよよよよとととと言言言言っっっっているとているとているとているところにころにころにころに張張張張っっっっててててももももららららうううう。。。。それそれそれそれからからからから、、、、左左左左側側側側にあにあにあにあるるるる、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋のののの形形形形ににににしてしてしてして口口口口をををを大大大大ききききくくくく丸丸丸丸くしているくしているくしているくしている、、、、ノノノノーといーといーといーというこうこうこうことなとなとなとなんんんんですがですがですがですが、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋ををををももももららららわわわわないないないないよよよようにうにうにうにししししようようようよう、、、、渡渡渡渡ささささないないないないようにようにようにようにししししようようようようといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんからのからのからのからの公公公公募募募募ででででこうこうこうこういいいいううううキキキキャラクャラクャラクャラクターをターをターをターを選選選選ばせばせばせばせていていていていたたたただだだだいたいたいたいたわけわけわけわけですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そうそうそうそういいいいうこうこうこうことをいとをいとをいとをいろろろろいいいいろろろろななななおおおお店店店店ののののレレレレジのとジのとジのとジのところだころだころだころだとかとかとかとかにににに入入入入れれれれてててて、、、、もうもうもうもう一一一一度度度度考考考考ええええてみましてみましてみましてみましょうょうょうょう、、、、自分自分自分自分のののの袋袋袋袋をををを持持持持っっっっていくていくていくていく形形形形ににににしまししまししまししましょうょうょうょうとととと。。。。        そうそうそうそういいいいうこうこうこうことでとでとでとで、、、、幸幸幸幸いいいい、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななおおおお店店店店がががが環境環境環境環境ににににかかかかかかかかわわわわるといるといるといるというこうこうこうことでとでとでとで、、、、「「「「要要要要らないらないらないらないよよよよ」」」」とととと言言言言っっっっているているているている方方方方にはにはにはには１１１１回回回回５５５５円円円円ぐぐぐぐらいのスタンプをらいのスタンプをらいのスタンプをらいのスタンプを押押押押してしてしてして、、、、20202020 個個個個ににににななななっっっったとたとたとたときにきにきにきに 111100000000 円円円円をををを還還還還元元元元するといするといするといするといううううとととところころころころととととううううまくまくまくまく連動連動連動連動するといするといするといするというううう形形形形ににににしてしてしてして、、、、活活活活動動動動してしてしてしてききききましたましたましたました。。。。        現在現在現在現在、、、、２２２２年年年年半半半半本本本本格格格格的的的的ににににややややっっっってててて、、、、６６６６月月月月のののの環境環境環境環境月間月間月間月間、、、、11110000 月月月月はははは「「「「レレレレジジジジ袋袋袋袋ないないないないないないないない月間月間月間月間」」」」といといといといううううこここことをやとをやとをやとをやっっっったとたとたとたところころころころ、、、、平平平平均均均均的的的的にはにはにはには三重県三重県三重県三重県でででではははは 20202020～～～～33330000％％％％がががが「「「「要要要要りまりまりまりませんせんせんせん」」」」といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、全全全全国国国国平平平平均均均均よよよよりりりり 11110000倍近倍近倍近倍近いといといといところころころころまでまでまでまで来来来来ていますていますていますています。。。。        それそれそれそれからからからから、、、、「「「「私私私私、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり要要要要らないらないらないらないわわわわ」」」」といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、県民会県民会県民会県民会議議議議のののの運動運動運動運動にににに賛賛賛賛同同同同ししししたいといたいといたいといたいというこうこうこうことでとでとでとで署署署署名名名名ををををももももららららっっっったたたたもももものがのがのがのが、、、、今今今今、、、、11115555 万人万人万人万人をををを超超超超ええええていますていますていますています。。。。三重県三重県三重県三重県はははは 161616168888 万人万人万人万人ですのでですのでですのでですので、、、、約約約約１１１１割割割割近近近近いいいい方方方方がががが「「「「ままままああああ、、、、いいですいいですいいですいいですよよよよ。。。。何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形ででででこれこれこれこれからからからからもももも協協協協力力力力しますしますしますしますよよよよ」」」」といといといというこうこうこうこととととももももももももららららっっっったといたといたといたというこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。        もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、私私私私はははは一一一一番番番番一一一一気気気気にににに進進進進めめめめるるるる力力力力をををを持持持持っっっっているのているのているのているのはははは行政行政行政行政のののの側側側側だだだだとととと思思思思うんうんうんうんですがですがですがですが、、、、ややややははははりりりりごごごごみみみみ問問問問題題題題はははは大大大大変変変変なななな問問問問題題題題ががががあああありますりますりますります。。。。今今今今、、、、ごごごごみみみみ問問問問題題題題でででで三重県三重県三重県三重県はははは大大大大変変変変ななななここここととととににににななななっっっっているているているているんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、出出出出してからしてからしてからしてから減減減減ららららそうそうそうそうといといといというよううよううよううようななななこここことでとでとでとでははははなくなくなくなく、、、、出出出出すすすす前前前前からどからどからどからどうううう処処処処理理理理すすすするかとるかとるかとるかと。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルももももいいいいいいいいんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルにもおにもおにもおにもお金金金金がかかりますがかかりますがかかりますがかかります。。。。エネルギエネルギエネルギエネルギーがかかりますーがかかりますーがかかりますーがかかります。。。。だだだだからからからから、、、、発生発生発生発生をををを抑抑抑抑制制制制するするするするこここことととと、、、、出出出出ささささないないないないこここことからとからとからとから始始始始まるといまるといまるといまるというこうこうこうこととととはははは、、、、自分自分自分自分のののの身身身身のののの回回回回りのでりのでりのでりのでききききるるるるこここことからでとからでとからでとからでききききななななければければければければ何何何何にもにもにもにもででででききききないといないといないといないというこうこうこうことのスタートライとのスタートライとのスタートライとのスタートラインンンンにににに立立立立っっっっていくといていくといていくといていくというこうこうこうこととしてととしてととしてととして、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋ゼロゼロゼロゼロ運動運動運動運動といといといというもうもうもうもののののははははややややっっっっていていていていこうこうこうこうとととと思思思思うんうんうんうんでででですすすすねねねね。。。。        たたたただだだだ、、、、県民会県民会県民会県民会議議議議としてとしてとしてとしてはははは３３３３年年年年間間間間自分自分自分自分たたたたちちちちでででで、、、、みみみみんんんんなのなのなのなの協協協協力力力力をををを得得得得てててて 111111110000 団体団体団体団体をををを超超超超ええええるるるる団体団体団体団体のののの協協協協力力力力をををを得得得得ながらやながらやながらやながらやっっっったたたたんんんんですがですがですがですが、、、、これこれこれこれからからからからははははどどどどちちちちらかといらかといらかといらかといううううとととと今今今今までのまでのまでのまでのノウハウノウハウノウハウノウハウをををを共共共共有有有有ででででききききるるるる仲仲仲仲介支援介支援介支援介支援的的的的ななななここここととととににににしししし、、、、実実実実際際際際にににに 111111110000 団体団体団体団体をををを超超超超ええええるるるる団体団体団体団体がやがやがやがやっっっっていいですていいですていいですていいですよよよよといといといというこうこうこうことをとをとをとを言言言言っっっっているのでているのでているのでているので、、、、そこそこそこそこをををを全全全全面面面面的的的的にににに支援支援支援支援をしていくといをしていくといをしていくといをしていくというううう形形形形でででで、、、、少少少少ししししずずずずつつつつ軌軌軌軌道道道道修修修修正正正正しなしなしなしながらがらがらがらこれこれこれこれからやからやからやからやっっっっていていていていこうこうこうこうとととと思思思思っっっっているているているているんんんんですですですですねねねね。。。。そうそうそうそういいいいっっっったたたたようようようようなななな部分部分部分部分にににに関関関関してしてしてしてはははは、、、、ホホホホ
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ームームームームペペペページージージージだだだだとかとかとかとか、、、、新新新新聞聞聞聞だだだだとかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなとなとなとなところころころころでででで私私私私たたたたちはちはちはちはややややっっっっているのでているのでているのでているので、、、、これこれこれこれからからからからもももも協協協協力力力力をしていたをしていたをしていたをしていただきだきだきだきたいなたいなたいなたいなああああととと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。。。。        最最最最後後後後にににになりますなりますなりますなります。。。。ここここここここでででで得得得得らららられれれれたたたた教教教教訓訓訓訓といといといというもうもうもうものをのをのをのを一一一一つのつのつのつのメメメメッッッッセセセセージとしージとしージとしージとしてててて言言言言ううううならならならならばばばば、、、、私私私私はこれはこれはこれはこれからからからからはははは認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体をつくるをつくるをつくるをつくる必要必要必要必要ががががああああるのでるのでるのでるのではははは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いますていますていますています。。。。これはちょこれはちょこれはちょこれはちょっっっっとととと１１１１枚枚枚枚ののののＯＯＯＯＨＨＨＨＰＰＰＰだけだけだけだけ見見見見ていたていたていたていただきだきだきだきたいとたいとたいとたいと思思思思ううううのですのですのですのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、今今今今までのまでのまでのまでの私私私私たたたたちちちちがやがやがやがやっっっっててててききききていたていたていたていたももももののののはははは、、、、44440000 人人人人、、、、50505050 人人人人ののののこここことでとでとでとであああありましたりましたりましたりました。。。。これこれこれこれをををを大大大大幅幅幅幅にににに仲仲仲仲介支援介支援介支援介支援といといといというこうこうこうことでとでとでとで組組組組織織織織をををを変変変変ええええるるるるここここととととによっによっによっによってててて、、、、人人人人もそんもそんもそんもそんななななにににに要要要要らないらないらないらない。。。。三重環境県民会三重環境県民会三重環境県民会三重環境県民会議議議議ははははみみみみんんんんなのなのなのなのもももものですのですのですのですからからからから、、、、実実実実際際際際ににににややややっっっっていくていくていくていく人人人人ははははほほほほんんんんのののの 11110000 人人人人程程程程度度度度でいいでいいでいいでいいよよよよとととと。。。。ああああととととはははは、、、、111188886666 万人万人万人万人、、、、みみみみんんんんなのなのなのなの力力力力にににに任任任任せせせせるとるとるとると。。。。それはそれはそれはそれはどどどどうううういいいいうこうこうこうことがとがとがとが可能可能可能可能でででであっあっあっあったとたとたとたときにきにきにきにででででききききるかといるかといるかといるかというこうこうこうことでとでとでとで考考考考ええええてみまてみまてみまてみましたしたしたした。。。。ややややははははりりりり私私私私たたたたちはちはちはちは認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体をつくをつくをつくをつくろうろうろうろう。。。。三重県三重県三重県三重県全体全体全体全体がががが、、、、ごごごごみみみみ問問問問題題題題ならならならならごごごごみみみみ問問問問題題題題、、、、意意意意識識識識をををを変変変変ええええるるるるこここことならとならとならとなら変変変変ええええるるるるこここことでとでとでとで、、、、みみみみんんんんなななな共共共共有有有有ししししようよようよようよようよとととと。。。。そそそそのののの中中中中にはにはにはには、、、、行政行政行政行政もももも、、、、科学科学科学科学者者者者もももも、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯもももも、、、、市民市民市民市民もももも、、、、企企企企業業業業もももも、、、、メメメメディディディディアもアもアもアも、、、、ああああららららゆゆゆゆるとるとるとるところころころころがみがみがみがみんんんんなななな横横横横並並並並びびびびをしをしをしをしようよようよようよようよとととと。。。。昔昔昔昔みたいみたいみたいみたいにににに、、、、ああああるとるとるとるところだけころだけころだけころだけ情情情情報報報報がががが入入入入っっっってててて、、、、おおおお偉偉偉偉いいいいさんだけさんだけさんだけさんだけがががが集集集集ままままっっっっているているているている組組組組織織織織はははは要要要要りまりまりまりませんせんせんせん。。。。それはそれはそれはそれはみみみみんんんんなななな情情情情報報報報をオープンをオープンをオープンをオープンににににするするするするここここととととによっによっによっによってててて横横横横並並並並びにびにびにびにしてしてしてして、、、、手手手手とととと手手手手をつなをつなをつなをつなぎぎぎぎ合合合合うううう。。。。そそそそのののの中中中中にはにはにはには君君君君臨臨臨臨するするするする人人人人ももももいないないないなければければければければ、、、、従従従従うばっうばっうばっうばっかりのかりのかりのかりの人人人人ももももいないいないいないいない。。。。みみみみんんんんなななな自分自分自分自分がががが責任責任責任責任をををを持持持持っっっってててて、、、、一一一一人人人人のののの社会人社会人社会人社会人としてとしてとしてとして自自自自覚覚覚覚をををを持持持持っっっってみてみてみてみんんんんながながながなが引引引引っっっっ張張張張っっっっていくていくていくていくももももののののににににななななっっっっていていていていくくくく。。。。そうそうそうそういいいいっっっったたたた形形形形でのでのでのでの認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体のののの中中中中にはにはにはには、、、、当当当当然政策立然政策立然政策立然政策立案案案案のののの過過過過程程程程のののの中中中中ででででもももも密密密密室室室室でででで行行行行うこうこうこうこととととははははででででききききないないないない。。。。みみみみんんんんなななな一一一一緒緒緒緒にににに考考考考ええええてててて一一一一つつつつずずずずつつつつ詰詰詰詰めめめめていくていくていくていく。。。。時間時間時間時間ははははかかるかかかるかかかるかかかるかももももししししれれれれないないないない。。。。ちっちっちっちっとととともももも進進進進まないかまないかまないかまないかももももししししれれれれないないないない。。。。それはあそれはあそれはあそれはあるるるる意意意意味味味味でででではははは当当当当然然然然考考考考ええええななななければければければければならないならないならないならない一一一一つのプロつのプロつのプロつのプロセセセセスでスでスでスでああああるるるる。。。。知知知知恵恵恵恵をををを絞絞絞絞っっっってててて、、、、運運運運命命命命共共共共同同同同体体体体、、、、認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体といといといというこうこうこうことでとでとでとであればあればあればあれば、、、、勝勝勝勝者者者者ももももななななければければければければ敗敗敗敗者者者者ももももないないないない。。。。みみみみんんんんながながながなが勝勝勝勝つたつたつたつためにはめにはめにはめにはととととににににかくかくかくかく手手手手とととと手手手手をつなをつなをつなをつなげげげげるといるといるといるというこうこうこうことでとでとでとで、、、、認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体をををを三重県三重県三重県三重県ははははつくるつくるつくるつくる必要必要必要必要ががががああああるるるるだろうだろうだろうだろうとととと。。。。        これはこれはこれはこれは、、、、111188886666万人万人万人万人がががが一一一一気気気気ににににやるのやるのやるのやるのはははは大大大大変変変変なのでなのでなのでなので、、、、小小小小ささささいいいい、、、、大大大大ききききいいいい、、、、ででででききききるとるとるとるところころころころからからからから、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれのとのとのとのところころころころでのグループないしでのグループないしでのグループないしでのグループないし、、、、ああああるいるいるいるいはそれはそれはそれはそれぞぞぞぞれれれれのののの団体団体団体団体ないしないしないしないし、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななもももものでのでのでので、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ違違違違っっっったたたた発発発発想想想想やややや違違違違っっっったとたとたとたところにころにころにころにいるいるいるいる人人人人もよもよもよもよくくくく受受受受けけけけ入入入入れれれれるるるるようようようようなオープンマインなオープンマインなオープンマインなオープンマインドドドドをををを持持持持っっっってやてやてやてやっっっっていくていくていくていく。。。。そうそうそうそういいいいうううう中中中中でででで、、、、ぐぐぐぐるるるるぐぐぐぐるるるる循環循環循環循環させさせさせさせていくていくていくていく。。。。たたたためめめめていたらていたらていたらていたら物物物物はははは腐腐腐腐るるるるここここととととはははは当当当当然然然然なのでなのでなのでなので、、、、人人人人ももももたまたまたまたまっっっっているているているているだけだけだけだけでででではだめにはだめにはだめにはだめにななななっっっってしまてしまてしまてしまううううのでのでのでので、、、、そそそそのののの中中中中ででででぐぐぐぐるるるるぐぐぐぐるるるる回回回回すすすす。。。。そうそうそうそういいいいうううう求求求求心力心力心力心力やややや遠遠遠遠心力心力心力心力ののののああああるるるるもももものをのをのをのを私私私私たたたたちちちち自自自自身身身身がやるがやるがやるがやる。。。。        そうそうそうそういいいいうううう中中中中でででで、、、、政策政策政策政策をどをどをどをどんんんんどどどどんんんんどどどどんんんん練練練練っっっっていくていくていくていくようようようようなななな部分部分部分部分をつくりましをつくりましをつくりましをつくりましょうよょうよょうよょうよといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、例例例例えばえばえばえば県民会県民会県民会県民会議議議議といといといというこうこうこうことがとがとがとが一一一一つのつのつのつの部分部分部分部分をををを担担担担っっっっててててももももいいですしいいですしいいですしいいですし、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんのののの行政行政行政行政がみがみがみがみんんんんなななな巻巻巻巻きききき込込込込んんんんでやでやでやでやっっっっていくていくていくていくこここことととともももも一一一一つのつのつのつのこここことですしとですしとですしとですし、、、、企企企企業業業業はははは企企企企業業業業でやでやでやでやっっっっていくていくていくていくこここことでとでとでとでももももいいいいいですしいですしいですしいですし、、、、ああああるいるいるいるいはははは、、、、今今今今、、、、名古名古名古名古屋屋屋屋からからからからもももも来来来来ていますしていますしていますしていますし、、、、ほほほほかからかからかからかから来来来来ているているているているんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、自治自治自治自治体体体体がやるがやるがやるがやるここここととととはここにあっはここにあっはここにあっはここにあってててて、、、、大大大大ききききなななな政政政政府府府府がやるがやるがやるがやるここここととととはこっちにあっはこっちにあっはこっちにあっはこっちにあっててててじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、地地地地方方方方もももも中中中中央央央央もももも一一一一緒緒緒緒にににに手手手手をををを組組組組んんんんでいくでいくでいくでいくこここことからとからとからとから、、、、大大大大ききききなななな目目目目でででで見見見見たとたとたとたときにはきにはきにはきには、、、、大大大大ききききななななうねうねうねうねりがりがりがりがででででききききるるるるようようようようななななこここことととともももも、、、、またまたまたまた、、、、小小小小ささささいといといといところころころころがががが（（（（ででででききききたたたた？？？？））））ここここととととによっによっによっによってでてでてでてでききききるるるる。。。。そうそうそうそういいいいっっっったたたた次次次次からからからから次次次次にににに発発発発展展展展していくしていくしていくしていくようようようようななななメメメメカカカカニニニニズズズズムをムをムをムを考考考考ええええるるるる。。。。そうそうそうそういいいいっっっったたたたようようようようなななな一一一一つのつのつのつの小小小小ささささいいいい組組組組
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織織織織体体体体としてとしてとしてとして認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体をつくるをつくるをつくるをつくる。。。。そうそうそうそういいいいうこうこうこうことがとがとがとが県民会県民会県民会県民会議議議議をををを３３３３年年年年ややややっっっったとたとたとたところころころころでででで得得得得らららられれれれたたたた一一一一つのつのつのつの方方方方法法法法といといといといううううかかかか、、、、方方方方策策策策だだだだといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、紹介紹介紹介紹介ををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたました。。。。            竹林竹林竹林竹林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        どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。        大大大大変変変変具具具具体体体体的的的的なななな身近身近身近身近ななななレレレレジジジジ袋袋袋袋からといからといからといからというおうおうおうお話話話話でででで、、、、しかしかしかしかもももも、、、、「「「「認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体」」」」といといといというううう、、、、私私私私としてとしてとしてとしてはははは初初初初めめめめてのてのてのての言葉言葉言葉言葉ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、そうそうそうそういいいいうううう言葉言葉言葉言葉でくくらでくくらでくくらでくくられれれれたとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。ここここのののの認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体といといといというううう言葉言葉言葉言葉をををを契機契機契機契機にににに、、、、壇壇壇壇上上上上のののの皆皆皆皆さんさんさんさんでででで少少少少しやりとりをしていたしやりとりをしていたしやりとりをしていたしやりとりをしていただければだければだければだければとととと思思思思いますいますいますいます。。。。認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体だだだだとととと、、、、じじじじゃゃゃゃああああ、、、、実実実実際際際際ににににどどどどううううややややっっっってててて行動行動行動行動をををを起起起起ここここすのすのすのすの、、、、実実実実際際際際にににに第第第第一一一一歩歩歩歩ははははどどどどううううするのとするのとするのとするのと。。。。意意意意識識識識といといといというううう問問問問題題題題とととと行動行動行動行動といといといというううう問問問問題題題題はははは若干若干若干若干違違違違うよううよううよううようなななな気気気気がしますがしますがしますがします。。。。きょうはきょうはきょうはきょうは壇壇壇壇上上上上のののの方方方方はははは、、、、大大大大学学学学のののの先先先先生生生生、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ（（（（市民市民市民市民））））、、、、それそれそれそれからからからから行政行政行政行政のののの方方方方、、、、企企企企業業業業のののの人人人人といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、立場立場立場立場ははははみみみみんんんんなななな違違違違いいいいますますますます。。。。きょうはきょうはきょうはきょうは５５５５人人人人それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ具具具具体体体体的的的的におにおにおにお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいたわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体といといといといううううののののははははどどどどうもうもうもうも全全全全部部部部皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方含含含含めめめめてててて関係関係関係関係するするするする言葉言葉言葉言葉だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。「「「「環境教環境教環境教環境教育育育育」」」」といといといというううう言葉言葉言葉言葉もももも出出出出ましましましましたたたた。。。。たしかたしかたしかたしかこここことしのとしのとしのとしの７７７７月月月月、、、、環境教環境教環境教環境教育育育育法法法法がががが国会国会国会国会をををを通通通通っっっったたたたわけわけわけわけですですですです。。。。ここここのののの辺辺辺辺をををを踏踏踏踏ままままええええてててておおおお話話話話をををを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。。。。        萩原萩原萩原萩原さんさんさんさんのののの方方方方はははは、、、、「「「「楽楽楽楽しくしくしくしく」」」」といといといというううう言葉言葉言葉言葉ががががさっきさっきさっきさっき出出出出たたたたんんんんですですですですよねよねよねよね。。。。ややややっっっったたたたここここととととはははは見見見見ええええてててて楽楽楽楽しくとしくとしくとしくと。。。。共共共共同同同同体体体体のののの認識認識認識認識といといといというううう言葉言葉言葉言葉とどとどとどとどうそれうそれうそれうそれをつないでいくかをつないでいくかをつないでいくかをつないでいくか、、、、そそそそのののの辺辺辺辺からからからからちょっちょっちょっちょっとととと糸糸糸糸口口口口をををを広広広広げげげげていたていたていたていただけだけだけだけまままませんせんせんせんでしでしでしでしょうょうょうょうかかかかねねねね。。。。萩原萩原萩原萩原さんさんさんさん、、、、よろよろよろよ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。。。。            萩原代表萩原代表萩原代表萩原代表        三重県民環境会三重県民環境会三重県民環境会三重県民環境会議議議議はははは、、、、外外外外からですがからですがからですがからですが、、、、私私私私もずうっもずうっもずうっもずうっとととと見見見見ててててききききましたましたましたました。。。。大大大大変変変変なななな試試試試行行行行錯誤錯誤錯誤錯誤ををををさささされれれれているしているしているしているし、、、、ずうっずうっずうっずうっとリーとリーとリーとリーダダダダーをーをーをーを朴朴朴朴さんさんさんさんががががされされされされててててききききたといたといたといたというこうこうこうことでとでとでとで、、、、外外外外からからからから見見見見ているとているとているとていると、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと不不不不幸幸幸幸だっだっだっだったなといたなといたなといたなといううううふふふふうにうにうにうに思思思思っっっっていますていますていますています。。。。大大大大変変変変なななな高高高高額額額額ななななおおおお金金金金をををを、、、、言言言言っっっってみてみてみてみればればればれば、、、、アアアアリがいるとリがいるとリがいるとリがいるところにおころにおころにおころにお砂糖砂糖砂糖砂糖をををを置置置置いてしまいてしまいてしまいてしまっっっったたたたようようようようなななな形形形形ななななんんんんですですですですねねねね。。。。僕僕僕僕はそこはそこはそこはそこがががが一一一一番番番番不不不不幸幸幸幸だだだだっっっったとたとたとたと。。。。行政行政行政行政ががががそそそそのくらいののくらいののくらいののくらいのこここことをするといとをするといとをするといとをするというううう気気気気持持持持ちちちちとかとかとかとか思思思思いいいいははははすすすすごごごごくくくくよよよよかかかかっっっったたたたんんんんですがですがですがですが、、、、そこはそこはそこはそこは実験実験実験実験してみてしてみてしてみてしてみて結果結果結果結果出出出出たなたなたなたなああああといといといというううう気気気気がしますがしますがしますがします。。。。        朴朴朴朴さんさんさんさんのののの認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体といといといといううううののののももももままままだちょっだちょっだちょっだちょっとととと具具具具体体体体的的的的にににに私私私私はははは理解理解理解理解してないのでしてないのでしてないのでしてないので、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと別別別別のののの、、、、今今今今、、、、僕僕僕僕自自自自身身身身がががが注注注注目目目目しているしているしているしているこここことといとといとといとというこうこうこうことでとでとでとで、、、、霞霞霞霞ケケケケ浦浦浦浦のののの自然自然自然自然をををを守守守守りりりり、、、、つくつくつくつくっっっっていていていていここここううううといといといというこうこうこうことでとでとでとで、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯののののアアアアササササザザザザ基基基基金金金金といといといというううう。。。。国国国国土土土土交通交通交通交通省省省省もももも巻巻巻巻きききき込込込込んんんんでででで、、、、しかしかしかしかもももも、、、、海海海海、、、、川川川川、、、、山山山山、、、、かなりかなりかなりかなり広域広域広域広域でででで事業事業事業事業をををを進進進進めめめめていてていてていてていて、、、、僕僕僕僕はははは注注注注目目目目をしていますをしていますをしていますをしています。。。。彼彼彼彼らがらがらがらが考考考考ええええているのているのているのているのはははは、、、、セセセセンターをつくらなくてやンターをつくらなくてやンターをつくらなくてやンターをつくらなくてやろうろうろうろうとととと。。。。じゃじゃじゃじゃああああ、、、、何何何何がいがいがいがいろんろんろんろんなななな人人人人たたたたちちちち、、、、利利利利害害害害関係関係関係関係者者者者をつないでいをつないでいをつないでいをつないでいるかといるかといるかといるかといううううとととと、、、、彼彼彼彼ららららははははプロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクトだだだだとととと言言言言っっっっているているているているんんんんですですですですねねねね。。。。そうそうそうそういいいいうううう意意意意味味味味ででででははははネットネットネットネットワワワワークークークーク。。。。彼彼彼彼ららららはははは““““場場場場””””といといといというううう言言言言いいいい方方方方をしていましたがをしていましたがをしていましたがをしていましたが。。。。僕僕僕僕もずっもずっもずっもずっとととと中部地中部地中部地中部地域域域域ででででこうこうこうこういいいいうううう活活活活動動動動をしてをしてをしてをしてききききてててて、、、、悩悩悩悩んんんんでいるでいるでいるでいるんんんんですですですですねねねね。。。。あんあんあんあんまりまりまりまり大大大大ききききなななな組組組組織織織織ににににしたくないしたくないしたくないしたくない。。。。そそそそしてしてしてして、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな人人人人たたたたちちちちとどとどとどとどううううつながつながつながつながっっっっていくかていくかていくかていくか、、、、ここここここここがなかなかがなかなかがなかなかがなかなか今今今今までやまでやまでやまでやれれれれなかなかなかなかっっっったたたた。。。。特特特特にににに行政行政行政行政とのとのとのとの関関関関係係係係ななななんんんんかかかかもそうもそうもそうもそうななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも。。。。今今今今、、、、一一一一つつつつヒヒヒヒントかなントかなントかなントかなああああといといといといううううふふふふうにうにうにうに私私私私はははは思思思思っっっっていますていますていますています。。。。
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そうそうそうそういいいいうううう意意意意味味味味でででではははは、、、、例例例例えばえばえばえば朴朴朴朴さんさんさんさんがががが言言言言われわれわれわれているているているているレレレレジジジジ袋袋袋袋といといといといううううこここことでとでとでとでももももいいいいいいいいんんんんですがですがですがですが、、、、何何何何かかかか一一一一つつつつ具具具具体体体体的的的的なななな事業事業事業事業でででで今今今今のののの認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体をつくをつくをつくをつくっっっっていくていくていくていく。。。。でででで、、、、最最最最初初初初にににに言言言言っっっったたたたようにようにようにように、、、、すすすすべべべべててててがががが道道道道具具具具だだだだといといといというこうこうこうことなのでとなのでとなのでとなので、、、、何何何何をををを私私私私たたたたちはちはちはちは獲得獲得獲得獲得するのかするのかするのかするのか。。。。多多多多分分分分それそれそれそれがががが朴朴朴朴さんさんさんさんがががが言言言言うううう認識認識認識認識ののののこここことなとなとなとなんだろうんだろうんだろうんだろうととととはははは思思思思うんうんうんうんですがですがですがですが。。。。それそれそれそれががががううううまくまくまくまく形形形形にににになるといいななるといいななるといいななるといいなああああといといといといううううふふふふうにはうにはうにはうには思思思思いいいいましたましたましたました。。。。        突突突突然然然然振振振振らららられれれれてててて、、、、何何何何をどをどをどをどうううう答答答答ええええていいかていいかていいかていいかよよよよくくくくわわわわからなかからなかからなかからなかっっっったのでたのでたのでたので、、、、思思思思っっっったたたたここここととととだけだけだけだけ言言言言いまいまいまいましたしたしたした。。。。            竹林竹林竹林竹林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        行政行政行政行政のののの立場立場立場立場からからからから見見見見てててて、、、、行動行動行動行動をををを促促促促すすすす、、、、背背背背中中中中をををを押押押押すといすといすといすというこうこうこうこととととははははどどどどうううういいいいうこうこうこうこととととにににになるでしなるでしなるでしなるでしょょょょううううかかかか。。。。そそそそのののの辺辺辺辺がががが何何何何かかかかわわわわかりましたならかりましたならかりましたならかりましたならばばばば……………………。。。。認認認認識識識識ははははしてしてしてしてもももも、、、、実実実実際際際際にににに一一一一歩歩歩歩踏踏踏踏みみみみ出出出出すといすといすといすといううううののののはははは非常非常非常非常にににに勇勇勇勇気気気気がががが要要要要るとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。三重県三重県三重県三重県のののの「「「「環境環境環境環境白白白白書書書書」」」」をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、「「「「勇勇勇勇気気気気をををを持持持持っっっってててて、、、、根根根根気気気気よよよよくくくく、、、、一一一一歩歩歩歩踏踏踏踏みみみみ出出出出せせせせ」」」」といといといといううううふふふふうにうにうにうに実実実実はははは書書書書いていていていてあっあっあっあったたたたんんんんですですですですねねねね。。。。認識認識認識認識していてしていてしていてしていてもももも足足足足がががが一一一一歩歩歩歩前前前前へへへへ出出出出るかどるかどるかどるかどううううかかかか、、、、これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに大大大大ききききなななな谷谷谷谷間間間間ががががああああるるるるようようようようなななな気気気気がしますがしますがしますがします。。。。そそそそのののの辺辺辺辺をををを行政行政行政行政ととととしたらどしたらどしたらどしたらどううううしたらしたらしたらしたら支援支援支援支援ででででききききるかるかるかるか、、、、促促促促すすすすこここことがでとがでとがでとができきききるかるかるかるか、、、、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がいますがいますがいますが。。。。            小﨑課長小﨑課長小﨑課長小﨑課長        私私私私もももも今今今今、、、、朴朴朴朴先先先先生生生生のののの認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体といといといというううう言葉言葉言葉言葉はははは初初初初めめめめてててて聞聞聞聞かかかかせせせせていたていたていたていただだだだいたいたいたいたんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、朴朴朴朴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でででで、、、、自分自分自分自分のののの身身身身のののの回回回回りのでりのでりのでりのでききききるるるるこここことといとといとといとというこうこうこうことをとをとをとをおっおっおっおっししししゃゃゃゃいましたいましたいましたいました。。。。考考考考ええええてみるとてみるとてみるとてみると、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちのののの地地地地域域域域にあにあにあにあるるるる自然自然自然自然のエネルギーをのエネルギーをのエネルギーをのエネルギーを使使使使っっっっていくといていくといていくといていくといううううのをみのをみのをみのをみんんんんなのなのなのなの認識認識認識認識としてとらまとしてとらまとしてとらまとしてとらまええええてしていてしていてしていてしていけばけばけばけば、、、、またまたまたまた、、、、新新新新しいしいしいしい考考考考えもえもえもえも出出出出てくるのでてくるのでてくるのでてくるのでははははないかとないかとないかとないかと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、今今今今、、、、二見町二見町二見町二見町でででではははは太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電のののの助助助助成成成成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。。。。今今今今、、、、二見町二見町二見町二見町のののの地地地地形形形形からからからから言言言言いまいまいまいましてしてしてして、、、、南南南南のののの方方方方にににに朝朝朝朝熊熊熊熊山山山山といといといといううううのがのがのがのがあああありましてりましてりましてりまして、、、、そこそこそこそこからからからから吹吹吹吹きおろきおろきおろきおろすすすす風風風風といといといといううううのがすのがすのがすのがすごごごごくくくく強強強強いいいいんんんんですですですです。。。。それそれそれそれをををを利用利用利用利用してしてしてして風風風風力力力力発発発発電電電電のののの方方方方をををを、、、、今今今今、、、、調調調調査査査査してしてしてしておおおおりますしりますしりますしりますし、、、、またまたまたまた、、、、上上上上下水道下水道下水道下水道課課課課のののの方方方方でででではははは、、、、ダダダダムといムといムといムといううううとととと全全全全くくくく二見町二見町二見町二見町ななななんんんんかかかか関係関係関係関係がないがないがないがないようにようにようにように思思思思ううううのですのですのですのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、落落落落差差差差がががが２２２２ｍｍｍｍああああるとるとるとると水水水水力力力力発発発発電電電電――――――――小小小小水水水水力力力力発発発発電電電電ですですですですねねねね――――――――がでがでがでができきききるといるといるといるといううううふふふふううううななななこここことととともももも聞聞聞聞ききききましたのましたのましたのましたのでででで、、、、そうそうそうそういいいいうううう地地地地域域域域にあにあにあにあるエネルギーをるエネルギーをるエネルギーをるエネルギーを使使使使っっっっていくといていくといていくといていくというううう、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか開発開発開発開発もももも難難難難しいとしいとしいとしいとはははは思思思思ううううのですのですのですのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたたもももものをのをのをのを本本本本当当当当はははは隣隣隣隣にににに見見見見ええええるるるるホホホホンンンンダダダダさんさんさんさんななななんんんんかがかがかがかが開発開発開発開発をしてくをしてくをしてくをしてくれれれれればればればれば、、、、行政行政行政行政もももも後後後後押押押押しをしをしをしをさせさせさせさせててててももももららららええええるといるといるといるといううううかかかか、、、、そうそうそうそういいいいううううふふふふううううなとなとなとなところころころころからからからから取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいくのくのくのくのももももいいいいいいいいんんん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。。。。            竹林竹林竹林竹林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        あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございますいますいますいます。。。。        市民市民市民市民サイサイサイサイドドドドといといといといううううかかかか、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯサイサイサイサイドドドドからといからといからといからというううう発発発発言言言言がががが、、、、今今今今、、、、大分大分大分大分あああありましたりましたりましたりましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、企企企企業業業業サイサイサイサイドドドドといといといといううううののののはははは、、、、サラリーマンサラリーマンサラリーマンサラリーマン、、、、勤勤勤勤めめめめ人人人人ですからですからですからですから、、、、給給給給料料料料をいたをいたをいたをいただだだだくくくく。。。。ですからですからですからですから、、、、会会会会社社社社のののの方方方方針針針針にはにはにはには嫌嫌嫌嫌ででででもももも従従従従ううううといといといといううううのがのがのがのが、、、、これこれこれこれまででまででまででまででははははなかなかなかなかっっっったかとたかとたかとたかと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。ホホホホンンンンダダダダさんさんさんさん、、、、
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井村屋井村屋井村屋井村屋さんさんさんさんのとのとのとのところはころはころはころは違違違違ううううかかかかももももししししれれれれまままませんせんせんせんがががが、、、、そうそうそうそういいいいうううう会社員会社員会社員会社員といといといというううう枠枠枠枠をををを外外外外れれれれてててて、、、、環境環境環境環境をををを市民市民市民市民のののの場場場場にににに立立立立っっっっていていていていっっっったらどたらどたらどたらどうううういいいいううううふふふふううううなななな行動行動行動行動、、、、どどどどうううういいいいううううふふふふううううななななきっきっきっきっかかかかけけけけががががああああるでしるでしるでしるでしょうょうょうょうかかかか。。。。何何何何かかかかあああありましたらりましたらりましたらりましたら、、、、おおおお二二二二方方方方のののの方方方方からからからから……………………。。。。            岸主幹岸主幹岸主幹岸主幹        私私私私ももももままままだだだだ駆駆駆駆けけけけ出出出出しでしでしでしで５５５５年年年年しかやしかやしかやしかやっっっってないのでてないのでてないのでてないので、、、、大大大大先先先先生生生生ほほほほどどどど高高高高尚尚尚尚ななななここここととととはははは言言言言ええええまままませんせんせんせんがががが、、、、５５５５年年年年ややややっっっっててててききききたたたた中中中中でででで、、、、実実実実はははは分分分分別別別別といといといというこうこうこうことでとでとでとで私私私私どどどどもももものののの会社会社会社会社でしつでしつでしつでしつけけけけをどをどをどをどううううするかといするかといするかといするかというこうこうこうことでとでとでとで困困困困っっっっていていていていましてましてましてまして。。。。とととところころころころがががが、、、、これこれこれこれ、、、、ででででききききているているているている会社会社会社会社ががががああああるるるるんんんんですですですですねねねね。。。。電機電機電機電機メメメメーカーのーカーのーカーのーカーのＴＴＴＴ社社社社ななななんんんんですがですがですがですが。。。。私私私私どどどどもももももももも都都都都市対市対市対市対抗抗抗抗ななななんんんんかでかでかでかで出出出出ていくていくていくていくんんんんですがですがですがですが、、、、そこへそこへそこへそこへ行行行行っっっったとたとたとたときききき、、、、ビビビビーーーールをルをルをルを飲飲飲飲んだんだんだんだりりりり、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななもももものをのをのをのを出出出出すすすすんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そそそそのののの後後後後はははは役役役役員員員員がががが袋袋袋袋をををを持持持持っっっってててて集集集集めめめめてててているといいるといいるといいるというんうんうんうんですがですがですがですが、、、、ＴＴＴＴ社社社社ははははいついついついつ行行行行っっっっててててもももも、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん何何何何かかかか持持持持っっっっててててききききますますますます。。。。持持持持っっっっててててききききたたたたももももののののはははは自分自分自分自分がががが持持持持っっっってててて帰帰帰帰りますりますりますります。。。。だだだだからからからから、、、、レレレレクククク委員委員委員委員がががが集集集集めめめめるといるといるといるというこうこうこうこととととははははややややっっっっていまていまていまていませんせんせんせん。。。。ななななおおおおかかかかつつつつ、、、、通通通通勤勤勤勤のののの方方方方がががが７７７７割割割割ぐぐぐぐらいとらいとらいとらいと聞聞聞聞いているいているいているいているんんんんですがですがですがですが、、、、私私私私どどどどもももものののの前前前前課長課長課長課長ががががそこそこそこそこのののの会社会社会社会社をををを訪訪訪訪ねねねねたたたたらららら、、、、持持持持っっっっててててききききたたたた新新新新聞聞聞聞だだだだとかとかとかとかそんそんそんそんななななももももののののはははは皆皆皆皆持持持持っっっってててて帰帰帰帰るらしいるらしいるらしいるらしいんんんんですですですです。。。。私私私私どどどどもももものののの方方方方でででではははは、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、持持持持っっっっててててききききたたたたももももののののはははは社社社社内内内内のののの分分分分別別別別場場場場にににに入入入入るといるといるといるというこうこうこうことでとでとでとで、、、、３３３３ＳＳＳＳといといといといううううののののはははは「「「「ややややれれれれ」」」」といといといというこうこうこうことでとでとでとで力力力力ででででももももででででききききるるるる。。。。だけだけだけだけどどどど、、、、５５５５ＳＳＳＳといといといといううううのがのがのがのがあああありますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、しつしつしつしつけけけけといといといといううううとととところころころころをどをどをどをどううううするかといするかといするかといするかといううううのがのがのがのがあああありましてりましてりましてりまして、、、、私私私私、、、、先先先先ほほほほどどどど朴朴朴朴先先先先生生生生のののの話話話話をををを聞聞聞聞いていていていていていていていて、、、、おおおお母母母母さんさんさんさん、、、、家家家家庭庭庭庭、、、、身近身近身近身近なとなとなとなところころころころからからからからこうこうこうこういいいいうこうこうこうことをやとをやとをやとを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。。。。私私私私どどどどもももものののの方方方方もももも、、、、どどどどここここのののの企企企企業業業業体体体体もももも、、、、分分分分別別別別といといといというこうこうこうことでやとでやとでやとでやっっっってててておおおおるるるるんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、必必必必ずずずず人人人人がががが立立立立っっっっているているているているんんんんですですですですよねよねよねよね。。。。違反違反違反違反するするするする人人人人がいるからがいるからがいるからがいるから、、、、中中中中にはにはにはにはかかかかぎぎぎぎをかをかをかをかけちけちけちけちゃゃゃゃっっっってとかてとかてとかてとか。。。。それそれそれそれがががが自然自然自然自然ににににででででききききるるるるようようようようなななな社社社社会会会会ににににすすすするるるるにはにはにはにはどどどどううううするのかなするのかなするのかなするのかなああああとととと。。。。現現現現ににににででででききききているているているている会社会社会社会社もあもあもあもあるるるるんんんんですですですですよねよねよねよね。。。。学学学学校校校校関係関係関係関係ななななんんんんかでかでかでかでもももも教教教教育育育育されされされされているとているとているとているともももも聞聞聞聞ききききますますますますけれけれけれけれどどどどもももも。。。。認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体といといといといううううののののはよはよはよはよくくくくわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせんがががが、、、、身近身近身近身近なとなとなとなところころころころからからからから何何何何かかかかそうそうそうそういいいいうよううよううよううようなななな動動動動ききききをやをやをやをやっっっってててて、、、、私私私私どどどどももももももももでででできればきればきればきれば……………………。。。。私私私私もももも環境環境環境環境のののの仕仕仕仕事事事事をしていますのでをしていますのでをしていますのでをしていますので、、、、うちうちうちうちのののの従従従従業員業員業員業員はははは、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ分分分分別別別別だだだだとかいとかいとかいとかいろろろろいいいいろろろろママママニュアニュアニュアニュアルをやルをやルをやルをやっっっってやてやてやてやっっっっているているているているんんんんですがですがですがですが、、、、自然自然自然自然にそうにそうにそうにそういいいいうもうもうもうものがでのがでのがでのができきききるるるるようにようにようにように。。。。場所場所場所場所はもうはもうはもうはもう分分分分けけけけててててああああるるるるんんんんですですですですよよよよ。。。。とととところころころころがががが、、、、人人人人がががが立立立立っっっってないとてないとてないとてないと変変変変ななななもももものをのをのをのを捨捨捨捨てらてらてらてられれれれたりといたりといたりといたりというこうこうこうことでとでとでとで、、、、私私私私ははははでででできればそっちきればそっちきればそっちきればそっちのののの方方方方をどをどをどをどううううするかといするかといするかといするかというこうこうこうことでとでとでとで、、、、今今今今、、、、困困困困っっっっていましてていましてていましてていまして、、、、そんそんそんそんなななな面面面面でででで何何何何かいいかいいかいいかいいアアアアイデイデイデイデアアアアががががああああっっっったらなたらなたらなたらなああああといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、身近身近身近身近なとなとなとなところころころころからやるのがからやるのがからやるのがからやるのがあれあれあれあれかなかなかなかなああああみたいなみたいなみたいなみたいな感感感感じじじじはははは持持持持っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。            竹林竹林竹林竹林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        井村屋井村屋井村屋井村屋さんさんさんさんのののの場合場合場合場合ははははどどどどううううでしでしでしでしょうょうょうょうかかかか。。。。            堀川室長代理堀川室長代理堀川室長代理堀川室長代理        リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルにににに取取取取りりりり組組組組んんんんでまいりますとでまいりますとでまいりますとでまいりますと、、、、岸岸岸岸さんさんさんさんががががおっおっおっおっししししゃゃゃゃるるるるようにようにようにように分分分分別別別別がががが一一一一番難番難番難番難しいとしいとしいとしいといいいいううううののののはははは痛感痛感痛感痛感するするするするわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、私私私私どどどどももももでででではははは社社社社内内内内教教教教育育育育をををを通通通通じじじじてててて分分分分別別別別のののの必要必要必要必要性性性性
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をををを唱唱唱唱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、、、、これはひこれはひこれはひこれはひいていていていてはははは家家家家庭庭庭庭にににに帰帰帰帰っっっったとたとたとたときにきにきにきに分分分分別別別別といといといといううううのがのがのがのが広広広広ままままっっっっていくていくていくていくんんんんじゃじゃじゃじゃないかなといないかなといないかなといないかなといううううふふふふうにもうにもうにもうにも考考考考ええええてててておおおおるるるるわけわけわけわけででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。        それそれそれそれとととと、、、、今今今今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をををを考考考考ええええてみますとてみますとてみますとてみますと、、、、食品食品食品食品会社会社会社会社がががが何何何何かかかかごごごごみをたくみをたくみをたくみをたくさんさんさんさん出出出出していしていしていしているるるるようようようようなイなイなイなイメメメメージがージがージがージがああああるるるるわけわけわけわけですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、確確確確かかかかにににに過過過過剰包装剰包装剰包装剰包装といといといというこうこうこうことをいとをいとをいとをいっっっっとととときききき言言言言われわれわれわれましたましたましたました。。。。過過過過剰剰剰剰にににに商品商品商品商品をををを包装包装包装包装するするするするここここととととによっによっによっによってててて、、、、要要要要らないらないらないらないごごごごみまでみまでみまでみまで出出出出しているのでしているのでしているのでしているのでははははないかないかないかないかといといといというこうこうこうことをとをとをとをよよよよくくくく言言言言われわれわれわれるるるるわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、そこそこそこそこでででで私私私私どどどどももももでででではははは商品商品商品商品設計設計設計設計のののの段階段階段階段階からからからから、、、、包包包包材材材材がががが廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物となるととなるととなるととなるときにきにきにきに、、、、それそれそれそれがががが環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷をををを与与与与ええええないないないないようようようようななななももももののののにににに設計設計設計設計していしていしていしていこうこうこうこうといといといというううう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るるるるわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、そこそこそこそこでででで私私私私はははは認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体といといといというもうもうもうものがでのがでのがでのができきききるのでるのでるのでるのであればあればあればあれば、、、、そそそそのののの商品商品商品商品設計設計設計設計のののの段階段階段階段階からからからから企企企企業業業業とととと一一一一緒緒緒緒にににに考考考考ええええていたていたていたていただければだければだければだければ非常非常非常非常にあにあにあにありがたいのでりがたいのでりがたいのでりがたいのでははははないかといないかといないかといないかといううう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。。。。            竹林竹林竹林竹林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        萩原萩原萩原萩原さんさんさんさんでしたでしでしたでしでしたでしでしたでしょうょうょうょうかかかか、、、、先先先先ほほほほどどどど何何何何のたのたのたのためにめにめにめにゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを行行行行ううううかかかか、、、、とととと言言言言うううう発発発発言言言言もあもあもあもありりりり、、、、またまたまたまた目的目的目的目的意意意意識識識識をををを持持持持つといつといつといつというこうこうこうことととととととと、、、、認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体といといといというよううよううよううようななななここここととととはははは似似似似たたたた文文文文脈脈脈脈上上上上ののののもももものでのでのでのでははははないかといないかといないかといないかといううう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。。。。そうそうそうそういいいいうこうこうこうことでとでとでとで、、、、99999999 対対対対１１１１のののの原理原理原理原理といといといといううううのがのがのがのがあああありりりり、、、、みみみみんんんんななななはははは嫌嫌嫌嫌ななななんだけれんだけれんだけれんだけれどどどどもももも、、、、みみみみんんんんななななはははは気気気気がつかないがつかないがつかないがつかないんだけれんだけれんだけれんだけれどどどどもももも、、、、１１１１人人人人だけだけだけだけがががが動動動動きききき出出出出すすすす。。。。それはそれはそれはそれは少少少少しししし時間時間時間時間がたつとがたつとがたつとがたつと、、、、99990000 対対対対 11110000 のののの 11110000 人人人人がががが動動動動きききき出出出出すすすす。。。。そうそうそうそうするとするとするとすると風風風風がががが吹吹吹吹きききき出出出出すとすとすとすといいいいうこうこうこうこととととだそうだそうだそうだそうですですですです。。。。そうそうそうそういいいいうううう意意意意味味味味合合合合いでいでいでいではははは、、、、ここここのののの一一一一歩歩歩歩をををを踏踏踏踏みみみみ出出出出すすすす人人人人がががが非常非常非常非常にににに大事大事大事大事でででで、、、、今今今今、、、、おおおおらららられれれれるるるる方方方方もそうだもそうだもそうだもそうだしししし、、、、ここここのののの会場会場会場会場のののの中中中中のののの方方方方々々々々もももも、、、、ここここのののの 99999999 にににに対対対対してのしてのしてのしての１１１１人人人人といといといというこうこうこうこととととににににみみみみんんんんながなながなながなながなっっっっていかなていかなていかなていかなききききゃゃゃゃいいいいけけけけないないないない。。。。みみみみんんんんながながながながそうそうそうそういいいいううううふふふふうにうにうにうにななななればればればれば、、、、11110000人人人人にににになりなりなりなり20202020にににに人人人人なりなりなりなり、、、、大大大大ききききなななな流流流流れにれにれにれになるなるなるなる。。。。        しかしかしかしかもももも、、、、谷谷谷谷さんさんさんさんががががきょうおきょうおきょうおきょうお話話話話されされされされたたたたようようようようなななな事事事事柄柄柄柄、、、、山路山路山路山路さんさんさんさんがががが話話話話したしたしたしたようようようようなななな事事事事柄柄柄柄、、、、こうこうこうこういいいいうこうこうこうことをみとをみとをみとをみんんんんなでなでなでなで認識認識認識認識をしてといをしてといをしてといをしてというよううよううよううようななななこここことなとなとなとなんだろうんだろうんだろうんだろうとととと思思思思いますいますいますいます。。。。第第第第一一一一歩歩歩歩がががが大事大事大事大事だだだだとととといいいいうこうこうこうことでとでとでとではははは、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋といといといといううううののののはははは非常非常非常非常ににににいいいいいいいい例例例例だっだっだっだったとたとたとたと思思思思ううううのですのですのですのですねねねね。。。。これにこれにこれにこれに次次次次はははは何何何何がががが来来来来るのかるのかるのかるのか、、、、これにこれにこれにこれに似似似似たたたたようようようようななななももももののののはははは何何何何なのかといなのかといなのかといなのかというよううよううよううようななななここここととととはははは、、、、５５５５人人人人のののの方方方方、、、、ひひひひとつどとつどとつどとつどううううででででししししょうょうょうょうかかかか。。。。次次次次はははは何何何何をををを考考考考ええええているかているかているかているか、、、、そそそそのののの辺辺辺辺ををををちょっちょっちょっちょっとととと壇壇壇壇上上上上のののの方方方方にににに聞聞聞聞ききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、どどどどううううでしでしでしでしょうょうょうょうかかかかねねねね。。。。            朴教授朴教授朴教授朴教授    ままままずずずず、、、、きょうきょうきょうきょう、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと（（（（仕掛仕掛仕掛仕掛けけけけたたたた？？？？））））といといといといううううかかかか、、、、そうそうそうそういいいいううううのをのをのをのをあえあえあえあえてててて挑挑挑挑戦戦戦戦的的的的にににに一一一一つつつつ出出出出したのがしたのがしたのがしたのが認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体といといといというこうこうこうことなとなとなとなんんんんですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれは何何何何一一一一つつつつ新新新新しいしいしいしい言葉言葉言葉言葉でででではあはあはあはありまりまりまりませんせんせんせん。。。。どどどどうううういいいいうこうこうこうことかといとかといとかといとかといううううとととと、、、、例例例例えばえばえばえば私私私私たたたたちはよちはよちはよちはよくくくく、、、、共共共共同同同同、、、、コラコラコラコラボレボレボレボレーションとかーションとかーションとかーションとか、、、、パートパートパートパートナナナナーーーーシップとかシップとかシップとかシップとか、、、、いいいいろんろんろんろんななななこここことをとをとをとを言言言言いますいますいますいます。。。。それそれそれそれがががが認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体だだだだといといといというこうこうこうことでとでとでとで理解理解理解理解していたしていたしていたしていただだだだければければければければとととと思思思思ううううのですのですのですのですねねねね。。。。どどどどうううういいいいうこうこうこうことかといとかといとかといとかといううううとととと、、、、何何何何でコラでコラでコラでコラボレボレボレボレーションするのかーションするのかーションするのかーションするのか。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ持持持持っっっっているているているているノウハウノウハウノウハウノウハウやいやいやいやいろろろろいいいいろろろろななななもももものをのをのをのを足足足足しししし合合合合っっっったたたたここここととととによっによっによっによってててて、、、、マイマイマイマイナナナナスでスでスでスでははははなくなくなくなくプラスプラスプラスプラス。。。。そそそそのプラスがのプラスがのプラスがのプラスが、、、、１１１１＋＋＋＋１１１１がががが２２２２ででででははははなくなくなくなく、、、、４４４４にもにもにもにも５５５５にもにもにもにも 11110000にもにもにもにも 111100000000にもにもにもにもなるなるなるなる。。。。そうそうそうそういいいい
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っっっったたたたようようようようなななな部分部分部分部分がががが認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体だだだだといといといというこうこうこうことなとなとなとなんんんんですですですですねねねね。。。。        例例例例えばレえばレえばレえばレジジジジ袋袋袋袋ににににかかかかかかかかわっわっわっわってててて考考考考ええええるとるとるとると、、、、そもそもレそもそもレそもそもレそもそもレジジジジ袋袋袋袋をををを出出出出してくしてくしてくしてくれれれれたのたのたのたのはおはおはおはお店店店店でしたでしたでしたでした。。。。おおおお店店店店はははは何何何何ででででそれそれそれそれをやをやをやをやめめめめないかないかないかないか。。。。消費消費消費消費者者者者ががががそれはそれはそれはそれはサーサーサーサービビビビススススだだだだとととと思思思思っっっってててて望望望望んんんんでいるからでいるからでいるからでいるからだだだだといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ぐぐぐぐるるるるぐぐぐぐるるるる、、、、どどどどっちっちっちっちがどがどがどがどっちっちっちっちかかかかわわわわからなくなからなくなからなくなからなくなっっっったたたた状状状状況況況況でででで数数数数年年年年、、、、11110000 年年年年、、、、20202020 年年年年たたたたっっっったたたたらららら、、、、日本日本日本日本のスーパーでのスーパーでのスーパーでのスーパーではははは当当当当然然然然それはそれはそれはそれは出出出出すすすすここここととととににににななななっっっっているているているている。。。。しかししかししかししかし、、、、それはそれはそれはそれは商品商品商品商品価価価価格格格格にににに必必必必ずずずず入入入入っっっっているているているているわけわけわけわけでででであああありましてりましてりましてりまして、、、、おおおお店店店店がががが自分自分自分自分たたたたちちちちがががが得得得得らららられれれれたたたた利利利利益益益益ををををそそそそのままのままのままのまま還還還還元元元元するするするする形形形形ででででサーサーサーサービビビビスするスするスするスするこここことでとでとでとではあはあはあはありまりまりまりませんせんせんせん。。。。        そうそうそうそういいいいうこうこうこうことをとをとをとを考考考考ええええてみるとてみるとてみるとてみると、、、、一一一一つつつつ立立立立ちちちちどまどまどまどまっっっってててて考考考考ええええるとるとるとると、、、、私私私私たたたたちはちはちはちは本本本本当当当当にそれにそれにそれにそれでいいでいいでいいでいいのかといのかといのかといのかというううう消費消費消費消費者者者者のののの立場立場立場立場。。。。おおおお店店店店はははは、、、、消費消費消費消費者者者者がががが望望望望まないまないまないまないんだっんだっんだっんだったらたらたらたら、、、、サーサーサーサービビビビスするスするスするスするこここことでとでとでとでははははなくなるのでなくなるのでなくなるのでなくなるので要要要要らなくならなくならなくならなくなっっっってしまてしまてしまてしまうううう。。。。行政行政行政行政はははは、、、、ごごごごみみみみ問問問問題題題題でででであれだけあれだけあれだけあれだけ頭頭頭頭がががが痛痛痛痛いいいい。。。。そうそうそうそういいいいっっっったたたたとととときにきにきにきに、、、、ああああ、、、、こうこうこうこういいいいうこうこうこうことでとでとでとであればあればあればあればででででききききるるるるんだんだんだんだといといといといううううこここことをとをとをとを、、、、一一一一人人人人一一一一人人人人のののの住民住民住民住民ないしないしないしないし市民市民市民市民がががが認識認識認識認識したとしたとしたとしたときにきにきにきに、、、、次次次次ににににつながるつながるつながるつながるきっきっきっきっかかかかけけけけづづづづくりがでくりがでくりがでくりができきききるるるる。。。。子子子子供供供供はははは環境環境環境環境にににに対対対対してしてしてして考考考考ええええるるるるこここことがでとがでとがでとができきききるるるる。。。。みみみみんんんんながながながながそうそうそうそういいいいうううう形形形形でででで少少少少ししししずずずずつつつつ身近身近身近身近なななな問問問問題題題題としてとしてとしてとして考考考考ええええるるるるこここことがでとがでとがでとができきききるるるる。。。。そうそうそうそういいいいうううう場場場場がががが認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体といといといというこうこうこうことなとなとなとなんんんんですですですです。。。。        きょうきょうきょうきょう、、、、山路山路山路山路先先先先生生生生やややや皆皆皆皆さんさんさんさんのののの話話話話からからからから出出出出ているているているているようにようにようにように、、、、何何何何ででででもももも目目目目にににに見見見見ええええたたたた形形形形ででででセセセセンターがンターがンターがンターがあっあっあっあってててて、、、、そこそこそこそこがががが君君君君臨臨臨臨をしてをしてをしてをして、、、、すすすすべべべべてがてがてがてがそこそこそこそこをををを握握握握っっっってててて、、、、下下下下にあにあにあにあるるるる下下下下部部部部組組組組織織織織がやるといがやるといがやるといがやるというこうこうこうこととととででででははははなくなくなくなく、、、、みみみみんんんんなななな分分分分散散散散型型型型ななななんんんんですですですです。。。。組組組組織織織織はあっはあっはあっはあっててててももももなくてなくてなくてなくてもももも結結結結構構構構ですですですです。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれれれれのののの組組組組織織織織とととといいいいうもうもうもうもののののはははは頭頭頭頭のののの中中中中にあればにあればにあればにあればいいですいいですいいですいいです。。。。組組組組織織織織ででででははははなくネットなくネットなくネットなくネットワワワワークなークなークなークなんんんんですですですですねねねね。。。。友友友友達達達達探探探探しししし、、、、仲仲仲仲間間間間探探探探しなしなしなしなんんんんですですですです。。。。「「「「ここここのののの指指指指とまとまとまとまれれれれ」」」」がでがでがでができればきればきればきればいいいいいいいいんんんんですですですです。。。。それそれそれそれがががが例例例例えばえばえばえば学学学学校校校校ならならならなら学学学学校校校校でででで結結結結構構構構ですしですしですしですし、、、、ああああるいるいるいるいはははは会社会社会社会社ならならならなら会社会社会社会社でででで結結結結構構構構ですですですです。。。。そこにそこにそこにそこに自分自分自分自分たたたたちちちちをををを応援応援応援応援してくしてくしてくしてくれれれれるるるる回回回回りをりをりをりを巻巻巻巻きききき込込込込むむむむといといといというこうこうこうことがとがとがとが、、、、認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体のののの出出出出発発発発点点点点だだだだといといといというこうこうこうことでとでとでとであっあっあっあってててて、、、、何何何何一一一一つつつつ、、、、ここここここここがががが認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体ののののセセセセンターンターンターンターそそそそのののの１１１１、、、、そそそそのののの２２２２、、、、そそそそのののの３３３３のののの箱箱箱箱物物物物ががががあっあっあっあってでてでてでてでききききるるるるもももものでのでのでのでははははないといないといないといないというこうこうこうこととととだだだだとととと思思思思っっっっているているているているんんんんですですですですねねねね。。。。            竹林竹林竹林竹林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        あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございますいますいますいます。。。。        萩原萩原萩原萩原さんさんさんさん、、、、どどどどううううでしでしでしでしょうょうょうょうかかかか。。。。            萩原代表萩原代表萩原代表萩原代表        認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体のののの話話話話としてとしてとしてとしてちょっちょっちょっちょっとととと足足足足りなかりなかりなかりなかっっっったのでたのでたのでたので、、、、これこれこれこれをををを形形形形ににににするするするするにはにはにはには、、、、つなつなつなつなぎぎぎぎ役役役役、、、、ププププロデロデロデロデュュュューサーのーサーのーサーのーサーの存存存存在在在在がないとがないとがないとがないと多多多多分分分分ででででききききないないないないだろうだろうだろうだろう。。。。そそそそのプロデのプロデのプロデのプロデュュュューサーーサーーサーーサーはははは何何何何をするかといをするかといをするかといをするかというこうこうこうことなとなとなとなんんんんですがですがですがですが、、、、例例例例えばさっきえばさっきえばさっきえばさっきののののアアアアササササザザザザ基基基基金金金金でいでいでいでいううううとととと、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれののののセセセセクターでクターでクターでクターではははは単単単単独独独独ででででややややれれれれなかなかなかなかっっっったたたたこここことをとをとをとを、、、、出出出出会会会会わせわせわせわせててててあげあげあげあげてつないでてつないでてつないでてつないであげあげあげあげるるるる。。。。しかしかしかしかもももも、、、、それそれそれそれがががが経済経済経済経済効効効効果果果果ががががああああるるるる。。。。例例例例えばアえばアえばアえばアササササザザザザ基基基基金金金金だだだだとととと、、、、山山山山をつないをつないをつないをつないだんだんだんだんですですですですねねねね。。。。波波波波をををを消消消消すたすたすたすためにめにめにめに、、、、そだそだそだそだとととと言言言言っっっってててて、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材といといといといううううかかかか、、、、雑雑雑雑木木木木林林林林のののの木木木木をををを全全全全部部部部まとまとまとまとめめめめてててて、、、、岸岸岸岸ののののちょっちょっちょっちょっとととと前前前前にににに置置置置くくくくわけわけわけわけですですですですねねねね。。。。そうそうそうそうするするするするここここととととでででで魚魚魚魚もももも通通通通過過過過ででででききききるしるしるしるし、、、、山山山山のののの手手手手入入入入れれれれ、、、、それそれそれそれがががが経済経済経済経済にににになるといなるといなるといなるというううう、、、、経経経経済済済済とつないでとつないでとつないでとつないであげあげあげあげたたたた。。。。山山山山
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とととと湖湖湖湖をつないでをつないでをつないでをつないであげあげあげあげたたたた。。。。それそれそれそれからからからから、、、、アアアアササササザザザザといといといというもうもうもうものをのをのをのを――――――――水水水水草草草草ななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、小学小学小学小学校校校校のののの生生生生徒徒徒徒たたたたちちちちがががが全全全全部部部部移植移植移植移植しているしているしているしているんんんんですですですですねねねね。。。。総合学総合学総合学総合学習習習習、、、、教教教教育育育育とととともももも連連連連携携携携したししたししたししたし、、、、大学大学大学大学のののの研研研研究究究究とととともももも連連連連携携携携していますししていますししていますししていますし。。。。といといといというよううよううよううようなななな、、、、これはさっきこれはさっきこれはさっきこれはさっき言言言言っっっったたたた事業事業事業事業、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれがやりたくてがやりたくてがやりたくてがやりたくてややややれれれれなかなかなかなかっっっったたたたこここことをつないでとをつないでとをつないでとをつないであげあげあげあげるるるるようようようようなななな、、、、潤滑潤滑潤滑潤滑剤剤剤剤ののののようようようようなななな人人人人かかかか組組組組織織織織、、、、機機機機能能能能がないとでがないとでがないとでがないとでききききないといないといないといないというこうこうこうことととと。。。。        もうもうもうもう一一一一つがつがつがつが、、、、これはアこれはアこれはアこれはアササササザザザザのののの特徴特徴特徴特徴ななななんんんんですがですがですがですが、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題といといといといううううののののはははは大大大大体体体体しないしないしないしない運動運動運動運動ににににななななっっっってしまてしまてしまてしまううううしししし、、、、危危危危機機機機感感感感ををををあおあおあおあおるるるる運動運動運動運動にににになるなるなるなるんんんんですがですがですがですが、、、、アアアアササササザザザザのののの場合場合場合場合はさっきはさっきはさっきはさっきのののの楽楽楽楽しいといしいといしいといしいというううう意意意意味味味味ななななんんんんですがですがですがですが、、、、111100000000 年年年年後後後後にににに霞霞霞霞ケケケケ浦浦浦浦ににににトトトトキキキキがががが自然自然自然自然繁殖繁殖繁殖繁殖するするするするようようようようなななな地地地地域域域域をつくるのをつくるのをつくるのをつくるのだだだだとととと、、、、ここここれれれれ、、、、夢夢夢夢ななななんんんんですですですですねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、さっきさっきさっきさっきのののの共共共共同同同同認識認識認識認識としてとしてとしてとして、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちのののの地地地地域域域域がががが、、、、111100000000 年年年年後後後後までまでまでまで言言言言わわわわなくていいとなくていいとなくていいとなくていいと思思思思いますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、50505050 年年年年後後後後にににに、、、、例例例例えばえばえばえばどどどどんんんんなななな商商商商店店店店街街街街ににににななななっっっっていてていてていてていて、、、、どどどどんんんんなななな家家家家でででで料料料料理理理理をつくをつくをつくをつくっっっっていてていてていてていて……………………。。。。僕僕僕僕はわはわはわはわからないですからないですからないですからないですよよよよ。。。。みみみみんんんんながながながなが一一一一番番番番したいしたいしたいしたいこここことととと、、、、町町町町ががががここここんんんんななななふふふふうにうにうにうになるといいななるといいななるといいななるといいなああああといといといというううう夢夢夢夢をををを語語語語らないとらないとらないとらないと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか参加者参加者参加者参加者ががががふふふふええええないないないない。。。。ここここここここがががが楽楽楽楽しいといしいといしいといしいというううう部分部分部分部分ですですですです。。。。            竹林竹林竹林竹林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        あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。        今今今今、、、、大大大大体体体体４４４４時時時時 33335555 分分分分といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ああああとととと 11115555 分分分分でででで終終終終わわわわらならならならなければければければければいいいいけけけけないないないない状況状況状況状況にあにあにあにありますりますりますります。。。。今今今今までまでまでまで話話話話したのしたのしたのしたのはははは、、、、立場立場立場立場がががが違違違違うけれうけれうけれうけれどどどどもももも、、、、具具具具体体体体的的的的ににににいいいいろろろろいいいいろろろろなななな話話話話、、、、特特特特にににに共共共共同同同同認識認識認識認識みたいなみたいなみたいなみたいなとととところころころころからからからから、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな身近身近身近身近なななな問問問問題題題題をまをまをまをまずずずず突突突突破口破口破口破口ににににししししようようようようといといといというおうおうおうお話話話話だっだっだっだったとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様からからからからぜひぜひぜひぜひ意意意意見見見見なりなりなりなり質質質質問問問問なりをいたなりをいたなりをいたなりをいただきだきだき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。。。。ここここのののの交交交交流流流流がないとがないとがないとがないと、、、、ややややははははりりりり片片片片手手手手落落落落ちちちちといといといといううう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。。。。ぜひごぜひごぜひごぜひご意意意意見見見見をいたをいたをいたをいただきだきだき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。。。。マイクがマイクがマイクがマイクがそそそそこにあこにあこにあこにありますのでりますのでりますのでりますので、、、、手手手手をををを挙挙挙挙げげげげてててて、、、、どどどどううううぞぞぞぞごごごご発発発発言言言言をををを賜賜賜賜りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。        どどどどううううぞぞぞぞどなたかどなたかどなたかどなたかおおおおらららられれれれまままませんせんせんせんでしでしでしでしょうょうょうょうかかかか。。。。――――――――ははははいいいい、、、、どどどどううううぞぞぞぞ。。。。            フロフロフロフロアアアア１１１１        パネラーのパネラーのパネラーのパネラーの皆皆皆皆さんさんさんさんのののの大大大大変変変変すすすすばばばばらしいらしいらしいらしいおおおお話話話話、、、、あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。私私私私、、、、実実実実はははは質質質質問問問問させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきたいたいたいたいんんんんですがですがですがですが、、、、特特特特にににに産産産産業業業業界界界界からからからからごごごご参加参加参加参加ののののホホホホンンンンダダダダ様様様様、、、、それそれそれそれからからからから井村屋井村屋井村屋井村屋様様様様、、、、おおおお話話話話ががががござござござございましたいましたいましたいました。。。。谷課長谷課長谷課長谷課長のののの冒冒冒冒頭頭頭頭のののの講演講演講演講演ががががあっあっあっあったたたたわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、こうこうこうこういいいいうううう活活活活動動動動がががが一一一一過過過過性性性性ののののももももののののじじじじゃゃゃゃなくてなくてなくてなくて、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性ににににななななっっっっててててほほほほしいしいしいしい。。。。それはそれはそれはそれは、、、、谷課長谷課長谷課長谷課長ののののおおおお話話話話でででで言言言言ううううならならならならばばばば、、、、環環環環境境境境とととと経済経済経済経済のののの統統統統合合合合といといといというこうこうこうこととととだだだだとととと思思思思っっっっているているているているわけわけわけわけですですですです。。。。そうそうそうそうしたしたしたした意意意意味味味味でででで、、、、井村屋製菓井村屋製菓井村屋製菓井村屋製菓さんさんさんさんのののの方方方方でででで、、、、大大大大変変変変すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい、、、、日本日本日本日本全体全体全体全体にににに発発発発信信信信していいしていいしていいしていい成成成成果果果果だだだだとととと思思思思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、、、、経済的経済的経済的経済的にはにはにはにはどどどどううううななななっっっってててておおおおるのでるのでるのでるのでししししょうょうょうょうかかかか。。。。それそれそれそれからからからから、、、、先先先先ほほほほどどどど朴朴朴朴先先先先生生生生ののののおおおお話話話話ががががあああありましたがりましたがりましたがりましたが、、、、私私私私はははは認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体といといといといううううののののはははは日本日本日本日本全全全全国国国国までまでまでまで持持持持っっっっていくといていくといていくといていくといううううふふふふううううななななこここことをとをとをとを考考考考ええええなくてなくてなくてなくてもももも、、、、１１１１つのつのつのつの地地地地域域域域、、、、１１１１つのつのつのつの業業業業界界界界、、、、１１１１つのグループでいいとつのグループでいいとつのグループでいいとつのグループでいいと思思思思っっっっているているているているわけわけわけわけですですですです。。。。井村屋製菓井村屋製菓井村屋製菓井村屋製菓さんさんさんさんののののようようようようなすなすなすなすばばばばらしいらしいらしいらしい成成成成果果果果がががが、、、、例例例例えばえばえばえば三重県三重県三重県三重県にににに広広広広がらないのかがらないのかがらないのかがらないのか。。。。そうそうそうそういいいいううううとととところころころころまでまでまでまで合合合合わせわせわせわせててててごごごご意意意意見見見見をををを賜賜賜賜りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    
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        竹林竹林竹林竹林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        でででではははは、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。            堀川室長代理堀川室長代理堀川室長代理堀川室長代理        経済性経済性経済性経済性といといといといううううとととところころころころででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、今今今今ででででこそこそこそこそ環境環境環境環境問問問問題題題題といといといというこうこうこうことがとがとがとが言言言言われわれわれわれているているているているわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、以前以前以前以前はははは公公公公害害害害問問問問題題題題からからからからスタートしてスタートしてスタートしてスタートしておおおおるるるるわけわけわけわけですですですですねねねね。。。。公公公公害害害害問問問問題題題題といといといといううううののののはははは、、、、出出出出てくるてくるてくるてくるもももものをのをのをのをきれきれきれきれいいいいににににするのするのするのするのにおにおにおにお金金金金がかかるがかかるがかかるがかかる一方一方一方一方だっだっだっだったたたたんんんんですですですです。。。。だけだけだけだけどどどど、、、、環境環境環境環境保全保全保全保全といといといといううううとととところころころころからからからから環境環境環境環境評評評評価価価価といといといといううううとととところへころへころへころへ来来来来ますとますとますとますと、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルはははは必必必必ずずずずししししもももも出出出出ていくていくていくていく一方一方一方一方ででででははははないといないといないといないというこうこうこうことととと。。。。何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でででで回回回回収収収収されされされされるるるるもももものがのがのがのが出出出出てまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいりますし。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としとしとしとしてててて委委委委託託託託でででで処処処処理理理理をしていたをしていたをしていたをしていただだだだくのくのくのくのにはにはにはには、、、、当当当当然然然然処処処処理理理理費費費費といといといといううううのがかかのがかかのがかかのがかかっっっってくるてくるてくるてくるわけわけわけわけですですですですねねねね。。。。今今今今、、、、ごごごごみみみみ事事事事情情情情をををを見見見見てててておおおおりますとりますとりますとりますと、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたた処処処処分場分場分場分場のののの確保確保確保確保がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか難難難難しいといしいといしいといしいといううううとととところころころころからからからから、、、、ここここのののの処処処処理理理理費費費費といといといといううううののののははははどどどどんんんんどどどどんんんんどどどどんんんんどどどどんんんん上上上上ががががっっっっていくていくていくていく一方一方一方一方ででででござござござございますいますいますいます。。。。そそそそうううういいいいっっっったとたとたとたとこここころろろろからからからから考考考考ええええましてましてましてましてもももも、、、、ややややははははりりりり経済性経済性経済性経済性といといといといううううののののはははは出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。ですからですからですからですから、、、、今今今今後私後私後私後私どどどどももももがががが望望望望んんんんででででいくといくといくといくところころころころといといといといううううののののはははは、、、、環境経営環境経営環境経営環境経営といといといといううううとととところへころへころへころへややややははははりりりり入入入入っっっっていていていていききききたいといたいといたいといたいといううう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るるるわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。        今今今今、、、、ごごごご紹介紹介紹介紹介させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきましたコンましたコンましたコンましたコンポポポポストのストのストのストの事業事業事業事業にににについてついてついてついてはははは、、、、これはこれはこれはこれは採算採算採算採算性性性性がとがとがとがとれれれれてててておおおおりますりますりますります。。。。８８８８年年年年かかかかかかかかっっっってててて事業事業事業事業としてやとしてやとしてやとして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けれけれけれけれどどどどもももも、、、、３３３３年年年年ほほほほどどどど前前前前からからからから黒黒黒黒字字字字のののの事業事業事業事業体体体体ににににななな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。。。。それそれそれそれからからからから飼飼飼飼料化料化料化料化のののの場合場合場合場合はははは、、、、プラスプラスプラスプラス経済性経済性経済性経済性はははは出出出出ますますますます。。。。バイオバイオバイオバイオガガガガスとスとスとスとＲＲＲＲＰＦＰＦＰＦＰＦにににについてついてついてついてはははは、、、、今今今今、、、、検検検検証証証証中中中中ででででござござござございましていましていましていまして、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でででで回回回回収収収収するするするするもももものののの、、、、それそれそれそれとととと処処処処理理理理費費費費がががが要要要要らなくならなくならなくならなくなっっっったたたた部分部分部分部分でででで、、、、バイオバイオバイオバイオガガガガスでスでスでスではははは５５５５年年年年ぐぐぐぐらいでイらいでイらいでイらいでイニニニニシシシシアアアアルコストルコストルコストルコストはははは回回回回収収収収ででででききききるとるとるとるといいいいううううふふふふうにうにうにうに、、、、私私私私どどどどももももでででではははは、、、、ままままだだだだ実証実証実証実証中中中中ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、またまたまたまた実証実証実証実証ででででききききたたたた段階段階段階段階でででで公公公公表表表表させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきたいといたいといたいといたいといううう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。。。。        よろよろよろよろしいでししいでししいでししいでしょうょうょうょうかかかか。。。。            朴教授朴教授朴教授朴教授        私私私私がががが申申申申しししし上上上上げげげげたのたのたのたのもももも全全全全くくくく同同同同じじじじでででであああありましてりましてりましてりまして、、、、どどどどここここかかかかにににに集集集集中中中中するといするといするといするというこうこうこうこととととはははは絶絶絶絶対対対対ないないないないんんんんだだだだといといといというこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。むむむむししししろろろろ分分分分散散散散型型型型。。。。だけだけだけだけどどどど、、、、分分分分散散散散型型型型といといといというこうこうこうこととととはははは非常非常非常非常によによによによくくくく考考考考ええええないとないとないとないといいいいけけけけないないないないんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、集集集集中中中中ででででははははなくなくなくなく、、、、本本本本当当当当はははは分分分分散散散散ででででももももないないないない。。。。それはそれはそれはそれは場合場合場合場合によっによっによっによっててててはははは上上上上手手手手にににに互互互互いをいをいをいを助助助助けけけけ合合合合うよううよううよううようなななな形形形形ののののもももものがのがのがのが必要必要必要必要だだだだといといといというこうこうこうことなとなとなとなんんんんですですですですねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、先先先先ほほほほどどどど竹林竹林竹林竹林さんさんさんさんのののの方方方方からからからからあっあっあっあったたたたんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ややややははははりリーりリーりリーりリーダダダダーーーー。。。。そそそそのリーのリーのリーのリーダダダダーといーといーといーといううううののののはははは、、、、昔昔昔昔のののの形形形形でのカリスマでのカリスマでのカリスマでのカリスマはははは要要要要らないらないらないらない。。。。君君君君臨臨臨臨しないリーしないリーしないリーしないリーダダダダーーーー。。。。要要要要するするするするにににに、、、、みみみみんんんんななななににににサーサーサーサービビビビスするリースするリースするリースするリーダダダダーーーー。。。。持持持持っっっっているているているているもももものをオープンマインのをオープンマインのをオープンマインのをオープンマインドドドドでででで提提提提供供供供ででででききききるるるるようようようようなななな人人人人がリーがリーがリーがリーダダダダーーーー。。。。111188886666万人万人万人万人のののの三重三重三重三重県県県県のみのみのみのみんんんんながながながながそうそうそうそういいいいううううリーリーリーリーダダダダーーーー、、、、ああああるいるいるいるいはははは１１１１億億億億 2222,,,,000000000000 万人万人万人万人のののの日本日本日本日本のすのすのすのすべべべべてのてのてのての人人人人々々々々ががががそうそうそうそういいいいうううう意意意意味味味味でのリーでのリーでのリーでのリーダダダダーーーー。。。。自分自分自分自分ののののここここととととはははは自分自分自分自分でやるでやるでやるでやるよよよよとととと。。。。それそれそれそれからからからから、、、、違違違違っっっったたたたもももものをのをのをのを認認認認めめめめるるるる、、、、そそそそうううういいいいっっっったたたたようようようようなななな、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるオープンマインるオープンマインるオープンマインるオープンマインドドドド、、、、いいいいいいいい意意意意味味味味でのでのでのでの国際国際国際国際化化化化ですですですですねねねね。。。。変変変変なななな意意意意味味味味でのでのでのでの
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国際国際国際国際化化化化ででででははははないないないない。。。。そうそうそうそういいいいううううふふふふうにうにうにうにななななっっっったとたとたとたときにきにきにきに、、、、自然発生的自然発生的自然発生的自然発生的にににに認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体としてのとしてのとしてのとしてのもももものがのがのがのがででででききききるるるるんだんだんだんだといといといというこうこうこうことなとなとなとなんんんんですですですですねねねね。。。。        間間間間違違違違ええええないないないないようにおようにおようにおようにお願願願願いしたいのいしたいのいしたいのいしたいのはははは、、、、運運運運命命命命共共共共同同同同体体体体ととととはちょっはちょっはちょっはちょっとととと違違違違うううう意意意意味味味味でででで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。。。。一一一一生生生生ののののこここことをとをとをとを考考考考ええええるとるとるとるときききき、、、、一一一一歩歩歩歩間間間間違違違違っっっったらたらたらたらちょっちょっちょっちょっとととと変変変変ななななふふふふうにうにうにうに行行行行くのくのくのくのはあれはあれはあれはあれなのでなのでなのでなので、、、、環境環境環境環境にににに勝勝勝勝つたつたつたつためにめにめにめに、、、、環境環境環境環境とととと仲仲仲仲よよよよくするたくするたくするたくするためにめにめにめに、、、、どどどどうううういいいいうううう形形形形でのでのでのでのもももものがのがのがのが一一一一番番番番いいのいいのいいのいいのかかかか、、、、そうそうそうそういいいいうううう戦略戦略戦略戦略をををを考考考考ええええるるるる。。。。そうそうそうそういいいいっっっったとたとたとたときにはきにはきにはきには相相相相手手手手のののの違違違違っっっったたたたもももものをのをのをのを認認認認めめめめるるるる。。。。でででで、、、、つなつなつなつなげげげげていくていくていくていく。。。。そうそうそうそういいいいっっっったたたたようようようようなとなとなとなところころころころのののの部分部分部分部分がでがでがでができれきれきれきればばばば、、、、認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体としてとしてとしてとして私私私私がががが皆皆皆皆さんにメさんにメさんにメさんにメッッッッセセセセージとしてージとしてージとしてージとして伝伝伝伝ええええたいといたいといたいといたいというこうこうこうことがとがとがとがわわわわかかかかっっっっていたていたていたていただけだけだけだけるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。            竹林竹林竹林竹林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        あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございますいますいますいます。。。。        会場会場会場会場のののの方方方方からからからからぜひおぜひおぜひおぜひお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。そんそんそんそんななななんんんんじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、こんこんこんこんななななんんんんじゃじゃじゃじゃないかとかないかとかないかとかないかとか、、、、こうこうこうこういいいいうううう意意意意見見見見といといといといううううののののはぜひおはぜひおはぜひおはぜひお聞聞聞聞ききききしたいしたいしたいしたいんんんんですですですですけけけけどどどどねねねね。。。。どどどどううううですかですかですかですか、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん。。。。        ははははいいいい、、、、どどどどううううぞぞぞぞ。。。。            フロフロフロフロアアアア２２２２        鈴鹿市鈴鹿市鈴鹿市鈴鹿市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西西西西田田田田とととと言言言言いますいますいますいます。。。。よろよろよろよ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。。。。        私私私私もももも５５５５年年年年前前前前にににに退退退退職職職職しましてしましてしましてしまして、、、、会社会社会社会社時時時時代代代代ののののこここことをとをとをとを思思思思いいいい返返返返しますとしますとしますとしますと、、、、今今今今、、、、岸岸岸岸さんさんさんさんとかとかとかとか堀川堀川堀川堀川ささささんんんんからからからからおおおお話話話話ががががあああありましたとりましたとりましたとりましたとおおおおりりりり、、、、会社会社会社会社のののの中中中中のののの環境環境環境環境問問問問題題題題といといといといううううののののはははは考考考考ええええてててておっおっおっおったたたたんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、自分自分自分自分のののの身身身身のののの回回回回りのりのりのりの環境環境環境環境はこれっはこれっはこれっはこれっぽぽぽぽっちもっちもっちもっちも考考考考ええええたたたたここここととととははははなかなかなかなかっっっったたたた。。。。今今今今、、、、実実実実際際際際ににににかかかかかかかかわわわわるるるるようにようにようにようになりましてなりましてなりましてなりまして、、、、自分自分自分自分のでのでのでのでききききるるるるこここことからとからとからとから始始始始めめめめるといるといるといるというこうこうこうことでとでとでとで、、、、車車車車をでをでをでをでききききるるるるだけだけだけだけ自自自自転車転車転車転車にににに乗乗乗乗りかりかりかりかええええるとかるとかるとかるとか、、、、家家家家のののの中中中中のののの電電電電気気気気をををを消消消消したりしたりしたりしたり、、、、コンコンコンコンポポポポストのストのストのストの問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだりりりり、、、、ああああるいるいるいるいはははは環境環境環境環境のののの問問問問題題題題でででで川川川川のののの自然自然自然自然をををを子子子子供供供供たたたたちにちにちにちに教教教教ええええたりとかたりとかたりとかたりとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななこここことがでとがでとがでとができきききるるるるようにようにようにようにななななっっっったたたたんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも。。。。今今今今、、、、企企企企業業業業のののの中中中中ににににいらいらいらいらっっっっししししゃゃゃゃいましていましていましていまして、、、、ああああるいるいるいるいはははは行政行政行政行政のののの中中中中ににににいらいらいらいらっっっっししししゃゃゃゃいましていましていましていまして、、、、朴朴朴朴先先先先生生生生ののののおおおお話話話話にあにあにあにありましたとりましたとりましたとりましたとおおおおりりりり、、、、個個個個々々々々人人人人ののののおおおお立場立場立場立場にににに戻戻戻戻らららられれれれたとたとたとたときにきにきにきに、、、、私私私私生生生生活活活活面面面面でどのでどのでどのでどのようようようようななななこここことをとをとをとを取取取取りりりり組組組組んんんんでいらでいらでいらでいらっっっっししししゃゃゃゃるのかるのかるのかるのか。。。。ああああるいるいるいるいはははは会社会社会社会社のののの中中中中でなでなでなでなさっさっさっさっているているているているこここことととととととと、、、、今今今今のののの私私私私生生生生活活活活とのとのとのとの矛盾矛盾矛盾矛盾点点点点みたいなのみたいなのみたいなのみたいなのはおはおはおはお感感感感じじじじににににななななっっっっ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のかるのかるのかるのか。。。。差差差差しししし出出出出がまがまがまがましいしいしいしいんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、パネリストのパネリストのパネリストのパネリストの皆皆皆皆さんにおさんにおさんにおさんにお聞聞聞聞ききききでででできればきればきればきれば幸幸幸幸いいいいだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。よろよろよろよ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。。。。            竹林竹林竹林竹林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        さあさあさあさあ、、、、大大大大変変変変なななな問問問問題題題題がががが出出出出ててててききききましたましたましたました。。。。皆皆皆皆さんさんさんさんのののの赤赤赤赤裸裸裸裸々々々々なとなとなとなところころころころををををひひひひとつとつとつとつ、、、、じゃじゃじゃじゃああああ、、、、堀川堀川堀川堀川ささささんんんんのとのとのとのところころころころからからからから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。。。。これはこれはこれはこれは楽楽楽楽しいしいしいしい質質質質問問問問ででででござござござございますいますいますいますねねねね。。。。            堀川室長代理堀川室長代理堀川室長代理堀川室長代理        本本本本当当当当にににに楽楽楽楽ししししそうそうそうそうですですですですねねねね。。。。私私私私もももも、、、、家家家家でのでのでのでの生生生生活活活活とととと会社会社会社会社でのでのでのでの時間時間時間時間とどとどとどとどちちちちらがらがらがらが長長長長いかといいかといいかといいかといううううとととと、、、、
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恐恐恐恐らくらくらくらく会社会社会社会社のののの方方方方じゃじゃじゃじゃないかなといないかなといないかなといないかなというううう気気気気がするがするがするがするんんんんですですですですねねねね。。。。家家家家へへへへ帰帰帰帰ればればればれば、、、、晩酌晩酌晩酌晩酌をしてをしてをしてをして食食食食事事事事をしをしをしをしてててて、、、、おおおおふふふふろへろへろへろへ入入入入っっっってててて寝寝寝寝るといるといるといるというううう生生生生活活活活ですからですからですからですから、、、、ほほほほととととんんんんどどどど家家家家内内内内にににに任任任任せっきせっきせっきせっきりといりといりといりといううううのがのがのがのが現状現状現状現状ででででござござござございますいますいますいます。。。。大大大大変変変変恥恥恥恥ずずずずかしいかしいかしいかしいんんんんですがですがですがですが、、、、家家家家庭庭庭庭にににに帰帰帰帰るとるとるとると環境環境環境環境ののののここここととととはははは頭頭頭頭のののの中中中中からからからから抜抜抜抜けけけけ出出出出るるるるようようようようなななな気気気気がしてがしてがしてがしておおおおりますりますりますります。。。。申申申申ししししわけござわけござわけござわけございまいまいまいませんせんせんせん。。。。            竹林竹林竹林竹林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        ややややははははりりりり企企企企業業業業ににににいるいるいるいる場場場場とととと家家家家庭庭庭庭ににににいるいるいるいる場場場場とでとでとでとではははは全全全全然然然然違違違違うううう。。。。特特特特にににに日本日本日本日本のののの男男男男性性性性はははは、、、、地地地地域域域域にはにはにはには根差根差根差根差してないとしてないとしてないとしてないところころころころがががが問問問問題題題題ですですですですよねよねよねよね。。。。        じゃじゃじゃじゃああああ、、、、次次次次はははは岸岸岸岸さんさんさんさん。。。。            岸主幹岸主幹岸主幹岸主幹        私私私私もももも同同同同じじじじようようようようななななこここことでしとでしとでしとでしてててて、、、、家家家家へへへへ帰帰帰帰るとるとるとると家家家家内内内内にににに分分分分別別別別でででで怒怒怒怒らららられれれれてててて、、、、「「「「あんあんあんあんたたたた、、、、またまたまたまた、、、、こんこんこんこんななななととととこへこへこへこへ置置置置いていていていて」」」」といといといといううううのがのがのがのが日日日日常常常常のののの言葉言葉言葉言葉でしてでしてでしてでして。。。。そうはそうはそうはそうは言言言言うもうもうもうものののののののの、、、、今今今今はははは夏夏夏夏でででで暑暑暑暑いいいいんんんんですですですですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルはははは物物物物すすすすごごごごくくくく出出出出ているているているているんんんんですですですですよねよねよねよね。。。。私私私私はははは家家家家内内内内やややや娘娘娘娘にににに、、、、例例例例えばえばえばえば麦茶麦茶麦茶麦茶をををを沸沸沸沸かしてつくるかしてつくるかしてつくるかしてつくるんだけれんだけれんだけれんだけれどどどどもももも、、、、とととところころころころがががが、、、、111100000000円円円円とかとかとかとか、、、、２２２２ＬＬＬＬででででもももも 200200200200円円円円とかでとかでとかでとかで売売売売っっっっているているているているわけわけわけわけですですですですよよよよ。。。。沸沸沸沸かしてかしてかしてかして冷冷冷冷やしてといやしてといやしてといやしてといううううとととと、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり２２２２～～～～３３３３時間時間時間時間かかるかかるかかるかかるんんんんですですですですよねよねよねよね。。。。だだだだからからからから、、、、ななななかなかやらないですかなかやらないですかなかやらないですかなかやらないです。。。。でででで、、、、私私私私がががが一応一応一応一応そうそうそうそういいいいうううう面面面面ででででははははペペペペットットットットボボボボトルをなくトルをなくトルをなくトルをなくそうそうそうそうかといかといかといかというこうこうこうこととととでででで努力努力努力努力してみているしてみているしてみているしてみているんんんんですがですがですがですが、、、、結果結果結果結果としてとしてとしてとしてはははは女房女房女房女房とととと娘娘娘娘にににに負負負負けけけけてててておおおおるるるるようようようようなななな現状現状現状現状でででで、、、、少少少少なくなくなくなくとととともももも、、、、そんそんそんそんななななもももものがでのがでのがでのができきききるるるるようにようにようにように、、、、分分分分別別別別にににに関関関関してしてしてしてははははややややっっっっぱぱぱぱりりりり家家家家内内内内にににに怒怒怒怒らららられれれれるるるる方方方方でしてでしてでしてでして、、、、会会会会社社社社ででででもそれもそれもそれもそれをををを見見見見習習習習っっっってやてやてやて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。。。。        小﨑課長小﨑課長小﨑課長小﨑課長        私私私私のののの場合場合場合場合はははは、、、、仕仕仕仕事事事事柄柄柄柄といいましといいましといいましといいましょうょうょうょうかかかか、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりふふふふだんごだんごだんごだんごみなみなみなみなんんんんかがかがかがかが落落落落ちちちちているとているとているとていると結結結結構構構構気気気気にににになりますしなりますしなりますしなりますし、、、、環境環境環境環境にににに対対対対してしてしてして意意意意識識識識ががががああああるるるるここここととととはははは確確確確かなかなかなかなんんんんですですですです。。。。先先先先ほほほほどどどど朴朴朴朴先先先先生生生生のののの方方方方からからからから、、、、認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体といといといといううううののののははははパートパートパートパートナナナナーシップーシップーシップーシップだだだだといといといというこうこうこうことをとをとをとをおっおっおっおっししししゃゃゃゃっっっってくてくてくてくれれれれましたましたましたました。。。。そそそそのとのとのとのときにきにきにきに思思思思っっっったたたたんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、自然自然自然自然とととと調調調調和和和和したしたしたした取取取取りりりり組組組組みといみといみといみといううううののののもももも大事大事大事大事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うんうんうんですですですです。。。。二見町二見町二見町二見町のののの場合場合場合場合、、、、ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯをををを取取取取得得得得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、、、、結結結結構構構構それにそれにそれにそれに沿沿沿沿っっっったたたた行政行政行政行政といといといといううううかかかか、、、、環環環環境境境境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りますりますりますります。。。。13131313 年度年度年度年度だっだっだっだったとたとたとたと思思思思いますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、植栽植栽植栽植栽事業事業事業事業をやりましたをやりましたをやりましたをやりました。。。。結結結結構構構構緑緑緑緑がががが破破破破壊壊壊壊されされされされているといているといているといているというこうこうこうことでとでとでとで、、、、世世世世間間間間ででででもももも話題話題話題話題にはにはにはにはななななっっっっているているているているんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そそそそのののの中中中中でででで二見町二見町二見町二見町はははは、、、、クロマクロマクロマクロマツツツツをををを 6666,,,,666600000000 本本本本、、、、トトトトベベベベラをラをラをラを 1111,8,8,8,800000000 本本本本、、、、やしやしやしやしゃぶゃぶゃぶゃぶしをしをしをしを 1111,7,7,7,700000000 本本本本、、、、大大大大体体体体１１１１万本万本万本万本といといといというううう植栽植栽植栽植栽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。。。。そうそうそうそういいいいっっっったたたたこここことでとでとでとで、、、、ややややははははりりりり自然自然自然自然をををを戻戻戻戻してやるといしてやるといしてやるといしてやるといううううかかかか、、、、自然自然自然自然にににに優優優優しいしいしいしい取取取取りりりり組組組組みといみといみといみといううううののののはははは、、、、行政行政行政行政としてとしてとしてとしてこれこれこれこれからからからから心心心心ががががけけけけていかなていかなていかなていかなければければければければいいいいけけけけないかないかないかないかなといなといなといなというよううよううよううようななななここここととととはははは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。。。。                萩萩萩萩原代表原代表原代表原代表        紺紺紺紺屋屋屋屋のののの白白白白ばばばばかまとかまとかまとかまと言言言言っっっったたたた方方方方がががが早早早早いといといといと思思思思いますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、（（（（笑笑笑笑））））最最最最ももももででででききききていないのていないのていないのていないのはははは、、、、家家家家
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でででで家族家族家族家族でとでとでとでともにもにもにもに時間時間時間時間をををを過過過過ごごごごすすすす、、、、食食食食事事事事をするをするをするをする、、、、それだけそれだけそれだけそれだけでででで随随随随分環境分環境分環境分環境面面面面もももも違違違違ううううといといといといううううののののはわはわはわはわかかかかっっっっているているているているんんんんですがですがですがですが、、、、何何何何せせせせ時間時間時間時間がないといがないといがないといがないというううう、、、、時間時間時間時間泥泥泥泥棒棒棒棒にににに遭遭遭遭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うううのがのがのがのが一一一一番番番番だめだめだめだめななななとととところだろうころだろうころだろうころだろうととと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。。。。そうそうそうそういいいいうううう意意意意味味味味でででではははは外外外外食食食食がががが多多多多いですいですいですいですねねねね。。。。そうそうそうそういいいいうううう意意意意味味味味ででででははははママママンションでンションでンションでンションで生生生生ごごごごみみみみもちもちもちもちゃゃゃゃんんんんとリサイクルしていますといとリサイクルしていますといとリサイクルしていますといとリサイクルしていますというううう、、、、何何何何ののののここここととととははははないないないない、、、、生生生生ごごごごみみみみはははは出出出出ないないないない家家家家ななななもももものですからのですからのですからのですから。。。。といといといというううう側面側面側面側面とととと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつあえあえあえあえてててて言言言言ううううとととと、、、、僕僕僕僕はははは、、、、環境環境環境環境をやりながらをやりながらをやりながらをやりながらたたたたばこばこばこばこをををを吸吸吸吸っっっっているているているているだだだだららららしないやつなしないやつなしないやつなしないやつなんんんんですですですですねねねね。。。。だだだだらしないらしないらしないらしない人人人人間間間間がやがやがやがや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うううととととこここころもろもろもろも、、、、僕僕僕僕ははははすすすすごごごごくくくく大事大事大事大事なななな……………………。。。。よよよよくくくく聖聖聖聖人人人人君君君君子子子子にににに間間間間違違違違ええええらららられれれれるるるる。。。。人人人人間間間間みみみみんんんんななななちょちょちょちょぼぼぼぼちょちょちょちょぼぼぼぼだだだだといといといといううううふふふふうにはうにはうにはうには思思思思っっっっていますていますていますています。。。。これはこれはこれはこれは決決決決してしてしてして言言言言いいいいわけわけわけわけででででははははなくてなくてなくてなくて、、、、幅幅幅幅はははは認認認認めめめめていくていくていくていくべきだべきだべきだべきだななななああああといといといといううううふふふふうにうにうにうに思思思思っっっっていますていますていますています。。。。            竹林竹林竹林竹林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        朴朴朴朴先先先先生生生生、、、、ふふふふだんはだんはだんはだんはどどどどううううでしでしでしでしょうょうょうょうかかかか。。。。            朴教授朴教授朴教授朴教授        私私私私もももも本本本本当当当当にににに恥恥恥恥ずずずずかしいなかしいなかしいなかしいなああああとととと思思思思ううううのがのがのがのが１１１１つつつつあああありますりますりますります。。。。本本本本当当当当にににに数数数数ええええ切切切切れれれれないないないないほほほほどいどいどいどいろろろろいいいいろろろろなとなとなとなところへころへころへころへ話話話話をしをしをしをしにににに行行行行ききききますますますます。。。。三重県三重県三重県三重県はははは南南南南北北北北にににに長長長長いのでいのでいのでいので 111100000000kmkmkmkm をををを超超超超ええええますがますがますがますが、、、、一一一一番番番番南南南南のののの方方方方にあにあにあにあるるるる尾鷲尾鷲尾鷲尾鷲・・・・熊野熊野熊野熊野にににに行行行行っっっってててていいいいろろろろいいいいろろろろなななな話話話話をしているとをしているとをしているとをしているときにきにきにきに、、、、みみみみんんんんなななな、、、、よよよよくくくくわわわわかかかかっっっったたたた、、、、わわわわかかかかっっっったとたとたとたと言言言言っっっってててて、、、、非常非常非常非常にうれにうれにうれにうれしいしいしいしい気気気気持持持持ちちちちでででで帰帰帰帰っっっってくるてくるてくるてくるんんんんですがですがですがですが、、、、大学大学大学大学にににに入入入入っっっっていくとていくとていくとていくと非常非常非常非常にににに悲悲悲悲しくなしくなしくなしくなっちっちっちっちゃゃゃゃいますいますいますいますねねねね。。。。ままままずずずず私私私私のゼミのゼミのゼミのゼミ生生生生ですですですです。。。。レレレレジジジジ袋袋袋袋ををををももももららららわわわわないないないないようにようにようにようにするとかするとかするとかするとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな形形形形でやでやでやでやっっっっていてていてていてていて、、、、試試試試験験験験ををををさせさせさせさせるとるとるとると、、、、みみみみんんんんなななな立立立立派派派派ななななレポレポレポレポートをートをートをートを書書書書ききききますますますます。。。。本本本本当当当当にににに 111100000000点点点点満満満満点点点点にににに近近近近いいいいもももものをのをのをのを書書書書いているのいているのいているのいているのにににに、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋、、、、どどどどうだうだうだうだといといといというこうこうこうことでとでとでとであればあればあればあれば、、、、「「「「ややややっっっっぱぱぱぱりりりり必要必要必要必要ですですですですよよよよ」」」」とととと言言言言うんうんうんうんですですですですねねねね。。。。レポレポレポレポートをートをートをートを書書書書いているのいているのいているのいているのにににに、、、、どどどどううううしてしてしてしてそれそれそれそれがががが必要必要必要必要ななななんだんだんだんだといといといといううううこここことをとをとをとを言言言言っっっったらたらたらたら、、、、「「「「ややややっっっっぱぱぱぱりりりり格格格格好好好好悪悪悪悪いいいいんんんんですですですですよよよよ」」」」とととと言言言言ううううんんんんですですですですよよよよ。。。。袋袋袋袋をををを持持持持っっっってててて男男男男のののの人人人人がががが歩歩歩歩くくくくののののはははは格格格格好好好好悪悪悪悪いといといといと。。。。        そうそうそうそういいいいうこうこうこうことをとをとをとを言言言言っっっっているているているている子子子子にににに対対対対してしてしてして、、、、私私私私はははは一体一体一体一体何何何何をしてをしてをしてをしてききききたたたたんだんだんだんだとととと。。。。ままままずずずず自分自分自分自分のののの足足足足元元元元、、、、足足足足元元元元とととと言言言言いながらいながらいながらいながら、、、、何何何何にもにもにもにもででででききききなかなかなかなかっっっったたたたんだんだんだんだといといといというこうこうこうことでとでとでとで反反反反省省省省をしましてをしましてをしましてをしまして、、、、今今今今、、、、何何何何をやをやをやをやっっっっているかといているかといているかといているかといううううとととと、、、、うちうちうちうちのののの大学大学大学大学ののののキキキキャンパスのャンパスのャンパスのャンパスの、、、、直直直直径径径径４４４４kmkmkmkm 以上以上以上以上のののの中中中中にににに、、、、要要要要するするするするにににに自動自動自動自動販売販売販売販売機機機機ははははどのどのどのどのぐぐぐぐらいらいらいらいあっあっあっあってててて、、、、そこにはそこにはそこにはそこにはどどどどれだけれだけれだけれだけののののごごごごみがどみがどみがどみがどうううういいいいうううう状状状状態態態態ににににななななっっっっているのかているのかているのかているのか。。。。それそれそれそれからからからから、、、、大学大学大学大学のののの周辺周辺周辺周辺ののののアアアアパートパートパートパート、、、、団団団団地地地地にはにはにはにはたくたくたくたくさんさんさんさんいいいいろろろろいいいいろろろろなななな学生学生学生学生がががが住住住住んんんんでいるでいるでいるでいるんんんんですがですがですがですが、、、、ごごごごみをどみをどみをどみをどうううういいいいうううう形形形形でででで出出出出しているのかとかしているのかとかしているのかとかしているのかとか調調調調べべべべてててて、、、、どどどどんんんんどどどどんレポんレポんレポんレポーーーートをトをトをトを出出出出しているとしているとしているとしているところころころころななななんんんんですですですですねねねね。。。。本本本本当当当当にににに恥恥恥恥ずずずずかしいかしいかしいかしいここここととととにににに、、、、うちうちうちうちのののの大学大学大学大学でででで勉勉勉勉強強強強していてしていてしていてしていて、、、、立立立立派派派派なななな社会人社会人社会人社会人ににににななななっっっってててていいいいっっっっているているているている人人人人のののの中中中中にはにはにはには、、、、卒卒卒卒業業業業するとするとするとするときにごきにごきにごきにごみをみをみをみをきれきれきれきれいないないないな階段階段階段階段にににに捨捨捨捨てていてていてていてていっっっってててて、、、、それそれそれそれがががが社会社会社会社会問問問問題題題題にににになるといなるといなるといなるというこうこうこうことととともあもあもあもありますりますりますります。。。。環境環境環境環境だだだだ、、、、環境環境環境環境だだだだとととと言言言言いながらいながらいながらいながら、、、、大学大学大学大学でででで教教教教ええええていながらていながらていながらていながら、、、、自分自分自分自分のののの足足足足元元元元のとのとのとのところころころころでどでどでどでどれだけれだけれだけれだけ教教教教育育育育していたのかといしていたのかといしていたのかといしていたのかというこうこうこうことをとをとをとを（（（（知知知知っっっったたたた？？？？））））とととときにきにきにきに、、、、ああああああああいいいいうもうもうもうものがのがのがのが出出出出てくるたてくるたてくるたてくるたびにびにびにびに非常非常非常非常にににに恥恥恥恥ずずずずかしくなかしくなかしくなかしくなっっっっていますしていますしていますしていますし、、、、ままままずずずず大学大学大学大学のののの中中中中ののののこここことからとからとからとから取取取取りりりり組組組組まないとまないとまないとまないと偉偉偉偉そうそうそうそうななななここここととととはははは言言言言ええええないなといないなといないなといないなというううう状況状況状況状況ななななんんんんですがですがですがですが、、、、ままままああああ、、、、起起起起ききききたたたたここここととととにににに関関関関しししし
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ててててはははは真真真真摯摯摯摯にににに受受受受けけけけととととめめめめるるるる。。。。それそれそれそれをををを事事事事前前前前ににににどどどどうううういいいいうううう形形形形でででで少少少少なくしていくのかといなくしていくのかといなくしていくのかといなくしていくのかというこうこうこうことをとをとをとを探探探探っっっっているているているている毎毎毎毎日日日日ですですですです。。。。本本本本当当当当にににに恥恥恥恥ずずずずかしいかしいかしいかしい毎毎毎毎日日日日ですですですです。。。。            竹林竹林竹林竹林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        ああああとととと２２２２分分分分でででで終終終終わわわわりりりりにににになりますなりますなりますなります。。。。50505050 分分分分をををを厳厳厳厳命命命命されされされされ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、、、、大大大大変変変変申申申申ししししわけあわけあわけあわけありまりまりまりませせせせんんんん。。。。大分大分大分大分時間時間時間時間がががが短短短短縮縮縮縮されされされされていたていたていたていたもももものですからのですからのですからのですから。。。。        きょうはきょうはきょうはきょうは非常非常非常非常にににに幅幅幅幅広広広広くくくく環境環境環境環境のののの話話話話がががが出出出出たとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。これこれこれこれをををを契機契機契機契機にににに皆皆皆皆さんもぜひさんもぜひさんもぜひさんもぜひ頑張頑張頑張頑張っっっってててていたいたいたいただきだきだきだきたいとたいとたいとたいと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋といといといというううう意意意意味味味味合合合合いでいでいでいではははは、、、、格格格格好好好好悪悪悪悪いといいといいといいというこうこうこうことなとなとなとなんんんんですがですがですがですが、、、、谷谷谷谷先先先先生生生生がががが留留留留学学学学されされされされていたスタンフォーていたスタンフォーていたスタンフォーていたスタンフォードドドド大学大学大学大学へへへへ私私私私はははは十十十十数数数数年年年年前前前前にににに行行行行ききききましたましたましたましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、あそあそあそあそここここにはにはにはには大大大大ききききなスーパーがなスーパーがなスーパーがなスーパーがござござござございましていましていましていまして、、、、そそそそのスーパーのスーパーのスーパーのスーパーにちにちにちにちゃゃゃゃんんんんとしたとしたとしたとした、、、、大大大大変変変変立立立立派派派派なデなデなデなデザザザザイイイインのンのンのンの木木木木綿綿綿綿のののの丈丈丈丈夫夫夫夫なななな袋袋袋袋がががが売売売売らららられれれれているているているているんんんんですですですですよねよねよねよね。。。。持持持持っっっっているているているているこここことがとがとがとが格格格格好好好好よよよよくくくく見見見見ええええますますますます。。。。ドドドドイイイイツツツツのエのエのエのエアアアアランランランランゲゲゲゲンといンといンといンというううう有有有有名名名名なななな自自自自転車転車転車転車のののの町町町町ががががござござござございますいますいますいます。。。。そこもそこもそこもそこも、、、、市市市市役役役役所所所所にににに行行行行くとくとくとくと、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな話話話話をををを聞聞聞聞きききき終終終終わっわっわっわったたたた後後後後にににに、、、、「「「「エエエエアアアアランランランランゲゲゲゲンンンン」」」」とととと書書書書いたいたいたいた格格格格好好好好のいいのいいのいいのいい木木木木綿綿綿綿のののの袋袋袋袋をくをくをくをくれれれれるるるるんんんんですですですです。。。。そうそうそうそういいいいうもうもうもうものをのをのをのをひひひひとつまたとつまたとつまたとつまた行政行政行政行政もおもおもおもお考考考考ええええいたいたいたいただきだきだきだきながらながらながらながら、、、、持持持持っっっってててて歩歩歩歩くといくといくといくというこうこうこうことかとかとかとからららら少少少少しししし始始始始めめめめるといるといるといるというこうこうこうことととともももも大事大事大事大事だろうだろうだろうだろうとととと思思思思いますいますいますいます。。。。        第第第第一一一一歩歩歩歩がががが大事大事大事大事だだだだとととと。。。。ななななおおおおかつかつかつかつ、、、、それはそれはそれはそれは根根根根気気気気よよよよくといくといくといくというこうこうこうことがとがとがとが県県県県のののの白白白白書書書書にににに書書書書いていていていてああああるるるる。。。。ここここれはれはれはれは繰繰繰繰りりりり返返返返しでしでしでしで大大大大変恐変恐変恐変恐縮縮縮縮ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、そこそこそこそこからスタートするのからスタートするのからスタートするのからスタートするのだろうだろうだろうだろうとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ききききょうょうょうょうののののキキキキーーーーワワワワーーーードドドドのののの中中中中でででではははは、、、、リーリーリーリーダダダダープロデープロデープロデープロデュュュューサーといーサーといーサーといーサーといううううのがのがのがのが大事大事大事大事だだだだといといといというよううよううよううようなななな話話話話、、、、それそれそれそれからからからから、、、、何何何何のたのたのたのためめめめなのかといなのかといなのかといなのかというううう目的目的目的目的意意意意識識識識をををを持持持持っっっってとてとてとてと。。。。認識認識認識認識共共共共同同同同体体体体といといといというううう、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと耳耳耳耳ななななれれれれないないないない言葉言葉言葉言葉もあもあもあもありましたしりましたしりましたしりましたし、、、、それもそれもそれもそれも非常非常非常非常にににに重重重重要要要要ななななここここととととだろうだろうだろうだろう思思思思いますいますいますいます。。。。そうそうそうそういいいいうこうこうこうことをとをとをとを踏踏踏踏ままままええええながらながらながらながら、、、、ななななおおおおかつかつかつかつ、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済はははは合合合合うんだぜうんだぜうんだぜうんだぜといといといといううううふふふふうにうにうにうに堀川堀川堀川堀川さんさんさんさんががががおっおっおっおっししししゃゃゃゃいましいましいましいましたたたた。。。。企企企企業業業業ににににととととっっっっててててはははは非常非常非常非常にににに心心心心強強強強いいいい言葉言葉言葉言葉だっだっだっだったとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。それそれそれそれからからからからもっもっもっもっとととと大事大事大事大事なのなのなのなのはははは、、、、何何何何度度度度もももも出出出出ましたましたましたました、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり楽楽楽楽しくスタートするといしくスタートするといしくスタートするといしくスタートするというこうこうこうこととととだろうだろうだろうだろうとととと思思思思いますいますいますいます。。。。エコエコエコエコ、、、、エコエコエコエコ、、、、エコとエコとエコとエコと言言言言われわれわれわれたらたらたらたら、、、、もうもうもうもう嫌嫌嫌嫌ににににななななっちっちっちっちゃゃゃゃいますいますいますいますねねねね。。。。そそそそのののの辺辺辺辺をどをどをどをどうううういいいいううううふふふふうにこれうにこれうにこれうにこれからからからから行行行行くのくのくのくのかといかといかといかというもうもうもうものをのをのをのを宿宿宿宿題題題題にににに、、、、これこれこれこれでででで解解解解散散散散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。。。。        どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。ちょうちょうちょうちょうどどどど 50505050 分分分分ででででござござござございますいますいますいます。。。。        閉会挨拶閉会挨拶閉会挨拶閉会挨拶        小川総括小川総括小川総括小川総括マネジャーマネジャーマネジャーマネジャー        ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・三重三重三重三重のののの閉会閉会閉会閉会にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、本本本本来来来来、、、、長谷川環境部長谷川環境部長谷川環境部長谷川環境部長長長長ががががおおおお邪魔邪魔邪魔邪魔をしてをしてをしてをしてああああいいいいささささつをつをつをつを述述述述べべべべるとるとるとるところころころころでしたがでしたがでしたがでしたが、、、、急急急急用用用用ににににてててて失失失失礼礼礼礼ををををさせさせさせさせててててももももららららっっっってててておおおおりりりりますますますます。。。。かかかかわわわわりましてりましてりましてりまして、、、、私私私私、、、、環境部環境部環境部環境部のののの総括総括総括総括マネジャーマネジャーマネジャーマネジャー、、、、小川小川小川小川ででででござござござございいいいますがますがますがますが、、、、一一一一言言言言ごあごあごあごあいいいいささささつをつをつをつをさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。        本日本日本日本日はははは、、、、おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、県県県県内内内内外外外外からからからから多多多多数数数数のののの方方方方々々々々ののののごごごご参加参加参加参加をいたをいたをいたをいただきだきだきだき、、、、厚厚厚厚くくくくおおおお礼申礼申礼申礼申しししし上上上上げげげげまままますすすす。。。。本日本日本日本日のフォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムはははは、、、、「「「「ゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションで目指目指目指目指すすすす自然自然自然自然とととと共生共生共生共生するするするする社会社会社会社会」」」」をテーマとしをテーマとしをテーマとしをテーマとしてててて、、、、３３３３名名名名のののの方方方方にごにごにごにご講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだくととくととくととくとともにもにもにもに、、、、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産産産産官官官官学学学学のののの各各各各方方方方面面面面のののの方方方方にごにごにごにご参加参加参加参加をいたをいたをいたをいただきだきだきだき、、、、有有有有意意意意義義義義なななな討討討討議議議議をしていたをしていたをしていたをしていただきだきだきだきましたましたましたました。。。。    
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    ごごごご承承承承知知知知のとのとのとのとおおおおりりりり、、、、20202020 世世世世紀紀紀紀はははは右右右右肩肩肩肩上上上上がりのがりのがりのがりの経済経済経済経済成成成成長長長長をををを基調基調基調基調としたとしたとしたとした時時時時代代代代でででであああありましたりましたりましたりました。。。。そそそそのののの結果結果結果結果、、、、私私私私たたたたちちちち人人人人類類類類はははは、、、、天天天天然資源然資源然資源然資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇ややややＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２のののの排出排出排出排出によによによによるるるる地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたた地球的地球的地球的地球的規規規規模模模模のののの問問問問題題題題をををを誘誘誘誘発発発発してしてしてしてききききたたたたここここととととはははは、、、、今今今今ささささらららら言言言言ううううまでまでまでまでもあもあもあもありまりまりまりませんせんせんせん。。。。こうこうこうこうしたしたしたした問問問問題題題題をををを解解解解決決決決すすすするたるたるたるためにめにめにめに、、、、ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをキキキキーーーーワワワワーーーードドドドとしてとしてとしてとして、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを出出出出ささささないないないない経済社会経済社会経済社会経済社会、、、、地地地地域域域域社会社会社会社会、、、、企企企企業業業業活活活活動動動動にににに積積積積極極極極的的的的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむこここことがとがとがとが急務急務急務急務でででであああありりりり、、、、これこれこれこれらのらのらのらの問問問問題題題題をををを私私私私たたたたちちちちのののの世世世世代代代代でででで解解解解決決決決するするするするここここととととによによによによりりりり、、、、子子子子孫孫孫孫にににに豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然をををを承承承承継継継継していくしていくしていくしていく必要必要必要必要ががががああああるとるとるとると、、、、ここここののののようにようにようにように感感感感じじじじてててておおおおりますりますりますります。。。。        本県本県本県本県におきにおきにおきにおきましてましてましてましてもももも、、、、自然自然自然自然のののの循環循環循環循環をををを基調基調基調基調としたとしたとしたとした持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会システムシステムシステムシステムづづづづくりくりくりくりへへへへ転転転転換換換換をををを図図図図るるるる、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済をををを同同同同軸軸軸軸ににににとらとらとらとらええええたたたた環境環境環境環境効効効効率率率率性性性性のののの高高高高いいいい環境経営環境経営環境経営環境経営をををを推進推進推進推進しているとしているとしているとしているところころころころでででであああありりりり、、、、平平平平成成成成 14141414年度年度年度年度にはにはにはには、、、、環境経環境経環境経環境経営営営営のののの普及普及普及普及啓啓啓啓発発発発、、、、普及普及普及普及発発発発展展展展をををを目的目的目的目的としてとしてとしてとして日本環境経営大日本環境経営大日本環境経営大日本環境経営大賞賞賞賞をををを創創創創設設設設しししし、、、、環境経営環境経営環境経営環境経営へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが顕著顕著顕著顕著なななな企企企企業業業業をををを表表表表彰彰彰彰させさせさせさせていたていたていたていただだだだいたといたといたといたところころころころででででござござござございますいますいますいます。。。。        開会開会開会開会のののの際際際際にもごあにもごあにもごあにもごあいいいいささささつつつつさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきましたがましたがましたがましたが、、、、今今今今回回回回、、、、爆爆爆爆発事発事発事発事故故故故をををを引引引引きききき起起起起ここここしましたしましたしましたしました三重三重三重三重ごごごごみみみみ固形燃料固形燃料固形燃料固形燃料発発発発電電電電所所所所はははは、、、、本県本県本県本県ののの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築築築築くくくく上上上上でのかなでのかなでのかなでのかなめめめめとなるとなるとなるとなる施施施施設設設設でででであああありましりましりましりましたがたがたがたが、、、、今今今今回回回回のののの事事事事故故故故にににに係係係係るるるる原原原原因究明因究明因究明因究明をををを一一一一日日日日もももも早早早早くくくく行行行行いいいい、、、、皆様皆様皆様皆様のののの信頼信頼信頼信頼をををを回回回回復復復復ででででききききるるるるようようようよう、、、、万万万万全全全全のののの努力努力努力努力をいたすをいたすをいたすをいたす所所所所存存存存ででででござござござございますいますいますいます。。。。        最最最最後後後後にににになりましたがなりましたがなりましたがなりましたが、、、、本日本日本日本日のフォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムにごにごにごにご参加参加参加参加のののの皆様方皆様方皆様方皆様方におにおにおにおかかかかれれれれましてましてましてましてもももも、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを構築構築構築構築しししし、、、、人人人人とととと自然自然自然自然がががが共生共生共生共生するするするする社会社会社会社会のののの実現実現実現実現にににに向向向向けけけけたたたたささささらなるらなるらなるらなる取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが進進進進めめめめらららられれれれますますますますこここことをとをとをとを祈念祈念祈念祈念いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、閉会閉会閉会閉会ののののああああいいいいささささつとつとつとつとさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。本本本本当当当当にあにあにあにありがりがりがりがととととうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                （（（（了了了了））））                                            
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ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・三島三島三島三島 

－－－－地域内循環地域内循環地域内循環地域内循環によるゼロエミッションによるゼロエミッションによるゼロエミッションによるゼロエミッション社会社会社会社会をををを目指目指目指目指してしてしてして－－－－ 

 日日日日時時時時    ：：：：    ２２２２００００００００３３３３年年年年１１１１１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（金金金金））））１３１３１３１３時時時時    －－－－    １１１１７７７７時時時時３３３３００００分分分分 場所場所場所場所    ：：：：日本大学国際関係学部日本大学国際関係学部日本大学国際関係学部日本大学国際関係学部１５１５１５１５号号号号館館館館１１１１階多階多階多階多目的教室目的教室目的教室目的教室 議題議題議題議題    ：：：： （（（（１１１１））））開会挨拶開会挨拶開会挨拶開会挨拶        三島市長三島市長三島市長三島市長      小池小池小池小池 政臣政臣政臣政臣    氏氏氏氏                   歓迎挨拶歓迎挨拶歓迎挨拶歓迎挨拶        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      山路山路山路山路 敬三敬三敬三敬三    氏氏氏氏                                     日本大学国際関係学部長日本大学国際関係学部長日本大学国際関係学部長日本大学国際関係学部長                          佐藤佐藤佐藤佐藤 三武朗三武朗三武朗三武朗 氏氏氏氏 （（（（２２２２））））基調講演基調講演基調講演基調講演     「「「「環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好循環好循環好循環好循環をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」 環境省総合環境政策局環境計画課長環境省総合環境政策局環境計画課長環境省総合環境政策局環境計画課長環境省総合環境政策局環境計画課長                 谷谷谷谷    みどりみどりみどりみどり    氏氏氏氏 「「「「廃棄物対策廃棄物対策廃棄物対策廃棄物対策とととと持続的利用持続的利用持続的利用持続的利用がががが可能可能可能可能なバイオマスなバイオマスなバイオマスなバイオマス資源資源資源資源 のののの利用利用利用利用やややや技術開発技術開発技術開発技術開発 －－－－製紙製紙製紙製紙汚泥汚泥汚泥汚泥からからからから生分解性生分解性生分解性生分解性プラスティックをつくるプラスティックをつくるプラスティックをつくるプラスティックをつくる」」」」                                     静岡大学工学部物質工学科教授静岡大学工学部物質工学科教授静岡大学工学部物質工学科教授静岡大学工学部物質工学科教授                    中崎中崎中崎中崎 清彦清彦清彦清彦    氏氏氏氏                                  「「「「新新新新たなたなたなたな環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷をををを生生生生まないまないまないまない自然自然自然自然エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの展望展望展望展望」」」」                                     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運営委員運営委員運営委員運営委員  竹林竹林竹林竹林 征雄征雄征雄征雄    氏氏氏氏 （（（（３３３３））））パネルディスカションパネルディスカションパネルディスカションパネルディスカション    「「「「地地地地域内域内域内域内循環循環循環循環によによによによるゼロエミッションるゼロエミッションるゼロエミッションるゼロエミッション社会社会社会社会をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」             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     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運営委員運営委員運営委員運営委員  前前前前田田田田 正尚正尚正尚正尚    氏氏氏氏                                     日本政策日本政策日本政策日本政策投投投投資資資資銀銀銀銀行政策行政策行政策行政策企企企企画部画部画部画部長長長長             パネリストパネリストパネリストパネリスト    三島市長三島市長三島市長三島市長                                        小池小池小池小池 政臣政臣政臣政臣    氏氏氏氏                                         三島三島三島三島フォフォフォフォレレレレストクラストクラストクラストクラブブブブ役役役役員員員員・インストラクタ・インストラクタ・インストラクタ・インストラクタ        前前前前島島島島 規規規規雄雄雄雄    氏氏氏氏 （（（（森森森森林林林林保全保全保全保全ボボボボランティランティランティランティアアアア市民市民市民市民団体団体団体団体））））                                     環境省総合環境政策局環境計画課長環境省総合環境政策局環境計画課長環境省総合環境政策局環境計画課長環境省総合環境政策局環境計画課長                谷谷谷谷    みどりみどりみどりみどり 氏氏氏氏                                     静岡大学工学部物質工学科教授静岡大学工学部物質工学科教授静岡大学工学部物質工学科教授静岡大学工学部物質工学科教授                    中崎中崎中崎中崎 清彦清彦清彦清彦    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運営運営運営運営委員委員委員委員  竹林竹林竹林竹林 征雄征雄征雄征雄    氏氏氏氏 （（（（４４４４））））閉会挨拶閉会挨拶閉会挨拶閉会挨拶        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運営理事運営理事運営理事運営理事  谷谷谷谷口口口口 正次正次正次正次    氏氏氏氏          ＜＜＜＜開会開会開会開会・・・・歓迎挨拶歓迎挨拶歓迎挨拶歓迎挨拶＞＞＞＞ 

 司司司司会会会会（（（（鈴鈴鈴鈴木木木木・・・・三島市三島市三島市三島市））））         たたたただだだだいまからいまからいまからいまから、、、、「「「「ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・三島三島三島三島－－－－地地地地域内域内域内域内循環循環循環循環によによによによるゼロエミるゼロエミるゼロエミるゼロエミッションッションッションッション社会社会社会社会をををを目指目指目指目指してしてしてして－」－」－」－」をををを開開開開催催催催いたしますいたしますいたしますいたします。。。。私私私私はははは、、、、本日本日本日本日のののの進進進進行行行行をををを務務務務めさせめさせめさせめさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます、、、、三島市環境市民部環境三島市環境市民部環境三島市環境市民部環境三島市環境市民部環境企企企企画課画課画課画課のののの鈴鈴鈴鈴木木木木ででででござござござございますいますいますいます。。。。どどどどううううぞぞぞぞよろよろよろよろしくしくしくしく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。。。。     それそれそれそれでででではははは、、、、本本本本フォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの開会開会開会開会にににに当当当当たりたりたりたり、、、、開開開開催催催催市市市市をををを代表代表代表代表いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、小池政臣三島市小池政臣三島市小池政臣三島市小池政臣三島市長長長長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いいいささささつをつをつをつを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 



 56

 小池市長小池市長小池市長小池市長         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。。。。「「「「ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・三島三島三島三島」」」」のののの開開開開催催催催にににに当当当当たりましたりましたりましたりましてててて、、、、開開開開催催催催市市市市をををを代表代表代表代表いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、一一一一言言言言ごあごあごあごあいいいいささささつをつをつをつをさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだき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。。。。     本日本日本日本日はははは、、、、市民市民市民市民のののの皆様方皆様方皆様方皆様方ををををははははじじじじめめめめ、、、、産産産産業業業業界界界界のののの皆様方皆様方皆様方皆様方、、、、ああああるいるいるいるいはははは行政行政行政行政機機機機関関関関のののの皆様方皆様方皆様方皆様方、、、、ああああるいるいるいるいはははは学会学会学会学会のののの皆様方等皆様方等皆様方等皆様方等々、々、々、々、多多多多数数数数のののの皆様方皆様方皆様方皆様方がががが各各各各界界界界各層各層各層各層からからからからおおおお出出出出かかかかけけけけをいたをいたをいたをいただきだきだきだきましてましてましてまして、、、、ほほほほんんんんととととううううにあにあにあにありがたいりがたいりがたいりがたい次次次次第第第第ででででござござござございますいますいますいます。。。。心心心心からからからからごごごご歓迎歓迎歓迎歓迎をををを申申申申しししし上上上上げげげげるるるる次次次次第第第第ででででござござござございますいますいますいます。。。。     またまたまたまた、、、、会場会場会場会場提提提提供供供供ののののほほほほかかかか、、、、日日日日本本本本大大大大学学学学国際関係学部佐藤三武朗学部長国際関係学部佐藤三武朗学部長国際関係学部佐藤三武朗学部長国際関係学部佐藤三武朗学部長様様様様ををををははははじじじじめめめめ、、、、日日日日本本本本大大大大学学学学関係関係関係関係者者者者のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方にはにはにはには大大大大変変変変にににに何何何何かとかとかとかとごごごご厄厄厄厄介介介介にににになりましたなりましたなりましたなりましたここここととととにににに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、厚厚厚厚くくくく御御御御礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げげげげるるるる次次次次第第第第ででででござござござございますいますいますいます。。。。あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。     三島市三島市三島市三島市はははは、、、、21 世世世世紀紀紀紀をををを環境環境環境環境世世世世紀紀紀紀ととらととらととらととらええええましてましてましてまして、、、、自然自然自然自然とととと共生共生共生共生をををを図図図図るるるる中中中中でででで環境環境環境環境へへへへのののの負荷負荷負荷負荷がががが少少少少ないないないない資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会のののの実現実現実現実現をををを目指目指目指目指しましてしましてしましてしまして、、、、「「「「みみみみんんんんなでなでなでなで築築築築くくくく環境環境環境環境先先先先進都進都進都進都市市市市・・・・三島三島三島三島」」」」をををを合合合合言葉言葉言葉言葉にににに、、、、積積積積極極極極的的的的なななな環境環境環境環境施施施施策策策策のののの推進推進推進推進にににに努力努力努力努力をいたしているとをいたしているとをいたしているとをいたしているところころころころででででござござござございますいますいますいます。。。。そそそそのののの第第第第一一一一歩歩歩歩といといといといたしましてたしましてたしましてたしまして、、、、行政行政行政行政みみみみずずずずからからからから厳厳厳厳しくしくしくしく環境環境環境環境をマネジをマネジをマネジをマネジメメメメントするたントするたントするたントするためにめにめにめに、、、、平平平平成成成成 12 年年年年 7月月月月 26 日日日日にににに、、、、国際国際国際国際標標標標準準準準規規規規格格格格ででででござござござございますいますいますいます ISO14001 のののの認認認認証取証取証取証取得得得得をいたしてをいたしてをいたしてをいたしておおおおりますりますりますります。。。。ささささららららにににに、、、、本年本年本年本年 7月月月月ににににはははは、、、、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テムのントシステムのントシステムのントシステムの範囲範囲範囲範囲にににに、、、、全全全全国国国国ででででもももも先先先先駆駆駆駆的的的的となりますとなりますとなりますとなります全全全全小学小学小学小学校校校校、、、、全全全全中学中学中学中学校校校校、、、、
21 校校校校をををを加加加加ええええましてましてましてまして、、、、三島市三島市三島市三島市のすのすのすのすべべべべてのてのてのての施施施施設設設設をををを対対対対象象象象にににに、、、、更更更更新新新新審査審査審査審査をををを受受受受けけけけましたとましたとましたとましたところころころころ、、、、そそそそののののサイトのサイトのサイトのサイトの範囲範囲範囲範囲のののの広広広広ささささとととと環境環境環境環境活活活活動動動動、、、、環境教環境教環境教環境教育育育育ののののレレレレベベベベルのルのルのルの高高高高ささささからからからから、、、、全全全全国国国国ででででももももトップクラスとトップクラスとトップクラスとトップクラスとのののの評評評評価価価価をいたをいたをいたをいただきだきだきだきましたましたましたました。。。。大大大大変変変変光光光光栄栄栄栄にににに思思思思っっっっているとているとているとているところころころころででででござござござございますいますいますいます。。。。これこれこれこれをををを契機契機契機契機にににに、、、、幼幼幼幼児児児児からからからから高高高高齢齢齢齢者者者者までまでまでまで、、、、幅幅幅幅広広広広いいいい環境教環境教環境教環境教育育育育、、、、環境学環境学環境学環境学習習習習ををををよよよよりりりり一一一一層層層層進進進進めめめめましてましてましてまして、、、、環境環境環境環境をををを考考考考ええええ行動行動行動行動すすすするるるる人人人人材材材材のののの育育育育成成成成にににに務務務務めめめめ、、、、地地地地域域域域レレレレベベベベルのゼロエミッションルのゼロエミッションルのゼロエミッションルのゼロエミッション活活活活動動動動ののののささささらなるらなるらなるらなる進展進展進展進展にににに力力力力をををを注注注注いでまいでまいでまいでまいるいるいるいる次次次次第第第第ででででござござござございますいますいますいます。。。。     本本本本フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムはははは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムとのゼロエミッションフォーラムとのゼロエミッションフォーラムとのゼロエミッションフォーラムとの共共共共催催催催でででで、、、、「「「「地地地地域内域内域内域内循環循環循環循環によによによによるるるるゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」をテーマをテーマをテーマをテーマにににに開開開開催催催催いたすいたすいたすいたすわけわけわけわけででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ここここののののようようようようにににに、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のののの持持持持つつつつ最先最先最先最先端端端端のののの環境環境環境環境情情情情報報報報をををを積積積積極極極極的的的的にににに地地地地方方方方へへへへ情情情情報報報報発発発発信信信信するするするするここここととととはははは、、、、地地地地域域域域のののの環境環境環境環境意意意意識識識識やややや活活活活動動動動のののの醸醸醸醸成成成成にににに大大大大変変変変有有有有意意意意義義義義ででででああああるとるとるとると私私私私はははは感感感感じじじじているとているとているとているところころころころででででござござござございますいますいますいます。。。。     本日本日本日本日はははは、、、、学会学会学会学会、、、、産産産産業業業業界界界界、、、、行政行政行政行政のののの先先先先生生生生方方方方からのからのからのからのごごごご講演講演講演講演をををを、、、、私私私私もももも加加加加わわわわりましてパネルディスりましてパネルディスりましてパネルディスりましてパネルディスカッションをカッションをカッションをカッションを予定予定予定予定いたしているといたしているといたしているといたしているところころころころででででござござござございますいますいますいます。。。。どどどどううううかかかか、、、、本本本本フォーラムをフォーラムをフォーラムをフォーラムを契機契機契機契機にににに、、、、資資資資源循環型社会源循環型社会源循環型社会源循環型社会のののの実現実現実現実現のたのたのたのためめめめのののの地地地地域域域域のののの可能性可能性可能性可能性をををを探探探探りましてりましてりましてりまして、、、、そそそそのののの重重重重要要要要性性性性へへへへのののの認識認識認識認識をををを深深深深めめめめていていていていたたたただきだきだきだきたいといたいといたいといたいといううう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。。。。ささささららららにににに、、、、ああああすからのすからのすからのすからの具具具具体体体体的的的的なななな実実実実践践践践活活活活動動動動ににににつなつなつなつなげげげげていたていたていたていただければだければだければだければ幸幸幸幸いでいでいでいでござござござございますいますいますいます。。。。改改改改めめめめてててて、、、、本日本日本日本日ごごごご参加参加参加参加のののの皆様方皆様方皆様方皆様方、、、、関係関係関係関係のののの皆様方皆様方皆様方皆様方にににに心心心心よよよよりりりり御御御御礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げげげげるるるる次次次次第第第第ででででござござござございますいますいますいます。。。。     三島市三島市三島市三島市以以以以外外外外のとのとのとのところころころころからからからから三島市三島市三島市三島市におにおにおにおいでいでいでいでににににななななっっっったたたた皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方にににに、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと三島市三島市三島市三島市ををををごごごご紹介紹介紹介紹介させさせさせさせていたていたていたていただきだきだき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。。。。三島三島三島三島はははは、、、、「「「「水水水水とととと緑緑緑緑とととと文文文文化化化化のまのまのまのまちちちち・・・・三島三島三島三島」」」」といといといといううううふふふふうにうにうにうに言言言言わわわわれれれれてててておおおおりますりますりますります。。。。今今今今もももも将将将将来都来都来都来都市市市市像像像像はははは「「「「水水水水とととと緑緑緑緑とととと人人人人がががが輝輝輝輝くくくく夢夢夢夢ああああるるるるままままちちちち・・・・三島三島三島三島」」」」ととととしししし、、、、ササササブブブブタイタイタイタイトルがトルがトルがトルが「「「「環境環境環境環境先先先先進都進都進都進都市市市市をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、昔昔昔昔からからからから、、、、水水水水とととと緑緑緑緑とととと文文文文化化化化ののののままままちちちち、、、、ここここののののようにようにようにように言言言言われわれわれわれているているているているわけわけわけわけででででござござござございましていましていましていまして、、、、特特特特にににに、、、、新幹新幹新幹新幹線線線線のののの三島三島三島三島駅駅駅駅からからからから歩歩歩歩いていていていて 5 分分分分とたとたとたとたたないとたないとたないとたないところにせせころにせせころにせせころにせせららららぎぎぎぎががががござござござございましていましていましていまして、、、、清清清清冽冽冽冽ななななせせせせせせせせららららぎぎぎぎ、、、、そそそそしてまたしてまたしてまたしてまた、、、、そこそこそこそこののののせせせせせせせせららららぎぎぎぎ
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にホにホにホにホタルがタルがタルがタルが飛飛飛飛びびびび交交交交うううう。。。。これはこれはこれはこれは全全全全国国国国にこうにこうにこうにこういいいいううううとととところはころはころはころはないのでないのでないのでないのでははははなかなかなかなかろうろうろうろうかといかといかといかといううううふふふふうにうにうにうに私私私私はははは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、、、、そそそそののののこここことをとをとをとを大事大事大事大事ににににしししし、、、、そそそそしてしてしてして育育育育てているてているてているてている。。。。ささささららららににににまたまたまたまた、、、、街街街街ののののせせせせせせせせららららぎぎぎぎ事業事業事業事業をするをするをするをするここここととととによっによっによっによってててて、、、、ささささららららににににググググレレレレーーーードドドドアアアアップしていくといップしていくといップしていくといップしていくというよううよううよううようなななな施施施施策策策策をやをやをやをやっっっってててているといるといるといるところころころころででででござござござございましていましていましていまして、、、、これはこれはこれはこれは、、、、実実実実はははは市民市民市民市民とのとのとのとの「「「「協協協協働働働働」」」」でやでやでや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。。。。市民市民市民市民、、、、事事事事業業業業者者者者、、、、行政行政行政行政、、、、コラコラコラコラボレボレボレボレーションでやーションでやーションでやーションでや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うううとととところころころころがまたがまたがまたがまた特特特特色色色色ががががああああるといるといるといるというこうこうこうことをとをとをとをごごごご理解理解理解理解いたいたいたいただきだきだきだきたいといたいといたいといたいといううう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。。。。     水水水水もももも大分大分大分大分少少少少なくななくななくななくなっっっってててておおおおりまりまりまりますすすす。。。。富士富士富士富士のののの雪雪雪雪解解解解けけけけ水水水水ででででござござござございますいますいますいます。。。。それそれそれそれがががが伏伏伏伏流水流水流水流水となとなとなとなっっっってててて三島三島三島三島でででで湧湧湧湧いてくるいてくるいてくるいてくるわけわけわけわけででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、上上上上流流流流ののののほほほほううううでくみでくみでくみでくみ上上上上げげげげががががござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、少少少少なくなくなくなくなななな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うううふふふふうにうにうにうに私私私私どどどどもはもはもはもは思思思思っっっっているているているているわけわけわけわけででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、今今今今年年年年はははは、、、、実実実実はははは、、、、小小小小浜浜浜浜池池池池にににに――――――――楽楽楽楽寿寿寿寿園園園園のののの中中中中にににに、、、、東東東東海海海海一一一一のののの名園名園名園名園とととと言言言言われわれわれわれてててておおおおりますりますりますります小小小小浜浜浜浜池池池池――――――――これこれこれこれがががが水水水水をををを満満満満々々々々とたたとたたとたたとたたええええるるるる姿姿姿姿がががが美美美美しいのですがしいのですがしいのですがしいのですが、、、、5 年年年年ぶぶぶぶりりりりにににに水水水水がいがいがいがいっっっっぱぱぱぱいいいいにににになりましてなりましてなりましてなりまして、、、、172セセセセンンンンチチチチまでいまでいまでいまでいっっっったたたたわわわわけけけけででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、一一一一たたたたんんんん 36セセセセンンンンチチチチまでまでまでまで下下下下ががががっっっってててて、、、、またまたまたまた上上上上ががががっっっってまいりましててまいりましててまいりましててまいりまして、、、、今今今今日日日日見見見見ててててききききましたらましたらましたらましたら 66セセセセンンンンチチチチににににななななっっっっていましたていましたていましたていました。。。。ここここのののの分分分分ですとですとですとですと、、、、冬冬冬冬場場場場ももももまたまたまたまた水水水水ががががああああるるるる小小小小浜浜浜浜池池池池がががが見見見見れれれれるといるといるといるといううううふふふふうにうにうにうに私私私私どどどどもはもはもはもは期待期待期待期待しているとしているとしているとしているところころころころででででござござござございますいますいますいます。。。。     今今今今日日日日はははは、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方をををを、、、、ごごごご希希希希望望望望のののの方方方方だけだけだけだけででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、街街街街ののののせせせせせせせせららららぎぎぎぎ事業事業事業事業のルートをのルートをのルートをのルートをごごごご案案案案内内内内するするするするここここととととににににななななっっっっているているているているようようようようででででござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、ぜひぜひぜひぜひまたまたまたまたごごごご参加参加参加参加をいたをいたをいたをいただきだきだきだきますますますますようにようにようにように、、、、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げげげるるるる次次次次第第第第ででででござござござございますいますいますいます。。。。     皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方のののの今今今今日日日日のフォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムにごにごにごにご参参参参加加加加いたいたいたいただきだきだきだきましたましたましたましたここここととととにににに対対対対しましてしましてしましてしまして心心心心からからからから感感感感謝謝謝謝申申申申しししし上上上上げげげげましてましてましてまして、、、、ごあごあごあごあいいいいささささつとつとつとつとさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会         続続続続ききききましてましてましてまして、、、、主主主主催者催者催者催者ででででござござござございますいますいますいます、、、、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のゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムの山路敬山路敬山路敬山路敬三会長三会長三会長三会長からからからから歓迎歓迎歓迎歓迎ののののごあごあごあごあいいいいささささつつつつ並並並並びにびにびにびに本本本本フォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの果果果果たすたすたすたす役割役割役割役割にににについてついてついてついて、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方にごにごにごにご説説説説明明明明ををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。 

 山路会長山路会長山路会長山路会長         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。。。。たたたただだだだいまいまいまいま紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただきだきだきだきましたましたましたました、、、、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のののの山路山路山路山路ででででござござござございますいますいますいます。。。。皆様皆様皆様皆様にはにはにはには、、、、きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、ここここのののの「「「「ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・三島三島三島三島」」」」といといといといううううタイトルのタイトルのタイトルのタイトルの講演会講演会講演会講演会にごにごにごにご参加参加参加参加いたいたいたいただきだきだきだきましてましてましてまして、、、、ほほほほんんんんととととうにあうにあうにあうにありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございまいまいまいますすすす。。。。またまたまたまた、、、、ここここのののの講演会講演会講演会講演会をををを開開開開催催催催するするするするにににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりましてはははは、、、、今今今今おおおお話話話話をいたをいたをいたをいただきだきだきだきましたましたましたました三島市長三島市長三島市長三島市長ささささんんんん、、、、大大大大変変変変ごごごご指指指指導導導導いたいたいたいただきだきだきだきましてましてましてまして、、、、大大大大変変変変すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい会会会会がでがでがでができきききるといるといるといるというこうこうこうことをとをとをとをほほほほんんんんととととうにうにうにうに感感感感謝謝謝謝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、、、、日本大学国際関係学部日本大学国際関係学部日本大学国際関係学部日本大学国際関係学部さんにはさんにはさんにはさんには、、、、すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい教室教室教室教室をををを提提提提供供供供いたいたいたいただきだきだきだきまままましてしてしてして、、、、またまたまたまた、、、、学部長学部長学部長学部長さんにはおさんにはおさんにはおさんにはお話話話話ももももいたいたいたいただだだだくといくといくといくというこうこうこうことととと、、、、ほほほほんんんんととととうにうにうにうに我我我我々々々々としてとしてとしてとしてはははは幸幸幸幸せせせせででででござござござございますいますいますいます。。。。     私私私私もももも、、、、高高高高等等等等学学学学校校校校をををを卒卒卒卒業業業業するまでするまでするまでするまで静岡市静岡市静岡市静岡市でででで育育育育ちちちちましたのでましたのでましたのでましたので、、、、ままままんざんざんざんざらららら静岡県静岡県静岡県静岡県ととととはははは関係関係関係関係がががが……………………。。。。三島三島三島三島ののののほほほほうはうはうはうは非常非常非常非常ににににいいいいいいいい、、、、風風風風光光光光明明明明媚媚媚媚なななな土土土土地地地地ででででああああるといるといるといるというこうこうこうことでとでとでとで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな面面面面でででで、、、、三三三三島島島島ののののほほほほうへもうへもうへもうへも遊遊遊遊びにびにびにびに来来来来させさせさせさせていたていたていたていただだだだいたのいたのいたのいたのははははいいいいいいいい思思思思いいいい出出出出としてとしてとしてとして残残残残っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。     ささささてててて、、、、きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、皆様皆様皆様皆様、、、、おおおお手元手元手元手元のののの資資資資料料料料にににに、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・
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三島三島三島三島、、、、「「「「ゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムの果果果果たすたすたすたす役割役割役割役割にににについてついてついてついて」」」」とととと、、、、こうこうこうこういいいいううううタイトルのパンタイトルのパンタイトルのパンタイトルのパンフフフフレレレレットをットをットをットを用用用用意意意意してしてしてしておきおきおきおきましたのでましたのでましたのでましたので、、、、それそれそれそれををををごごごごららららんにんにんにんになりながらなりながらなりながらなりながらおおおお話話話話ををををおおおお聞聞聞聞きききき願願願願いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。こうこうこうこういいいいうううう、、、、枠枠枠枠がががが 2 つつつつずずずずつつつつああああるるるる、、、、こうこうこうこういいいいううううパンフパンフパンフパンフレレレレットでットでットでットでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ここにここにここにここに出出出出しますパしますパしますパしますパワワワワーーーーポポポポイントのイントのイントのイントの内内内内容容容容はははは、、、、全全全全部部部部皆様皆様皆様皆様のコのコのコのコピピピピーのーのーのーの中中中中にござにござにござにございますのでいますのでいますのでいますので、、、、それそれそれそれををををごごごごららららんにんにんにんになりながらなりながらなりながらなりながらおおおお聞聞聞聞ききききいたいたいたいただきだきだき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。。。。     きょうおきょうおきょうおきょうお話話話話ししたいのししたいのししたいのししたいのはははは、、、、私私私私がががが今今今今考考考考ええええてててておおおおりますゼロエミッションりますゼロエミッションりますゼロエミッションりますゼロエミッション社会社会社会社会をををを目指目指目指目指したしたしたした新新新新ししししいいいい行動行動行動行動モモモモデルデルデルデル、、、、これこれこれこれがどがどがどがどんんんんななななもももものかのかのかのか、、、、それそれそれそれををををごごごご紹介紹介紹介紹介してしてしてして、、、、それそれそれそれををををこれこれこれこれからゼロエミッショからゼロエミッショからゼロエミッショからゼロエミッションフォーラムとしてンフォーラムとしてンフォーラムとしてンフォーラムとしてはははは推進推進推進推進していしていしていしていききききたいといたいといたいといたいというこうこうこうことをとをとをとを申申申申しししし上上上上げげげげ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。。。。     ままままずずずず、、、、ゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションといううううののののはははは、、、、もうもうもうもう皆様皆様皆様皆様ごごごご存存存存じじじじかとかとかとかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ねねねねらいとしてらいとしてらいとしてらいとしてはははは、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会のののの実現実現実現実現といといといというこうこうこうことをとをとをとを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。経済経済経済経済面面面面、、、、環境環境環境環境面面面面、、、、それそれそれそれからからからから社会社会社会社会面面面面、、、、ここここのののの 3つのつのつのつの側面側面側面側面でででで効効効効率率率率のいいのいいのいいのいい、、、、長続長続長続長続ききききするするするする社会社会社会社会をををを実現実現実現実現ししししようようようようといといといといううううのがゼロのがゼロのがゼロのがゼロエミッションのエミッションのエミッションのエミッションの目的目的目的目的ででででござござござございますいますいますいます。。。。     特特特特にににに、、、、限限限限りなくエミッション・ゼロをりなくエミッション・ゼロをりなくエミッション・ゼロをりなくエミッション・ゼロを目指目指目指目指すすすす活活活活動動動動といといといというもうもうもうものをゼロエミッションとのをゼロエミッションとのをゼロエミッションとのをゼロエミッションと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、、、、これはこれはこれはこれは、、、、1994 年年年年、、、、今今今今からからからから 10 年年年年ほほほほどどどど前前前前にににに、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学がががが言言言言いいいい出出出出したしたしたした言葉言葉言葉言葉ででででござござござございましていましていましていまして、、、、世世世世界界界界ででででもこもこもこもこのゼロエミッションといのゼロエミッションといのゼロエミッションといのゼロエミッションというううう言葉言葉言葉言葉はははは、、、、そそそそのとのとのとのときはきはきはきはままままだだだだなくてなくてなくてなくて、、、、日本日本日本日本初初初初のののの考考考考ええええ方方方方だっだっだっだったたたたわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。日本日本日本日本にはにはにはには、、、、世世世世界一界一界一界一のののの品品品品質質質質をつくりをつくりをつくりをつくり上上上上げげげげたゼロ・デフたゼロ・デフたゼロ・デフたゼロ・デフェェェェクトといクトといクトといクトというううう標語標語標語標語ががががござござござございましたしいましたしいましたしいましたし、、、、またまたまたまた、、、、豊豊豊豊田田田田さんさんさんさんなどのなどのなどのなどの看板看板看板看板方式方式方式方式でででで代表代表代表代表されされされされるるるるようようようようなななな、、、、在在在在庫庫庫庫をゼロをゼロをゼロをゼロににににするするするする、、、、ああああるいるいるいるいはははは生生生生産産産産性性性性をををを上上上上げげげげるといるといるといるというううう意意意意味味味味でのゼロインでのゼロインでのゼロインでのゼロインベベベベントリーントリーントリーントリーといといといというううう言言言言葉葉葉葉ががががそれにそれにそれにそれに続続続続ききききましたましたましたました。。。。これはこれはこれはこれは日本日本日本日本のののの生生生生産力産力産力産力、、、、工業工業工業工業力力力力をををを高高高高めめめめたたたたわけわけわけわけででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、そそそそししししてててて今今今今度度度度はははは、、、、ここここのののの環境環境環境環境時時時時代代代代ににににななななっっっってててて、、、、ゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションといううううののののはははは、、、、それにそれにそれにそれに続続続続くくくくもももものとしてのとしてのとしてのとして謳謳謳謳いいいい上上上上げげげげらららられれれれたたたたわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。     ゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションといううううののののはははは、、、、よよよよくくくく生生生生態系態系態系態系とととと比比比比較較較較ををををされされされされますますますます。。。。生生生生態系態系態系態系をををを真似真似真似真似するするするする、、、、ああああるるるるいいいいはおはおはおはお手手手手本本本本ににににしてゼロエミッションをやしてゼロエミッションをやしてゼロエミッションをやしてゼロエミッションをやろうろうろうろうといといといというううう考考考考ええええ方方方方ががががござござござございましていましていましていまして、、、、生生生生態系態系態系態系ががががよよよよくくくく引引引引きききき合合合合いいいいにににに出出出出されされされされますがますがますがますが、、、、生生生生態系態系態系態系、、、、ああああるいるいるいるいはははは自然自然自然自然界界界界でででではははは、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、これこれこれこれををををアアアアフリカのフリカのフリカのフリカの草草草草原原原原地地地地帯帯帯帯、、、、サバンサバンサバンサバンナナナナといといといというようにおうようにおうようにおうようにお考考考考ええええいたいたいたいただきだきだきだきたいとたいとたいとたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そそそそのサバンのサバンのサバンのサバンナナナナでででではははは、、、、植植植植物物物物がががが生生生生産者産者産者産者ですですですです。。。。植植植植物物物物はははは水水水水からからからから植植植植物物物物をつくりをつくりをつくりをつくり出出出出していしていしていしていききききますますますます。。。。そそそそしてしてしてして、、、、消費消費消費消費者者者者はははは、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん植植植植物物物物をををを食食食食べべべべるるるる草草草草食食食食動物動物動物動物といといといというこうこうこうこととととにににになりますなりますなりますなります。。。。草草草草食食食食動物動物動物動物がががが死死死死ににににますますますます。。。。死死死死体体体体ははははどどどどううううなるかなるかなるかなるか、、、、ああああるいるいるいるいはははは草草草草食食食食動物動物動物動物のののの食食食食べべべべカスカスカスカス、、、、ああああるいるいるいるいはははは植植植植物物物物のののの枯枯枯枯れれれれたたたたもももものののの、、、、これこれこれこれがどがどがどがどううううなるかといいますなるかといいますなるかといいますなるかといいますとととと、、、、そこそこそこそこでででで微微微微生物生物生物生物がががが作用作用作用作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、、、、これこれこれこれがががが解解解解体体体体・・・・分解分解分解分解したとしたとしたとしたと。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル業業業業者者者者ののののようようようようななななもももものですのですのですのですねねねね。。。。それにそれにそれにそれになりましてなりましてなりましてなりまして、、、、肥肥肥肥料料料料ににににいたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、ここここのののの肥肥肥肥料料料料をまたショクをまたショクをまたショクをまたショク物物物物がががが栄栄栄栄養養養養としてととしてととしてととしてとっっっってててて、、、、新新新新しいしいしいしい植植植植物物物物をををを生生生生産産産産していくといしていくといしていくといしていくというううう、、、、ここここのののの循環循環循環循環がががが行行行行われわれわれわれてててておおおおりますりますりますります。。。。     ここここのののの循環循環循環循環をまをまをまをまずずずず真似真似真似真似しまししまししまししましてててて、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの考考考考ええええ方方方方でででではははは、、、、産産産産業業業業クラスタリングとクラスタリングとクラスタリングとクラスタリングといいいいうこうこうこうことをとをとをとを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、A産産産産業業業業のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを B産産産産業業業業がががが原原原原材材材材料料料料としてとしてとしてとして使使使使うううう。。。。そそそそしてしてしてして、、、、B産産産産業業業業のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを今今今今度度度度はははは C のののの産産産産業業業業がががが原原原原材材材材料料料料としてとしてとしてとして使使使使うううう。。。。そそそそしてしてしてして、、、、今今今今度度度度はははは C のののの産産産産業業業業がががが出出出出したしたしたした廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をまたをまたをまたをまた元元元元にににに戻戻戻戻っっっってててて A 産産産産業業業業がががが原原原原材材材材料料料料としてとしてとしてとして使使使使うううう。。。。こうこうこうこういいいいうよううよううよううようなななな、、、、ううううまいまいまいまい組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせをををを見見見見つつつつけけけけてててて、、、、資源資源資源資源をををを何何何何回回回回もももも何何何何回回回回もももも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ううう、、、、こうこうこうこういいいいうよううよううよううようななななこここことがとがとがとが産産産産業業業業クラスタリンクラスタリンクラスタリンクラスタリングといグといグといグというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションによによによによるるるる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの基本基本基本基本といといといというもうもうもうもののののににににななななっっっったたたたわけわけわけわけででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、それはそれはそれはそれは、、、、これこれこれこれををををモモモモデルデルデルデルににににしたしたしたしたもももものでのでのでのであああありますりますりますります。。。。 



 59

    とととところころころころがががが、、、、サバンサバンサバンサバンナナナナにはにはにはには草草草草食食食食動物動物動物動物ののののほほほほかかかかにににに肉肉肉肉食食食食動物動物動物動物といといといといううううのがいますのがいますのがいますのがいます。。。。ここここのののの肉肉肉肉食食食食動物動物動物動物とととといいいいううううののののはははは、、、、草草草草食食食食動物動物動物動物をををを食食食食べべべべてててて悪悪悪悪いやつのいやつのいやつのいやつのようにようにようにように思思思思われわれわれわれますますますますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、実実実実はははは、、、、草草草草食食食食動物動物動物動物だけだけだけだけですとですとですとですと、、、、怖怖怖怖いいいいもももものがないといのがないといのがないといのがないというこうこうこうことでとでとでとで、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん繁殖繁殖繁殖繁殖しましてしましてしましてしまして、、、、草草草草原原原原のののの植植植植物物物物をををを全全全全部部部部食食食食べべべべ尽尽尽尽くしてしまくしてしまくしてしまくしてしまっっっってててて、、、、いいいいずれはずれはずれはずれは食食食食べべべべ物物物物がなくなるのでがなくなるのでがなくなるのでがなくなるので草草草草食食食食動物動物動物動物もももも死死死死んんんんでしまでしまでしまでしまううううといといといというううう悪悪悪悪いいいい循環循環循環循環ににににならないならないならないならないようにようにようにように、、、、ここここのののの肉肉肉肉食食食食動物動物動物動物がががが間間間間にににに入入入入っっっってててて、、、、いいいいわばわばわばわば草草草草食食食食動物動物動物動物のののの消費消費消費消費をををを抑抑抑抑制制制制しているしているしているしている、、、、消費消費消費消費抑抑抑抑制制制制者者者者にににになななな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こうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。そそそそのののの消費消費消費消費のののの抑抑抑抑制制制制はははは、、、、そそそそののののほほほほかかかか自然自然自然自然界界界界ででででもももも行行行行われわれわれわれましてましてましてまして、、、、悪悪悪悪天天天天候候候候などがしなどがしなどがしなどがしばばばばししししばばばば訪訪訪訪れれれれましてましてましてまして、、、、それによっそれによっそれによっそれによってててて草草草草食食食食動物動物動物動物やややや肉肉肉肉食食食食動物動物動物動物がががが死死死死ぬぬぬぬといといといというよううよううよううようななななこここことでとでとでとで消費消費消費消費のののの抑抑抑抑制制制制がががが行行行行われわれわれわれているているているている。。。。これこれこれこれがががが自然自然自然自然のののの大大大大ききききなななな流流流流れれれれ、、、、これこれこれこれをををを私私私私ははははナナナナチチチチュュュュラル・ゼロエミッションとラル・ゼロエミッションとラル・ゼロエミッションとラル・ゼロエミッション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けれけれけれけれどどどどもももも、、、、そうそうそうそういいいいうううう流流流流れれれれががががござござござございますいますいますいます。。。。     こうこうこうこういいいいっっっったたたたこここことからとからとからとから、、、、私私私私はははは、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの本質本質本質本質といといといといううううののののはははは、、、、生生生生態系態系態系態系とのとのとのとのアアアアナナナナロジロジロジロジーーーーによによによによるるるる、、、、経済経済経済経済効効効効率率率率、、、、社会社会社会社会効効効効率率率率ののののよよよよいいいい循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを実現実現実現実現するするするする方方方方法法法法ででででああああるといるといるといるというようにうようにうようにうように考考考考ええええ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。。。。     もうもうもうもう少少少少しししし詳詳詳詳しくしくしくしく言言言言いますといますといますといますと、、、、自然自然自然自然界界界界とととと生生生生態系態系態系態系といといといというもうもうもうものがのがのがのがござござござございますいますいますいます。。。。自然自然自然自然界界界界のののの中中中中にににに生生生生態系態系態系態系ががががあああありますりますりますりますねねねね。。。。これはこれはこれはこれは、、、、長年長年長年長年のののの進化進化進化進化によっによっによっによってててて、、、、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げげげたたたたようようようようななななナナナナチチチチュュュュラル・ラル・ラル・ラル・ゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションといううううシステムをつくりシステムをつくりシステムをつくりシステムをつくり上上上上げげげげてててておおおおりますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれはバランスのとバランスのとバランスのとバランスのとれれれれたたたた、、、、大大大大変変変変合理的合理的合理的合理的なななな仕仕仕仕組組組組みでみでみでみで、、、、ああああまりまりまりまり合理的合理的合理的合理的なのでなのでなのでなので、、、、これはこれはこれはこれは神神神神様様様様がつくりがつくりがつくりがつくり出出出出したしたしたしたんんん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われわれわれわれるくらいでるくらいでるくらいでるくらいでござござござございますいますいますいます。。。。そそそそしてしてしてして、、、、ここここのののの生生生生態系態系態系態系のののの中中中中にににに、、、、最最最最初初初初ののののうちはうちはうちはうちは人人人人類類類類もそれにもそれにもそれにもそれに加加加加わわわわっっっっていたていたていたていた。。。。生生生生態系態系態系態系のののの中中中中でででで、、、、ナナナナチチチチュュュュラル・ゼロエミッションのラル・ゼロエミッションのラル・ゼロエミッションのラル・ゼロエミッションの中中中中にににに溶溶溶溶けけけけ込込込込んんんんでいたとでいたとでいたとでいたと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。とととところころころころがががが、、、、人人人人類類類類がががが四四四四つつつつ足足足足からからからから二二二二つつつつ足足足足でででで立立立立てるてるてるてるようにようにようにようにななななっっっってててて、、、、アアアアフリカのフリカのフリカのフリカの草草草草原原原原ののののほほほほうにうにうにうに、、、、西西西西からからからから東東東東ののののほほほほうへうへうへうへ出出出出ていていていていっっっってててて、、、、そこそこそこそこででででほほほほかのかのかのかの動物動物動物動物・・・・植植植植物物物物にににに対対対対してしてしてして優優優優越越越越感感感感をををを持持持持っっっっててててしましましましまっっっったたたた。。。。自自自自信信信信をををを持持持持っっっったたたた。。。。そそそそしてしてしてして、、、、人人人人類類類類はははは頭頭頭頭がいいですからがいいですからがいいですからがいいですから、、、、ここここのののの生生生生態系態系態系態系からからからから離離離離脱脱脱脱したしたしたしただけだけだけだけでなくてでなくてでなくてでなくて、、、、いいいいろんろんろんろんななななこここことをとをとをとを考考考考ええええ出出出出しましたしましたしましたしました。。。。科学科学科学科学、、、、哲哲哲哲学学学学、、、、いいいいろんろんろんろんななななこここことをとをとをとを考考考考ええええましたましたましたました。。。。エンジエンジエンジエンジニアニアニアニアリリリリングングングングもももも考考考考ええええたでしたでしたでしたでしょうょうょうょう。。。。そうそうそうそうするするするするここここととととによっによっによっによってててて、、、、人人人人類類類類はははは、、、、生生生生態系態系態系態系といといといというもうもうもうもののののはははは自分自分自分自分がががが支支支支配配配配するするするするもももものでのでのでのでああああるといるといるといるというようにうようにうようにうように考考考考ええええるるるるようにようにようにようにななななっっっったとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。それそれそれそれでででで、、、、支支支支配配配配してしてしてして、、、、それそれそれそれををををううううまくまくまくまく利用利用利用利用してしてしてして、、、、人人人人類類類類のののの福福福福祉祉祉祉向上向上向上向上にににに役役役役立立立立ててててようようようよう、、、、暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを豊豊豊豊かかかかににににするするするするここここととととにににに役役役役立立立立ててててようようようようとととといいいいうこうこうこうことでとでとでとで、、、、今今今今日日日日のののの文文文文明明明明がががが発発発発展展展展してしてしてしてききききたとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。これだけこれだけこれだけこれだけならいいならいいならいいならいいんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そそそそのののの利用利用利用利用するするするする過過過過程程程程でででで、、、、ここここのののの生生生生態系態系態系態系のバランスをのバランスをのバランスをのバランスを大大大大変変変変破破破破壊壊壊壊ももももいたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。これこれこれこれがががが、、、、これこれこれこれままままででででだっだっだっだったたたたんんんんですですですですねねねね。。。。     とととところころころころがががが、、、、ここここのののの破破破破壊壊壊壊ががががだんだんひだんだんひだんだんひだんだんひどくなどくなどくなどくなっっっってまいりますとてまいりますとてまいりますとてまいりますと、、、、これこれこれこれでででではははは環境環境環境環境面面面面でででで人人人人類類類類もももも将将将将来来来来はははは破破破破滅滅滅滅するかするかするかするかももももししししれれれれないといないといないといないというよううよううよううようなななな事事事事態態態態ににににななななっっっっててててききききたたたた。。。。資源資源資源資源ももももなくなるなくなるなくなるなくなる、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーももももなくなるなくなるなくなるなくなる、、、、ささささららららにはにはにはには温暖温暖温暖温暖化現化現化現化現象象象象がががが起起起起ききききるるるる、、、、悪悪悪悪いいいいガガガガススススもももも出出出出るるるる、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層のののの破破破破壊壊壊壊までまでまでまで出出出出るとるとるとるといいいいうよううよううよううようななななこここことでとでとでとで、、、、危危危危なくななくななくななくなっっっっててててききききたのでたのでたのでたので、、、、人人人人類類類類はははは再再再再びびびび生生生生態系態系態系態系にににに復復復復そうそうそうそうといといといというよううよううよううようなななな気気気気持持持持ちにちにちにちにななななっっっっててててききききたとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。     そそそそのののの生生生生態系態系態系態系にににに復復復復帰帰帰帰するたするたするたするためにめにめにめに、、、、ままままずずずず第第第第１１１１ににににやらなやらなやらなやらなければければければければならないならないならないならないここここととととはははは、、、、自然自然自然自然のののの修修修修復復復復でででですすすすねねねね。。。。昔昔昔昔どどどどおおおおりのりのりのりの自然自然自然自然をををを手手手手にににに入入入入れれれれるるるる、、、、戻戻戻戻すといすといすといすというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。それそれそれそれとととと同同同同時時時時にににに人人人人類類類類ががががやらなやらなやらなやらなききききゃゃゃゃならないならないならないならないここここととととはははは、、、、ここここののののナナナナチチチチュュュュラル・ゼロエミッションラル・ゼロエミッションラル・ゼロエミッションラル・ゼロエミッション系系系系、、、、自然自然自然自然のゼロエミッシのゼロエミッシのゼロエミッシのゼロエミッションョンョンョン系系系系、、、、これこれこれこれをををを研研研研究究究究してしてしてして、、、、ほほほほんんんんととととうにうにうにうに本質本質本質本質ををををきわめきわめきわめきわめるといるといるといるというこうこうこうことととと、、、、そそそそしてしてしてしてきわめきわめきわめきわめてててて、、、、それそれそれそれをををを応応応応用用用用するといするといするといするというこうこうこうことでとでとでとでああああるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。そうそうそうそうしてしてしてして、、、、人人人人類類類類としてとしてとしてとしてはははは、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの
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社会社会社会社会をつくりをつくりをつくりをつくり上上上上げげげげるといるといるといるというこうこうこうことがとがとがとが必要必要必要必要にににになるなるなるなるんんん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。。。。そそそそしてしてしてして、、、、ここここのののの人人人人類類類類がががが一一一一たたたたんんんん手手手手にににに入入入入れれれれたたたた福福福福祉祉祉祉向上向上向上向上とととと、、、、それそれそれそれからゼロエミッションからゼロエミッションからゼロエミッションからゼロエミッション社会社会社会社会、、、、これこれこれこれををををううううまくまくまくまく調調調調和和和和させさせさせさせててててこれこれこれこれからからからから暮暮暮暮らしていくといらしていくといらしていくといらしていくといううううのがのがのがのが人人人人類類類類のののの方向方向方向方向でででではははは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。。。。     次次次次にににに、、、、生生生生産産産産、、、、それそれそれそれからからからから消費消費消費消費、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄、、、、ここここのののの 3 つつつつにににに分分分分けけけけてててて、、、、今今今今までまでまでまで申申申申しししし上上上上げげげげたたたたこここことをとをとをとをちょっちょっちょっちょっとととと細細細細かくかくかくかく申申申申しししし上上上上げげげげ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。。。。     生生生生産産産産にににについてついてついてついてはははは、、、、現在現在現在現在のののの工業工業工業工業化化化化社会社会社会社会、、、、現在現在現在現在のののの社会社会社会社会ででででははははままままずずずず見見見見込込込込みみみみ生生生生産産産産、、、、見見見見込込込込みみみみ販売販売販売販売。。。。広広広広告告告告をををを一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命ややややっっっってててて、、、、見見見見込込込込みみみみ生生生生産産産産でつくでつくでつくでつくっっっったたたたもももものをのをのをのを販売販売販売販売するするするする。。。。しかししかししかししかし、、、、生生生生態系態系態系態系ででででははははどどどどううううややややっっっっているかといているかといているかといているかといううううとととと、、、、種種種種のののの保保保保存存存存がががが可能可能可能可能ななななだけだけだけだけ生生生生産産産産するするするする、、、、ああああるいるいるいるいはははは食食食食のののの確保確保確保確保がががが満満満満たたたたされされされされるるるるだだだだけけけけ生生生生産産産産するするするする。。。。いいいいわばわばわばわば必要必要必要必要ななななだけだけだけだけつくるつくるつくるつくる。。。。これこれこれこれをオンデマンをオンデマンをオンデマンをオンデマンドドドド生生生生産産産産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けれけれけれけれどどどどもももも、、、、必要必要必要必要ななななだけだけだけだけつくるつくるつくるつくる。。。。そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、エネルギー・エネルギー・エネルギー・エネルギー・物物物物質質質質ののののむむむむだだだだ使使使使いいいいもござもござもござもございまいまいまいませんせんせんせんしししし、、、、余余余余るるるるももももののののももももないといないといないといないというこうこうこうこととととにににになりますなりますなりますなります。。。。それそれそれそれからからからから、、、、今今今今のののの生生生生産産産産でででではははは、、、、集集集集中生中生中生中生産産産産、、、、大大大大量輸送量輸送量輸送量輸送。。。。集集集集中生中生中生中生産産産産しますとしますとしますとしますと、、、、非常非常非常非常ににににコストがコストがコストがコストが安安安安くでくでくでくでききききますますますます。。。。そそそそしてしてしてして、、、、輸送輸送輸送輸送手手手手段段段段もあもあもあもありますのでりますのでりますのでりますので、、、、こうこうこうこういいいいうこうこうこうことをやとをやとをやとをやっっっっているているているているんんんんですがですがですがですが、、、、生生生生態系態系態系態系をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、生生生生活活活活圏圏圏圏のののの中中中中でのでのでのでの生生生生産産産産調調調調達達達達ににににとどまとどまとどまとどまっっっっているているているている。。。。ここここののののごろよごろよごろよごろよくくくく言言言言われわれわれわれるるるる、、、、そそそそのののの土土土土地地地地でとでとでとでとれれれれたたたたもももものをのをのをのをそそそそのののの土土土土地地地地でででで食食食食べべべべるるるる、、、、消費消費消費消費するするするする、、、、地地地地産産産産地地地地消消消消といといといといううううののののはもうはもうはもうはもう生生生生態系態系態系態系のののの中中中中でででではははは既既既既にににに行行行行われわれわれわれているといているといているといているというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。これこれこれこれによっによっによっによってててて、、、、安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全なななな食食食食物物物物がががが手手手手にににに入入入入っっっったりたりたりたり、、、、ああああるいるいるいるいはははは運運運運搬搬搬搬のエネルギーがのエネルギーがのエネルギーがのエネルギーが要要要要らなくなりらなくなりらなくなりらなくなりますますますます。。。。     ささささららららにはにはにはには、、、、今今今今までまでまでまでははははエンジエンジエンジエンジニアニアニアニアリングのリングのリングのリングの手手手手法法法法でででで生生生生産産産産していたしていたしていたしていたんんんんですがですがですがですが、、、、生生生生態系態系態系態系でででではははは生物生物生物生物学的学的学的学的なななな手手手手法法法法、、、、生物的生物的生物的生物的なななな手手手手法法法法、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたもももものをミックスしたのをミックスしたのをミックスしたのをミックスした手手手手法法法法ががががこれこれこれこれからのからのからのからの工業工業工業工業のののの 1 つつつつのいのいのいのいきききき方方方方にににになるのでなるのでなるのでなるのではははは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     それそれそれそれからからからから、、、、自然自然自然自然支支支支配配配配型型型型だっだっだっだったですたですたですたですねねねね。。。。これはもうこれはもうこれはもうこれはもう、、、、最最最最初初初初からからからから自然自然自然自然をををを支支支支配配配配してしてしてして、、、、人人人人類類類類のののの福福福福祉祉祉祉向上向上向上向上にににに役役役役立立立立てるてるてるてる。。。。しかししかししかししかし、、、、生生生生態系態系態系態系ののののほほほほううううでででではははは、、、、休休休休息息息息地地地地のののの自然環境自然環境自然環境自然環境にににに合合合合っっっったたたた生生生生産産産産をやるをやるをやるをやる。。。。自然回自然回自然回自然回復復復復型型型型、、、、自然自然自然自然融融融融合型合型合型合型といといといというよううよううよううようなななな生生生生産産産産ににににななななっっっってくるてくるてくるてくるだろうだろうだろうだろうとととと。。。。そそそそしてしてしてして、、、、使使使使用用用用するするするするエネエネエネエネルギー・ルギー・ルギー・ルギー・資源資源資源資源といといといといううううののののはははは、、、、これこれこれこれまでのまでのまでのまでの社会社会社会社会でででではははは、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる鉱鉱鉱鉱物自然物自然物自然物自然、、、、化化化化石石石石燃料燃料燃料燃料ののののようようようようなななな、、、、枯渇枯渇枯渇枯渇性性性性のののの資源資源資源資源をををを大大大大量量量量にににに使使使使っっっっててててききききたたたた。。。。しかししかししかししかし、、、、生生生生態系態系態系態系でででではははは、、、、枯渇枯渇枯渇枯渇性性性性ののののももももののののはははは一一一一つつつつもももも使使使使わわわわないないないない。。。。非枯渇非枯渇非枯渇非枯渇性性性性のののの資源資源資源資源。。。。植植植植物物物物だだだだとかとかとかとか、、、、動物動物動物動物だだだだとかとかとかとか、、、、ああああるいるいるいるいはははは自然自然自然自然界界界界のいのいのいのいろんろんろんろんなエネルギーをなエネルギーをなエネルギーをなエネルギーを使使使使っっっっててててききききたといたといたといたというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、それにそれにそれにそれに習習習習っっっってててて、、、、将将将将来来来来のゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッション社会社会社会社会でででではははは非枯非枯非枯非枯渇渇渇渇性性性性のののの経済経済経済経済にににに持持持持っっっっていくていくていくていくべきべきべきべきででででははははないかといないかといないかといないかというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。     消費消費消費消費にににについてついてついてついて次次次次にににに申申申申しししし上上上上げげげげ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。。。。消費消費消費消費でででではははは、、、、今消費今消費今消費今消費するするするする場合場合場合場合、、、、大大大大体体体体物物物物をををを買買買買っっっっててててききききてててて使使使使うこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。とととところころころころがががが、、、、生生生生態系態系態系態系ののののほほほほううううでででではははは、、、、所所所所有有有有せずにせずにせずにせずに、、、、機機機機能能能能だけだけだけだけをををを利用利用利用利用するするするするといといといといううううううううまいまいまいまい、、、、賢賢賢賢いやりいやりいやりいやり方方方方がががが行行行行われわれわれわれてててておおおおりますりますりますります。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、カバとかカバとかカバとかカバとか、、、、ワニだワニだワニだワニだとかとかとかとか、、、、大大大大ききききなななな口口口口ををををあけあけあけあけているているているている。。。。何何何何をしてをしてをしてをしてももももららららっっっっているかといているかといているかといているかといううううとととと、、、、トリがトリがトリがトリが来来来来てててて、、、、そそそそのののの歯歯歯歯のののの間間間間にににに挟挟挟挟ままままっっっったたたた不不不不要要要要なななな食食食食べべべべカスみたいなカスみたいなカスみたいなカスみたいなもももものをトリがのをトリがのをトリがのをトリが食食食食べべべべてててて、、、、歯歯歯歯のののの掃掃掃掃除除除除をしてくをしてくをしてくをしてくれれれれているているているている。。。。いいいいわばわばわばわば歯歯歯歯ブブブブララララシのシのシのシのようようようようなななな、、、、自動自動自動自動歯歯歯歯ブブブブラシのラシのラシのラシのようようようようなななな作用作用作用作用をしているをしているをしているをしているわけわけわけわけななななんんんんですがですがですがですが、、、、人人人人間間間間ですとですとですとですと、、、、自動自動自動自動歯歯歯歯ブブブブラシをラシをラシをラシを買買買買っっっっててててききききてててて所所所所有有有有するするするするんんんんですがですがですがですが、、、、生生生生態系態系態系態系のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、もうもうもうもう共生関係共生関係共生関係共生関係でででで、、、、所所所所有有有有せずせずせずせず、、、、機機機機能能能能だけだけだけだけをををを利用利用利用利用しているといしているといしているといしているというううう形形形形でででであああありますりますりますります。。。。     そこそこそこそこでででで、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会でででではははは、、、、機機機機能能能能販売販売販売販売型型型型といといといといううううのがのがのがのが 1 つクローつクローつクローつクローズズズズアアアアップップップップされされされされつつつつつつつつあああありますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれは、、、、機機機機能能能能をををを買買買買うんだうんだうんだうんだといといといというこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。物物物物をををを買買買買うんうんうんうんじゃじゃじゃじゃないないないない。。。。機機機機能能能能をををを買買買買
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うんだうんだうんだうんだといといといというこうこうこうことですとですとですとです。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、電電電電気気気気洗濯洗濯洗濯洗濯機機機機だっだっだっだったらたらたらたらばばばば、、、、洗濯洗濯洗濯洗濯といといといというううう機機機機能能能能だけだけだけだけをををを買買買買うううう。。。。物物物物はははは買買買買わわわわないないないない。。。。したがしたがしたがしたがっっっってててて、、、、洗濯洗濯洗濯洗濯をしたをしたをしたをしたそそそそのとのとのとのときにきにきにきに使使使使っっっったたたた電電電電気気気気エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーにににに比比比比例例例例したしたしたしたレレレレンタンタンタンタルルルル料料料料をををを払払払払ううううといといといというこうこうこうことですとですとですとです。。。。そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、そそそそのののの借借借借りているりているりているりている方方方方はははは、、、、ででででききききるるるるだけだけだけだけ安安安安くくくく仕仕仕仕上上上上げよげよげよげよううううといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、むむむむだだだだなななな洗濯洗濯洗濯洗濯をしなくてをしなくてをしなくてをしなくて、、、、エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの節節節節約約約約をするをするをするをする。。。。ままままああああ、、、、いいいいろんろんろんろんないいないいないいないい点点点点がががが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。。。。     そそそそしてしてしてして、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたた、、、、売売売売っっっってしまてしまてしまてしまっっっったたたたももももののののはははは、、、、もうもうもうもう管理管理管理管理状状状状態態態態にあにあにあにありまりまりまりませんせんせんせん。。。。どどどどこにあこにあこにあこにあるるるるかかかかわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせん。。。。しかししかししかししかし、、、、生生生生態系態系態系態系ににににおおおおいていていていてはははは、、、、そそそそのカバとかのカバとかのカバとかのカバとかワニワニワニワニ、、、、小小小小鳥鳥鳥鳥ととととはははは自然自然自然自然にににに管理管理管理管理状状状状態態態態にあにあにあにあるるるる。。。。機機機機能能能能販売販売販売販売のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、おおおお客客客客様様様様ととととそそそそのののの機機機機械械械械ととととはははは集集集集中管理中管理中管理中管理状状状状態態態態にあっにあっにあっにあってててて、、、、機機機機械械械械がががが、、、、寿寿寿寿命命命命がががが来来来来たとたとたとたときにはきにはきにはきには一一一一斉斉斉斉にそれにそれにそれにそれをををを持持持持っっっっててててききききてててて、、、、リサイクルをするといリサイクルをするといリサイクルをするといリサイクルをするというよううよううよううようななななここここととととももももででででききききるといるといるといるというわけうわけうわけうわけででででござござござございますいますいますいます。。。。     それそれそれそれからからからから、、、、大大大大量消費量消費量消費量消費、、、、消費消費消費消費のののの自自自自由由由由といといといといううううのがのがのがのが今今今今のののの社会社会社会社会でででで行行行行われわれわれわれてててておおおおりますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、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げげげましたましたましたましたようにようにようにように、、、、肉肉肉肉食食食食動物動物動物動物によっによっによっによってててて、、、、消費消費消費消費をををを減減減減らすらすらすらす、、、、抑抑抑抑制制制制するするするする。。。。もうもうもうもう、、、、消費消費消費消費すすすするるるる人人人人をををを食食食食べべべべてしまてしまてしまてしまううううといといといというよううよううよううようななななこここことですとですとですとですねねねね。。。。それそれそれそれからからからから、、、、悪悪悪悪天天天天候候候候、、、、そうそうそうそういいいいうよううよううよううようなななな消費消費消費消費抑抑抑抑制制制制のののの手手手手段段段段がががが行行行行われわれわれわれているているているている。。。。人人人人間間間間のののの場合場合場合場合ににににはははは、、、、ままままああああ、、、、今今今今、、、、少少少少子子子子高高高高齢齢齢齢化化化化にににになななな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、、、、人人人人口口口口もももも減減減減るといるといるといるといううううふふふふううううななななこここことととと、、、、これはこれはこれはこれは自然自然自然自然のなのなのなのなせせせせるるるる消費消費消費消費抑抑抑抑制制制制のののの方向方向方向方向かかかかももももししししれれれれまままませんせんせんせん。。。。それそれそれそれよよよよりりりりもももも、、、、我我我我々々々々としてとしてとしてとしてはははは、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの規規規規制制制制とかとかとかとか、、、、税税税税制制制制とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものをのをのをのを使使使使っっっってててて消費消費消費消費抑抑抑抑制制制制ををををしていくしていくしていくしていく。。。。これこれこれこれがががが自然自然自然自然ででででああああるといるといるといるというこうこうこうことですとですとですとです。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、炭炭炭炭素素素素税税税税ののののようようようようななななもももものののの。。。。あれはあれはあれはあれは、、、、産産産産業業業業界界界界でででではははは大大大大変反変反変反変反対対対対してしてしてしておおおおりますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、消費消費消費消費抑抑抑抑制制制制にににについてのついてのついてのついての自然自然自然自然界界界界のやりのやりのやりのやり方方方方はもっはもっはもっはもっとととと過過過過酷酷酷酷ででででああああるるるる。。。。消費消費消費消費者者者者をををを食食食食べべべべてしまてしまてしまてしまううううといといといといううううくらいくらいくらいくらい過過過過酷酷酷酷ででででああああるといるといるといるというこうこうこうことをとをとをとを考考考考ええええるとるとるとると、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたた規規規規制制制制、、、、税税税税制制制制などなどなどなどはははは、、、、もうもうもうもう喜喜喜喜んんんんでででで受受受受けけけけ入入入入れれれれるるるるべきべきべきべきででででははははないかといないかといないかといないかというこうこうこうことととともももも出出出出てくるとてくるとてくるとてくると思思思思いますいますいますいます。。。。     次次次次はははは、、、、最最最最後後後後のののの廃棄廃棄廃棄廃棄のとのとのとのところころころころででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、これこれこれこれまでのまでのまでのまでの社会社会社会社会でででではははは、、、、分分分分別別別別回回回回収収収収とかとかとかとか、、、、集集集集中中中中処処処処理理理理がががが行行行行われわれわれわれてててておおおおりましたりましたりましたりましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、生生生生態系態系態系態系でででではははは、、、、棲棲棲棲息息息息地地地地のののの自然環境自然環境自然環境自然環境におにおにおにおいていていていて、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどのようにようにようにように、、、、微微微微生物生物生物生物がががが解解解解体体体体・・・・分解分解分解分解するするするするわけわけわけわけですですですです。。。。そうそうそうそういいいいうこうこうこうことをとをとをとを考考考考ええええますとますとますとますと、、、、これこれこれこれからのからのからのからの社会社会社会社会でででではははは、、、、ででででききききるるるるだけだけだけだけ、、、、ででででききききるるるるももももののののはははは分分分分散散散散型型型型でやるでやるでやるでやる。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを出出出出したとしたとしたとしたところころころころでででで、、、、そこそこそこそこでででで処処処処分分分分すすすするといるといるといるというこうこうこうことがとがとがとが自然自然自然自然のやりのやりのやりのやり方方方方にににになるのでなるのでなるのでなるのでははははないかないかないかないか。。。。そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、運運運運搬搬搬搬のののの手間手間手間手間ももももないしないしないしないし、、、、大大大大ききききなななな廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処処処処理場理場理場理場をつくをつくをつくをつくっっっってててて、、、、そそそそのののの土土土土地地地地のののの人人人人にににに迷惑迷惑迷惑迷惑をかをかをかをかけけけけるといるといるといるというこうこうこうこととととももももないといないといないといないというこうこうこうことですとですとですとです。。。。そそそそれれれれからからからから、、、、循環循環循環循環がががが 1 回循環回循環回循環回循環だっだっだっだったのがたのがたのがたのが、、、、産産産産業業業業クラスタリングクラスタリングクラスタリングクラスタリングにににに持持持持っっっっていくていくていくていく、、、、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げげげたたたたこここことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。     こうこうこうこういいいいうよううよううよううようななななこここことでとでとでとで、、、、自然自然自然自然界界界界ののののこここことをとをとをとを真似真似真似真似していくとしていくとしていくとしていくと、、、、我我我我々々々々ががががこれこれこれこれからやらなからやらなからやらなからやらなききききゃゃゃゃなななならないらないらないらない、、、、そそそそしてしてしてして自然自然自然自然をををを回回回回復復復復していくしていくしていくしていく、、、、ああああるいるいるいるいはははは環境環境環境環境をををを解解解解決決決決していくといしていくといしていくといしていくというこうこうこうこととととははははたくたくたくたくさんさんさんさんああああるといるといるといるというこうこうこうことがとがとがとがおわおわおわおわかりいたかりいたかりいたかりいただけだけだけだけたとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。こうこうこうこういいいいうこうこうこうことをとをとをとを逐逐逐逐次次次次ややややっっっっていくのがていくのがていくのがていくのが、、、、我我我我々々々々ゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムの役役役役目目目目ででででははは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いるているているている次次次次第第第第ででででござござござございますいますいますいます。。。。     ごあごあごあごあいいいいささささつつつつににににかかかかええええてててて、、、、1 つつつつおおおお話話話話をををを申申申申しししし上上上上げさせげさせげさせげさせていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたました。。。。どどどどうもごうもごうもごうもご清清清清聴聴聴聴あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございまいまいまいましたしたしたした。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 注注注注記記記記         山路会長山路会長山路会長山路会長はははは、、、、平平平平成成成成１５１５１５１５年年年年１２１２１２１２月月月月２２２２６６６６日日日日にににに急急急急逝逝逝逝されされされされましたましたましたました。。。。本本本本稿稿稿稿がががが、、、、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
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ォーラムのォーラムのォーラムのォーラムの公公公公式式式式行事行事行事行事のののの遺稿遺稿遺稿遺稿となりましたとなりましたとなりましたとなりました（（（（国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム事事事事務務務務局局局局））））。。。。 司司司司会会会会         続続続続ききききましてましてましてまして、、、、本日本日本日本日のゼロエミッションフォーラムののゼロエミッションフォーラムののゼロエミッションフォーラムののゼロエミッションフォーラムの開開開開催催催催にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、会場会場会場会場ののののごごごご提提提提供供供供ののののほほほほかかかか、、、、何何何何かとかとかとかとごごごご協協協協力力力力をいたをいたをいたをいただきだきだきだきましたましたましたました、、、、日本大学国際関係学部日本大学国際関係学部日本大学国際関係学部日本大学国際関係学部のののの佐藤三武朗学部長佐藤三武朗学部長佐藤三武朗学部長佐藤三武朗学部長様様様様からからからから、、、、「「「「緑緑緑緑のののの革革革革命命命命がががが育育育育むむむむ心心心心のののの豊豊豊豊かかかかささささ」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、歓迎歓迎歓迎歓迎ののののごあごあごあごあいいいいささささつをいたつをいたつをいたつをいただきだきだきだきたいとたいとたいとたいと存存存存じじじじますますますます。。。。 

 佐藤学部長佐藤学部長佐藤学部長佐藤学部長     こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。「「「「ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・三島三島三島三島」」」」、、、、そそそそのののの会場会場会場会場校校校校としてとしてとしてとして、、、、国際関国際関国際関国際関係学部係学部係学部係学部、、、、ここここここここでででで開開開開催催催催ででででききききたたたたこここことととと、、、、非常非常非常非常にうれにうれにうれにうれしくしくしくしく思思思思いますいますいますいます。。。。大大大大層層層層なななな表表表表題題題題ですがですがですがですが、、、、時間時間時間時間がががが押押押押していますのでしていますのでしていますのでしていますので、、、、簡簡簡簡単単単単にににに私私私私のののの考考考考ええええをををを 3点点点点からからからから述述述述べさせべさせべさせべさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。     今今今今、、、、市長市長市長市長様様様様からからからから、、、、行政行政行政行政のののの取組取組取組取組にににについてついてついてついて、、、、またすまたすまたすまたすばばばばらしいゼロエミッションらしいゼロエミッションらしいゼロエミッションらしいゼロエミッション社会社会社会社会のののの実現実現実現実現にににに向向向向けけけけてのてのてのてのおおおお話話話話ががががあああありましたのでりましたのでりましたのでりましたので、、、、私私私私はははは、、、、自分自分自分自分のののの考考考考ええええをををを 3点点点点ほほほほどどどど述述述述べさせべさせべさせべさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。     現在現在現在現在地球地球地球地球はははは叫叫叫叫んんんんでいるでいるでいるでいる、、、、泣泣泣泣いているいているいているいている。。。。非常非常非常非常にににに危危危危機機機機感感感感がががが募募募募っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。我我我我々、々、々、々、今今今今日日日日はははは、、、、ここここのののの会会会会にににに出席出席出席出席してしてしてして、、、、非常非常非常非常にににに多多多多くをくをくをくを学学学学びびびびたいたいたいたい。。。。またまたまたまた、、、、私私私私もももも、、、、これにこれにこれにこれに対対対対するするするする認識認識認識認識をををを深深深深めめめめましたましたましたました。。。。
1 つつつつはははは、、、、強強強強いいいい意意意意志志志志をををを持持持持つつつつべきだべきだべきだべきだとととと考考考考ええええましたましたましたました。。。。日本大学日本大学日本大学日本大学はははは、、、、昨昨昨昨年年年年はははは、、、、ごごごご存存存存じじじじののののようにようにようにように、、、、ノノノノーーーーマン・マン・マン・マン・ボボボボーローグーローグーローグーローグ先先先先生生生生にににに、、、、1970 年年年年ですかですかですかですか、、、、「「「「緑緑緑緑のののの革革革革命命命命」」」」ででででノノノノーーーーベベベベルルルル平平平平和和和和賞賞賞賞をををを受受受受賞賞賞賞されされされされたたたた方方方方にににに、、、、名名名名誉誉誉誉学学学学位位位位をををを授授授授与与与与いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。世世世世界界界界がががが食食食食糧糧糧糧危危危危機機機機といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、隣隣隣隣国国国国ののののメメメメキキキキシコシコシコシコはははは食食食食糧糧糧糧危危危危機機機機にににに直面直面直面直面しているしているしているしているわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、ボボボボーローグーローグーローグーローグ教授教授教授教授はははは、、、、そこそこそこそこでででで小小小小麦麦麦麦生生生生産産産産をををを 2 倍倍倍倍ににににするするするする努力努力努力努力をしたをしたをしたをしたといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、それそれそれそれがががが、、、、アアアアジジジジアにアにアにアに、、、、インインインインドドドド等等等等をををを見見見見ましてましてましてましてもももも、、、、食食食食糧糧糧糧危危危危機機機機がががが叫叫叫叫ばればればればれていたていたていたていたんんんんでででですがすがすがすが、、、、今今今今はははは、、、、むむむむししししろろろろ輸輸輸輸出出出出がでがでがでができきききるるるるほほほほどどどどにににに、、、、そそそそのののの努力努力努力努力によっによっによっによっててててアアアアジジジジアはアはアはアは救救救救われわれわれわれたといたといたといたというこうこうこうこととととですですですです。。。。そそそそののののおおおお言葉言葉言葉言葉のののの中中中中ににににややややははははりりりり強強強強いいいい意意意意志志志志ががががあああありましたりましたりましたりました。。。。そそそそのとのとのとのときききき、、、、88 歳歳歳歳でしたでしたでしたでした。。。。昨昨昨昨年年年年ですですですですがががが、、、、おそおそおそおそらくらくらくらく今今今今年年年年はははは 89歳歳歳歳。。。。依依依依然然然然としてとしてとしてとして強強強強いいいい意意意意志志志志をををを持持持持っっっってててて小小小小麦麦麦麦のののの生生生生産産産産でででで、、、、ここここのののの人人人人類類類類のののの食食食食糧糧糧糧危危危危機機機機からからからから人人人人々々々々をををを救救救救おうおうおうおうとととと、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたた意意意意識識識識ががががござござござございましたいましたいましたいました。。。。     もうもうもうもう一一一一人人人人はははは、、、、ここここのののの 11月月月月 13 日日日日にににに、、、、おおおおななななじじじじみのみのみのみの初初初初代大代大代大代大統統統統領領領領、、、、ゴゴゴゴルバルバルバルバチチチチョフョフョフョフ氏氏氏氏にににに、、、、日本大学国日本大学国日本大学国日本大学国際関係学部際関係学部際関係学部際関係学部がががが博博博博士士士士号号号号、、、、国際関係国際関係国際関係国際関係をををを授授授授与与与与するといするといするといするというううう贈呈贈呈贈呈贈呈式式式式がががが東京東京東京東京でででで行行行行われわれわれわれましたましたましたました。。。。ソソソソ連連連連のののの民民民民主主主主化化化化にににに向向向向けけけけてたてたてたてたゆゆゆゆみないみないみないみない努力努力努力努力、、、、チチチチャャャャレレレレンジンジンジンジ、、、、強強強強靱靱靱靱なななな意意意意志志志志をををを持持持持っっっっていましたていましたていましたていました。。。。ああああのののの偉偉偉偉大大大大なななな政政政政治治治治家家家家におにおにおにお会会会会いしたといしたといしたといしたときききき、、、、私私私私はははは非常非常非常非常にににに圧圧圧圧倒倒倒倒されされされされたたたたんんんんですがですがですがですが、、、、そそそそのとのとのとのとききききのののの、、、、ままままだこれだこれだこれだこれからからからからもももも世世世世界界界界のののの安定安定安定安定とととと平平平平和和和和にににに向向向向けけけけてててて、、、、民主民主民主民主化化化化にににに向向向向けけけけてててて努力努力努力努力していくといしていくといしていくといしていくというううう、、、、そそそそのたくましいのたくましいのたくましいのたくましい、、、、力力力力強強強強いいいい意意意意志志志志、、、、これこれこれこれががががはっきはっきはっきはっきりとりとりとりと表表表表明明明明されされされされ、、、、またまたまたまた実実実実際際際際にそれにそれにそれにそれをををを我我我我々々々々にににに印印印印象象象象づづづづけけけけましたましたましたました。。。。     2 つつつつ目目目目はははは、、、、今今今今、、、、市長市長市長市長様様様様からからからから、、、、またまたまたまた山路山路山路山路様様様様からからからからおおおお話話話話ががががあっあっあっあったたたた、、、、ここここのゼロエミッションののゼロエミッションののゼロエミッションののゼロエミッションの理理理理念念念念ででででござござござございますいますいますいます。。。。共共共共通通通通のののの理解理解理解理解、、、、共共共共通通通通のののの認識認識認識認識をををを持持持持っっっってててて、、、、これこれこれこれををををああああままままねねねねくくくく広広広広めめめめるるるるここここととととによっによっによっによってててて、、、、我我我我々々々々はそれにはそれにはそれにはそれに取取取取りりりり組組組組んんんんでいくでいくでいくでいくべきだべきだべきだべきだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。     3 つつつつ目目目目ですがですがですがですが、、、、ややややははははりりりり行動行動行動行動でででであろうあろうあろうあろうかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。抽象抽象抽象抽象的的的的なななな議議議議論論論論にににに流流流流れれれれるるるるこここことなくとなくとなくとなく、、、、具具具具体体体体的的的的なななな施施施施策策策策ををををももももっっっってててて、、、、地球地球地球地球はははは泣泣泣泣いているいているいているいている、、、、危危危危機機機機にににに瀕瀕瀕瀕しているしているしているしているわけわけわけわけですからですからですからですから、、、、我我我我々々々々のののの手手手手ででででもっもっもっもっててててここここののののようようようようなななな状状状状態態態態ににににななななっっっったたたたわけわけわけわけですからですからですからですから、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してどのしてどのしてどのしてどのようにようにようにように対対対対応応応応していくかしていくかしていくかしていくか。。。。市長市長市長市長様様様様ののののおおおお言葉言葉言葉言葉にあにあにあにありましたりましたりましたりましたようにようにようにように、、、、もうもうもうもう子子子子供供供供のとのとのとのとききききからのからのからのからの環境教環境教環境教環境教育育育育がががが必要必要必要必要ににににななななっっっってくるかとてくるかとてくるかとてくるかと思思思思いますいますいますいます。。。。ここはここはここはここは教教教教育育育育のののの場場場場でででであああありますりますりますります。。。。今今今今日日日日、、、、ここここのののの機機機機会会会会ををををおおおおかりしてかりしてかりしてかりして、、、、多多多多くをくをくをくを学学学学びびびび、、、、それそれそれそれ
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をををを学生学生学生学生たたたたちにちにちにちに伝伝伝伝ええええていていていていききき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。。。。単単単単にににに伝伝伝伝ええええるるるるだけだけだけだけでなくでなくでなくでなく、、、、私私私私自自自自身身身身もももも、、、、それにそれにそれにそれに対対対対ししししてててて果果果果敢敢敢敢にににに行動行動行動行動していかなくてしていかなくてしていかなくてしていかなくてははははならないとならないとならないとならないと思思思思いますいますいますいます。。。。 ここここのののの 3 点点点点ですがですがですがですが、、、、これこれこれこれからからからから結結結結びびびびとしてとしてとしてとして、、、、組組組組織織織織をををを越越越越ええええてててて、、、、垣垣垣垣根根根根をををを越越越越ええええてててて、、、、環境環境環境環境へへへへのののの認識認識認識認識をををを深深深深めめめめてててて、、、、一一一一緒緒緒緒ににににななななっっっってててて、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいききききたいとたいとたいとたいと、、、、ここここののののようようようようななななこここことをとをとをとを実実実実感感感感いたしいたしいたしいたしましたましたましたました。。。。今今今今日日日日ののののここここのののの「「「「ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・三島三島三島三島」」」」、、、、大大大大成成成成功功功功でででであああありますりますりますりますここここととととをををを祈念祈念祈念祈念してしてしてして、、、、ああああいいいいささささつといたしますつといたしますつといたしますつといたします。。。。あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。以上以上以上以上ををををもちもちもちもちましてましてましてまして、、、、開会開会開会開会並並並並びにびにびにびに歓迎歓迎歓迎歓迎ののののごあごあごあごあいいいいささささつをつをつをつを終終終終了了了了させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。     引引引引きききき続続続続ききききましてましてましてまして、、、、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ますりますりますります。。。。準備準備準備準備がががが整整整整いいいい次次次次第第第第、、、、講演講演講演講演にににに移移移移ららららせせせせていたていたていたていただきだきだきだきますますますますのでのでのでので、、、、皆様皆様皆様皆様におにおにおにおかかかかれれれれましてましてましてましてはははは、、、、いまいまいまいま少少少少ししししおおおお待待待待ちちちちいたいたいたいただきだきだき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。。。。 

 ＜＜＜＜基調講演基調講演基調講演基調講演＞＞＞＞ 

 司司司司会会会会     おおおお待待待待たたたたせせせせ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。。。。それそれそれそれでででではははは、、、、基調講演基調講演基調講演基調講演にににに移移移移ららららせせせせていたていたていたていただだだだききききますますますます。。。。     本日本日本日本日はははは、、、、行政行政行政行政、、、、学会学会学会学会、、、、産産産産業業業業界界界界をををを代表代表代表代表いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、3 人人人人のののの講講講講師師師師のののの皆様皆様皆様皆様からからからからごごごご講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだききききますますますます。。。。ごごごご講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただきだきだきだきますますますます各各各各講講講講師師師師のプロフィールのプロフィールのプロフィールのプロフィールににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、おおおお手元手元手元手元のプログラのプログラのプログラのプログラムととムととムととムとともにごもにごもにごもにご紹介紹介紹介紹介させさせさせさせていたていたていたていただだだだいていていていてござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、そちそちそちそちらのらのらのらのほほほほううううををををごごごごららららんんんんいたいたいたいただきだきだきだきたいたいたいたいとととと存存存存じじじじますますますます。。。。     それそれそれそれでででではははは、、、、初初初初めにめにめにめに、、、、行政行政行政行政ののののおおおお立場立場立場立場からからからから、、、、「「「「環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好循環好循環好循環好循環をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、環境省総合環境政策局環境計画課長環境省総合環境政策局環境計画課長環境省総合環境政策局環境計画課長環境省総合環境政策局環境計画課長、、、、谷谷谷谷みどりみどりみどりみどり様様様様、、、、よろよろよろよ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げげげますますますます。。。。 

 谷課長谷課長谷課長谷課長     谷谷谷谷ででででござござござございますいますいますいます。。。。本日本日本日本日はははは、、、、よろよろよろよろしくしくしくしくおおおお願願願願いをいたしますいをいたしますいをいたしますいをいたします。。。。     おおおお手元手元手元手元のののの資資資資料料料料にににに、、、、「「「「環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好循環好循環好循環好循環をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」といといといというううう 2 枚枚枚枚紙紙紙紙がががが入入入入っっっっててててござござござございますいますいますいます。。。。本日本日本日本日、、、、これこれこれこれををををごごごごららららんんんんいたいたいたいただきだきだきだきながらながらながらながら、、、、多少多少多少多少ローテクでローテクでローテクでローテクではござはござはござはございますがいますがいますがいますが、、、、おおおお話話話話ををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだき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。。。。     ここここのののの「「「「環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好循環好循環好循環好循環をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」、、、、概概概概要要要要とととと書書書書いていていていてあああありますがりますがりますがりますが、、、、そもそもそもそもそもそもそもそものののの報告書報告書報告書報告書はははは、、、、今今今今年年年年のののの 6 月月月月にににに、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済活活活活動動動動にににに関関関関するするするする懇談懇談懇談懇談会会会会といといといといううううとととところころころころからからからから出出出出したしたしたしたもももものなのなのなのなんんんんですですですです。。。。ここここのののの懇談懇談懇談懇談会会会会はははは、、、、環境大臣環境大臣環境大臣環境大臣のののの呼呼呼呼びびびびかかかかけけけけでででで始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。これはこれはこれはこれは去去去去年年年年のののの 12月月月月ののののこここことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。小小小小泉泉泉泉内内内内閣閣閣閣といといといといううううののののはははは、、、、大臣大臣大臣大臣をををを選選選選ぶぶぶぶとととときにきにきにきに派派派派閥順閥順閥順閥順送送送送りでりでりでりで選選選選ばばばばないといないといないといないといううううののののはよはよはよはよくくくく知知知知らららられれれれていていていているるるるこここことですとですとですとですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、大臣大臣大臣大臣をををを選選選選ばればればればれたとたとたとたときにきにきにきに、、、、「「「「ああああなたなたなたなたはこうはこうはこうはこういいいいうこうこうこうことでとでとでとで選選選選んだんんだんんだんんだんですからですからですからですから、、、、こうこうこうこういいいいうこうこうこうことをとをとをとを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」」」」といといといというこうこうこうことをとをとをとをおっおっおっおっししししゃゃゃゃるるるるんだそうんだそうんだそうんだそうですですですです。。。。前前前前のののの鈴鈴鈴鈴木木木木大臣大臣大臣大臣をををを選選選選ばればればればれたとたとたとたときもきもきもきも、、、、そそそそしてしてしてして今今今今度度度度、、、、小池大臣小池大臣小池大臣小池大臣にににになりましたなりましたなりましたなりましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、どどどどちちちちらのらのらのらの大臣大臣大臣大臣にににに対対対対してしてしてしてもももも、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済がががが両両両両立立立立するといするといするといするというこうこうこうことでしとでしとでしとで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んんんででででほほほほしいといしいといしいといしいというこうこうこうことをとをとをとをおっおっおっおっししししゃゃゃゃっっっったたたたんだそうんだそうんだそうんだそうですですですです。。。。 
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    それそれそれそれをををを受受受受けけけけましてましてましてまして、、、、前前前前のののの鈴鈴鈴鈴木木木木大臣大臣大臣大臣がががが、、、、ここここのののの環境環境環境環境とととと経済経済経済経済活活活活動動動動にににに関関関関してしてしてして、、、、自分自分自分自分がががが毎毎毎毎回回回回出席出席出席出席すすすするるるる形形形形でででで懇談懇談懇談懇談会会会会をををを開開開開こうこうこうこうといといといというこうこうこうことをとをとをとをおっおっおっおっししししゃゃゃゃいましていましていましていまして、、、、環境環境環境環境ののののここここととととにににについてついてついてついてこれこれこれこれまでいまでいまでいまでいろろろろいいいいろごろごろごろご研研研研究究究究ををををされされされされててててここここらららられれれれたたたた先先先先生生生生方方方方とかとかとかとか、、、、産産産産業業業業界界界界のののの、、、、例例例例えばえばえばえばフジゼロックスのフジゼロックスのフジゼロックスのフジゼロックスの小林小林小林小林陽太陽太陽太陽太郎郎郎郎会長会長会長会長とかとかとかとか、、、、佐川佐川佐川佐川急急急急便便便便のののの会長会長会長会長とかとかとかとか、、、、NEC のののの会長会長会長会長、、、、鹿島鹿島鹿島鹿島建建建建設設設設のののの副副副副社長社長社長社長、、、、こうこうこうこういいいいっっっったいたいたいたいろろろろいいいいろごろごろごろご立立立立派派派派なななな方方方方々々々々におにおにおにお集集集集まりいたまりいたまりいたまりいただきだきだきだきましてましてましてまして、、、、懇談懇談懇談懇談会会会会がががが行行行行われわれわれわれましたましたましたました。。。。そそそそのののの懇談懇談懇談懇談会会会会のののの結果結果結果結果のののの概概概概要要要要ががががこちこちこちこちらのらのらのらの紙紙紙紙ででででござござござございますいますいますいます。。。。     今今今今年年年年のののの 9 月月月月 22 日日日日にににに、、、、今今今今度度度度はははは小池小池小池小池百百百百合合合合子大臣子大臣子大臣子大臣がががが環境大臣環境大臣環境大臣環境大臣ににににならならならなられれれれましましましましたたたた。。。。小池大臣小池大臣小池大臣小池大臣にもにもにもにも、、、、小小小小泉泉泉泉総理総理総理総理はははは、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済がががが両両両両立立立立するするするするようにようにようにように、、、、こうこうこうこういいいいうこうこうこうことでとでとでとで取取取取りりりり組組組組んんんんででででほほほほしいといしいといしいといしいというこうこうこうこととととををををおっおっおっおっししししゃゃゃゃっっっったたたたそうそうそうそうですですですです。。。。それそれそれそれでででで、、、、小池大臣小池大臣小池大臣小池大臣にもにもにもにもいいいいろろろろいいいいろごろごろごろご相相相相談談談談をしてをしてをしてをして、、、、今今今今度度度度はははは、、、、同同同同じじじじ形形形形のののの懇談懇談懇談懇談会会会会といといといというこうこうこうことでとでとでとでははははなくなくなくなく、、、、ももももうううう少少少少しししし実実実実務務務務的的的的ななななレレレレベベベベルがルがルがルが集集集集ままままっっっってててて、、、、中中中中央央央央環境環境環境環境審審審審議議議議会会会会といといといというううう審審審審議議議議会会会会ががががござござござございますがいますがいますがいますが、、、、そこにそこにそこにそこに専専専専門門門門委員会委員会委員会委員会をつくりましてをつくりましてをつくりましてをつくりまして、、、、そこそこそこそこでででで検討検討検討検討をををを進進進進めめめめるるるるここここととととににににいたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。     6 月月月月のののの報告報告報告報告のののの最最最最後後後後のとのとのとのところころころころにににに、、、、「「「「国国国国家家家家総合総合総合総合戦略戦略戦略戦略のののの策策策策定定定定にににに関関関関するするするする提提提提言言言言」」」」ととととござござござございましていましていましていまして、、、、国国国国民民民民企企企企業業業業、、、、行政行政行政行政がががが一体一体一体一体となとなとなとなっっっってててて環境環境環境環境とととと経済経済経済経済がががが統統統統合合合合したしたしたした社会社会社会社会をををを実現実現実現実現していくたしていくたしていくたしていくためにめにめにめに、、、、中長中長中長中長期期期期的的的的なななな視点視点視点視点にににに立立立立っっっったたたた、、、、国国国国家家家家としてとしてとしてとして明確明確明確明確でででで、、、、わわわわかりやすいかりやすいかりやすいかりやすいビビビビジョンとジョンとジョンとジョンと実現実現実現実現のたのたのたのためめめめのののの工工工工程程程程表表表表がががが必要必要必要必要とととと書書書書いていていていてあああありますりますりますります。。。。ここここののののビビビビジョンのジョンのジョンのジョンのほほほほううううをまをまをまをまずずずず作作作作ろうろうろうろうといといといというこうこうこうこととととにににになりましたなりましたなりましたなりました。。。。実現実現実現実現のたのたのたのためめめめのののの工工工工程程程程表表表表はははは、、、、おそおそおそおそらくらくらくらく環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画でででで作作作作るるるるここここととととにににになるとなるとなるとなると思思思思いますいますいますいます。。。。現在現在現在現在のののの環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画はははは第第第第 2 回計画回計画回計画回計画ででででござござござございましていましていましていまして、、、、平平平平成成成成 12 年年年年 12 月月月月ににににででででききききたたたたもももものですのですのですのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、大大大大体体体体 5 年年年年くらくらくらくらいでいでいでいで新新新新しいしいしいしいもももものをつくるのをつくるのをつくるのをつくるここここととととにににになりますなりますなりますなります。。。。ですですですですからからからから、、、、平平平平成成成成 17 年年年年とかとかとかとか、、、、そそそそののののああああたりたりたりたりにににに新新新新しいしいしいしいもももものをつくのをつくのをつくのをつくろうろうろうろうといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、今今今今後取後取後取後取りりりり組組組組むむむむとととと思思思思うんうんうんうんですがですがですがですが、、、、おそおそおそおそらくらくらくらく工工工工程程程程表表表表といといといといううううののののはははは、、、、ここここのののの基本計画基本計画基本計画基本計画ががががそそそそのののの役割役割役割役割をををを果果果果たすたすたすたすここここととととにににになるとなるとなるとなると思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今平平平平成成成成 15 年年年年ですからですからですからですから、、、、今今今今のののの段階段階段階段階でででではははは、、、、ままままずずずず明確明確明確明確ででででわわわわかりやすいかりやすいかりやすいかりやすいビビビビジョンをつくジョンをつくジョンをつくジョンをつくっっっっていていていていこうこうこうこうといといといというこうこうこうこととととにににになりましてなりましてなりましてなりまして、、、、それそれそれそれをををを、、、、ここここのののの中中中中央央央央環境環境環境環境審審審審議議議議会会会会のののの専専専専門門門門委員会委員会委員会委員会でででで検討検討検討検討するするするするここここととととににににななななっっっったたたたわけわけわけわけででででござござござございいいいますますますます。。。。11 月月月月 4日日日日にににに専専専専門門門門委員会委員会委員会委員会のののの第第第第 1 回回回回がががが開開開開かかかかれれれれ、、、、ついついついついききききののののうううう、、、、第第第第 2 回回回回がががが開開開開かかかかれれれれましたましたましたました。。。。 ここここのののの専専専専門門門門委員会委員会委員会委員会、、、、第第第第一一一一回回回回はははは、、、、委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様からからからから一一一一言言言言ずずずずつつつつ承承承承りましたりましたりましたりました。。。。産産産産業業業業界界界界のののの方方方方ももももいらいらいらいらっっっっししししゃゃゃゃいますしいますしいますしいますし、、、、消費消費消費消費者者者者のののの方方方方とかとかとかとか、、、、『『『『主主主主婦婦婦婦のののの友友友友』』』』のののの編編編編集集集集部部部部でででで副副副副編編編編集集集集長長長長をやをやをやをやっっっっててててここここらららられれれれたたたた、、、、今今今今はははは『『『『ゆゆゆゆううううゆゆゆゆうううう』』』』といといといというううう雑雑雑雑誌誌誌誌のののの編編編編集集集集長長長長のののの山本山本山本山本加津加津加津加津子子子子さんさんさんさんとかとかとかとか、、、、神神神神津津津津カンカンカンカンナナナナさんさんさんさんなどなどなどなどおおおおいでいでいでいでににににななななりましりましりましりましたたたた。。。。神神神神津津津津カンカンカンカンナナナナさんはさんはさんはさんは、、、、例例例例えばブえばブえばブえばブラジルでいラジルでいラジルでいラジルでいろんろんろんろんなななな環境関係環境関係環境関係環境関係のののの協協協協力力力力をしてをしてをしてをしてここここらららられれれれてててて、、、、それそれそれそれののののおおおお話話話話ななななんんんんかかかかもされもされもされもされましましましましたたたた。。。。ままままだごだごだごだご出席出席出席出席ははははいたいたいたいただけだけだけだけていないていないていないていないんんんんですがですがですがですが、、、、メメメメンバーンバーンバーンバーにはにはにはには、、、、ああああのののの脳脳脳脳のののの話話話話のののの養養養養老老老老先先先先生生生生などなどなどなどおおおおいでいでいでいでにににになりましてなりましてなりましてなりまして、、、、大大大大変変変変これこれこれこれからからからから期待期待期待期待されされされされるとるとるとるところころころころななななんんんんですですですです。。。。 
11月月月月、、、、12月月月月、、、、1月月月月とととと、、、、3 回回回回にににに分分分分けけけけてててて、、、、テーマテーマテーマテーマごごごごととととにににに委員委員委員委員のののの先先先先生生生生方方方方そそそそのののの他他他他からのからのからのからのごごごご発表発表発表発表をいをいをいをいたたたただだだだくといくといくといくというこうこうこうこととととににににななななっっっっていまていまていまていますすすす。。。。ききききののののううううのタイトルのタイトルのタイトルのタイトルはははは、、、、「「「「暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを彩彩彩彩るるるる環境環境環境環境ののののわざわざわざわざ」」」」。。。。環環環環境境境境のののの技術技術技術技術でででで何何何何がでがでがでができきききるかといるかといるかといるかというおうおうおうお話話話話をいたをいたをいたをいただきだきだきだきましたましたましたました。。。。ままままずずずず松松松松下下下下からからからから、、、、冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫がどがどがどがどれだけれだけれだけれだけ省省省省エネエネエネエネににににななななっっっっててててききききたかとかたかとかたかとかたかとか、、、、いいいいろんろんろんろんななななおおおお話話話話をいたをいたをいたをいただきだきだきだきましたましたましたました。。。。フフフファァァァーストエスコといーストエスコといーストエスコといーストエスコというううう、、、、省省省省エネルギーのマネジエネルギーのマネジエネルギーのマネジエネルギーのマネジメメメメントのコンサルですとかントのコンサルですとかントのコンサルですとかントのコンサルですとか、、、、燃料電燃料電燃料電燃料電池池池池などのなどのなどのなどの分分分分散散散散型型型型電電電電源源源源ののののこここことをやとをやとをやとをやっっっっ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会社会社会社会社からからからからもおもおもおもお話話話話しいたしいたしいたしいただきだきだきだきましたましたましたました。。。。そそそそしてしてしてして、、、、トトトトヨヨヨヨタタタタからからからからははははハハハハイイイイブブブブリッリッリッリッドドドド車車車車とかとかとかとか、、、、燃料電燃料電燃料電燃料電池池池池車車車車などのなどのなどのなどのおおおお話話話話をいたをいたをいたをいただきだきだきだきましたましたましたました。。。。またまたまたまた、、、、辰巳辰巳辰巳辰巳さんさんさんさんといといといというううう消費消費消費消費生生生生活活活活アアアアドドドドババババイイイイザザザザーでいらーでいらーでいらーでいらっっっっししししゃゃゃゃるるるる方方方方がががが、、、、消費消費消費消費者者者者のののの観観観観点点点点からからからからおおおお話話話話ををををされされされされましましましましたたたた。。。。損損損損保保保保ジャパンからジャパンからジャパンからジャパンからはははは、、、、
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エコフエコフエコフエコファァァァンンンンドドドドののののおおおお話話話話ががががあああありましたりましたりましたりました。。。。もうもうもうもうほほほほんんんんととととうにおもうにおもうにおもうにおもししししろろろろくてくてくてくて、、、、そそそそののののうちうちうちうち、、、、一一一一刻刻刻刻もももも早早早早くくくくインターネットのインターネットのインターネットのインターネットの環境省環境省環境省環境省ののののホホホホームームームームペペペページージージージにににに載載載載せせせせたいとたいとたいとたいと思思思思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、、、、資資資資料料料料ででででもごもごもごもごららららんんんんいたいたいたいただけだけだけだけたらたらたらたら大大大大変変変変あああありがたいとりがたいとりがたいとりがたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

12月月月月はははは、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの学部長学部長学部長学部長さんさんさんさんのタイトルとのタイトルとのタイトルとのタイトルとちょっちょっちょっちょっとととと似似似似ているているているているんんんんですがですがですがですが、、、、「「「「自然自然自然自然がががが育育育育むむむむ心心心心とととと力力力力」」」」といといといといううううタイトルをつタイトルをつタイトルをつタイトルをつけけけけましたましたましたました。。。。ここここここここでででではははは養養養養老老老老先先先先生生生生にににに、、、、自然自然自然自然がががが育育育育むむむむ心心心心ををををおおおお話話話話しいたしいたしいたしいただけだけだけだけまままませんせんせんせんかといかといかといかというこうこうこうことをとをとをとをおおおお願願願願いしていしていしていして、、、、おおおお受受受受けけけけいたいたいたいただだだだいていますいていますいていますいています。。。。自然自然自然自然がががが若若若若者者者者のののの心心心心をををを育育育育みみみみ、、、、熟熟熟熟年年年年のののの心心心心をををを癒癒癒癒すといすといすといすというこうこうこうこととととにににについてついてついてついて、、、、人工物人工物人工物人工物にににに囲囲囲囲ままままれれれれたたたた現現現現代人代人代人代人といといといといううううののののはははは高高高高いいいい価値価値価値価値をををを見見見見出出出出すすすすんんんんじゃじゃじゃじゃないないないないんだろうんだろうんだろうんだろうかとかとかとかと。。。。たたたただだだだ、、、、これこれこれこれがどがどがどがどううううややややっっっってててて経済経済経済経済とととと好循環好循環好循環好循環するかといいますとするかといいますとするかといいますとするかといいますと、、、、ここここここここでででで、、、、エコエコエコエコツツツツーリーリーリーリズズズズムのムのムのムの話話話話をををを例例例例えばえばえばえばどなたかしていたどなたかしていたどなたかしていたどなたかしていただけだけだけだけないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。それそれそれそれからからからから、、、、『『『『ゆゆゆゆううううゆゆゆゆうううう』』』』のののの編編編編集集集集長長長長さんはさんはさんはさんは、、、、全全全全国国国国百名百名百名百名山山山山をををを踏踏踏踏破破破破してしてしてしておおおおらららられれれれてててて、、、、主主主主婦婦婦婦のののの友友友友社社社社からいからいからいからいろんろんろんろんなななな山山山山歩歩歩歩きききき関係関係関係関係のののの本本本本をををを出出出出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るるるんんんんですですですです。。。。普普普普通通通通のののの、、、、ままままさにさにさにさに主主主主婦婦婦婦のののの友友友友ととととしてしてしてして本本本本をををを出出出出ししししたたたたととととおっおっおっおっししししゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。例例例例えばえばえばえば山山山山ととととふふふふももももとのとのとのとの温温温温泉泉泉泉とかとかとかとか、、、、何何何何かかかか季季季季節節節節のののの花花花花をををを見見見見ににににいくとかいいくとかいいくとかいいくとかいううううタイタイタイタイトルでトルでトルでトルで。。。。委員会委員会委員会委員会でででではははは、、、、普普普普通通通通のののの人人人人がががが自然自然自然自然にににに親親親親ししししむむむむようにようにようにように、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたたようようようようなななな問問問問題題題題意意意意識識識識ででででおおおお話話話話をいたをいたをいたをいただきだきだきだきますますますます。。。。そそそそしてしてしてして、、、、自然自然自然自然がががが育育育育むむむむ力力力力はははは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり自然自然自然自然エネルギーですエネルギーですエネルギーですエネルギーですよねよねよねよね。。。。シャープシャープシャープシャープのののの辻辻辻辻相相相相談談談談役役役役、、、、これはこれはこれはこれは以前以前以前以前社長社長社長社長さんさんさんさんをしていらしたをしていらしたをしていらしたをしていらした方方方方ですがですがですがですが、、、、メメメメンバーンバーンバーンバーににににななななっっっっていたていたていたていただきだきだきだきままままししししたたたた。。。。シャープシャープシャープシャープはははは、、、、世世世世界一界一界一界一のののの太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電ののののメメメメーカーですーカーですーカーですーカーです。。。。太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電はははは日本日本日本日本がががが世世世世界一界一界一界一ですですですですしししし、、、、そそそそのののの中中中中ででででももももシャープがシャープがシャープがシャープが世世世世界一界一界一界一。、。、。、。、日本日本日本日本のののの誇誇誇誇るるるる自然自然自然自然のののの力力力力でででではははは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。。。。ここここちちちちらのらのらのらのおおおお話話話話ももももいたいたいたいただだだだいてといてといてといて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。。。。     3 回目回目回目回目、、、、来来来来年年年年のののの 1 月月月月のタイトルのタイトルのタイトルのタイトルはははは、、、、「「「「『『『『もっもっもっもったいないたいないたいないたいない』』』』がががが生生生生みみみみ出出出出すすすす資源資源資源資源」」」」とつとつとつとつけけけけましたましたましたました。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル運動運動運動運動にずっにずっにずっにずっとととと取取取取りりりり組組組組んんんんででででここここらららられれれれているているているている、、、、新新新新宿宿宿宿ごごごごみのみのみのみの会会会会とかとかとかとか、、、、元元元元気気気気ななななごごごごみみみみ仲仲仲仲間間間間のののの会会会会とかをやとかをやとかをやとかをやっっっっててててここここらららられれれれたたたた崎田崎田崎田崎田裕裕裕裕子子子子さんさんさんさんにににに話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただだだだいたりいたりいたりいたり、、、、自治自治自治自治体体体体のののの方方方方におにおにおにお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだいたりいたりいたりいたり、、、、そそそそしてしてしてして、、、、産産産産業業業業界界界界ののののほほほほううううからからからからはははは、、、、JFE ススススチチチチールールールール。。。。原原原原料料料料炭炭炭炭といといといといううううのをのをのをのをごごごご存存存存じじじじですかですかですかですか。。。。鉄鉄鉄鉄をつくをつくをつくをつくろうろうろうろうとととと思思思思っっっったらたらたらたら、、、、鉄鉄鉄鉄鉱鉱鉱鉱石石石石をををを還還還還元元元元させさせさせさせるるるる時時時時、、、、普普普普通通通通、、、、石石石石炭炭炭炭をををを使使使使うわけうわけうわけうわけですですですですけれけれけれけれどどどど、、、、ここここのののの石石石石炭炭炭炭のののの一一一一部部部部ににににかかかかええええてててて、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックをックをックをックを砕砕砕砕いていていていて、、、、原原原原料料料料炭炭炭炭のののの一一一一部部部部ににににかかかかええええてててて、、、、鉄鉄鉄鉄のののの還還還還元元元元剤剤剤剤でででで使使使使っっっっ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んんんんですですですですよよよよ。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、こうこうこうこういいいいうおうおうおうお話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただけだけだけだけたらいいとたらいいとたらいいとたらいいと思思思思いますいますいますいます。。。。ああああとととともうもうもうもう一一一一人人人人おおおお願願願願いしているのがいしているのがいしているのがいしているのが、、、、帝帝帝帝人人人人のののの長島長島長島長島副副副副社長社長社長社長さんさんさんさん。。。。帝帝帝帝人人人人はははは、、、、ペペペペットをットをットをットをリサイクルしてリサイクルしてリサイクルしてリサイクルして、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななもももものをつくのをつくのをつくのをつくっっっっていらていらていらていらっっっっししししゃゃゃゃいましていましていましていまして、、、、ついついついついここここのののの間間間間、、、、PET to PET、、、、ペペペペットットットットボボボボトルからまたトルからまたトルからまたトルからまたペペペペットットットットボボボボトルをつくるトルをつくるトルをつくるトルをつくる、、、、そうそうそうそういいいいうううう工場工場工場工場をオープンをオープンをオープンをオープンされされされされましたましたましたました。。。。ここここののののスカーフスカーフスカーフスカーフははははペペペペットットットットボボボボトルのリサイクルででトルのリサイクルででトルのリサイクルででトルのリサイクルででききききていましてていましてていましてていまして、、、、いいいいろんろんろんろんななななユユユユニニニニフォームなフォームなフォームなフォームなんんんんかかかかももももつくつくつくつくっっっっていらていらていらていらっっっっししししゃゃゃゃいましていましていましていまして、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたおおおお話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただきだきだきだきたいなとたいなとたいなとたいなと思思思思っっっっていまていまていまていますすすす。。。。ここここののののようようようようないないないないろろろろいいいいろろろろなななな、、、、具具具具体体体体的的的的ななななおおおお話話話話をををを集集集集めめめめながらながらながらながら、、、、ビビビビジョンをつくジョンをつくジョンをつくジョンをつくっっっっていていていていききききたいとたいとたいと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。。。。     ここここののののほほほほかかかかにもにもにもにも、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、旭旭旭旭化成化成化成化成がつくがつくがつくがつくっっっっているているているている住住住住宅宅宅宅のののの断断断断熱材熱材熱材熱材がががが、、、、これこれこれこれまでまでまでまでよよよよりりりりもももも効効効効率率率率ががががよよよよくなくなくなくなっっっってててて、、、、しかしかしかしかもももも、、、、シックシックシックシックハウハウハウハウスススス症候症候症候症候群群群群をををを起起起起ここここすすすすガガガガスをスをスをスを出出出出ささささないとかないとかないとかないとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなとなとなとなとこここころろろろでででで環境環境環境環境ににににいいいいいいいいわざわざわざわざがでがでがでができきききてててていますいますいますいます。。。。ここここのののの市場市場市場市場をどをどをどをどううううややややっっっってつくてつくてつくてつくっっっっていていていていけけけけるかといるかといるかといるかというこうこうこうこととととでででで、、、、世世世世のののの中中中中もももものすのすのすのすごごごごくくくく変変変変わわわわるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。     例例例例えばえばえばえば、、、、我我我我がががが家家家家のののの電電電電気気気気代代代代、、、、月月月月ににににだだだだいたいいたいいたいいたい 3,000円円円円台台台台ですですですです。。。。1 つのつのつのつのポポポポイントイントイントイントはははは、、、、冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫をををを買買買買いかいかいかいかええええたたたたここここととととですですですです。。。。これはききこれはききこれはききこれはききますますますます。。。。ほほほほかかかかにもにもにもにも、、、、クーラーをつクーラーをつクーラーをつクーラーをつけけけけないとかないとかないとかないとか。。。。ででででもももも、、、、冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫
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はははは、、、、もうもうもうもうスイッスイッスイッスイッチチチチをををを切切切切るるるるわけにはわけにはわけにはわけにはいいいいききききまままませんせんせんせんからからからから、、、、ここはここはここはここは、、、、根根根根雪雪雪雪ののののようにようにようにように、、、、どどどどうにもうにもうにもうにもならならならならないないないない電電電電気気気気代代代代ががががずっずっずっずっとととと毎毎毎毎月月月月毎毎毎毎月月月月かかかかさんさんさんさんでいますからでいますからでいますからでいますから、、、、買買買買いかいかいかいかええええてててて、、、、目目目目にににに見見見見ええええるるるるようにようにようにように変変変変わわわわりりりりましたましたましたました。。。。ああああとととと、、、、テテテテレビもレビもレビもレビも実実実実はははは買買買買いかいかいかいかええええてててて、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと大大大大きききき目目目目ののののブブブブララララウウウウンンンン管管管管だっだっだっだったのをたのをたのをたのを、、、、小小小小ささささ目目目目のののの液晶液晶液晶液晶ににににしましたしましたしましたしました。。。。ままままああああ、、、、これはこれはこれはこれは、、、、そんそんそんそんななななにににに長長長長時間時間時間時間見見見見ないないないないんんんんでででで、、、、うわっうわっうわっうわっ、、、、といといといといううううほほほほどどどどはははは変変変変わわわわりまりまりまりませんけせんけせんけせんけどどどど、、、、ああああるるるる程程程程度度度度はきはきはきはきいているといているといているといていると思思思思うんうんうんうんですですですですねねねね。。。。こうこうこうこういいいいうううう、、、、環境環境環境環境ににににいいいいいいいいもももものをのをのをのを私私私私たたたたちちちち消費消費消費消費者者者者がががが選選選選んんんんでいくといでいくといでいくといでいくというこうこうこうことがとがとがとがもももものすのすのすのすごごごごくくくく大事大事大事大事だだだだとととと思思思思うんうんうんうんですですですです。。。。電電電電気気気気代代代代がががが浮浮浮浮ききききまままますしすしすしすし、、、、それだけそれだけそれだけそれだけででででははははないないないない、、、、気気気気持持持持ちよさちよさちよさちよさががががああああるるるるじゃじゃじゃじゃないかといないかといないかといないかというううう話話話話をををを訴訴訴訴ええええていていていていききききたいたいたいたいんんんんですですですです。。。。     ささささてててて、、、、これこれこれこれからのからのからのからの時時時時代代代代のののの環境環境環境環境とととと経済経済経済経済ですがですがですがですが、、、、環境環境環境環境のののの受受受受容容容容能能能能力力力力がががが限界限界限界限界がががが近近近近づづづづいていていていて、、、、日本日本日本日本のののの産産産産業業業業競争競争競争競争力力力力がががが低下低下低下低下しているとしているとしているとしていると言言言言われわれわれわれるるるる中中中中でででで、、、、環境環境環境環境上上上上のののの制制制制約約約約をををを新新新新たなたなたなたな発発発発想想想想やややや可能性可能性可能性可能性をををを生生生生みみみみ出出出出すすすす原動原動原動原動力力力力としてとらとしてとらとしてとらとしてとらええええてててて、、、、経済経済経済経済活活活活動動動動のののの活活活活性性性性化化化化とととと、、、、それそれそれそれからからからから雇雇雇雇用用用用をををを何何何何とかつくりとかつくりとかつくりとかつくり出出出出していくしていくしていくしていく。。。。それはそれはそれはそれは十十十十分可能分可能分可能分可能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いますていますていますています。。。。これこれこれこれからからからから環境環境環境環境ををををよよよよくするくするくするくするこここことがとがとがとが経済経済経済経済をををを発発発発展展展展ささささせせせせ、、、、経済経済経済経済がががが活活活活性性性性化化化化するするするするここここととととによっによっによっによってててて環境環境環境環境もよもよもよもよくなくなくなくなっっっっていくていくていくていくようようようようなななな関係関係関係関係をををを生生生生みみみみ出出出出してしてしてして、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済がががが一体一体一体一体となとなとなとなっっっってててて向上向上向上向上するするするする社会社会社会社会をををを実現実現実現実現していしていしていしていききききたいたいたいたい。。。。そそそそのののの道道道道筋筋筋筋としてとしてとしてとして、、、、適切適切適切適切なななな誘誘誘誘導導導導方方方方策策策策でででで、、、、「「「「企企企企業業業業やややや消費消費消費消費者者者者のののの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有効有効有効有効需需需需要要要要ににににしていくしていくしていくしていく」」」」。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか実実実実はははは進進進進んんんんでいないとでいないとでいないとでいないところもあころもあころもあころもありますりますりますります。。。。ここここのののの帝帝帝帝人人人人のスカーフなのスカーフなのスカーフなのスカーフなんんんんですですですですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、これこれこれこれ、、、、実実実実はははは、、、、試試試試供品供品供品供品でででで、、、、たたたただだだだででででももももららららっっっったたたたんんんんですですですです。。。。「「「「どどどどここここでででで売売売売っっっっていますかていますかていますかていますか、、、、私私私私、、、、買買買買いますいますいますいます」」」」とととと言言言言っっっったたたたんんんんですですですですよよよよ。。。。そうそうそうそうしたらしたらしたらしたら、、、、「「「「今今今今ままままだこだこだこだこのののの辺辺辺辺でででではははは売売売売らららられれれれていないていないていないていないんんんんですですですです。。。。試試試試供供供供品品品品でででで我我我我がががが社社社社がががが出出出出しているしているしているしているだけだけだけだけななななんんんんですですですです。。。。」「」「」「」「何何何何でですかでですかでですかでですか」」」」とととと。。。。「「「「幾幾幾幾らですからですからですからですか」」」」とととと言言言言っっっったらたらたらたら、、、、「「「「小小小小売売売売値値値値はははは 2,000円円円円かかかか 2,500円円円円にににになるとなるとなるとなると思思思思いますいますいますいます」」」」。。。。「「「「私私私私、、、、2,500円円円円でででで買買買買いますいますいますいますよよよよ」」」」とととと言言言言っっっったたたたらららら「「「「でででですがすがすがすが、、、、おおおお店店店店がががが置置置置いてくいてくいてくいてくれれれれてなくててなくててなくててなくて、、、、それはそれはそれはそれはややややっっっっぱぱぱぱりりりり消費消費消費消費者者者者がががが支支支支持持持持してくしてくしてくしてくれれれれないないないない」」」」とととと、、、、そそそそのののの帝帝帝帝人人人人のののの方方方方、、、、おっおっおっおっししししゃゃゃゃっっっったたたたんんんんですですですです。。。。今今今今、、、、主主主主ににににペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの繊維繊維繊維繊維はははは何何何何にににに使使使使われわれわれわれているかといているかといているかといているかといううううとととと、、、、企企企企業業業業ののののユユユユニニニニフォームでフォームでフォームでフォームで使使使使われわれわれわれていますとていますとていますとていますと。。。。それはそれはそれはそれは、、、、企企企企業業業業がががが環境環境環境環境にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいるんんんんだだだだといといといというううう姿姿姿姿勢勢勢勢をををを見見見見せせせせるたるたるたるためにめにめにめに、、、、従従従従業員業員業員業員はははは、、、、もうもうもうもう否否否否応応応応なくなくなくなく着着着着さされさされさされさされてしまてしまてしまてしまうううう。。。。そうそうそうそういいいいうこうこうこうこととととでででで繊維繊維繊維繊維はははは使使使使われわれわれわれていますていますていますていますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、一一一一般般般般のののの繊維繊維繊維繊維製製製製品品品品ののののおおおお客客客客様様様様はははは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり直直直直接接接接肌肌肌肌ににににつつつつけけけけるるるるもももものがのがのがのがももももととととはごはごはごはごみでしたといみでしたといみでしたといみでしたといううううののののはははは嫌嫌嫌嫌がらがらがらがられれれれるらしいるらしいるらしいるらしいんんんんですといですといですといですというこうこうこうことをとをとをとを言言言言われわれわれわれましたましたましたました。。。。だけだけだけだけどどどど、、、、私私私私はそうははそうははそうははそうは思思思思わわわわないないないない。。。。だっだっだっだってててて、、、、絹絹絹絹のスのスのスのスカカカカーフーフーフーフででででもももも、、、、どどどどここここでどでどでどでどんんんんなななな農農農農薬薬薬薬をををを使使使使っっっってててて育育育育てたかてたかてたかてたかわわわわからないクからないクからないクからないクワワワワのののの葉葉葉葉でででで育育育育っっっっているているているている可能性可能性可能性可能性ががががあああありますりますりますります。。。。ででででもももも、、、、ポポポポリエリエリエリエチチチチレレレレン・テン・テン・テン・テレレレレフフフフタタタタレレレレートートートートからからからからポポポポリエステルリエステルリエステルリエステルをををを作作作作るのるのるのるのはははは、、、、そんそんそんそんなななな農農農農薬薬薬薬をををを使使使使わきわきわきわきゃゃゃゃででででききききないないないないようようようようなななな、、、、プロプロプロプロセセセセススススじゃじゃじゃじゃないないないないはずはずはずはずですですですです。。。。またまたまたまた、、、、普普普普通通通通ののののポポポポリエステルリエステルリエステルリエステルだっだっだっだったらたらたらたら、、、、原原原原油油油油からつくるからつくるからつくるからつくるわけわけわけわけですからですからですからですから、、、、いいいいっっっっぱぱぱぱいいいいいいいいろんろんろんろんなプロなプロなプロなプロセセセセスをスをスをスを経経経経ているているているている。。。。ペペペペットットットットボボボボトルからトルからトルからトルから作作作作っっっったたたたポポポポリエステルをリエステルをリエステルをリエステルを身身身身ににににつつつつけけけけてててて、、、、環境環境環境環境ににににいいいいいいいい、、、、気気気気分分分分がいいとがいいとがいいとがいいと、、、、私私私私はははは思思思思いますいますいますいます。。。。いいいいろんろんろんろんなとなとなとなところころころころででででこうこうこうこういいいいうううう雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気がががが醸醸醸醸成成成成されされされされてててて、、、、むむむむししししろろろろ私私私私はははは再再再再生製生製生製生製品品品品ののののほほほほううううがががが気気気気持持持持ちちちちがいいとがいいとがいいとがいいと、、、、どどどどうせうせうせうせ買買買買うもうもうもうもののののだっだっだっだったらたらたらたらばばばば、、、、それそれそれそれでででで環境環境環境環境にもにもにもにもいいいいいいいいこここことしているとしているとしているとしているんだんだんだんだとととと思思思思ええええたたたたほほほほううううがいいがいいがいいがいいじゃじゃじゃじゃないかといないかといないかといないかというううう消費消費消費消費者者者者がががが広広広広ががががっっっってててていくといいくといいくといいくというこうこうこうことがとがとがとが、、、、ととととっっっっててててもももも大事大事大事大事ななななんんん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。。。。 ききききののののううううのののの委員会委員会委員会委員会でででで、、、、消費消費消費消費生生生生活活活活アアアアドドドドバイバイバイバイザザザザーのーのーのーの辰巳辰巳辰巳辰巳さんさんさんさんがががが、、、、いいいいろんろんろんろんななななアアアアンンンンケケケケートをしてートをしてートをしてートをしてもももも、、、、消費消費消費消費者者者者はははは、、、、環境環境環境環境ににににいいいいいいいいこここことをしたいといとをしたいといとをしたいといとをしたいというううう意意意意欲欲欲欲はもはもはもはものすのすのすのすごごごごくくくくああああるるるるんんんんですですですですよよよよとととと言言言言われわれわれわれましたましたましたました。。。。ででででもももも、、、、何何何何をしたらいいかをしたらいいかをしたらいいかをしたらいいかわわわわからないからないからないからない。。。。特特特特にににに商品選択商品選択商品選択商品選択にににに当当当当たたたたっっっっててててはははは、、、、これはこれはこれはこれは辰巳辰巳辰巳辰巳さんもさんもさんもさんも、、、、ききききののののうううう随随随随分分分分力力力力説説説説していらしたしていらしたしていらしたしていらしたんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、適切適切適切適切なななな情情情情報報報報がないがないがないがない、、、、だだだだからからからからわわわわからないからないからないからないとととと。。。。そそそそ
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のののの話話話話をををを帝帝帝帝人人人人のののの方方方方にににに申申申申しししし上上上上げげげげたらたらたらたら、、、、「「「「情情情情報報報報をををを出出出出したらしたらしたらしたらばばばば、、、、いやいやいやいやいやいやいやいや、、、、私私私私ははははややややっっっっぱぱぱぱりりりりペペペペットットットットボボボボトトトトルからでルからでルからでルからでははははなくてなくてなくてなくて、、、、原原原原油油油油からつくからつくからつくからつくっっっったたたた物物物物がいいとがいいとがいいとがいいと思思思思うううう人人人人がががが多多多多いいいいんんんんですですですです。。。。」」」」とととと言言言言われわれわれわれましたましたましたました。。。。そこそこそこそこをををを、、、、どどどどううううややややっっっってててて意意意意識識識識をををを変変変変ええええていていていていっっっったらいいかなとたらいいかなとたらいいかなとたらいいかなと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。 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なーパーなーパーなーパーなんんんんかかかかはははは、、、、ああああるるるる程程程程度度度度変変変変わっわっわっわっててててききききているているているているんんん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うんうんうんですですですですよよよよねねねね。。。。バージンパルプのバージンパルプのバージンパルプのバージンパルプのほほほほううううがががが高級高級高級高級だだだだとととと思思思思うううう消費消費消費消費者者者者ももももいるでしいるでしいるでしいるでしょうょうょうょうがががが、、、、いやいやいやいや、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり再再再再生生生生紙紙紙紙をををを選選選選ぶぶぶぶといといといというううう人人人人はははは、、、、増増増増ええええててててききききていていていていますますますます。。。。ペペペペットットットットはははは、、、、ままままだだだだままままだだだだ再再再再生生生生ででででききききるいいるいいるいいるいい原原原原料料料料ですですですですよよよよ。。。。そそそそのたのたのたのためにはめにはめにはめには、、、、再再再再生生生生されされされされてつくてつくてつくてつくっっっったたたたもももものをのをのをのを消費消費消費消費者者者者がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん選択選択選択選択していくしていくしていくしていくこここことでとでとでとでははははないないないないででででししししょうょうょうょうかかかか。。。。それそれそれそれがでがでがでができきききていていていていけばけばけばけば、、、、さっきさっきさっきさっきのののの冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫ですとかですとかですとかですとか、、、、液晶液晶液晶液晶テテテテレビもレビもレビもレビも同同同同じじじじですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、消費消費消費消費者者者者がががが環境環境環境環境ににににいいいいいいいい物物物物をををを選選選選んんんんでいくでいくでいくでいく。。。。そうそうそうそうすすすすればればればれば、、、、日本日本日本日本のののの産産産産業業業業はもっはもっはもっはもっとととともっもっもっもっとととと伸伸伸伸びびびびてててていくいくいくいくこここことがでとがでとがでとができきききますしますしますしますし、、、、そうそうそうそういいいいうこうこうこうこととととにににに取取取取りりりり組組組組むむむむ企企企企業業業業ほほほほどどどど市場市場市場市場がががが評評評評価価価価するするするする。。。。でででで、、、、これこれこれこれからからからから豊豊豊豊かかかかささささをををを増増増増していくしていくしていくしていく世世世世界界界界にににに波波波波及及及及するするするするんだんだんだんだとととと思思思思うんうんうんうんですですですです。。。。ここここののののおおおお正月正月正月正月、、、、たまたまたまたまたまたまたまたま中国中国中国中国にににに遊遊遊遊びびびびににににいいいいっっっったたたたんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、北北北北京京京京ののののワワワワンフーンフーンフーンフーチチチチンといンといンといンというううう、、、、日本日本日本日本のののの銀銀銀銀座座座座みたいなとみたいなとみたいなとみたいなところにころにころにころに大大大大ききききなななな本屋本屋本屋本屋さんさんさんさんががががあああありましてりましてりましてりまして、、、、そこそこそこそこのののの本屋本屋本屋本屋さんさんさんさんのののの婦婦婦婦人人人人雑雑雑雑誌誌誌誌のコーのコーのコーのコーナナナナーーーーはははは、、、、日本日本日本日本のののの洋裁洋裁洋裁洋裁のののの月月月月刊誌刊誌刊誌刊誌がががが日本日本日本日本語語語語のままでのままでのままでのままで置置置置いていていていてあああありましりましりましりましたたたた。。。。ああああるいるいるいるいはははは、、、、そそそそののののほほほほかのとかのとかのとかのところころころころでででではははは、、、、キキキキティティティティちちちちゃゃゃゃんんんんシシシショップがョップがョップがョップがあああありましたりましたりましたりました。。。。日本日本日本日本のトのトのトのトレレレレンンンンドドドドをををを追追追追っっっっているているているている途途途途上上上上国国国国、、、、特特特特にににに東東東東アアアアジジジジアアアアのののの都都都都市部市部市部市部はははは多多多多いいいいですですですです。。。。私私私私たたたたちちちちがどがどがどがどうううう環境環境環境環境ににににいいいいいいいい暮暮暮暮らしらしらしらしをしをしをしをしていくかていくかていくかていくか、、、、それそれそれそれをどをどをどをどうううう発発発発信信信信していくかしていくかしていくかしていくかがががが、、、、これこれこれこれからのからのからのからの世世世世界界界界をををを左右左右左右左右するするするするんんんんでででではははは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。。。。 ペペペペットットットットボボボボトルのリサイクルトルのリサイクルトルのリサイクルトルのリサイクルににににししししろろろろ、、、、冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫のののの断断断断熱熱熱熱ににににししししろろろろ、、、、ああああららららゆゆゆゆるとるとるとるところころころころでででで技術技術技術技術革革革革新新新新のののの種種種種がががが転転転転ががががっっっっているているているている。。。。そそそそのののの技術技術技術技術をををを新新新新しいしいしいしいももももののののににににすすすすればればればれば、、、、それそれそれそれをををを消費消費消費消費者者者者がががが支支支支持持持持するといするといするといするというこうこうこうこととととでででであればあればあればあれば、、、、これはこれはこれはこれはどどどどんんんんどどどどんんんん今今今今後後後後のののの技術技術技術技術革革革革新新新新をををを支支支支持持持持しししし、、、、進進進進めめめめていくていくていくていくここここととととににににななななっっっってててて、、、、日本日本日本日本がががが、、、、先先先先行行行行者者者者利利利利益益益益をををを得得得得ていていていていけけけけるるるるんんん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。。。。 もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、市場市場市場市場はははは、、、、消費消費消費消費者者者者だけだけだけだけででででははははななななくくくく、、、、投投投投資資資資家家家家もももも見見見見ていていていていますますますます。。。。最近最近最近最近、、、、エコフエコフエコフエコファァァァンンンンドドドドとととといいいいううううのがのがのがのが出出出出ていますていますていますています。。。。日本日本日本日本だだだだとととと、、、、日日日日興興興興エコフエコフエコフエコファァァァンンンンドドドドとかとかとかとか、、、、損損損損保保保保ジャパンジャパンジャパンジャパンのののの「「「「ぶぶぶぶななななのののの森森森森」」」」ととととかかかか。。。。ででででもももも、、、、ままままだわずだわずだわずだわずかですかですかですかです。。。。ヨヨヨヨーロッパとかーロッパとかーロッパとかーロッパとかアメアメアメアメリカリカリカリカだだだだとととと、、、、これこれこれこれがががが結結結結構支構支構支構支持持持持されされされされていますていますていますています。。。。アメアメアメアメリカリカリカリカはははは、、、、民民民民間間間間ベベベベースでースでースでースで、、、、政政政政府府府府はあはあはあはあまりまりまりまり関関関関与与与与していましていましていましていませんせんせんせん。。。。投投投投資資資資家家家家がががが選選選選んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。そそそそのののの背景背景背景背景にはにはにはには、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり環境環境環境環境ににににししし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むむむむようようようようなななな企企企企業業業業がががが消費消費消費消費者者者者のののの支支支支持持持持もももも呼呼呼呼んんんんでででで伸伸伸伸びびびびてててているのでいるのでいるのでいるのでははははないかないかないかないかといといといというううう認識認識認識認識。。。。そうそうそうそういいいいうこうこうこうことをとをとをとを考考考考えればえればえればえれば、、、、環境環境環境環境にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ企企企企業業業業のののの株株株株式式式式だけだけだけだけののののポポポポートフォリオのエコフートフォリオのエコフートフォリオのエコフートフォリオのエコファァァァンンンンドドドド、、、、これこれこれこれががががおそおそおそおそらくらくらくらくはははは消費消費消費消費者者者者もももも支支支支持持持持していくからしていくからしていくからしていくから伸伸伸伸びもびもびもびもいいいいいいいいんんんんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。こうこうこうこういいいいうううう論論論論理理理理でででで、、、、アメアメアメアメリカリカリカリカでででで大大大大ききききくなくなくなくなっっっっていていていているのでるのでるのでるのではははは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。。。。 ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパはははは、、、、そうそうそうそういいいいうううう個個個個人人人人投投投投資資資資家家家家のののの支支支支持持持持にににに加加加加ええええてててて、、、、年年年年金金金金基基基基金金金金などなどなどなどをエコフをエコフをエコフをエコファァァァンンンンドドドドでででで運運運運用用用用するといするといするといするというもうもうもうもののののもあっもあっもあっもあってててて、、、、投投投投資資資資家家家家のののの側側側側からからからからもももも環境環境環境環境でででで経済経済経済経済をををを動動動動かすかすかすかす動動動動ききききといといといといううううのがのがのがのがあああありまりまりまりますすすす。。。。日本日本日本日本ははははままままだだだだわずわずわずわずかですかですかですかですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、可能性可能性可能性可能性ははははああああるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。 それそれそれそれでででで、、、、地地地地域域域域にににに根差根差根差根差ししししたたたた取取取取りりりり組組組組ももももあああありますりますりますります。。。。一一一一つつつつ、、、、実実実実物物物物ををををおおおお持持持持ちちちちしましたしましたしましたしました。。。。これこれこれこれ、、、、ペペペペッッッットトトトボボボボトルででトルででトルででトルででききききたたたたマイバッグマイバッグマイバッグマイバッグななななんんんんですがですがですがですが、、、、おおおおつくりつくりつくりつくりににににななななっっっったたたたののののはははは、、、、福福福福井県井県井県井県のののの武生市武生市武生市武生市といといといといううううとととところころころころですですですです。。。。武生市武生市武生市武生市といといといといううううののののはははは、、、、福福福福井県井県井県井県のののの中中中中でででで、、、、県県県県内内内内でででではははは一一一一番番番番工業生工業生工業生工業生産産産産高高高高のののの多多多多いいいい市市市市でででで、、、、
ISO14001 といといといといううううののののはよはよはよはよくくくく知知知知らららられれれれているているているているんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、それにそれにそれにそれに加加加加ええええてててて、、、、ES 武生武生武生武生、、、、ESははははおおおおそそそそらくらくらくらく Environmental Standard ですかですかですかですかねねねね、、、、これこれこれこれををををおおおおつくりつくりつくりつくりににににななななりましたりましたりましたりました。。。。ISO14001 までまでまでまでははははちょっちょっちょっちょっとととと手手手手がががが届届届届かないかないかないかないんだけれんだけれんだけれんだけれどどどどもももも、、、、環境環境環境環境にににに取取取取りりりり組組組組みたいといみたいといみたいといみたいというううう地地地地元元元元のののの中小中小中小中小企企企企業業業業ににににいいいいろろろろいいいい
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ろろろろ取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの手手手手段段段段をををを提提提提供供供供していしていしていしているのでするのでするのでするのです。。。。これはそこれはそこれはそこれはそのののの武生市武生市武生市武生市でででで、、、、障障障障害者害者害者害者のののの授授授授産産産産施施施施設設設設ががががあああありりりりましてましてましてまして、、、、そこそこそこそこのののの方方方方々々々々がががが縫縫縫縫製製製製したしたしたしたバッグバッグバッグバッグですですですです。。。。300円円円円くらいくらいくらいくらいですですですです。。。。安安安安いですいですいですいです。。。。そそそそのののの上上上上、、、、環境環境環境環境やややや福福福福祉祉祉祉といといといというううう付付付付加価値加価値加価値加価値もあもあもあもあるとるとるとると、、、、よけよけよけよけいいいい気気気気持持持持ちちちちがいいですがいいですがいいですがいいですよねよねよねよね。。。。雇雇雇雇用用用用機機機機会会会会をををを得得得得るのがるのがるのがるのが難難難難しいしいしいしい方方方方々々々々にににに雇雇雇雇用用用用機機機機会会会会をををを提提提提供供供供しているしているしているしているわけわけわけわけでしてでしてでしてでして、、、、私私私私のののの 300 円円円円がががが役役役役にににに立立立立つとすつとすつとすつとすごごごごくくくくうれうれうれうれしいなとしいなとしいなとしいなと思思思思いながらいながらいながらいながら、、、、コンコンコンコンビニにビニにビニにビニに行行行行っっっっててててもももも、、、、これにこれにこれにこれに入入入入れれれれてくてくてくてくださださださださいといといといと言言言言っっっってててて、、、、嬉嬉嬉嬉しくしくしくしく使使使使っっっってててていますいますいますいます。。。。 日本人日本人日本人日本人はははは、、、、ブブブブランランランランドドドド志志志志向向向向だだだだとととと言言言言われわれわれわれていましてていましてていましてていまして、、、、ルイ・ルイ・ルイ・ルイ・ヴヴヴヴィトンィトンィトンィトンににににしてしてしてしてもももも、、、、日本日本日本日本でのでのでのでの販販販販売売売売やややや、、、、ああああるいるいるいるいはははは日本人日本人日本人日本人観観観観光光光光客客客客がががが向向向向こうにこうにこうにこうに行行行行っっっってのてのてのての売売売売りりりり上上上上げげげげがががが大大大大変多変多変多変多いいいいわけわけわけわけですですですです。。。。どどどどうもうもうもうも日日日日本人本人本人本人はははは、、、、普普普普通通通通ののののもももものといのといのといのといううううののののはおもはおもはおもはおもししししろろろろくないくないくないくない。。。。持持持持っっっっていてていてていてていて何何何何かかかか特別特別特別特別なななな気気気気持持持持ちちちちががががいいいいいいいいももももののののをををを持持持持ちちちちたいたいたいたい。。。。ルイ・ルイ・ルイ・ルイ・ヴヴヴヴィトンィトンィトンィトンもももも 1 つですつですつですつですけけけけどどどど、、、、こうこうこうこういいいいううううマイマイマイマイバッグといバッグといバッグといバッグといううううののののもももも、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと特別特別特別特別なななな、、、、持持持持っっっっていなていなていなていな気気気気持持持持ちちちちがいいがいいがいいがいいここここととととじゃじゃじゃじゃないでしないでしないでしないでしょうょうょうょうかかかか。。。。これこれこれこれ、、、、私私私私はははは何何何何でででで持持持持っっっっているかているかているかているかといといといといううううとととと、、、、福福福福井県井県井県井県のののの方方方方々々々々といといといといろんろんろんろんななななごごごご縁縁縁縁ががががあっあっあっあってててて、、、、そこそこそこそこでででで情情情情報報報報がががが得得得得らららられれれれたからたからたからたから持持持持てるてるてるてるんんんんでででですすすすよよよよ。。。。ああああるるるる意意意意味味味味でででで、、、、環境省環境省環境省環境省にににに勤勤勤勤めめめめているといているといているといているというううう特権特権特権特権的的的的なななな地地地地位位位位ののののおおおおかかかかげげげげでででで情情情情報報報報がががが得得得得らららられれれれたかたかたかたからららら、、、、こうこうこうこういいいいうううう、、、、大大大大変気変気変気変気持持持持ちちちちのいいのいいのいいのいい商品商品商品商品をををを買買買買うこうこうこうことがでとがでとがでとができきききるるるる。。。。さっきさっきさっきさっきののののおおおお話話話話にににに戻戻戻戻るるるるんんんんですですですですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、もっもっもっもっとととともっもっもっもっととととこんこんこんこんなななな情情情情報報報報がいがいがいがいろんろんろんろんなななな消費消費消費消費者者者者にににに届届届届くくくくようにようにようにようにしたいしたいしたいしたい。。。。ここはここはここはここはままままさにさにさにさに好好好好循環循環循環循環のののの、、、、車車車車のののの両両両両輪輪輪輪だだだだとととと思思思思ううううんんんんですですですです。。。。いいいいいいいい情情情情報報報報がががが消費消費消費消費者者者者にににに届届届届くくくく。。。。でででで、、、、いいいいいいいい情情情情報報報報がががが消費消費消費消費者者者者にににに届届届届けばけばけばけば、、、、消費消費消費消費者者者者はははは環境環境環境環境ににににいいいいいいいいももももののののをををを支支支支持持持持するするするする。。。。でででで、、、、そそそそのののの中中中中でででで、、、、もっもっもっもっとととともっもっもっもっといといといといろんろんろんろんなななな企企企企業業業業ににににしてしてしてしてもももも、、、、こうこうこうこういいいいうううう自治自治自治自治体体体体ににににしてしてしてしてもももも、、、、授授授授産産産産施施施施設設設設をををを含含含含めめめめてててて、、、、もっもっもっもっとととともっもっもっもっとととと環境環境環境環境ににににいいいいいいいいもももものがのがのがのが、、、、環境環境環境環境ににににいいつくりいいつくりいいつくりいいつくり方方方方ににににななななっっっっていていていていっっっってててて、、、、それそれそれそれ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もももも循環的循環的循環的循環的なななな使使使使用用用用がががが進進進進んんんんでいくでいくでいくでいく。。。。もちろんもちろんもちろんもちろんペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルだけだけだけだけででででははははなくてなくてなくてなくて、、、、ほほほほかかかかにもにもにもにもいいいいろろろろいいいいろろろろななななもももものののののののの循環的循環的循環的循環的なななな使使使使用用用用がががが進進進進んんんんでででで、、、、ごごごごみがみがみがみが少少少少なくななくななくななくなっっっっていくといていくといていくといていくといううううのがのがのがのが望望望望ましいとましいとましいとましいと思思思思いますいますいますいます。。。。 企企企企業業業業もももも、、、、環境環境環境環境ににににいいいいいいいい経営経営経営経営とかとかとかとか、、、、いいいいいいいいもももものをつくのをつくのをつくのをつくっっっってくてくてくてくださださださださいいいいねねねね。。。。環境環境環境環境報告書報告書報告書報告書もももも出出出出ていまていまていまていますすすす。。。。これこれこれこれ、、、、つくつくつくつくっっっっててててもだれももだれももだれももだれも読読読読んんんんでくでくでくでくれれれれないとかいないとかいないとかいないとかいうううう話話話話もあもあもあもありますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりそそそそううううででででははははないないないないようにようにようにように、、、、環境環境環境環境報告書報告書報告書報告書でででで、、、、いいいいいいいいこここことをやとをやとをやとをやっっっっているているているている企企企企業業業業ががががもっもっもっもっとととと支支支支持持持持されされされされるるるるようにようにようにようになるといいなとなるといいなとなるといいなとなるといいなと思思思思いますいますいますいます。。。。 次次次次にににに、、、、先先先先ほほほほどどどどもちょっもちょっもちょっもちょっとととと山路山路山路山路先先先先生生生生でしたかでしたかでしたかでしたか、、、、おっおっおっおっししししゃゃゃゃっっっっていましたがていましたがていましたがていましたが、、、、製製製製品品品品そそそそののののもももものののののののの提提提提供供供供ににににかかかかええええてててて製製製製品品品品のののの機機機機能能能能をサーをサーをサーをサービビビビスとしてスとしてスとしてスとして提提提提供供供供するなどするなどするなどするなど、、、、いいいいろんろんろんろんなななな環境環境環境環境保全保全保全保全とととと費費費費用用用用削減削減削減削減をををを同同同同時時時時にににに実現実現実現実現するするするする仕仕仕仕組組組組みのみのみのみの普及普及普及普及をををを加加加加速速速速化化化化とととと書書書書いていていていてあああありますりますりますります。。。。幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの企企企企業業業業がやがやがやがやっっっっていらていらていら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よねよねよねよね。。。。私私私私たたたたちちちち、、、、物物物物をををを持持持持ちちちちたいたいたいたいわけわけわけわけででででももももなくてなくてなくてなくて、、、、物物物物がががが機機機機能能能能としてとしてとしてとして使使使使えればえればえればえれば、、、、それそれそれそれででででいいいいいいいい。。。。例例例例ええええばばばば、、、、大学大学大学大学にににに入入入入学学学学しますしますしますしますよねよねよねよね。。。。ほほほほんんんんととととうにおうにおうにおうにお金金金金ないですからないですからないですからないですから、、、、だけだけだけだけどどどど、、、、そそそそのののの中中中中でででで、、、、今今今今もうもうもうもう冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫のないのないのないのない暮暮暮暮らしならしならしならしなんんんんていていていていううううののののはははは考考考考ええええらららられれれれないないないない。。。。一通一通一通一通りのりのりのりの家家家家電電電電製製製製品品品品はははは持持持持ちちちちたいたいたいたいんんんんだけれだけれだけれだけれどどどどもももも、、、、どどどどうせそんうせそんうせそんうせそんなのなのなのなの、、、、大学大学大学大学 4 年年年年間間間間だけだわだけだわだけだわだけだわといといといというこうこうこうこととととだだだだとすとすとすとすればればればれば、、、、それはそれはそれはそれは買買買買わわわわななななくてくてくてくてももももいいいいいいいい。。。。家家家家電電電電メメメメーカーのーカーのーカーのーカーの一一一一部部部部ななななんんんんかかかかはははは、、、、そそそそのののの間間間間だけだけだけだけ貸貸貸貸してしてしてしてあげあげあげあげるるるる。。。。でででで、、、、そそそそのののの学生学生学生学生さんさんさんさんがががが卒卒卒卒業業業業してしてしてして、、、、どどどどここここかかかかににににいなくないなくないなくないなくなればればればれば、、、、またまたまたまた次次次次のののの学生学生学生学生さんにさんにさんにさんに貸貸貸貸すすすす。。。。ままままああああ、、、、学生学生学生学生っっっってててて、、、、ほほほほんんんんととととうにうにうにうに一一一一部部部部をををを除除除除けばけばけばけば、、、、安安安安ければければければければいいいいいいいいわけわけわけわけですからですからですからですから、、、、だれだれだれだれかがかがかがかが使使使使っっっったたたた冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫ををををもうもうもうもう一一一一遍遍遍遍使使使使ううううののののももももいいいいいいいいんだんだんだんだとととと思思思思うんうんうんうんですですですですよねよねよねよね。。。。そうそうそうそういいいいうううう便便便便利利利利なシステムがいなシステムがいなシステムがいなシステムがいろろろろいいいいろろろろ出出出出ててててききききていますていますていますています。。。。またまたまたまた、、、、さっきさっきさっきさっき ES 武生武生武生武生のののの話話話話をををを申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたましたがががが、、、、中小中小中小中小企企企企業業業業などなどなどなどのたのたのたのためにめにめにめに情情情情報報報報のののの提提提提供供供供とかとかとかとか、、、、簡簡簡簡単単単単ににににででででききききるるるる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テムをントシステムをントシステムをントシステムを普及普及普及普及していくといしていくといしていくといしていくというこうこうこうことととともあもあもあもありますりますりますりますねねねね。。。。 消費消費消費消費者者者者のののの環境行動環境行動環境行動環境行動のののの促促促促進進進進でででではははは、、、、「「「「企企企企業業業業がががが実実実実施施施施するするするするももももののののもももも含含含含めめめめてててて、、、、わわわわかりやすいかりやすいかりやすいかりやすい形形形形でのでのでのでの環境環境環境環境
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教教教教育育育育、、、、環境学環境学環境学環境学習習習習をををを充充充充実実実実させさせさせさせるるるる」」」」とととと書書書書いていていていてあああありますりますりますります。。。。環境教環境教環境教環境教育育育育、、、、環境学環境学環境学環境学習習習習とととと言言言言ううううとととと、、、、「「「「小小小小・・・・中中中中学学学学校校校校でででで先先先先生生生生がががが教教教教ええええるるるるんんんんでしでしでしでしょうょうょうょう」」」」とととと、、、、すすすすぐそうぐそうぐそうぐそう思思思思うううう。。。。もちろんそれももちろんそれももちろんそれももちろんそれも含含含含ままままれれれれるるるるんんんんですがですがですがですが、、、、それだけそれだけそれだけそれだけじゃじゃじゃじゃないないないない。。。。大人大人大人大人はだめだはだめだはだめだはだめだからからからから子子子子供供供供からからからから、、、、とととと考考考考ええええるのるのるのるのででででははははいいいいけけけけないとないとないとないと思思思思うんうんうんうんですですですですねねねね。。。。私私私私たたたたちちちちのののの世世世世代代代代もももも含含含含めめめめ、、、、地地地地域域域域でのいでのいでのいでのいろろろろいいいいろろろろなななな生生生生涯涯涯涯学学学学習習習習、、、、ああああるいるいるいるいははははいいいいろんろんろんろんなななな形形形形でのでのでのでの一一一一般般般般的的的的なななな情情情情報報報報提提提提供供供供、、、、消費消費消費消費者者者者教教教教育育育育やややや、、、、企企企企業業業業がながながながなささささるるるる従従従従業員教業員教業員教業員教育育育育もももも含含含含めめめめてててて、、、、トータルでトータルでトータルでトータルで考考考考ええええないといないといないといないといけけけけなななないといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。 企企企企業業業業でででで、、、、すすすすごごごごくがくがくがくがんばっんばっんばっんばっ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とるとるとるところはころはころはころはたくたくたくたくさんあさんあさんあさんありますりますりますります。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、さっきさっきさっきさっき申申申申しししし上上上上げげげげたたたた崎田崎田崎田崎田さんさんさんさんのやのやのやのやっっっってててておおおおらららられれれれたたたた「「「「新新新新宿宿宿宿ごごごごみのみのみのみの会会会会」」」」がががが発発発発展展展展してしてしてして NPO法法法法人人人人ににににななななっっっったたたたおおおお披披披披露露露露目目目目がががが、、、、新新新新宿宿宿宿区区区区長長長長さんさんさんさんななななんんんんかかかかもおもおもおもおいでいでいでいでににににななななっっっってててて、、、、新新新新宿宿宿宿ののののヒヒヒヒルトンルトンルトンルトンホホホホテルでテルでテルでテルで行行行行われわれわれわれましましましましたたたた。。。。そそそそののののヒヒヒヒルトンルトンルトンルトンホホホホテルのテルのテルのテルの支支支支配配配配人人人人でしたかのでしたかのでしたかのでしたかのごあごあごあごあいいいいささささつつつつもあっもあっもあっもあったたたたんんんんですですですです。。。。ヒヒヒヒルトンルトンルトンルトンホホホホテルテルテルテル、、、、随随随随分分分分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らみをしていらみをしていらみをしていらっっっっししししゃゃゃゃるるるるんんんんですですですです。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、食食食食物物物物残残残残渣渣渣渣のののの循環的循環的循環的循環的なななな利用利用利用利用とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろあろあろあろあるるるるんんんんですがですがですがですが、、、、そそそそのののの方方方方はははは「「「「ホホホホテルのテルのテルのテルの環境環境環境環境のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみのナナナナンバーンバーンバーンバーワワワワンンンンはははは従従従従業員教業員教業員教業員教育育育育ななななんんんんですですですですよよよよ」」」」ととととおっおっおっおっししししゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。聞聞聞聞いているといているといているといていると、、、、なるなるなるなるほほほほどなどなどなどなああああとととと思思思思っっっったたたたんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ごごごごみみみみ箱箱箱箱にににに、、、、宿宿宿宿泊泊泊泊客客客客はははは、、、、もうもうもうもう紙紙紙紙からからからから、、、、ペペペペットットットットボボボボトルからトルからトルからトルから、、、、缶缶缶缶からからからから何何何何からからからから、、、、全全全全部部部部捨捨捨捨てるてるてるてるわけわけわけわけでででですすすすよよよよ。。。。それそれそれそれをををを、、、、客客客客室係室係室係室係さんさんさんさんがががが分分分分別別別別するするするするんんんんですですですですねねねね。。。。おおおお客客客客室係室係室係室係さんさんさんさん、、、、ままままああああ、、、、面倒面倒面倒面倒くくくくささささいですいですいですいですわわわわねねねね。。。。よっよっよっよっぽぽぽぽどどどどこれこれこれこれがががが大事大事大事大事ななななんだんだんだんだといといといというこうこうこうことでとでとでとで教教教教育育育育がががが行行行行きききき届届届届いてないてないてないてなければければければければ、、、、おろそおろそおろそおろそかかかかにににになるなるなるなるといといといというこうこうこうこととととだっだっだっだってててて、、、、それはそれはそれはそれはないないないないわけわけわけわけででででははははないないないない。。。。「「「「ででででもももも、、、、そこそこそこそこををををさせさせさせさせないないないないようにようにようにように、、、、客客客客室室室室ののののおおおお掃掃掃掃除除除除をするをするをするをする従従従従業員業員業員業員一一一一人人人人ひひひひとりをどとりをどとりをどとりをどうううう教教教教育育育育していくかしていくかしていくかしていくか、、、、これこれこれこれがががが我我我我々々々々ホホホホテルのテルのテルのテルの環境対策環境対策環境対策環境対策のののの一一一一番番番番ななななんんんんですですですです」」」」ととととおっおっおっおっししししゃゃゃゃっっっってててて、、、、なるなるなるなるほほほほどなどなどなどな、、、、とととと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。そうそうそうそういいいいっっっったたたたこここことととともももも含含含含めめめめてててて、、、、環境環境環境環境にににについてのついてのついてのついての。。。。ちちちちゃゃゃゃんんんんとしたとしたとしたとした情情情情報報報報がががが全全全全員員員員にににに行行行行きききき渡渡渡渡るるるるようにようにようにように、、、、とととと思思思思いますいますいますいます。。。。 ああああとととと、、、、グリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入っっっってててて、、、、役役役役所所所所ももももやりますやりますやりますやりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ほほほほんんんんととととうにうにうにうに消費消費消費消費者一者一者一者一人人人人ひひひひとりのグとりのグとりのグとりのグリーンリーンリーンリーン購購購購入入入入がががが進進進進むむむむようようようようなななな情情情情報報報報提提提提供供供供をををを、、、、私私私私どどどどももももとしてとしてとしてとしてははははややややっっっっていかないといていかないといていかないといていかないといけけけけないとないとないとないと思思思思っっっってててていますいますいますいます。。。。来来来来週週週週、、、、環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画のののの今今今今年年年年のののの点検点検点検点検がががが発表発表発表発表にににになるなるなるなるんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、国民国民国民国民はははは情情情情報報報報にににに関関関関心心心心ががががああああるるるるけけけけどどどど、、、、現状現状現状現状のののの情情情情報報報報へへへへのののの満満満満足足足足度度度度はははは非常非常非常非常にににに低低低低いいいい。。。。情情情情報報報報提提提提供供供供ををををちちちちゃゃゃゃんんんんとやとやとやとやっっっっていかないていかないていかないていかないといといといといけけけけまままませんせんせんせんといといといというこうこうこうことをとをとをとを中中中中央央央央環境環境環境環境審審審審議議議議会会会会からからからからもももも言言言言われわれわれわれてててておおおおりますりますりますります。。。。企企企企業業業業とととと消費消費消費消費者者者者によによによによるるるる情情情情報報報報のののの交交交交流流流流もももも含含含含めめめめ、、、、これこれこれこれをどのをどのをどのをどのようようようようなななな形形形形ででででううううまくやまくやまくやまくやっっっっていていていていけけけけるかるかるかるか。。。。これはこれはこれはこれは大大大大変変変変重重重重要要要要ななななここここととととでででではははは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。。。。     それそれそれそれでででで、、、、環境行動環境行動環境行動環境行動がががが経済的経済的経済的経済的なななな利利利利益益益益ににににつながるつながるつながるつながるようにようにようにように、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、資資資資金金金金調調調調達達達達のののの面面面面におけにおけにおけにおけるるるる金金金金融融融融、、、、保保保保険険険険機機機機関関関関のののの役割役割役割役割のののの大大大大きさにきさにきさにきさに着着着着目目目目しししし、、、、融融融融資資資資、、、、保保保保険険険険投投投投資資資資のグリーンのグリーンのグリーンのグリーン化化化化をををを一一一一層層層層促促促促しししし、、、、企企企企業業業業のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを環境環境環境環境保全保全保全保全のののの視点視点視点視点からからからから評評評評価価価価するといするといするといするといううううこここことととともももも書書書書いていていていてあああありますりますりますります。。。。先先先先ほほほほどどどどちょっちょっちょっちょっとエとエとエとエコフコフコフコファァァァンンンンドドドドのののの話話話話をををを申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたましたけれけれけれけれどどどどもももも。。。。それそれそれそれからからからから、、、、国国国国土土土土づづづづくりやくりやくりやくりや社会資本整備社会資本整備社会資本整備社会資本整備、、、、こうこうこうこういいいいっっっったいたいたいたいろろろろいいいいろろろろなななな面面面面ででででもももも、、、、政策政策政策政策のグリーンのグリーンのグリーンのグリーン化化化化をををを考考考考ええええないといないといないといないといけけけけまままませんせんせんせん。。。。     ごごごごみのみのみのみの排出排出排出排出のののの話話話話、、、、温温温温室室室室効効効効果果果果削減削減削減削減、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなとなとなとなところころころころでででで技術技術技術技術革革革革新新新新をををを進進進進めめめめていくていくていくていく必要必要必要必要ががががああああるるるるとととと思思思思いますいますいますいます。。。。いいいいいいいい技術技術技術技術をまたをまたをまたをまた消費消費消費消費者者者者、、、、投投投投資資資資家家家家がががが評評評評価価価価していしていしていしていけけけけるるるるようにようにようにようにななななっっっったらたらたらたら、、、、ほほほほんんんんととととううううににににすすすすばばばばらしいとらしいとらしいとらしいと思思思思いますいますいますいます。。。。     地地地地域域域域発発発発のののの環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好循環好循環好循環好循環のののの創創創創出出出出といといといというこうこうこうことでとでとでとではははは、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな地地地地域域域域でででで取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが進進進進んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。政政政政府府府府もももも、、、、どどどどんんんんなななな形形形形ででででそれそれそれそれがががが応援応援応援応援ででででききききるかるかるかるか、、、、モモモモデルデルデルデル事業事業事業事業とかやとかやとかやとかやっっっっていていていていけけけけないかとないかとないかとないかとかかかか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ考考考考ええええるるるるこここことがとがとがとがござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、基本基本基本基本はははは、、、、三三三三位位位位一体一体一体一体のののの改革改革改革改革のののの中中中中でででで、、、、それそれそれそれぞぞぞぞ
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れれれれのののの地地地地域域域域がががが、、、、自分自分自分自分のののの中中中中にあにあにあにあるるるるももももののののはははは何何何何かなといかなといかなといかなというこうこうこうことでとでとでとで考考考考ええええていたていたていたていただだだだくといくといくといくというこうこうこうことかとかとかとかももももししししれれれれまままませんせんせんせん。。。。 うちうちうちうちのののの課課課課はははは、、、、環境環境環境環境白白白白書書書書をつくるといをつくるといをつくるといをつくるといううううののののもももも仕仕仕仕事事事事ででででござござござございまいまいまいますすすす。。。。「「「「平平平平成成成成 15 年年年年版版版版のののの環境環境環境環境白白白白書書書書――――地地地地域域域域社会社会社会社会からからからから始始始始まるまるまるまる持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会へへへへのののの変変変変革革革革」」」」といといといといううううタイトルでタイトルでタイトルでタイトルで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな地地地地域域域域のののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが載載載載っっっっていますていますていますています。。。。実実実実はははは、、、、ここここのののの三島三島三島三島のののの話話話話もももも、、、、写写写写真入真入真入真入りでりでりでりで載載載載っっっっているているているているんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そそそそののののほほほほかかかかにもにもにもにも、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、山山山山形形形形県県県県のののの立川町立川町立川町立川町といといといといううううとととところころころころもももも、、、、有有有有名名名名だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。風車風車風車風車ををををずっずっずっずっとととと水水水水田田田田のののの上上上上にににに並並並並べべべべていらていらていらていらっっっっししししゃゃゃゃっっっってててて。。。。早早早早稲稲稲稲田田田田商商商商店店店店会会会会はははは、、、、ペペペペットットットットボボボボトトトトルをルをルをルを入入入入れれれれるとるとるとると、、、、何何何何回回回回かかかかにににに一一一一遍遍遍遍、、、、当当当当たりくたりくたりくたりくじじじじがががが出出出出ててててききききてててて、、、、そそそそのののの当当当当たりくたりくたりくたりくじじじじをラーをラーをラーをラーメメメメンンンン屋屋屋屋さんにさんにさんにさんに持持持持っっっっていくとていくとていくとていくと、、、、ギョギョギョギョーーーーザザザザがががが 1 皿皿皿皿たたたただだだだでついてでついてでついてでついてききききますとかますとかますとかますとか。。。。こうこうこうこういいいいっっっったたたたもももものののの、、、、今今今今回回回回のののの白白白白書書書書にもにもにもにも載載載載せせせせてててておおおおりますりますりますりますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、ほほほほんんんんととととうにうにうにうに全全全全国国国国津津津津々々々々浦浦浦浦々々々々にににに知知知知恵恵恵恵者者者者がいるなとがいるなとがいるなとがいるなと思思思思いますいますいますいます。。。。これこれこれこれからからからからもっもっもっもっといといといといろんろんろんろんなななな知知知知恵恵恵恵がががが広広広広ががががっっっっていくといいなとていくといいなとていくといいなとていくといいなと思思思思いますいますいますいます。。。。 こちこちこちこちらのらのらのらの三島市三島市三島市三島市のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、ほほほほんんんんととととうにうにうにうにすすすすばばばばららららしいとしいとしいとし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。。。。     国際的国際的国際的国際的なななな展展展展開開開開でででではははは、、、、途途途途上上上上国国国国のののの人人人人材材材材育育育育成成成成とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな協協協協力力力力ををををこれこれこれこれからからからから進進進進めめめめていくていくていくていくここここととととがががが大大大大変変変変重重重重要要要要でででではははは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。。。。     40 分分分分といといといというううう時間時間時間時間をいたをいたをいたをいただだだだききききましてましてましてまして、、、、大大大大体時間体時間体時間体時間にににになりましたなりましたなりましたなりました。。。。ああああとととと、、、、またシンまたシンまたシンまたシンポポポポジジジジウウウウムのムのムのムのとととときにおきにおきにおきにお話話話話ををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだき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。。。。どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様、、、、いまいまいまいま一一一一度度度度、、、、谷課長谷課長谷課長谷課長様様様様にににに拍拍拍拍手手手手をいたをいたをいたをいただきだきだきだきたたたたいといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手））））谷課長谷課長谷課長谷課長様様様様、、、、どどどどううううぞぞぞぞおおおお席席席席におにおにおにおつつつつききききくくくくださださださださいますいますいますいますようようようよう、、、、よろよろよろよ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げげげますますますます。。。。     それそれそれそれでででではははは、、、、続続続続ききききましてましてましてまして、、、、学会学会学会学会ののののおおおお立場立場立場立場からからからから、、、、「「「「廃棄物対策廃棄物対策廃棄物対策廃棄物対策とととと持続的利用持続的利用持続的利用持続的利用がががが可能可能可能可能なバイオマなバイオマなバイオマなバイオマスススス資源資源資源資源のののの利用利用利用利用やややや技術開発技術開発技術開発技術開発－－－－製紙汚泥製紙汚泥製紙汚泥製紙汚泥からからからから生分解性生分解性生分解性生分解性プスラプスラプスラプスラチチチチックをつくるックをつくるックをつくるックをつくる－」－」－」－」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、静岡大学工学部物質工学科静岡大学工学部物質工学科静岡大学工学部物質工学科静岡大学工学部物質工学科教授教授教授教授、、、、中崎清彦中崎清彦中崎清彦中崎清彦様様様様、、、、よろよろよろよ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。。。。 

 中崎教授中崎教授中崎教授中崎教授         静岡大学静岡大学静岡大学静岡大学のののの中崎中崎中崎中崎ですですですです。。。。よろよろよろよ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。。。。     きょうはきょうはきょうはきょうはどどどどんんんんななななおおおお話話話話をするかといいますとをするかといいますとをするかといいますとをするかといいますと、、、、こちこちこちこちららららにににに実実実実物物物物をををを持持持持っっっっててててききききたのでたのでたのでたのでおおおお見見見見せせせせしましましましますすすす。。。。ここここのののの黒黒黒黒いいいい粉粉粉粉はははは、、、、紙紙紙紙をつくるをつくるをつくるをつくる過過過過程程程程、、、、製紙工製紙工製紙工製紙工程程程程でででで出出出出てくるてくるてくるてくる汚泥汚泥汚泥汚泥ですがですがですがですが、、、、ここここのののの黒黒黒黒いいいい粉粉粉粉をををを原原原原料料料料ににににしてしてしてして、、、、ここここのののの白白白白いいいい粉粉粉粉をつくるといをつくるといをつくるといをつくるというこうこうこうことですとですとですとです。。。。白白白白いいいい粉粉粉粉はははは生分解性生分解性生分解性生分解性樹脂樹脂樹脂樹脂ののののポポポポリリリリ乳乳乳乳酸酸酸酸ですですですです。。。。ここここれれれれがゼロエミッションとどがゼロエミッションとどがゼロエミッションとどがゼロエミッションとどうううう関係関係関係関係するかといするかといするかといするかといううううとととと、、、、ああああるるるる産産産産業業業業のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを他他他他のののの産産産産業業業業のののの原原原原料料料料ととととしてしてしてして用用用用いるいるいるいるここここととととにににになるからですなるからですなるからですなるからです。。。。     ここここのののの白白白白いいいい粉粉粉粉がどのがどのがどのがどのようにようにようにように利用利用利用利用されされされされるかといいますとるかといいますとるかといいますとるかといいますと、、、、一例一例一例一例ががががここここのフィルムですのフィルムですのフィルムですのフィルムです。。。。ちょっちょっちょっちょっとととと見見見見ににににくいかくいかくいかくいかももももししししれれれれまままませんせんせんせんがががが、、、、これはこれはこれはこれは汚泥汚泥汚泥汚泥からつくからつくからつくからつくっっっったたたた生分解性生分解性生分解性生分解性のフィルムですのフィルムですのフィルムですのフィルムです。。。。洋洋洋洋服服服服ももももつくりたかつくりたかつくりたかつくりたかっっっったのですたのですたのですたのですけれけれけれけれどどどど、、、、そこそこそこそこまでまでまでまではははは量量量量がががが足足足足りまりまりまりませんせんせんせんでしたでしたでしたでした。。。。こちこちこちこちららららにおにおにおにお持持持持ちちちちしたしたしたした布布布布はははは同同同同じじじじポポポポリリリリ乳乳乳乳酸酸酸酸ででででででででききききているているているている生分解性生分解性生分解性生分解性のフロシのフロシのフロシのフロシキキキキですですですですけれけれけれけれどどどど市市市市販品販品販品販品ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは原原原原料料料料がトがトがトがトウウウウモモモモロコシでロコシでロコシでロコシでんんんん粉粉粉粉でででで、、、、汚泥汚泥汚泥汚泥からつくからつくからつくからつくっっっったたたたもももものでのでのでのではあはあはあはありまりまりまりませんせんせんせん。。。。しかししかししかししかし、、、、同同同同じじじじポポポポリリリリ乳乳乳乳酸酸酸酸といといといというううう樹脂樹脂樹脂樹脂ででででででででききききているのでているのでているのでているので、、、、量量量量さえあればさえあればさえあればさえあれば、、、、汚泥汚泥汚泥汚泥からでからでからでからでもももも洋洋洋洋服服服服をつくるをつくるをつくるをつくるここここととととはははは可能可能可能可能だだだだといといといというううう
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ここここととととにににになりますなりますなりますなります。。。。     先程先程先程先程からからからから、、、、他他他他のののの先先先先生生生生方方方方ははははプロジプロジプロジプロジェェェェクターをクターをクターをクターを使使使使っっっってててて講演講演講演講演されされされされましたがましたがましたがましたが、、、、私私私私はははは OHP でででで、、、、古古古古いいいい機機機機械械械械をををを使使使使っっっってててて話題提話題提話題提話題提供供供供させさせさせさせていたていたていたていただきだきだき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のののおおおお話話話話でででで使使使使うううう古古古古いデータがいデータがいデータがいデータが全全全全部部部部マックのマックのマックのマックの中中中中にににに入入入入っっっってしまてしまてしまてしまっっっっているのでているのでているのでているので、、、、それそれそれそれをををを一一一一旦図旦図旦図旦図にににに印刷印刷印刷印刷してスしてスしてスしてスキキキキャャャャナナナナーでとりーでとりーでとりーでとりウウウウィィィィンンンンドドドドウズウズウズウズにににに移移移移してみたらしてみたらしてみたらしてみたら、、、、フフフファァァァイルがイルがイルがイルが 100 メメメメガガガガぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの大大大大きさにきさにきさにきさにななななっっっってしまいましたてしまいましたてしまいましたてしまいました。。。。フフフファァァァイルがイルがイルがイルが大大大大ききききすすすすぎぎぎぎるのでプロジるのでプロジるのでプロジるのでプロジェェェェクターをクターをクターをクターを使使使使用用用用したとしたとしたとしたときにきにきにきに話話話話のののの途途途途中中中中でででで不具不具不具不具合合合合ががががああああるとるとるとると困困困困るるるるとととと思思思思っっっってててて OHP をををを使使使使わせわせわせわせていたていたていたていただだだだくくくくここここととととににににしましたしましたしましたしました。。。。     ささささてててて、、、、こちこちこちこちらのらのらのらの OHPにににに示示示示すすすすようにようにようにように製紙製紙製紙製紙産産産産業業業業でででで出出出出てくるてくるてくるてくる製紙汚泥製紙汚泥製紙汚泥製紙汚泥をプラスをプラスをプラスをプラスチチチチックックックック産産産産業業業業のののの原原原原料料料料としてとしてとしてとして使使使使用用用用するするするするこここことをとをとをとを考考考考ええええますますますます。。。。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でがでがでができきききますとますとますとますと、、、、袋袋袋袋をつくをつくをつくをつくっっっったりたりたりたり、、、、ああああるいるいるいるいはここにははここにははここにははここには背背背背広広広広をイをイをイをイメメメメージしてかいてージしてかいてージしてかいてージしてかいてあああありますりますりますりますけれけれけれけれどどどど、、、、洋洋洋洋服服服服をつくをつくをつくをつくっっっったりしてたりしてたりしてたりして有効有効有効有効にににに利用利用利用利用していくしていくしていくしていくこここことがでとがでとがでとができきききますますますます。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、生分解性生分解性生分解性生分解性のののの生生生生ごごごごみみみみ袋袋袋袋としてとしてとしてとして使使使使っっっってやるとてやるとてやるとてやると、、、、袋袋袋袋ごごごごとコンとコンとコンとコンポポポポストストストスト化化化化ででででききききるのでるのでるのでるので現在現在現在現在ああああまりまりまりまり普及普及普及普及していないコンしていないコンしていないコンしていないコンポポポポストストストスト化化化化のののの普及普及普及普及をををを促促促促進進進進するするするするここここととととももももででででききききるるるるはずはずはずはずですですですです。。。。そうそうそうそうするとコンするとコンするとコンするとコンポポポポストストストスト化化化化ももももまたまたまたまた魅魅魅魅力力力力的的的的なななな技術技術技術技術ににににななななっっっってててて、、、、ここここのサイクルのサイクルのサイクルのサイクルもうもうもうもうままままくくくく廻廻廻廻っっっっていくていくていくていくだろうだろうだろうだろうとととと期待期待期待期待されされされされますますますます。。。。本日本日本日本日のののの後後後後半半半半、、、、時間時間時間時間ががががあっあっあっあったらたらたらたらおおおお話話話話ししたいとししたいとししたいとししたいと思思思思っっっってててているのですいるのですいるのですいるのですけれけれけれけれどどどど、、、、生分解性生分解性生分解性生分解性プラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックの生生生生ごごごごみみみみ袋袋袋袋はははは、、、、コンコンコンコンポポポポストストストスト化化化化をををを促促促促進進進進するたするたするたするためにめにめにめに思思思思いいいいももももかかかかけけけけなかなかなかなかっっっったたたた利利利利点点点点ががががああああるといるといるといるというこうこうこうことがとがとがとがわわわわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。袋袋袋袋がががが生生生生ごごごごみとみとみとみと一一一一緒緒緒緒にににに微微微微生物分生物分生物分生物分解解解解されされされされるといるといるといるといううううののののはははは、、、、それはそれはそれはそれは当初当初当初当初期待期待期待期待されされされされていたとていたとていたとていたとおおおおりなのですりなのですりなのですりなのですけれけれけれけれどどどど、、、、予予予予想外想外想外想外によによによによいいいい効効効効果果果果ののののああああるるるるこここことがとがとがとがわわわわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。それはそれはそれはそれは、、、、コンコンコンコンポポポポストストストスト化化化化のののの過過過過程程程程でででで発生発生発生発生するするするする悪悪悪悪臭臭臭臭をををを低低低低減減減減ででででききききるるるるといといといというこうこうこうことですとですとですとです。。。。生分解性生分解性生分解性生分解性プラスプラスプラスプラスチチチチックックックックにはにはにはには、、、、そそそそののののようようようようなななな良良良良いいいい効効効効果果果果ががががああああるといるといるといるというこうこうこうことがとがとがとがわわわわかかかかっっっったのでたのでたのでたので用用用用途途途途はさはさはさはさららららにににに広広広広ががががっっっっていくのでていくのでていくのでていくのでははははないかとないかとないかとないかと期待期待期待期待していますしていますしていますしています。。。。     早早早早速速速速本本本本題題題題にににに入入入入りますがりますがりますがりますが、、、、製紙工場製紙工場製紙工場製紙工場からからからから出出出出ててててききききたたたた汚泥汚泥汚泥汚泥にににに乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌をををを作用作用作用作用させさせさせさせてててて、、、、乳乳乳乳酸酸酸酸をつくをつくをつくをつくりりりり、、、、これこれこれこれをををを重合重合重合重合してしてしてして生分解性生分解性生分解性生分解性プラスプラスプラスプラスチチチチックックックックににににすすすするるるる過過過過程程程程にににについてのついてのついてのついてのおおおお話話話話ですですですです。。。。製紙汚泥製紙汚泥製紙汚泥製紙汚泥はははは、、、、そそそそのままのままのままのまま乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌をををを作用作用作用作用させさせさせさせててててもももも、、、、乳乳乳乳酸酸酸酸をつくるをつくるをつくるをつくるここここととととははははででででききききまままませんせんせんせん。。。。といといといといううううののののはははは、、、、汚泥汚泥汚泥汚泥のののの中中中中にににに含含含含ままままれれれれているのているのているのているのはははは多多多多糖糖糖糖類類類類でしてでしてでしてでして、、、、乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌はそはそはそはそのままのままのままのままそそそそのののの多多多多糖糖糖糖をををを食食食食べべべべるるるるこここことがでとがでとがでとができきききないかないかないかないからですらですらですらです。。。。そそそそのたのたのたのためめめめ、、、、汚泥中汚泥中汚泥中汚泥中のののの多多多多糖糖糖糖をををを酵酵酵酵素素素素処処処処理理理理してしてしてして、、、、乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌がががが食食食食べべべべるるるるこここことがでとがでとがでとができきききるるるる物質物質物質物質にににに変変変変ええええてやらなてやらなてやらなてやらなければければければければなりまなりまなりまなりませんせんせんせん。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、製紙汚泥製紙汚泥製紙汚泥製紙汚泥のののの性性性性状状状状をををを分分分分析析析析したしたしたしたもももものですのですのですのです。。。。汚泥中汚泥中汚泥中汚泥中固形固形固形固形分分分分ののののうちうちうちうち有機有機有機有機質質質質のののの成成成成分分分分はははは 70％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらいああああるのですがるのですがるのですがるのですが、、、、そそそそのののの中中中中にににに、、、、生分解性生分解性生分解性生分解性プラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックの原原原原料料料料にににになりなりなりなりそうそうそうそうななななもももものののの、、、、多多多多糖糖糖糖類類類類のののの含含含含有有有有量量量量がががが 33.3％％％％もももものののの高高高高いいいい濃濃濃濃度度度度にあにあにあにあるといるといるといるといううううとととところにころにころにころに特徴特徴特徴特徴ががががあああありますりますりますります。。。。ここここのののの多多多多糖糖糖糖のののの成成成成分分分分ははははそそそそのののの多多多多くがくがくがくがセセセセルロースでルロースでルロースでルロースでああああるるるるこここことをとをとをとを確確確確かかかかめめめめていますがていますがていますがていますが、、、、セセセセルロースルロースルロースルロースはセはセはセはセルラーゼといルラーゼといルラーゼといルラーゼというううう酵酵酵酵素素素素をををを使使使使っっっってててて分解分解分解分解してしてしてして、、、、グルコースグルコースグルコースグルコースにににに変変変変ええええ、、、、そそそそのグルコースをのグルコースをのグルコースをのグルコースを乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌にににに食食食食べさせべさせべさせべさせるるるるこここことでとでとでとで乳乳乳乳酸酸酸酸をつくるをつくるをつくるをつくるこここことがでとがでとがでとができきききますますますます。。。。乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌はははは、、、、これはこれはこれはこれは古古古古いいいい OHP なのでなのでなのでなので「「「「未未未未同同同同定定定定」」」」とととと書書書書いていていていてあああありまりまりまりますすすすけれけれけれけれどどどどもももも、、、、今今今今はははは名名名名前前前前がががが決決決決まりましたまりましたまりましたまりました。。。。ここここのののの乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌はははは研研研研究究究究室室室室でででで探探探探してしてしてしてききききたたたたもももものですがのですがのですがのですが、、、、どどどどうううういいいいうううう特徴特徴特徴特徴をををを持持持持っっっっているかといているかといているかといているかといううううとととと、、、、乳乳乳乳酸酸酸酸にはにはにはには L-乳乳乳乳酸酸酸酸とととと D-乳乳乳乳酸酸酸酸といといといというううう、、、、手手手手袋袋袋袋のののの右右右右手手手手とととと左左左左手手手手にににに相相相相当当当当するするするするようようようようなななな、、、、化化化化学学学学構構構構造造造造がががが同同同同じじじじなのなのなのなのだけれだけれだけれだけれどどどど、、、、鏡鏡鏡鏡にににに映映映映したとしたとしたとしたときにちょきにちょきにちょきにちょううううどどどど映映映映っっっったたたた形形形形ののののようにようにようにように見見見見ええええるるるるようようようようなななな構構構構造造造造ののののもももものがのがのがのがああああるのですがるのですがるのですがるのですが、、、、それそれそれそれらのらのらのらのうちうちうちうち L 型型型型ばばばばかりかりかりかり、、、、すなすなすなすなわちわちわちわち L-乳乳乳乳酸酸酸酸をををを選択選択選択選択的的的的ににににつくるつくるつくるつくる菌菌菌菌ですですですです。。。。ここここのののの菌菌菌菌はははは自然自然自然自然界界界界からからからから見見見見つつつつけけけけててててききききましたましたましたました。。。。     それそれそれそれをををを顕顕顕顕微微微微鏡鏡鏡鏡写写写写真真真真ででででおおおお見見見見せせせせするとするとするとすると、、、、こちこちこちこちららららにににに示示示示すすすすようにようにようにように細細細細長長長長いいいい、、、、長長長長ささささがががが 0.8 ミクロンミクロンミクロンミクロンぐぐぐぐらららら
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いのいのいのいの短短短短いいいい菌菌菌菌でしてでしてでしてでして、、、、名名名名前前前前はははは、、、、ラクトバラクトバラクトバラクトバチチチチルス・パラカゼイといいますルス・パラカゼイといいますルス・パラカゼイといいますルス・パラカゼイといいます。。。。ここここのののの菌菌菌菌はははは、、、、私私私私たたたたちちちちがががが食食食食べべべべるるるるヨヨヨヨーグルトをつくるーグルトをつくるーグルトをつくるーグルトをつくる乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌のののの仲仲仲仲間間間間ですですですです。。。。皆皆皆皆さんさんさんさんががががごごごご自自自自宅宅宅宅ででででヨヨヨヨーグルトのパッーグルトのパッーグルトのパッーグルトのパッケケケケーーーージをジをジをジを見見見見ていたていたていたていただだだだくとくとくとくと、、、、LB 何何何何とかとかとかとか菌菌菌菌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たとかといたとかといたとかといたとかといううううのがのがのがのがああああるるるるはずはずはずはずですですですですけれけれけれけれどどどど、、、、ここここのののの LBははははラクトバラクトバラクトバラクトバチチチチルスとルスとルスとルスといいいいうううう菌菌菌菌のののの名名名名前前前前のののの略略略略ですですですです。。。。ここここののののようにようにようにように、、、、用用用用いたいたいたいた乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌はははは自然自然自然自然界界界界にににによよよよくいるくいるくいるくいる、、、、ヨヨヨヨーグルトをつくるーグルトをつくるーグルトをつくるーグルトをつくる菌菌菌菌のののの仲仲仲仲間間間間ですですですです。。。。     私私私私たたたたちちちちがががが見見見見つつつつけけけけててててききききたたたたここここのののの菌菌菌菌のののの特徴特徴特徴特徴はははは、、、、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ようにようにようにように L 型型型型といといといというううう、、、、手手手手袋袋袋袋のののの片片片片方方方方ばばばばかりをつくるかりをつくるかりをつくるかりをつくるようようようようなななな、、、、そうそうそうそういいいいうううう能能能能力力力力をををを持持持持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こうこうこうこととととととととにににに加加加加ええええてててて、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、増殖増殖増殖増殖がすがすがすがすごごごごくくくく速速速速いといいといいといいというこうこうこうことですとですとですとです。。。。増殖増殖増殖増殖がががが速速速速いといいといいといいというこうこうこうこととととはははは、、、、乳乳乳乳酸酸酸酸をををを速速速速くくくく生生生生産産産産ででででききききるといるといるといるというこうこうこうこととととににににつながりますつながりますつながりますつながります。。。。     生分解性生分解性生分解性生分解性のプラスのプラスのプラスのプラスチチチチックックックックはははは、、、、皆皆皆皆さんごさんごさんごさんご承承承承知知知知のとのとのとのとおおおおりりりり、、、、微微微微生物分解生物分解生物分解生物分解しますしますしますします。。。。これはこれはこれはこれはスーパスーパスーパスーパーのーのーのーのレレレレジジジジ袋袋袋袋にににに成成成成型型型型したしたしたしたもももものですのですのですのですけれけれけれけれどどどど、、、、コンコンコンコンポポポポストストストスト化前化前化前化前はははは通通通通常常常常のプラスのプラスのプラスのプラスチチチチッッッックククク製製製製レレレレジジジジ袋袋袋袋ののののようにようにようにように乳乳乳乳白白白白色色色色のフィルムなのですがのフィルムなのですがのフィルムなのですがのフィルムなのですが、、、、コンコンコンコンポポポポストをつくるとストをつくるとストをつくるとストをつくるときにきにきにきに、、、、そそそそのののの中中中中にににに入入入入れれれれてててておおおおくとくとくとくと、、、、
8 日日日日間間間間ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいでこんこんこんこんななななにににに虫虫虫虫食食食食いいいい的的的的にににに分解分解分解分解しますしますしますします。。。。 それそれそれそれでででではははは、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの製紙汚泥製紙汚泥製紙汚泥製紙汚泥にセにセにセにセルラーゼといルラーゼといルラーゼといルラーゼというううう酵酵酵酵素素素素をををを作用作用作用作用させさせさせさせてててて、、、、ななななおおおおかつかつかつかつそそそそのののの処処処処理理理理液液液液にににに対対対対してしてしてして、、、、私私私私たたたたちちちちがががが見見見見つつつつけけけけててててききききたたたた乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌をををを作用作用作用作用させさせさせさせたとたとたとたときききき乳乳乳乳酸酸酸酸がどがどがどがどれぐれぐれぐれぐらいのらいのらいのらいの濃濃濃濃度度度度ででででききききるのでしるのでしるのでしるのでしょうょうょうょうかかかか？？？？そそそそのののの実験実験実験実験のののの結果結果結果結果ををををこちこちこちこちららららにににに示示示示しますしますしますします。。。。これこれこれこれをををを見見見見ますとますとますとますと、、、、1.3g/Lぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの濃濃濃濃度度度度のののの乳乳乳乳酸酸酸酸がでがでがでができきききるといるといるといるというこうこうこうことがとがとがとがわわわわかりますかりますかりますかります。。。。ここここのののの結果結果結果結果からからからから、、、、1.3g/L かとかとかとかと、、、、1L 当当当当たりたたりたたりたたりたっっっったたたた
1.3g かといかといかといかというこうこうこうこととととにににになるのですなるのですなるのですなるのですけれけれけれけれどどどど、、、、ととととももももかくかくかくかく原理的原理的原理的原理的にはにはにはにはででででききききるといるといるといるというこうこうこうことがとがとがとがわわわわかりまかりまかりまかりましたしたしたした。。。。原理的原理的原理的原理的にはにはにはにはででででききききたのでたのでたのでたので、、、、次次次次にもっにもっにもっにもっとととと濃濃濃濃いいいい濃濃濃濃度度度度ににににするたするたするたするためにはめにはめにはめにはどどどどううううすすすすればよればよればよればよいのかをいのかをいのかをいのかを検討検討検討検討するするするするここここととととににににしましたしましたしましたしました。。。。     そそそそのののの中中中中でででで、、、、これはこれはこれはこれは私私私私たたたたちちちちがががが開発開発開発開発したしたしたした方方方方法法法法ででででははははないのですないのですないのですないのですけれけれけれけれどどどど、、、、おもおもおもおもししししろろろろいいいい方方方方法法法法ががががあああありりりりましてましてましてまして、、、、HSJ培培培培養養養養法法法法といといといというううう方方方方法法法法ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは何何何何のののの略略略略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、、、、Hop Step Jump培培培培養養養養法法法法のののの略略略略ですですですです。。。。どのどのどのどのようようようようなななな培培培培養養養養法法法法かといかといかといかといううううとととと、、、、Hop のとのとのとのところころころころでででで、、、、人工人工人工人工ののののえさえさえさえさでででで乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌をををを元元元元気気気気ににににしてしてしてしておおおおいていていていて、、、、上上上上澄澄澄澄みをみをみをみを捨捨捨捨てててててててて、、、、Step ででででもうもうもうもう一一一一回人工回人工回人工回人工ののののえさえさえさえさでででで元元元元気気気気づづづづけけけけてててて、、、、2 回続回続回続回続けけけけてててて元元元元気気気気ににににさせさせさせさせてててて、、、、元元元元気気気気にさにさにさにさせせせせたたたた後後後後でででで、、、、今今今今度度度度はははは、、、、本本本本来来来来乳乳乳乳酸酸酸酸にににに変変変変ええええたいたいたいたい汚泥汚泥汚泥汚泥のののの糖糖糖糖化化化化液液液液ををををここここのののの中中中中にににに入入入入れれれれててててやるやるやるやる。。。。そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、高高高高濃濃濃濃度度度度でででで乳乳乳乳酸酸酸酸がでがでがでができきききるといるといるといるというもうもうもうものなのですがのなのですがのなのですがのなのですが、、、、ここここのののの Hop Step Jump培培培培養養養養法法法法をををを適適適適用用用用してやるとしてやるとしてやるとしてやると、、、、先先先先ほほほほどどどどはははは 1.3 g/L しかでしかでしかでしかでききききていなかていなかていなかていなかっっっったのですがたのですがたのですがたのですが、、、、こちこちこちこちららららにににに示示示示してしてしてしているいるいるいる、、、、ここここのののの緑緑緑緑のマークがのマークがのマークがのマークがそうそうそうそうなのですがなのですがなのですがなのですが、、、、6.9 g/Lぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの高高高高濃濃濃濃度度度度ににににまででまででまででまででききききるるるるようにようにようにようになりなりなりなりましたましたましたました。。。。さっきさっきさっきさっき 1.3 でででで、、、、今今今今度度度度 6.9 ですからですからですからですから、、、、およそおよそおよそおよそ 5倍倍倍倍濃濃濃濃くなくなくなくなっっっったたたたわけわけわけわけですですですですけれけれけれけれどどどど、、、、ままままだだだだままままだだだだ薄薄薄薄いいいい。。。。もっもっもっもっとととと濃濃濃濃度度度度をををを高高高高くするたくするたくするたくするためにはめにはめにはめにはどどどどううううしたらしたらしたらしたらよよよよいかといいかといいかといいかというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ささささららららにににに検討検討検討検討をををを進進進進めめめめましたましたましたました。。。。     それそれそれそれでででで、、、、こちこちこちこちららららにににに示示示示したしたしたしたようにようにようにように、、、、汚泥分解汚泥分解汚泥分解汚泥分解のののの数式数式数式数式モモモモデルをつくデルをつくデルをつくデルをつくっっっってててて、、、、何何何何がががが原原原原因因因因でででで乳乳乳乳酸酸酸酸のののの濃濃濃濃度度度度がががが高高高高くならないのかといくならないのかといくならないのかといくならないのかというううう、、、、高高高高濃濃濃濃度度度度化化化化をををを阻阻阻阻害害害害しているしているしているしている原原原原因因因因をををを明明明明らからからからかににににするするするするここここととととにににに取取取取りりりり組組組組みましたみましたみましたみました。。。。そうそうそうそうしましたらしましたらしましたらしましたら、、、、本本本本来来来来ならならならならばばばば、、、、ここここのののの赤赤赤赤いいいい線線線線――――――――こちこちこちこちらのらのらのらの縦縦縦縦軸軸軸軸はちょっはちょっはちょっはちょっとととと難難難難ししししいいいい表表表表記記記記ににににななななっっっっていますていますていますていますけれけれけれけれどどどど、、、、汚泥汚泥汚泥汚泥がどがどがどがどれぐれぐれぐれぐらいらいらいらい分解分解分解分解したかといしたかといしたかといしたかといううううのをのをのをのをああああららららわわわわしているのしているのしているのしているのですがですがですがですが――――――――ここここのののの赤赤赤赤いいいい線線線線でででで示示示示すすすすようにようにようにように、、、、汚泥汚泥汚泥汚泥はははは分解分解分解分解していしていしていしていっっっっててててももももいいいいいいいいはずはずはずはずなのですなのですなのですなのですけれけれけれけれどどどど、、、、それそれそれそれがががが実実実実際際際際にはにはにはには青青青青丸丸丸丸でででで示示示示したしたしたしたようにようにようにようにしかしかしかしか分解分解分解分解しないしないしないしない。。。。どどどどううううしてしてしてしてそんそんそんそんななななにににに分解分解分解分解がががが悪悪悪悪いのいのいのいのだろだろだろだろううううかとかとかとかと、、、、数式数式数式数式モモモモデルをデルをデルをデルを使使使使っっっってててて確確確確かかかかめめめめたたたたとととところころころころ、、、、汚泥中汚泥中汚泥中汚泥中ののののセセセセルロースがルロースがルロースがルロースがセセセセルラーゼでルラーゼでルラーゼでルラーゼで分解分解分解分解ささささ
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れれれれてグルコースがでてグルコースがでてグルコースがでてグルコースができきききるのでするのでするのでするのですけれけれけれけれどどどど、、、、生生生生成成成成したグルコースがしたグルコースがしたグルコースがしたグルコースが、、、、働働働働きききき手手手手ででででああああるるるる酵酵酵酵素素素素にもうにもうにもうにもうそれそれそれそれ以上以上以上以上働働働働かなくてかなくてかなくてかなくてももももいいいいいいいいよよよよととととちょっちょっちょっちょっかいをかいをかいをかいを出出出出すのすのすのすのだだだだといといといというこうこうこうことがとがとがとがわわわわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。たたたただちだちだちだちょっょっょっょっかいをかいをかいをかいを出出出出すすすすだけだけだけだけならならならなら、、、、ここここのののの緑色緑色緑色緑色のののの線線線線ののののようにようにようにようになりますなりますなりますなります。。。。これこれこれこれですとですとですとですと前前前前半半半半のののの部分部分部分部分はそれはそれはそれはそれでででで説説説説明明明明ででででききききるのでするのでするのでするのですけれけれけれけれどどどど、、、、どどどどうもうもうもうも、、、、たたたただちょっだちょっだちょっだちょっかいをかいをかいをかいを出出出出しているしているしているしているだけだけだけだけででででははははないないないない。。。。後後後後半半半半にににになるとなるとなるとなると、、、、もっもっもっもっととととほほほほかのかのかのかのこここことがとがとがとが起起起起こっこっこっこっているているているている。。。。これはこれはこれはこれは後後後後ににににななななっっっっててててわわわわかかかかっっっったのですがたのですがたのですがたのですが、、、、長長長長いいいい時時時時間間間間がたつとがたつとがたつとがたつと酵酵酵酵素素素素がががが失失失失活活活活するからするからするからするからこうこうこうこういいいいうこうこうこうことがとがとがとが起起起起ここここ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前前前前半半半半はははは、、、、グルコースグルコースグルコースグルコースがががが酵酵酵酵素素素素にちょっにちょっにちょっにちょっかいをかいをかいをかいを出出出出しているからしているからしているからしているからだめだめだめだめでででで、、、、後後後後半半半半はははは、、、、酵酵酵酵素素素素ががががもうもうもうもう疲疲疲疲れれれれてしまてしまてしまてしまっっっってててて、、、、もうもうもうもう仕仕仕仕事事事事をしたくないといをしたくないといをしたくないといをしたくないというううう状状状状態態態態にににになるからなるからなるからなるからだめだめだめだめといといといというわけうわけうわけうわけですですですです。。。。     それそれそれそれでどでどでどでどううううしたかといしたかといしたかといしたかといううううとととと、、、、ままままずずずず最最最最初初初初にににに、、、、酵酵酵酵素素素素にちょっにちょっにちょっにちょっかいをかいをかいをかいを出出出出してしてしてして、、、、酵酵酵酵素素素素のののの働働働働ききききをををを弱弱弱弱めめめめているているているている原原原原因因因因をををを取取取取りりりり除除除除いてやいてやいてやいてやろうろうろうろうとととと考考考考ええええましたましたましたました。。。。今今今今までまでまでまではははは、、、、汚泥中汚泥中汚泥中汚泥中ののののセセセセルロースをルロースをルロースをルロースをセセセセルラルラルラルラーゼでーゼでーゼでーゼで一一一一旦旦旦旦グルコースグルコースグルコースグルコースにににに変変変変ええええてててて、、、、そそそそのののの後後後後、、、、グルコースグルコースグルコースグルコースにににに乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌をををを作用作用作用作用させさせさせさせてててて L-乳乳乳乳酸酸酸酸をつくをつくをつくをつくるのをるのをるのをるのを別別別別々々々々のののの装装装装置置置置でででで順順順順次次次次行行行行っっっっていましたがていましたがていましたがていましたが、、、、1 つのつのつのつの装装装装置置置置のののの中中中中でででで、、、、グルコースのグルコースのグルコースのグルコースの生生生生成成成成からからからから引引引引きききき続続続続くくくく乳乳乳乳酸酸酸酸のののの生生生生成成成成までまでまでまで、、、、すなすなすなすなわちわちわちわち汚泥汚泥汚泥汚泥からからからから L-乳乳乳乳酸酸酸酸までまでまでまで一一一一遍遍遍遍でいくでいくでいくでいくようようようようなななな方方方方法法法法をををを用用用用いいいいればよればよればよればよいいいいのでのでのでのでははは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ましたましたましたました。。。。ここここのののの方方方方法法法法はははは、、、、実実実実はははは、、、、日本日本日本日本酒酒酒酒をつくるとをつくるとをつくるとをつくるときにもきにもきにもきにも使使使使うううう方方方方法法法法なのでなのでなのでなのですすすす。。。。おおおお米米米米からからからから日本日本日本日本酒酒酒酒をつくるとをつくるとをつくるとをつくるときにはきにはきにはきには、、、、おおおお米米米米のののの中中中中のでのでのでのでんんんん粉粉粉粉をををを一一一一旦旦旦旦、、、、グルコースグルコースグルコースグルコースにににに変変変変ええええてててて、、、、それそれそれそれをエタをエタをエタをエタノノノノールールールールにににに変変変変ええええますますますます。。。。そそそそのとのとのとのときにきにきにきに、、、、ででででんんんん粉粉粉粉をををを分解分解分解分解するするするする酵酵酵酵素素素素とととと、、、、アアアアルコールをつくルコールをつくルコールをつくルコールをつくるるるる酵母酵母酵母酵母がががが一一一一緒緒緒緒ののののおけおけおけおけのののの中中中中にににに入入入入っっっっているているているているようようようようなななな、、、、そうそうそうそういいいいうううう状況状況状況状況ですからですからですからですから、、、、日本日本日本日本のののの古古古古来来来来のののの知知知知恵恵恵恵ををををそそそそのままのままのままのまま真似真似真似真似してやるしてやるしてやるしてやるここここととととににににしましたしましたしましたしました。。。。ここここのののの方方方方法法法法はははは、、、、ここここのののの分分分分野野野野でででではははは同同同同時時時時糖糖糖糖化化化化発発発発酵酵酵酵法法法法とととと呼呼呼呼ばればればればれていますていますていますていますけれけれけれけれどどどど、、、、1 つのつのつのつの装装装装置置置置のののの中中中中でででで酵酵酵酵素素素素とととと乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌をををを同同同同時時時時にににに作用作用作用作用させさせさせさせるるるる。。。。そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、生生生生成成成成したグルコースしたグルコースしたグルコースしたグルコースはははは、、、、端端端端からからからから乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌によっによっによっによってててて乳乳乳乳酸酸酸酸にににに変変変変ええええらららられれれれますからますからますからますから、、、、グルコースがグルコースがグルコースがグルコースが装装装装置置置置内内内内にににに蓄蓄蓄蓄積積積積しないでしないでしないでしないで、、、、酵酵酵酵素素素素のののの働働働働ききききをををを弱弱弱弱めめめめるるるるここここととととももももないとないとないとないと期待期待期待期待されされされされましたましたましたました。。。。     そそそそのとのとのとのときにはきにはきにはきには、、、、日本日本日本日本古古古古来来来来のののの知知知知恵恵恵恵をををを使使使使っっっってててて、、、、そそそそのままやるからいいなとのままやるからいいなとのままやるからいいなとのままやるからいいなと思思思思っっっったのですがたのですがたのですがたのですが、、、、実実実実はははは 1 つつつつ問問問問題題題題ががががああああるるるるここここととととにににに気気気気がつがつがつがつききききましたましたましたました。。。。それはそれはそれはそれは、、、、日本日本日本日本酒酒酒酒をつくるとをつくるとをつくるとをつくるときにはきにはきにはきには、、、、アアアアミラーミラーミラーミラーゼといゼといゼといゼというううう酵酵酵酵素素素素とととと酵母酵母酵母酵母がががが作用作用作用作用するのですがするのですがするのですがするのですが、、、、両両両両者者者者のののの最適最適最適最適 pHはははは近近近近いいいい値値値値にあにあにあにあるのでするのでするのでするのですけれけれけれけれどどどど、、、、今今今今回回回回のののの私私私私たたたたちちちちがががが対対対対象象象象としているとしているとしているとしている、、、、汚泥汚泥汚泥汚泥からからからから乳乳乳乳酸酸酸酸をつくるとをつくるとをつくるとをつくるときにはそきにはそきにはそきにはそのののの様様様様子子子子ががががちょっちょっちょっちょっとととと違違違違っっっってててていましていましていましていまして、、、、最適最適最適最適 pH がががが違違違違ううううのでのでのでのですすすす。。。。乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌のののの最適最適最適最適 pH はははは 6 ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで、、、、酵酵酵酵素素素素のののの最適最適最適最適 pHはははは 4.5ぐぐぐぐらいなのですらいなのですらいなのですらいなのです。。。。ですからですからですからですから、、、、昔昔昔昔からからからから行行行行われわれわれわれているているているている日本日本日本日本酒酒酒酒のののの技術技術技術技術ををををそそそそのままのままのままのままはははは適適適適用用用用ででででききききないないないないかかかかももももししししれれれれないないないない。。。。今今今今回回回回のののの場合場合場合場合ははははｐｐｐｐH をををを狭狭狭狭いいいい範囲範囲範囲範囲にににに調整調整調整調整してやるしてやるしてやるしてやる必要必要必要必要ががががああああるのでるのでるのでるのではははは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。。。。     そこそこそこそこでででで、、、、ままままずずずず、、、、厳厳厳厳密密密密にににに pH をををを制制制制御御御御ででででききききるるるるようようようようなバイオリなバイオリなバイオリなバイオリアアアアクターをクターをクターをクターを用用用用いていていていて、、、、ここここのののの中中中中にににに汚泥汚泥汚泥汚泥ととととセセセセルラーゼをルラーゼをルラーゼをルラーゼを入入入入れれれれてててて、、、、そそそそしてしてしてして乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌もももも入入入入れれれれてててて培培培培養養養養するするするするここここととととににににしたのですがしたのですがしたのですがしたのですが、、、、ここここのののの中中中中のののの pHをををを、、、、乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌もももも我我我我慢慢慢慢ででででききききるしるしるしるし、、、、酵酵酵酵素素素素のののの活活活活性性性性ももももままままだだだだ高高高高いいいい状状状状態態態態にあにあにあにあるるるる、、、、両両両両方方方方がががが我我我我慢慢慢慢ででででききききるるるる pH5 付付付付近近近近ににににｐｐｐｐH のののの値値値値をををを制制制制御御御御するするするするここここととととににににしましたしましたしましたしました。。。。     そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、こちこちこちこちららららにににに示示示示したしたしたしたようにようにようにように――――――――ここここのののの赤赤赤赤いのがいのがいのがいのが乳乳乳乳酸酸酸酸ですですですですけれけれけれけれどどどど、、、、最終最終最終最終的的的的にににに 9.7 g/Lぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの値値値値にににになりましたなりましたなりましたなりました。。。。最最最最初初初初ここここのののの実験実験実験実験をををを始始始始めめめめたとたとたとたときにはきにはきにはきには、、、、乳乳乳乳酸酸酸酸濃濃濃濃度度度度 1.3 g/L からスタートからスタートからスタートからスタートしてしてしてして、、、、そそそそのののの次次次次がががが 6.9 g/L でででで、、、、そそそそのののの次次次次がががが 9.7 g/L といといといといううううとととところころころころまでまでまでまでききききましたましたましたました。。。。酵酵酵酵素素素素反反反反応応応応ででででででででききききたたたたグルコースがグルコースがグルコースがグルコースが、、、、酵酵酵酵素素素素のののの働働働働きにちょっきにちょっきにちょっきにちょっかいをかいをかいをかいを出出出出すといすといすといすというこうこうこうことをやとをやとをやとをやめさせめさせめさせめさせたらたらたらたらこうこうこうこうなりましたなりましたなりましたなりましたといといといというこうこうこうことですとですとですとです。。。。先程先程先程先程もおもおもおもお話話話話したしたしたしたようにようにようにように、、、、後後後後半半半半にはにはにはには、、、、もうもうもうもう酵酵酵酵素素素素がががが疲疲疲疲れれれれてててておおおお休休休休みしてしまみしてしまみしてしまみしてしまうううう
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といいましたがといいましたがといいましたがといいましたが、、、、これこれこれこれをををを補補補補っっっってやるたてやるたてやるたてやるためにめにめにめに、、、、新新新新しいしいしいしい元元元元気気気気なななな酵酵酵酵素素素素をををを後後後後からからからから継継継継ぎぎぎぎ足足足足してしてしてして加加加加ええええててててややややればよればよればよればよいのでいのでいのでいのでははは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ましたからましたからましたからましたから、、、、セセセセルラーゼをルラーゼをルラーゼをルラーゼを、、、、後後後後半半半半にににになるなるなるなるにににに従従従従っっっってててて、、、、間間間間欠欠欠欠的的的的にににに 2 回回回回にわにわにわにわたたたたっっっってててて添添添添加加加加してやりましたしてやりましたしてやりましたしてやりました。。。。そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、乳乳乳乳酸酸酸酸濃濃濃濃度度度度はははは 17g/Lぐぐぐぐらいらいらいらいににににまでまでまでまで上上上上がりがりがりがりましたましたましたました。。。。一一一一番最番最番最番最初初初初からからからから見見見見るとるとるとると、、、、10 倍倍倍倍以上以上以上以上もももも濃濃濃濃くくくく乳乳乳乳酸酸酸酸をつくるをつくるをつくるをつくるこここことがでとがでとがでとができきききるるるるようにようにようにようにななななっっっったとたとたとたといいいいうこうこうこうこととととにににになりますなりますなりますなります。。。。     ままままだこれだこれだこれだこれででででもももも濃濃濃濃度度度度がががが十十十十分分分分高高高高いといといといとははははいいいいええええないないないない、、、、もっもっもっもっとととと高高高高濃濃濃濃度度度度化化化化したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いましたからいましたからいましたからいましたから、、、、ささささららららににににどどどどううううしたかといしたかといしたかといしたかといううううとととと、、、、今今今今までまでまでまではははは、、、、pH をををを厳厳厳厳密密密密にににに制制制制御御御御するするするする必要必要必要必要もあっもあっもあっもあってててて、、、、液液液液体状体状体状体状態態態態でのでのでのでの同同同同時時時時糖糖糖糖化化化化発発発発酵酵酵酵をやをやをやをやっっっったたたたわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、これこれこれこれをををを日本日本日本日本酒酒酒酒をつくるとをつくるとをつくるとをつくるとききききののののようにようにようにように、、、、固体状固体状固体状固体状態態態態でででで同同同同時時時時糖糖糖糖化化化化発発発発酵酵酵酵すすすすればればればれば、、、、固体状固体状固体状固体状態態態態でででではははは pH がががが制制制制御御御御でででできききき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ううううといといといというううう問問問問題題題題はあはあはあはあるるるるににににしてしてしてしてもももも、、、、生生生生成成成成されされされされたたたた乳乳乳乳酸酸酸酸ははははままままわわわわりのりのりのりの水水水水にににに薄薄薄薄まらないのでまらないのでまらないのでまらないので、、、、ああああるいるいるいるいはははは液液液液体状体状体状体状態態態態よよよよりりりりもももも濃濃濃濃度度度度がががが高高高高くなるくなるくなるくなるかかかかももももししししれれれれないとないとないとないと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。そこそこそこそこでででで、、、、ｐｐｐｐH をををを制制制制御御御御ででででききききないといないといないといないというううう問問問問題題題題はあはあはあはあるのですがるのですがるのですがるのですが、、、、ととととももももかくかくかくかく固体状固体状固体状固体状態態態態でででで、、、、日本日本日本日本酒酒酒酒をつくるのををつくるのををつくるのををつくるのを全全全全くくくく真似真似真似真似したしたしたしたようようようようなななな状状状状態態態態ににににするとどするとどするとどするとどううううなるなるなるなるだろうだろうだろうだろうかといかといかといかというこうこうこうことをとをとをとを試試試試してみましたしてみましたしてみましたしてみました。。。。     そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、案案案案のののの定定定定、、、、pHはははは、、、、最適条件最適条件最適条件最適条件のののの 5 でででで実験実験実験実験をををを始始始始めめめめたのですがたのですがたのですがたのですが、、、、乳乳乳乳酸酸酸酸がでがでがでができきききてくるてくるてくるてくるにににに従従従従っっっってててて低下低下低下低下しししし、、、、pH がががが 4 ぐぐぐぐらいらいらいらいににににまでまでまでまで落落落落ちちちちてしまてしまてしまてしまうううう、、、、するとするとするとすると乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌のののの働働働働きもきもきもきも弱弱弱弱くなくなくなくなっっっってててて、、、、乳乳乳乳酸酸酸酸はもうそれはもうそれはもうそれはもうそれ以上以上以上以上ででででききききなくなるといなくなるといなくなるといなくなるというううう結果結果結果結果にににになりましたなりましたなりましたなりました。。。。たたたただだだだしししし、、、、濃濃濃濃度度度度としてとしてとしてとしてはははは、、、、40g/Lぐぐぐぐらいらいらいらいににににまでまでまでまで高高高高めめめめるるるるこここことがでとがでとがでとができきききるといるといるといるというこうこうこうことがとがとがとがわわわわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。     それそれそれそれでででではははは、、、、pH がががが落落落落ちちちちてしまてしまてしまてしまっっっってててて乳乳乳乳酸酸酸酸生生生生成成成成がががが止止止止まるのまるのまるのまるのだだだだとすとすとすとすればればればれば、、、、1 日日日日にににに 1 度度度度、、、、石石石石灰灰灰灰をををを加加加加ええええてててて、、、、間間間間欠欠欠欠的的的的にににに pH をををを調整調整調整調整したらどしたらどしたらどしたらどうだろううだろううだろううだろうかとかとかとかと考考考考ええええましてましてましてまして、、、、次次次次にににに、、、、pH をををを間間間間欠欠欠欠的的的的にににに調整調整調整調整すすすするるるる実験実験実験実験をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。乳乳乳乳酸酸酸酸がががが生生生生成成成成されされされされるとるとるとると pH がががが落落落落ちちちちてくるのですがてくるのですがてくるのですがてくるのですが、、、、落落落落ちちちちててててききききたとたとたとたときにきにきにきに、、、、石石石石灰灰灰灰をををを加加加加ええええてててて、、、、pH ををををももももととととにににに戻戻戻戻してやるしてやるしてやるしてやる。。。。またまたまたまた落落落落ちちちちるのですがるのですがるのですがるのですが、、、、またまたまたまた戻戻戻戻してやるといしてやるといしてやるといしてやるというううう方方方方法法法法でででで間間間間欠欠欠欠的的的的ににににｐｐｐｐH をををを調整調整調整調整しますしますしますします。。。。ここここのののの方方方方法法法法でででではははは pH をををを 5ぴぴぴぴっっっったりたりたりたりにににに合合合合わせわせわせわせるるるるここここととととははははででででききききないでないでないでないですすすすけれけれけれけれどどどど、、、、pHはははは乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌のののの働働働働ききききをををを全全全全くくくくだめにだめにだめにだめにするするするするようようようようなななな pHににににまでまでまでまではははは落落落落ちちちちまままませんせんせんせんからからからから、、、、乳乳乳乳酸酸酸酸はははは高高高高濃濃濃濃度度度度にににに生生生生成成成成されされされされていていていていっっっってててて、、、、最終最終最終最終的的的的にににに 80g/Lぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの濃濃濃濃度度度度ににににまでまでまでまで濃濃濃濃度度度度をををを上上上上げげげげるるるるこここことがでとがでとがでとができきききましたましたましたました。。。。ここここのののの pH のののの調整調整調整調整はははは、、、、何何何何といといといというこうこうこうことないとないとないとないようにようにようにように見見見見ええええますますますますけれけれけれけれどどどど、、、、これはこれはこれはこれは結結結結構構構構大大大大変変変変なななな技技技技でしてでしてでしてでして、、、、神神神神業的業的業的業的なななな学生学生学生学生がいてがいてがいてがいて、、、、どどどどれぐれぐれぐれぐらいらいらいらい石石石石灰灰灰灰をををを加加加加えればえればえればえればどのどのどのどの pHにににになるかといなるかといなるかといなるかといううううのをのをのをのを、、、、ききききちんちんちんちんととととわわわわかかかかっっっってやてやてやてやっっっっているているているているわけわけわけわけですですですです。。。。     いままでのといままでのといままでのといままでのところころころころをををを整理整理整理整理しますとしますとしますとしますと、、、、最最最最初初初初にこにこにこにこのののの研研研研究究究究をををを始始始始めめめめたとたとたとたときにはきにはきにはきには、、、、乳乳乳乳酸酸酸酸のののの濃濃濃濃度度度度がががが 1.31 

g/L といといといというううう濃濃濃濃度度度度でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな培培培培養養養養法法法法をををを工工工工夫夫夫夫するするするするここここととととによっによっによっによってててて、、、、ここここのののの濃濃濃濃度度度度からからからからずっずっずっずっとととと伸伸伸伸びびびびていていていていっっっってててて、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどのよよよよりりりりもさもさもさもさららららにににに工工工工夫夫夫夫をををを加加加加ええええてててて、、、、現時現時現時現時点点点点でででで 89.8g/L といといといというううう濃濃濃濃度度度度ににににまでまでまでまで高高高高濃濃濃濃度度度度化化化化するするするするこここことがでとがでとがでとができきききるるるるようにようにようにようになりましたなりましたなりましたなりました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、現在現在現在現在、、、、乳乳乳乳酸酸酸酸をつくるとをつくるとをつくるとをつくるときにきにきにきに最最最最もももも有望有望有望有望なななな原原原原料料料料ととととされされされされているトているトているトているトウウウウモモモモロコシでロコシでロコシでロコシでんんんん粉粉粉粉からつくるからつくるからつくるからつくるこここことがでとがでとがでとができきききるるるる乳乳乳乳酸酸酸酸濃濃濃濃度度度度にににに匹敵匹敵匹敵匹敵しますしますしますします。。。。ここここののののようにようにようにようにしてしてしてして廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物からからからから、、、、食食食食べべべべるるるるこここことがでとがでとがでとができきききるトるトるトるトウウウウモモモモロコシをロコシをロコシをロコシを原原原原料料料料としてつくるのととしてつくるのととしてつくるのととしてつくるのと同同同同じじじじぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの濃濃濃濃度度度度のののの乳乳乳乳酸酸酸酸がでがでがでができきききるるるるようにようにようにようになりましたなりましたなりましたなりました。。。。     ここここここここででででででででききききたたたた乳乳乳乳酸酸酸酸をををを精精精精製製製製するとするとするとすると、、、、――――ここここのののの写写写写真真真真はははは、、、、先程先程先程先程のののの実験実験実験実験ののののううううまいまいまいまい学生学生学生学生がががが撮撮撮撮っっっってくてくてくてくれれれれたのですがたのですがたのですがたのですが、、、、写写写写真真真真をををを撮撮撮撮るのるのるのるのはうはうはうはうまくないまくないまくないまくない学生学生学生学生でしてでしてでしてでして、、、、乳乳乳乳酸酸酸酸ををををガガガガラスラスラスラスビビビビンンンンにににに入入入入れずにれずにれずにれずにプラスプラスプラスプラスチチチチックックックックビビビビンンンンにににに入入入入れれれれてててて撮撮撮撮っっっってくてくてくてくれれれれたのでたのでたのでたので、、、、ここにここにここにここに液液液液のののの界界界界面面面面がががが見見見見ええええるとるとるとると言言言言えばえばえばえば見見見見ええええるしるしるしるし、、、、見見見見ええええないとないとないとないと言言言言えばえばえばえば見見見見ええええないのですないのですないのですないのですけれけれけれけれどどどど－－－－、、、、ここここののののようにようにようにように液液液液体状体状体状体状のののの精精精精製製製製 L-乳乳乳乳酸酸酸酸がでがでがでができきききててててききききますますますます。。。。
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これこれこれこれをををを重合重合重合重合するとするとするとすると、、、、最最最最初初初初におにおにおにお見見見見せせせせしたしたしたした、、、、ここここのののの白白白白いいいい粉粉粉粉がでがでがでができきききててててききききますますますます。。。。これこれこれこれをををを成成成成型型型型するとするとするとすると、、、、フィルムのフィルムのフィルムのフィルムのようようようようななななもももものがでのがでのがでのができきききたりたりたりたり、、、、ああああるいるいるいるいはははは糸糸糸糸ののののようようようようななななもももものがでのがでのがでのができきききてててて、、、、それそれそれそれでででで布布布布をつくるをつくるをつくるをつくるとととと――――――――これはこれはこれはこれは汚泥汚泥汚泥汚泥からつくからつくからつくからつくっっっったたたたもももものでのでのでのでははははないのですないのですないのですないのですけれけれけれけれどどどど－－－－こうこうこうこういいいいうもうもうもうものがでのがでのがでのができきききてくるとてくるとてくるとてくるといいいいうこうこうこうこととととにににになりますなりますなりますなります。。。。     技術的技術的技術的技術的ににににででででききききるといるといるといるというこうこうこうこととととははははいいのいいのいいのいいのだけれだけれだけれだけれどどどどもももも、、、、実実実実用用用用化化化化のののの可能性可能性可能性可能性ははははどどどどううううかといかといかといかというこうこうこうことでとでとでとで、、、、現在現在現在現在、、、、実実実実用用用用化化化化のたのたのたのためめめめのののの検討検討検討検討にににに取取取取りりりり掛掛掛掛っっっっているとているとているとているところころころころなのですがなのですがなのですがなのですが、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県のののの富士富士富士富士市市市市でででではははは、、、、平平平平成成成成 10 年度年度年度年度のののの実実実実績績績績でででで年年年年間間間間にににに汚泥汚泥汚泥汚泥がががが 87.6 万万万万トントントントン排出排出排出排出されされされされてててておおおおりますりますりますります。。。。これにはこれにはこれにはこれには、、、、13.3 万万万万トンのトンのトンのトンのセセセセルロースがルロースがルロースがルロースが含含含含ままままれれれれているているているているここここととととにににになりますからなりますからなりますからなりますから、、、、全全全全くくくく計計計計算算算算上上上上のののの話話話話ですですですですけれけれけれけれどどどど、、、、年年年年間間間間 13.3 万万万万トンのトンのトンのトンの乳乳乳乳酸酸酸酸がでがでがでができきききるるるるもももものとのとのとのと推定推定推定推定されされされされますますますます。。。。プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック産産産産業業業業ににににととととっっっってみてみてみてみればればればれば、、、、これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに重重重重要要要要なななな意意意意味味味味ののののああああるるるる値値値値でしてでしてでしてでして、、、、といといといといううううののののはははは、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック産産産産業業業業がががが産産産産業業業業としてとしてとしてとして成成成成立立立立するたするたするたするためめめめにはにはにはには、、、、典典典典型的型的型的型的なスなスなスなスケケケケールールールールメメメメリットのリットのリットのリットの産産産産業業業業ですのでですのでですのでですので、、、、一一一一つのつのつのつの工場工場工場工場でででで年年年年間数間数間数間数万万万万トンとかといトンとかといトンとかといトンとかといううううレレレレベベベベルでつくらないとルでつくらないとルでつくらないとルでつくらないと、、、、産産産産業業業業としてとしてとしてとしてはははは見合見合見合見合わわわわないとないとないとないと言言言言われわれわれわれているているているているそうそうそうそうですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、静静静静岡県岡県岡県岡県のののの富士富士富士富士市市市市といといといというううう、、、、比比比比較較較較的的的的狭狭狭狭いいいい場所場所場所場所でまとまでまとまでまとまでまとまっっっったたたた原原原原料料料料がががが出出出出るといるといるといるというこうこうこうこととととはははは、、、、これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに重重重重要要要要ですですですです。。。。富士富士富士富士市市市市でででで製紙製紙製紙製紙産産産産業業業業ももももやるしやるしやるしやるし、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック産産産産業業業業にににに進出進出進出進出したらどしたらどしたらどしたらどううううでしでしでしでしょうょうょうょうといといといというううう話話話話をしているとをしているとをしているとをしているところころころころなのですがなのですがなのですがなのですが、、、、将将将将来来来来的的的的にににに、、、、生分解性生分解性生分解性生分解性プラスプラスプラスプラスチチチチックがすックがすックがすックがすごごごごくくくく安安安安くなくなくなくなっっっってててて、、、、100円円円円からからからから百百百百数数数数十円十円十円十円といといといというううう値値値値段段段段でででで売売売売れれれれるるるる、、、、そんそんそんそんなななな値値値値段段段段にににになるとなるとなるとなると考考考考ええええててててもももも、、、、100億円億円億円億円からからからから 200億円億円億円億円ぐぐぐぐらいらいらいらいのののの産産産産業業業業にににになるのでなるのでなるのでなるのでははは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ますりますりますります。。。。     それそれそれそれでででではははは、、、、現状現状現状現状、、、、製紙汚泥製紙汚泥製紙汚泥製紙汚泥ははははどどどどうううう処処処処理理理理されされされされているかといているかといているかといているかといううううとととと、、、、富士富士富士富士市市市市でででではははは、、、、製紙汚泥製紙汚泥製紙汚泥製紙汚泥がががが、、、、そそそそのののの多多多多くくくくはははは焼却焼却焼却焼却されされされされてててて、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てらてらてらてられれれれたりたりたりたり、、、、ああああるいるいるいるいはははは製製製製鉄鉄鉄鉄のののの酸酸酸酸化化化化防止防止防止防止剤剤剤剤としてとしてとしてとして使使使使われわれわれわれたりたりたりたり、、、、土土土土壌改壌改壌改壌改良良良良剤剤剤剤としてとしてとしてとして使使使使われわれわれわれたりたりたりたり、、、、ああああるいるいるいるいはそはそはそはそのままのままのままのまま使使使使われわれわれわれるのるのるのるのもあもあもあもあるのですがるのですがるのですがるのですが、、、、おもおもおもおもししししろろろろいいいいののののはははは、、、、ペペペペットトイットトイットトイットトイレにレにレにレに使使使使われわれわれわれたりするのですたりするのですたりするのですたりするのですけれけれけれけれどどどど、、、、こうこうこうこういいいいうううう用用用用途途途途ががががああああるのですがるのですがるのですがるのですが、、、、製紙製紙製紙製紙産産産産業業業業のののの方方方方にににに聞聞聞聞くとくとくとくと、、、、製紙汚泥製紙汚泥製紙汚泥製紙汚泥をどをどをどをどううううしてしてしてしてもこもこもこもこのののの用用用用途途途途にににに使使使使わわわわななななければければければければならないといならないといならないといならないというこうこうこうことでとでとでとでははははないのでないのでないのでないので、、、、ほほほほかかかかにににに何何何何かかかか有力有力有力有力なななな用用用用途途途途ががががあればあればあればあれば、、、、そちそちそちそちらでらでらでらで使使使使用用用用するするするするこここことととともももも可能可能可能可能とととと思思思思ううううととととおっおっおっおっししししゃゃゃゃっっっっていますていますていますています。。。。     一方一方一方一方、、、、日本日本日本日本でででで生分解性生分解性生分解性生分解性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どどどどれぐれぐれぐれぐらいらいらいらい必要必要必要必要なのかといなのかといなのかといなのかというううう需需需需要要要要量量量量のののの予予予予測測測測値値値値もももも調調調調べべべべてみましたてみましたてみましたてみました。。。。これはこれはこれはこれは 1996 年年年年当時当時当時当時のののの予予予予測測測測値値値値なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、生分解性生分解性生分解性生分解性ププププチチチチスラックスラックスラックスラック研研研研究究究究会会会会がががが、、、、日本日本日本日本のののの主主主主要要要要プラスプラスプラスプラスチチチチックックックックメメメメーカーーカーーカーーカーにアにアにアにアンンンンケケケケートートートート調調調調査査査査をいたしましてをいたしましてをいたしましてをいたしまして、、、、将将将将来来来来的的的的なななな需需需需要要要要をををを予予予予測測測測しましたしましたしましたしました。。。。2005 年年年年にはにはにはには 6 万万万万トントントントン程程程程度度度度のののの需需需需要要要要とととと見見見見積積積積もっもっもっもっていますがていますがていますがていますが、、、、ここここのののの間間間間にににに、、、、トトトトヨヨヨヨタがタがタがタが生生生生分解性分解性分解性分解性プラスプラスプラスプラスチチチチックをックをックをックを車車車車のののの内内内内装装装装材材材材にににに使使使使うこうこうこうことをとをとをとを検討検討検討検討しているといしているといしているといしているというよううよううよううようなななな報道報道報道報道もあもあもあもありましりましりましりましたからたからたからたから、、、、ああああるいるいるいるいはははは 2005 年年年年のののの予予予予測測測測値値値値といといといといううううののののはもっはもっはもっはもっとととと多多多多くなるのかくなるのかくなるのかくなるのかももももししししれれれれまままませんせんせんせんがががが、、、、富士富士富士富士市市市市でつくるでつくるでつくるでつくるこここことがでとがでとがでとができきききるるるる年年年年間間間間 13 万万万万トンといトンといトンといトンというううう値値値値はははは近近近近未未未未来来来来のののの生分解性生分解性生分解性生分解性プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック需需需需要要要要量量量量ととととそそそそんんんんななななににににかかかかけけけけ離離離離れれれれたたたた値値値値ででででははははないとないとないとないと考考考考ええええていますていますていますています。。。。     実実実実用用用用化化化化のたのたのたのためにはめにはめにはめには、、、、これこれこれこれからコストからコストからコストからコスト計計計計算算算算にににに取取取取りかかりかかりかかりかかっっっっていかなていかなていかなていかなければければければければならないのですがならないのですがならないのですがならないのですが、、、、ここにはここにはここにはここには参考参考参考参考のたのたのたのためにめにめにめに、、、、トトトトウウウウモモモモロコシでロコシでロコシでロコシでんんんん粉粉粉粉をををを使使使使っっっったとたとたとたとききききのコストのコストのコストのコスト計計計計算算算算のののの報告報告報告報告例例例例をををを示示示示してしてしてしていますいますいますいます。。。。日本日本日本日本ととととアメアメアメアメリカリカリカリカ、、、、中国中国中国中国でででではははは事事事事情情情情ががががちょっちょっちょっちょっとととと異異異異ななななっっっっていてていてていてていて、、、、トトトトウウウウモモモモロコシをロコシをロコシをロコシを入入入入手手手手すすすするるるる値値値値段段段段がががが違違違違っっっっていますていますていますています。。。。原原原原料料料料費費費費がががが違違違違ううううといといといというこうこうこうことですとですとですとです。。。。アメアメアメアメリカリカリカリカ、、、、中国中国中国中国でででではははは将将将将来来来来的的的的にににに 1 ドドドドルルルル/kg でででで製製製製造造造造可能可能可能可能かかかかももももししししれれれれないがないがないがないが、、、、日本日本日本日本でででではははは難難難難しいしいしいしい、、、、といといといといううううののののもももも原原原原料料料料のトのトのトのトウウウウモモモモロコシでロコシでロコシでロコシでんんんん粉粉粉粉がががが日本日本日本日本でででではははは 60円円円円/kg をををを占占占占めめめめててててアメアメアメアメリカリカリカリカ、、、、中国中国中国中国のののの 1.5倍倍倍倍以上以上以上以上かかるとかかるとかかるとかかると考考考考ええええらららられれれれているからですているからですているからですているからです。。。。
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しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、いくらいくらいくらいくらアメアメアメアメリカリカリカリカ、、、、中国中国中国中国でトでトでトでトウウウウモモモモロコシでロコシでロコシでロコシでんんんん粉粉粉粉をををを安安安安くくくく入入入入手手手手ででででききききるといるといるといるといっっっっててててもももも、、、、おおおお金金金金をををを出出出出してしてしてして買買買買っっっっててててここここななななければければければければなりまなりまなりまなりませんせんせんせん。。。。一方一方一方一方、、、、汚泥汚泥汚泥汚泥のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、たたたただだだだですですですです。。。。場合場合場合場合によによによによっっっっててててはははは処処処処理理理理費費費費ををををももももららららっっっってててて入入入入手手手手ででででききききるるるる（（（（逆逆逆逆有有有有償償償償））））といといといというこうこうこうことととともあもあもあもありましてりましてりましてりまして、、、、コストコストコストコスト面面面面からからからから見見見見ててててもももも実実実実用用用用化化化化のののの可能性可能性可能性可能性はあはあはあはありりりりそうそうそうそうですですですです。。。。 研研研研究究究究室室室室でででではははは、、、、ささささらなるらなるらなるらなる低低低低コストコストコストコスト化化化化のののの方方方方法法法法にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいますがでいますがでいますがでいますが、、、、それはそれはそれはそれは、、、、セセセセルラーゼをルラーゼをルラーゼをルラーゼを生生生生成成成成するするするする組組組組みみみみ換換換換ええええ乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌をををを創創創創ろうろうろうろうとととといいいいうこうこうこうことですとですとですとです。。。。乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌自自自自身身身身ががががセセセセルラーゼをつくりルラーゼをつくりルラーゼをつくりルラーゼをつくり出出出出すすすすこここことがでとがでとがでとができればきればきればきれば、、、、ささささららららににににコストコストコストコスト低低低低減減減減がががが可能可能可能可能とととと考考考考ええええらららられれれれますますますます。。。。 研研研研究究究究室室室室でででで新新新新たたたたにににに創創創創っっっったたたた組組組組みみみみ換換換換ええええ乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌ががががセセセセルラーゼをルラーゼをルラーゼをルラーゼを生生生生成成成成しているしているしているしている証証証証拠拠拠拠ををををこちこちこちこちららららにににに示示示示ししししますますますます。。。。ままままずずずず、、、、セセセセルロースをルロースをルロースをルロースを含含含含んだんだんだんだ寒寒寒寒天天天天上上上上にににに組組組組みみみみ換換換換ええええ乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌をををを培培培培養養養養してやりますしてやりますしてやりますしてやります。。。。組組組組みみみみ換換換換ええええ乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌ががががセセセセルロースをルロースをルロースをルロースを分解分解分解分解するするするするセセセセルラーゼをルラーゼをルラーゼをルラーゼを分分分分泌泌泌泌すすすすればればればれば、、、、染染染染色色色色液液液液でででで染染染染色色色色したとしたとしたとしたときにきにきにきに、、、、染染染染色色色色されずにされずにされずにされずに残残残残るクリるクリるクリるクリアアアアゾゾゾゾーンがでーンがでーンがでーンができきききるるるるはずはずはずはずなのですなのですなのですなのです。。。。組組組組みみみみ換換換換ええええががががううううまくいまくいまくいまくいっっっったかどたかどたかどたかどううううかかかかはははは、、、、こんこんこんこんなななな簡簡簡簡単単単単なななな方方方方法法法法でででで検検検検定定定定ででででききききるのですがるのですがるのですがるのですが、、、、実実実実際際際際ににににややややっっっってみるとてみるとてみるとてみると、、、、こちこちこちこちららららにににに示示示示すすすすようにようにようにように、、、、組組組組みみみみ換換換換ええええ菌菌菌菌のののの周周周周りりりりににににクリクリクリクリアアアアゾゾゾゾーンがでーンがでーンがでーンができきききててててききききていますからていますからていますからていますから、、、、これこれこれこれでででで確確確確かかかかにににに乳乳乳乳酸酸酸酸菌菌菌菌のののの中中中中にセにセにセにセルルルルロースをロースをロースをロースを分解分解分解分解するするするするこここことのでとのでとのでとのでききききるるるる遺遺遺遺伝伝伝伝子子子子をををを入入入入れれれれるるるるこここことがでとがでとがでとができきききたといたといたといたというこうこうこうこととととにににになりますなりますなりますなります。。。。たたたただだだだしししし、、、、今今今今得得得得らららられれれれているているているている菌菌菌菌のののの能能能能力力力力はははは非常非常非常非常にににに低低低低いですいですいですいです。。。。実実実実用用用用化化化化のたのたのたのためにはめにはめにはめには恐恐恐恐らくらくらくらく 100 倍倍倍倍ぐぐぐぐらいらいらいらいはははは強強強強くしなくしなくしなくしなければければければければいいいいけけけけないないないないはずはずはずはずですですですですけれけれけれけれどどどど、、、、現在現在現在現在、、、、そそそそのたのたのたのためめめめのののの研研研研究究究究にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるとでいるとでいるとでいるところころころころですですですです。。。。100倍倍倍倍といといといといううううとととと、、、、それはそれはそれはそれはすすすすごごごごいいいい、、、、大大大大変変変変だだだだなといなといなといなというこうこうこうことなのですがとなのですがとなのですがとなのですが、、、、乳乳乳乳酸酸酸酸をつくるとをつくるとをつくるとをつくるとききききにににに最最最最初初初初 1.3g/L からスタートしてからスタートしてからスタートしてからスタートして、、、、最終最終最終最終的的的的にににに 90g/L ぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまで高高高高濃濃濃濃度度度度化化化化ででででききききましたからましたからましたからましたから、、、、私私私私たたたたちはちはちはちは菌菌菌菌のののの活活活活性性性性をををを高高高高めめめめるるるるここここととととにににに関関関関してしてしてしてもももも決決決決してしてしてしてあきあきあきあきららららめめめめてなくててなくててなくててなくて、、、、努力努力努力努力すすすすればればればれば、、、、今今今今はははは必要必要必要必要とするとするとするとする活活活活性性性性のののの 100 分分分分のののの 1 ぐぐぐぐらいしかないからいしかないからいしかないからいしかないかももももししししれれれれないないないないけれけれけれけれどどどどもももも、、、、将将将将来来来来的的的的にはにはにはには活活活活性性性性のののの高高高高いいいい組組組組みみみみ換換換換ええええ菌菌菌菌ももももででででききききなくなくなくなくははははないないないないだろうだろうだろうだろうととと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。。。。 最最最最後後後後にににに、、、、数数数数分分分分のののの時間時間時間時間をいたをいたをいたをいただだだだいていていていて、、、、生分解性生分解性生分解性生分解性プラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックのうれうれうれうれしいしいしいしい、、、、おおおおままままけけけけ的的的的効効効効果果果果、、、、コンコンコンコンポポポポストストストスト化化化化のののの過過過過程程程程でででで問問問問題題題題にににになるなるなるなる悪悪悪悪臭臭臭臭をををを低低低低減減減減ででででききききるといるといるといるというううう話話話話をつをつをつをつけけけけ加加加加ええええ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、、、、ポポポポリリリリ乳乳乳乳酸酸酸酸だけだけだけだけででででははははなくてなくてなくてなくて、、、、ほほほほかのかのかのかの生分解性生分解性生分解性生分解性プラスプラスプラスプラスチチチチックでックでックでックでもももも同同同同じじじじ効効効効果果果果ががががあああありまりまりまりますすすす。。。。ここここここここでででではははは、、、、イプシロンカプロンイプシロンカプロンイプシロンカプロンイプシロンカプロン酸酸酸酸のののの重合重合重合重合体体体体ででででああああるるるるポポポポリイプシロンカプロラクトンリイプシロンカプロラクトンリイプシロンカプロラクトンリイプシロンカプロラクトン（（（（PCL））））といといといというううう他他他他のののの生分解性生分解性生分解性生分解性プラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックの例例例例ででででおおおお話話話話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。。。。生分解性生分解性生分解性生分解性プラスプラスプラスプラスチチチチックがックがックがックが悪悪悪悪臭臭臭臭をををを低低低低減減減減ででででききききるといるといるといるというううう現現現現象象象象はははは、、、、コンコンコンコンポポポポストストストスト化化化化のののの過過過過程程程程でででで生分解性生分解性生分解性生分解性プラスプラスプラスプラスチチチチックがどックがどックがどックがどれぐれぐれぐれぐららららいいいい分解分解分解分解するのかといするのかといするのかといするのかというこうこうこうことをとをとをとを研研研研究究究究しているとしているとしているとしているときにきにきにきに、、、、全全全全くくくく偶偶偶偶然然然然にににに発見発見発見発見しましたしましたしましたしました。。。。PCL はははは、、、、ココココンンンンポポポポストストストスト化化化化 36時間時間時間時間のののの付付付付近近近近からからからから分解分解分解分解がががが始始始始まりまりまりまり、、、、6 日日日日間間間間でででで 40％％％％もももも分解分解分解分解するといするといするといするというううう、、、、非常非常非常非常によによによによくくくく分解分解分解分解するプラスするプラスするプラスするプラスチチチチックなのですックなのですックなのですックなのですけれけれけれけれどどどど、、、、PCL をををを混混混混合合合合するとコンするとコンするとコンするとコンポポポポストストストスト化化化化過過過過程程程程でででで発生発生発生発生するするするする悪悪悪悪臭臭臭臭のののの中中中中ででででもももも最最最最もももも量量量量がががが多多多多くくくく、、、、厄厄厄厄介介介介なななな成成成成分分分分ででででああああるるるるアアアアンンンンモニアモニアモニアモニアのののの発生発生発生発生がががが大大大大ききききくくくく低低低低減減減減されされされされるるるるこここことをとをとをとを発見発見発見発見しましたしましたしましたしました。。。。ここここのののの図下図下図下図下のののの黒黒黒黒ののののシンシンシンシンボボボボルでルでルでルで示示示示してしてしてしてああああるのるのるのるのはははは通通通通常常常常のコンのコンのコンのコンポポポポストストストスト原原原原料料料料のののの場合場合場合場合でででで、、、、最最最最もアもアもアもアンンンンモニアモニアモニアモニア臭臭臭臭がががが出出出出るとるとるとるときにはきにはきにはきには 1500ppm、、、、非常非常非常非常にににに高高高高いいいい濃濃濃濃度度度度ののののアアアアンンンンモニアモニアモニアモニアがががが出出出出ますますますます。。。。ととととこここころろろろがががが、、、、PCL をまをまをまをまぜぜぜぜてやるとてやるとてやるとてやると、、、、そそそそのののの濃濃濃濃度度度度ががががこんこんこんこんななななにににに低低低低くなりますくなりますくなりますくなります。。。。後後後後半半半半にはもうにはもうにはもうにはもう全全全全くくくくアアアアンンンンモモモモニアニアニアニア臭臭臭臭がしなくなりますがしなくなりますがしなくなりますがしなくなります。。。。 こうこうこうこういいいいうこうこうこうことがとがとがとがわわわわかりましてかりましてかりましてかりまして、、、、ここここのとのとのとのときにきにきにきに、、、、何何何何故故故故悪悪悪悪臭臭臭臭がががが減減減減るのかといるのかといるのかといるのかといううううのをのをのをのを確確確確かかかかめめめめていていていていくくくく中中中中でででで、、、、実実実実はははは大大大大失失失失敗敗敗敗をしたのですがをしたのですがをしたのですがをしたのですが、、、、PCL のののの分解中分解中分解中分解中間体間体間体間体にににに酸酸酸酸性性性性のカルのカルのカルのカルボボボボキキキキシルシルシルシル基基基基をををを持持持持っっっったたたた末末末末端端端端がでがでがでができきききるからるからるからるから、、、、これこれこれこれででででアアアアンンンンモニアモニアモニアモニアをををを中中中中和和和和しているのしているのしているのしているのだろうだろうだろうだろう、、、、中中中中和和和和してしてしてしてアアアアンンンンモニアモニアモニアモニア発生発生発生発生
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がとまがとまがとまがとまっっっっているているているているにににに違違違違いないいないいないいないといといといというううう予予予予測測測測をををを論論論論文文文文にににに書書書書いていていていて投投投投稿稿稿稿しましたしましたしましたしました。。。。そうそうそうそうしたらしたらしたらしたら、、、、論論論論文文文文がががが掲掲掲掲載載載載されされされされたのですがたのですがたのですがたのですが、、、、後後後後でででで確確確確かかかかめめめめたらたらたらたら、、、、私私私私たたたたちちちちのののの予予予予測測測測はははは間間間間違違違違いいいいだだだだといといといというこうこうこうことがとがとがとがわわわわかりましかりましかりましかりましたたたた。。。。ももももしししし私私私私たたたたちちちちのののの予予予予測測測測がががが正正正正しかしかしかしかっっっったらたらたらたら、、、、コンコンコンコンポポポポストストストスト中中中中にににに PCL 分解中分解中分解中分解中間体間体間体間体がががが残残残残っっっっているているているているはずはずはずはずですしですしですしですし、、、、アアアアンンンンモニモニモニモニウウウウムイオンのムイオンのムイオンのムイオンの濃濃濃濃度度度度もももも高高高高いいいいはずはずはずはずなのですなのですなのですなのですけれけれけれけれどどどど、、、、そうはそうはそうはそうはなりまなりまなりまなりませんせんせんせんでしたでしたでしたでした。。。。それそれそれそれででででささささららららにににに研研研研究究究究をををを進進進進めめめめていていていていっっっったのですがたのですがたのですがたのですが、、、、最近最近最近最近ややややっっっっとととと本本本本当当当当のののの理理理理由由由由ががががわわわわかりましたのでかりましたのでかりましたのでかりましたので、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちのかつてののかつてののかつてののかつての予予予予測測測測はははは間間間間違違違違ええええていたといていたといていたといていたというううう、、、、論論論論文文文文をををを今今今今まとまとまとまとめめめめているとているとているとているところころころころですですですです。。。。非常非常非常非常にににに恥恥恥恥ずずずずかしいかしいかしいかしい話話話話ですがですがですがですが、、、、ででででもももも、、、、間間間間違違違違いをいをいをいをほほほほかのかのかのかの人人人人にににに指指指指摘摘摘摘さささされれれれなくてまなくてまなくてまなくてまだだだだししししもよもよもよもよかかかかっっっったとたとたとた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。。。。 またまたまたまた、、、、最近最近最近最近でででではこはこはこはこのののの方方方方法法法法ををををささささららららにににに改改改改良良良良してしてしてして、、、、もっもっもっもっとととと悪悪悪悪臭臭臭臭をををを発生発生発生発生させさせさせさせないたないたないたないためにはめにはめにはめにはどどどどううううすすすすればよればよればよればよいのかいのかいのかいのかにににについてついてついてついてもももも明明明明らからからからかににににしましたしましたしましたしました。。。。そそそそのののの工工工工夫夫夫夫をしますとをしますとをしますとをしますと、、、、アアアアンンンンモニアはモニアはモニアはモニアは最高最高最高最高ででででもももも
16ppm ぐぐぐぐらいしからいしからいしからいしか発生発生発生発生しないしないしないしないようようようようなななな、、、、そうそうそうそういいいいうううう条件条件条件条件をををを見見見見つつつつけけけけるるるるこここことがでとがでとがでとができきききましたましたましたました。。。。以上以上以上以上のののの結果結果結果結果、、、、生分解性生分解性生分解性生分解性プラスプラスプラスプラスチチチチックといックといックといックといううううののののはははは、、、、それそれそれそれ自自自自身身身身がががが微微微微生物分解生物分解生物分解生物分解されされされされてててて、、、、ごごごごみみみみににににならないならないならないならないばばばばかりでなくかりでなくかりでなくかりでなく、、、、ほほほほかのかのかのかの有機有機有機有機質質質質ののののごごごごみをコンみをコンみをコンみをコンポポポポストとしてリサイクルするとストとしてリサイクルするとストとしてリサイクルするとストとしてリサイクルするときにもきにもきにもきにも役役役役にににに立立立立つつつつこここことがとがとがとがわわわわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。 最最最最後後後後、、、、おおおおままままけけけけのののの部分部分部分部分をををを足足足足しましてしましてしましてしまして、、、、製紙汚泥製紙汚泥製紙汚泥製紙汚泥からからからから生生生生分解性分解性分解性分解性プラスプラスプラスプラスチチチチックをつくるといックをつくるといックをつくるといックをつくるといううううおおおお話話話話をををを終終終終わわわわりりりりにににに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。。。。ごごごご質質質質問問問問はござはござはござはございますでしいますでしいますでしいますでしょうょうょうょうかかかか。。。。 

 質質質質問問問問        ……………………メメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵ででででもよろもよろもよろもよろしいでししいでししいでししいでしょうょうょうょうかかかか。。。。 

 中崎教授中崎教授中崎教授中崎教授 そうそうそうそうですですですですねねねね。。。。ははははいいいい。。。。メメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵をやをやをやをやっっっっていたていたていたていただだだだくといくといくといくというううう――――――――今今今今、、、、これこれこれこれ、、、、コンコンコンコンポポポポストストストストににににななななっっっっていますていますていますていますけけけけどどどど、、、、コンコンコンコンポポポポストストストストにににに限限限限らないでらないでらないでらないで、、、、ここここここここをををを有効有効有効有効にににに利用利用利用利用ででででききききるるるるようようようようなななな方方方方法法法法でででで使使使使っっっってててていたいたいたいただだだだくくくく。。。。そそそそのののの 1 つつつつにににに、、、、今今今今おっおっおっおっししししゃゃゃゃっっっったたたたメメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵ががががああああるとるとるとると思思思思うんうんうんうんですがですがですがですが、、、、それそれそれそれをををを使使使使っっっってててていたいたいたいただだだだくといくといくといくというこうこうこうことでいいととでいいととでいいととでいいと思思思思いますいますいますいます。。。。たたたただだだだ、、、、私私私私ののののほほほほんんんんととととううううのののの専専専専門門門門はははは、、、、実実実実ははははコンコンコンコンポポポポストがストがストがストが専専専専門門門門ななななもももものですからのですからのですからのですから、、、、ここここここここをををを一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命宣宣宣宣伝伝伝伝したいといしたいといしたいといしたいというううう意図意図意図意図ががががあっあっあっあってててて、、、、こうさせこうさせこうさせこうさせていたていたていたていただだだだききききましたましたましたました。。。。     そうそうそうそうしましたらしましたらしましたらしましたら、、、、ちょっちょっちょっちょっととととおおおおししししゃゃゃゃべべべべりなのでりなのでりなのでりなので、、、、時間時間時間時間がががが延延延延びびびびてしまいましたがてしまいましたがてしまいましたがてしまいましたが、、、、一応一応一応一応これこれこれこれでででで終終終終わわわわりりりりにさせにさせにさせにさせていたていたていたていただきだきだき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。。。。ごごごご清清清清聴聴聴聴あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会         どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様、、、、いまいまいまいま一一一一度度度度、、、、中崎中崎中崎中崎様様様様にににに拍拍拍拍手手手手ををををおおおお送送送送りいたりいたりいたりいただだだだききききたいとたいとたいとたいと存存存存じじじじますますますます。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手））））     中崎中崎中崎中崎先先先先生生生生、、、、どどどどううううぞぞぞぞおおおお席席席席におにおにおにおつつつつききききくくくくださださださださいますいますいますいますようようようよう、、、、よろよろよろよ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げげげますますますます。。。。     それそれそれそれでででではははは、、、、基調講演基調講演基調講演基調講演のののの最最最最後後後後ででででござござござございますいますいますいます。。。。産産産産業業業業界界界界ののののおおおお立場立場立場立場からからからから、、、、「「「「新新新新たなたなたなたな環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷をををを生生生生ままままないないないない自然自然自然自然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの展望展望展望展望」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、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運運運運営委員営委員営委員営委員、、、、竹林征雄竹林征雄竹林征雄竹林征雄様様様様、、、、よろよろよろよ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。。。。 

 竹林運営委員竹林運営委員竹林運営委員竹林運営委員         
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今今今今日日日日はははは１２１２１２１２月月月月ですがですがですがですが大大大大変変変変暑暑暑暑いいいい日日日日ですですですですねねねね。。。。地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化ののののせせせせいかなといいかなといいかなといいかなといううううふふふふうにもうにもうにもうにも思思思思いますいますいますいます。。。。谷谷谷谷さんもさんもさんもさんも、、、、中崎中崎中崎中崎さんもさんもさんもさんも、、、、大大大大変変変変準備準備準備準備宜宜宜宜しくしくしくしく、、、、ちちちちゃゃゃゃんんんんとととと物物物物のののの循環循環循環循環といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんのののの興興興興味味味味をををを引引引引くくくくようようようようなななな品品品品物物物物ををををおおおお持持持持ちにちにちにちになりましたなりましたなりましたなりましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、私私私私ががががきょうきょうきょうきょう与与与与ええええらららられれれれたたたた話話話話はははは、、、、エネルギエネルギエネルギエネルギーでーでーでーでござござござございますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、電力電力電力電力とかとかとかとか熱熱熱熱ででででござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、そうそうそうそういいいいうううう意意意意味味味味合合合合いでいでいでいではははは、、、、ちょちょちょちょっっっっとととと形形形形勢勢勢勢不不不不利利利利だだだだなとなとなとなと思思思思いますいますいますいます。。。。     暑暑暑暑いですからいですからいですからいですから、、、、上上上上着着着着をををを脱脱脱脱いでいでいでいで、、、、気気気気軽軽軽軽におにおにおにお話話話話をををを聞聞聞聞いていたいていたいていたいていただきだきだきだきますますますます。。。。眠眠眠眠りたいりたいりたいりたい方方方方はははは、、、、もうもうもうもう大分大分大分大分おおおお疲疲疲疲れれれれでしでしでしでしょうょうょうょうからからからから、、、、眠眠眠眠っっっっていたていたていたていただだだだいてといいてといいてといいてというこうこうこうことでとでとでとで結結結結構構構構ででででござござござございますいますいますいます。。。。たたたただだだだ、、、、環境環境環境環境とエネルギーといとエネルギーといとエネルギーといとエネルギーといううううののののはははは、、、、全全全全くくくく裏裏裏裏表表表表のののの関係関係関係関係といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、大大大大変変変変重重重重要要要要なななな課課課課題題題題だだだだといといといといううううふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。エネルギーがなくなエネルギーがなくなエネルギーがなくなエネルギーがなくなればればればれば、、、、我我我我々々々々のののの今今今今のののの生生生生活活活活ははははないといないといないといないというこうこうこうこととととににににつながるつながるつながるつながるわけわけわけわけでででですすすす。。。。それそれそれそれをどをどをどをどううううややややっっっってててて、、、、いかいかいかいかにににに枯渇枯渇枯渇枯渇性資源性資源性資源性資源をををを使使使使いいいい延延延延ばばばばしししし、、、、そそそそしてしてしてして持続性持続性持続性持続性をををを保保保保つかといつかといつかといつかといううううとととところにころにころにころに大大大大ききききななななポポポポイントがイントがイントがイントがあろうあろうあろうあろうかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。きょうきょうきょうきょうのののの話話話話はははは、、、、「「「「新新新新たなたなたなたな環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷をををを生生生生まないまないまないまない自然自然自然自然エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの展望展望展望展望」」」」といといといというこうこうこうことでとでとでとでおおおお話話話話をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     それそれそれそれでででで、、、、自然自然自然自然エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーのここここととととはははは、、、、最近最近最近最近ははははグリーンエネルギーといグリーンエネルギーといグリーンエネルギーといグリーンエネルギーといううううふふふふうにもうにもうにもうにも呼呼呼呼ばればればればれてててておおおおりますりますりますります。。。。それにそれにそれにそれについてついてついてついておおおお話話話話しししし申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。27 枚枚枚枚ほほほほどのどのどのどのもももものでのでのでのでござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、おおおお手元手元手元手元のののの資資資資料料料料とととと併併併併せせせせてスクリーンをてスクリーンをてスクリーンをてスクリーンをごごごご覧覧覧覧くくくくださださださださいいいい。。。。 自然自然自然自然エネルギーといエネルギーといエネルギーといエネルギーというううう言言言言いいいい方方方方もあもあもあもありますしりますしりますしりますし、、、、国国国国ののののほほほほうはうはうはうは、、、、新新新新エネルギーといエネルギーといエネルギーといエネルギーというううう言言言言いいいい方方方方もももも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、、、、再再再再生可能生可能生可能生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、つまりつまりつまりつまり、、、、石石石石炭炭炭炭、、、、石油石油石油石油はははは地地地地下下下下資源資源資源資源ですかですかですかですからららら、、、、掘掘掘掘っっっってててて使使使使えばえばえばえば、、、、もうそれもうそれもうそれもうそれでででで終終終終わわわわりりりり。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、新新新新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、ももももしくしくしくしくははははグリグリグリグリーンエネルギーーンエネルギーーンエネルギーーンエネルギー、、、、再再再再生可能生可能生可能生可能エネルギーとエネルギーとエネルギーとエネルギーと、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ言言言言われわれわれわれますますますますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これはこれはこれはこれは、、、、地地地地球球球球のとのとのとのところにころにころにころに届届届届いているいているいているいている太陽太陽太陽太陽のののの光光光光をををを使使使使ううううとかとかとかとか、、、、水水水水のののの流流流流れれれれをををを使使使使っっっってててて電力電力電力電力をををを起起起起ここここすとかすとかすとかすとか、、、、それそれそれそれからバイオマスでからバイオマスでからバイオマスでからバイオマスであああありますとりますとりますとりますところころころころのののの生物生物生物生物系系系系のののの、、、、一一一一番身近番身近番身近番身近ななななももももののののはははは木木木木質質質質系系系系、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたたようようようようななななもももものをのをのをのを使使使使っっっってててて、、、、エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを生生生生産産産産するといするといするといするというこうこうこうこととととにににになりますとなりますとなりますとなりますと、、、、永永永永久久久久的的的的にににに回回回回っっっっていくといていくといていくといていくというこうこうこうこととととににににななななろうろうろうろうかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。そうそうそうそういいいいっっっったたたたおおおお話話話話ををををきょうはきょうはきょうはきょうはしたいとしたいとしたいとし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。。。。     自然自然自然自然エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの中中中中でででではははは、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光、、、、太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱、、、、風風風風力力力力、、、、地地地地熱熱熱熱、、、、それそれそれそれからからからから水水水水力力力力、、、、それにそれにそれにそれに海海海海洋洋洋洋のののの、、、、海海海海のののの力力力力をををを使使使使ううううといといといというこうこうこうこととととににににななななろうろうろうろうかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。     自然自然自然自然エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの中中中中でででで特特特特にきょうはにきょうはにきょうはにきょうは太陽太陽太陽太陽光光光光ののののおおおお話話話話とととと風風風風力力力力発発発発電電電電、、、、それそれそれそれからからからから地地地地熱熱熱熱――――――――日本日本日本日本はははは地地地地震震震震国国国国ですからですからですからですから、、、、地地地地熱熱熱熱発発発発電電電電、、、、それそれそれそれからからからから日本日本日本日本はははは海海海海にににに囲囲囲囲ままままれれれれていますのでていますのでていますのでていますので、、、、海海海海洋洋洋洋発発発発電電電電のののの話話話話といといといというもうもうもうものののの。。。。それそれそれそれからからからから、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、バイオマスをバイオマスをバイオマスをバイオマスを利用利用利用利用したしたしたした電力電力電力電力回回回回収収収収、、、、熱熱熱熱回回回回収収収収。。。。バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスはははは身近身近身近身近ににににたくたくたくたくさんさんさんさんののののもももものがのがのがのがあああありますりますりますります。。。。特特特特にににに建築建築建築建築廃廃廃廃材材材材ですとかですとかですとかですとか、、、、森森森森林林林林ががががあればあればあればあれば、、、、そこそこそこそこからのからのからのからの林地林地林地林地残残残残材材材材、、、、それそれそれそれからからからから間間間間伐伐伐伐材材材材、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたたもももものをのをのをのを取取取取りりりり出出出出してしてしてして使使使使うこうこうこうことがでとがでとがでとができきききるるるる。。。。そうそうそうそういいいいうもうもうもうものからのからのからのからのののの抽抽抽抽出出出出水水水水素素素素をををを燃料燃料燃料燃料にににに、、、、最近最近最近最近はははは燃料電燃料電燃料電燃料電池池池池といといといというもうもうもうものがのがのがのが出出出出回回回回りりりり始始始始めめめめましたましたましたました。。。。来来来来年年年年のののの末末末末からからからからはははは家家家家庭庭庭庭用用用用のののの燃料電燃料電燃料電燃料電池池池池がががが販売販売販売販売されされされされるるるる。。。。自動自動自動自動車車車車もももも、、、、既既既既にににに官官官官邸邸邸邸にはにはにはには燃料電燃料電燃料電燃料電池池池池をををを使使使使っっっったたたたもももものがのがのがのがおさめおさめおさめおさめらららられれれれているといているといているといているというううう時時時時代代代代にににになりなりなりなり、、、、2010 年年年年にはそうにはそうにはそうにはそういいいいうもうもうもうものがのがのがのが普及普及普及普及しししし大大大大変変変変なななな数数数数がががが出出出出てくるといてくるといてくるといてくるといううう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。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと大大大大変変変変見見見見ににににくいでしくいでしくいでしくいでしょうけれょうけれょうけれょうけれどどどどもももも、、、、熱熱熱熱波波波波のののの欧欧欧欧州州州州といといといといううううののののはははは、、、、新新新新聞聞聞聞でででで皆皆皆皆ささささんおんおんおんお読読読読みみみみにににになななな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、、、、ここにここにここにここに書書書書いていていていてあああありますりますりますりますようにようにようにように、、、、フランスでフランスでフランスでフランスではこはこはこはこのののの 8月月月月にににに 1万万万万 5,000 人人人人がががが亡亡亡亡くなくなくなく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。。。。最低気温最低気温最低気温最低気温がががが、、、、8月月月月がががが 25.5 度度度度あっあっあっあったたたた。。。。観観観観測測測測史上初史上初史上初史上初だっだっだっだったとたとたとたと
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いいいいうこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。それそれそれそれからからからから、、、、スイススイススイススイスはははは 250 年年年年以来以来以来以来のののの高温高温高温高温でででであっあっあっあったといたといたといたというよううよううよううようなななな事事事事柄柄柄柄。。。。それそれそれそれからからからから、、、、アメアメアメアメリカリカリカリカにおきにおきにおきにおきましてましてましてましてはははは、、、、5月月月月にににに竜竜竜竜巻巻巻巻がががが 562件件件件もももも起起起起ききききているといているといているといているというこうこうこうことですとですとですとです。。。。そそそそののののほほほほかかかか、、、、雨雨雨雨がががが多多多多かかかかっっっったりたりたりたり、、、、高温高温高温高温でででで雨雨雨雨がががが少少少少なかなかなかなかっっっったりといたりといたりといたりというよううよううよううようなななな状況状況状況状況だっだっだっだったとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。ままままああああ、、、、インインインインドドドドののののああああたりたりたりたりはははは、、、、45 度度度度からからからから 49 度度度度といといといといううううすすすすささささままままじじじじいいいい気温気温気温気温でででであっあっあっあったといたといたといたというううう状況状況状況状況ですですですです。。。。サイクサイクサイクサイクロンでロンでロンでロンで 300 人人人人がやがやがやがやははははりりりり死死死死んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。     とととところころころころがががが、、、、一一一一転転転転してしてしてして、、、、フランスのパリでフランスのパリでフランスのパリでフランスのパリではははは、、、、10 月月月月のののの中中中中旬旬旬旬にもうにもうにもうにもう初初初初雪雪雪雪がががが降降降降っっっったといたといたといたといううううのがのがのがのが新新新新聞聞聞聞にににに出出出出ていたといていたといていたといていたといううううのをのをのをのをごごごご存存存存じじじじだだだだととと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、、、、スイスのスイスのスイスのスイスの洪洪洪洪水水水水のののの状況状況状況状況。。。。パリでパリでパリでパリでははははこんこんこんこんななななふふふふううううなななな、、、、エッフエッフエッフエッフェェェェルルルル塔塔塔塔のとのとのとのところころころころでででで水水水水浴浴浴浴びびびびをしているをしているをしているをしている。。。。そんそんそんそんなななな状況状況状況状況だっだっだっだったとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。     とととところころころころでででで、、、、20 世世世世紀紀紀紀とととと 21 世世世世紀紀紀紀といといといといううううののののはははは何何何何がががが違違違違ううううかといかといかといかというううう話話話話ににににななななろうろうろうろうかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。20世世世世紀紀紀紀といといといというもうもうもうもののののはははは、、、、ややややははははりりりり石石石石炭炭炭炭にににに始始始始まりまりまりまり、、、、石油石油石油石油をををを使使使使っっっってといてといてといてというううう時時時時代代代代でででで、、、、それによそれによそれによそれによりましてりましてりましてりまして炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスをスをスをスを多多多多くくくく排出排出排出排出してしてしてしてききききたたたた。。。。そそそそのつのつのつのつけけけけがががが今今今今来来来来ているているているているんだんだんだんだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。     日本日本日本日本におきにおきにおきにおきましてましてましてましてはははは、、、、公公公公害害害害問問問問題題題題がががが出出出出ててててききききてててて、、、、環境環境環境環境規規規規制制制制ががががあああありりりり、、、、エンエンエンエンドドドド・オ・オ・オ・オブブブブ・パイプ・パイプ・パイプ・パイプ型型型型でででで処処処処理理理理をしをしをしをし、、、、73 年年年年のオイルショックといのオイルショックといのオイルショックといのオイルショックというこうこうこうこととととにににになりなりなりなり、、、、省省省省エネ・エネ・エネ・エネ・省資源省資源省資源省資源とととと叫叫叫叫ばればればればれてててて、、、、グログログログローバル・トリーバル・トリーバル・トリーバル・トリレレレレンマといンマといンマといンマというううう 3 つのジつのジつのジつのジレレレレンマがンマがンマがンマがあああありますりますりますりますねねねね。。。。地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題といといといというううう話話話話ががががようようようようややややくくくく十十十十数数数数年年年年前前前前からからからから起起起起きききき出出出出したといしたといしたといしたというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ISO14001 をををを取取取取らならならならなききききゃゃゃゃといといといというよううよううよううようなななな話話話話ににににななななっっっっててててききききたとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。そそそそのののの少少少少しししし前前前前にににに、、、、COP3 のののの京都議定京都議定京都議定京都議定書書書書のののの話話話話ががががあっあっあっあったとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。21 世世世世紀紀紀紀とととといいいいううううののののはははは、、、、経済経済経済経済界界界界ににににととととっっっっててててはははは大大大大競争競争競争競争時時時時代代代代、、、、ななななおおおおかつかつかつかつアアアアライライライライアアアアンスをンスをンスをンスを組組組組むむむむといといといというよううよううよううようなななな構構構構図図図図でででで、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好循環好循環好循環好循環とととと言言言言ううううふふふふうにうにうにうにすすすすぐぐぐぐ行行行行けばけばけばけばいいいいいいいいんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、今今今今、、、、とりとりとりとりあえずはあえずはあえずはあえずはままままだだだだ対立対立対立対立ははははしししし、、、、大大大大競争競争競争競争時時時時代代代代とととと。。。。これこれこれこれををををちょっちょっちょっちょっととととブレブレブレブレークスルーすークスルーすークスルーすークスルーすればればればれば、、、、おそおそおそおそらくいいらくいいらくいいらくいい時時時時代代代代がががが来来来来るのでるのでるのでるのではははは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。。。。来来来来ななななければければければければいいいいけけけけないといないといないといないといううううふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。それにはそれにはそれにはそれには、、、、ややややははははりゼロエミッションりゼロエミッションりゼロエミッションりゼロエミッション型型型型のののの技術技術技術技術でででであっあっあっあったりたりたりたり、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなゼロエミッションのシステムをなゼロエミッションのシステムをなゼロエミッションのシステムをなゼロエミッションのシステムを普及普及普及普及させさせさせさせるるるる。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、技術技術技術技術とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいうこうこうこうこととととだけだけだけだけででででなくてなくてなくてなくて、、、、制制制制度的度的度的度的にもにもにもにも、、、、社会社会社会社会システシステシステシステムムムム的的的的にもにもにもにも変変変変ええええていかなていかなていかなていかなききききゃゃゃゃいいいいけけけけないないないない、、、、そうそうそうそういいいいうううう時時時時代代代代ににににななななっっっっているているているているだろうだろうだろうだろうとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そうそうそうそうでないとでないとでないとでないと、、、、環境調環境調環境調環境調和和和和だだだだとかとかとかとか、、、、循環経済型循環経済型循環経済型循環経済型ににににならないならないならないならない。。。。     ここここのののの石石石石炭炭炭炭・・・・石油石油石油石油のののの時時時時代代代代からからからから、、、、今今今今はははは自然自然自然自然エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの時時時時代代代代。。。。自然自然自然自然エネルギーといエネルギーといエネルギーといエネルギーといううううののののはははは、、、、自然資本自然資本自然資本自然資本をををを再再再再投投投投資資資資してしてしてして、、、、使使使使いいいい尽尽尽尽くくくくささささないないないないようにようにようにようにしてしてしてして、、、、枯渇枯渇枯渇枯渇させさせさせさせないないないないようにようにようにようにしてしてしてして、、、、生物生物生物生物なりなりなりなり、、、、木木木木をををを育育育育てててててててて、、、、そそそそのエネルギーをのエネルギーをのエネルギーをのエネルギーを使使使使っっっっていくていくていくていく。。。。ももももしくしくしくしくはははは、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光なりなりなりなり、、、、風風風風なりなりなりなり、、、、海海海海のののの波波波波力力力力をををを使使使使うううう、、、、温温温温度度度度差差差差をををを使使使使ううううといといといというこうこうこうこととととによによによによりりりり、、、、石油石油石油石油資源資源資源資源、、、、枯渇枯渇枯渇枯渇資源資源資源資源のののの地地地地下下下下資源資源資源資源をををを使使使使いいいい延延延延ばばばばしていしていしていしていくといくといくといくというよううよううよううようなななな時時時時代代代代にににに入入入入るるるるんだろんだろんだろんだろううううとととと思思思思いますいますいますいます。。。。     今今今今のままいのままいのままいのままいききききますとますとますとますと、、、、人人人人口口口口がががが 61 億億億億 3,000 万万万万ののののもももものがのがのがのが、、、、2050 年年年年にはおそにはおそにはおそにはおそらくらくらくらく 80 億億億億をををを超超超超ええええますますますます。。。。といといといというこうこうこうこととととにににになりますとなりますとなりますとなりますと、、、、20 億億億億のののの人人人人口口口口増増増増。。。。2100 年年年年、、、、ああああとととと 100 年年年年足足足足ららららずずずずでででで約約約約 90 億億億億とととといいいいうこうこうこうこととととににににななな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。。。。全全全全世世世世界界界界のののの人人人人がががが先先先先進進進進国国国国のののの人人人人々々々々とととと同同同同じじじじようようようようなななな生生生生活活活活をするとをするとをするとをすると、、、、地球地球地球地球がががが 3 つつつつ必要必要必要必要にににになるなるなるなる。。。。人人人人口口口口がががが増増増増ええええてててて、、、、我我我我々々々々とととと同同同同じじじじようにようにようにように、、、、ネクタイをしてネクタイをしてネクタイをしてネクタイをして、、、、ここここのののの暑暑暑暑いいいいにもにもにもにもかかかかかかかかわわわわららららずずずず背背背背広広広広をををを着着着着てといてといてといてというこうこうこうことをやりますととをやりますととをやりますととをやりますと、、、、そうそうそうそういいいいうこうこうこうこととととににににななななっっっってしまてしまてしまてしまうううう。。。。 今今今今現在現在現在現在、、、、日本日本日本日本でででではははは、、、、最終最終最終最終エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー消費消費消費消費といといといといううううののののはははは、、、、大大大大体体体体ここここののののようにようにようにように民生民生民生民生ががががずっずっずっずっとととと増増増増ええええ続続続続けけけけていていていているるるる。。。。オイルショックがオイルショックがオイルショックがオイルショックがあっあっあっあったたたたにもにもにもにもかかかかかかかかわわわわららららずずずずといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、民生民生民生民生のののの家家家家庭庭庭庭、、、、業業業業務務務務、、、、それそれそれそれからからからから運運運運輸輸輸輸のののの旅旅旅旅客客客客・・・・貨貨貨貨物物物物ででででもももも増増増増大大大大。。。。産産産産業業業業界界界界はははは、、、、これはもうおこれはもうおこれはもうおこれはもうお金金金金ににににすすすすぐぐぐぐ直直直直結結結結しますからしますからしますからしますから、、、、もうもうもうもう大大大大変変変変ですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、もうもうもうもう省省省省エネエネエネエネ、、、、省省省省エネといエネといエネといエネというこうこうこうことでとでとでとで、、、、おおおお昼昼昼昼にはにはにはには当当当当然然然然こうこうこうこういいいいうううう電電電電灯灯灯灯
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はははは消消消消すすすす。。。。それそれそれそれからからからから、、、、早早早早くくくく、、、、もうもうもうもう 5 時時時時ににににななななっっっったらたらたらたら帰帰帰帰っっっってしまてしまてしまてしまええええといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん電電電電気気気気をををを消消消消してしてしてして、、、、クーラークーラークーラークーラーもももも切切切切らららられれれれるるるる。。。。そうそうそうそういいいいううううのがのがのがのが昨昨昨昨今今今今のののの状況状況状況状況かなといかなといかなといかなといううう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りまりまりますすすす。。。。     ささささてててて、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、きょうきょうきょうきょうのののの本本本本題題題題のののの自然自然自然自然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、グリーンエネルギーといグリーンエネルギーといグリーンエネルギーといグリーンエネルギーといううううとととところにおころにおころにおころにお話話話話をををを移移移移したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     1番番番番目目目目のののの話話話話といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、太陽太陽太陽太陽のののの光光光光をををを使使使使ううううとどとどとどとどううううなるかといなるかといなるかといなるかというこうこうこうことととと。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ままままああああ、、、、しかしかしかしかしししし、、、、ほほほほととととんんんんどどどどここここのののの三島三島三島三島ででででもももも、、、、多多多多分大分分大分分大分分大分使使使使われわれわれわれているとているとているとていると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、ああああまりまりまりまり長長長長くくくくはははは話話話話しましましましませんせんせんせん。。。。ちょっちょっちょっちょっととととおもおもおもおもししししろろろろいいいい話話話話といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、トトトトピピピピックスックスックスックス的的的的にはにはにはには、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな電電電電波波波波、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものがのがのがのが、、、、山山山山だだだだとかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものがのがのがのがあああありますとりますとりますとりますと、、、、障障障障害害害害物物物物でででで届届届届かないといかないといかないといかないというこうこうこうことでとでとでとで、、、、高高高高度度度度がががが 20キキキキロロロロぐぐぐぐらいのとらいのとらいのとらいのところころころころのののの成成成成層層層層圏圏圏圏、、、、こうこうこうこういいいいっっっったとたとたとたところにころにころにころに、、、、太陽太陽太陽太陽エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを使使使使っっっってててて行行行行うううう無無無無線線線線のののの中中中中継継継継基地基地基地基地、、、、こうこうこうこういいいいうもうもうもうものをつくのをつくのをつくのをつくろうろうろうろうといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、今今今今大分研大分研大分研大分研究究究究ががががされされされされていますていますていますています。。。。成成成成層層層層圏圏圏圏プラットプラットプラットプラットホホホホームとームとームとームと言言言言われわれわれわれていますていますていますています。。。。2 つつつつタイプがタイプがタイプがタイプがござござござございましていましていましていまして、、、、飛飛飛飛行行行行船船船船型型型型。。。。ここここのののの飛飛飛飛行行行行船船船船型型型型のののの場合場合場合場合ですとですとですとですと、、、、200メメメメートルのートルのートルのートルの長長長長ささささでででで 2 トントントントンぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。ここにここにここにここに、、、、おおおおなかのとなかのとなかのとなかのところにころにころにころに、、、、全全全全部部部部太陽太陽太陽太陽電電電電池池池池がががが入入入入るといるといるといるというこうこうこうこととととにににになりますなりますなりますなります。。。。これこれこれこれがががが、、、、ローリングしてローリングしてローリングしてローリングしてもももも、、、、全全全全部部部部太陽太陽太陽太陽光光光光でででで発発発発電電電電しししし、、、、電電電電波波波波をををを受受受受けけけけてててて、、、、またまたまたまた電電電電波波波波をををを地地地地上上上上にににに戻戻戻戻すといすといすといすというようにうようにうようにうようになるなるなるなる。。。。それそれそれそれからからからから、、、、ののののようようようようななななももももののののもももも開発開発開発開発さささされれれれてててて、、、、実実実実際際際際にににに動動動動いていていていておおおおりますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれは NASA がががが開発開発開発開発しているしているしているしているヘヘヘヘリオスといリオスといリオスといリオスというもうもうもうものですのですのですのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ソソソソーラープーラープーラープーラープレレレレーンといーンといーンといーンというこうこうこうことでとでとでとで、、、、75メメメメートルのートルのートルのートルの 1 トントントントン。。。。電電電電池池池池がががが 30キキキキロロロロワワワワットットットット、、、、こんこんこんこんななななようようようようななななももももののののもござもござもござもございますいますいますいます。。。。     今今今今、、、、住住住住宅宅宅宅用用用用ののののほほほほううううでででではははは、、、、約約約約 2002 年年年年ででででこれぐこれぐこれぐこれぐらいのらいのらいのらいのもももものがのがのがのが出出出出ててててききききてててておおおおりますりますりますります。。。。累累累累積積積積でででで、、、、多多多多分分分分今今今今、、、、2003 年年年年ですとですとですとですと、、、、45 万万万万キキキキロロロロワワワワットットットットぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが使使使使われわれわれわれているているているている。。。。先先先先ほほほほどどどど谷谷谷谷さんもおっさんもおっさんもおっさんもおっししししゃゃゃゃらららられれれれたかなたかなたかなたかな、、、、日本日本日本日本でシャープでシャープでシャープでシャープさんさんさんさんがががが世世世世界界界界最最最最大生大生大生大生産産産産量量量量とととと。。。。ベベベベストストストスト 3 までのまでのまでのまでの中中中中にはにはにはには、、、、日本日本日本日本ははははたしたしたしたしかかかかもうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、サンサンサンサンヨヨヨヨーーーーさんだっさんだっさんだっさんだったかたかたかたか、、、、京京京京セセセセララララさんさんさんさん、、、、5番番番番目目目目まででまででまででまでで 3 つのつのつのつの会社会社会社会社がががが入入入入っっっってててておおおおりまりまりまりますすすす。。。。もうもうもうもうダダダダントントントントツツツツといといといというううう状況状況状況状況ににににななななっっっっていますていますていますています。。。。これもこれもこれもこれも、、、、しかししかししかししかし、、、、2010 年年年年までまでまでまでにににに、、、、実実実実はははは 500万万万万キキキキロロロロワワワワットットットット、、、、日本日本日本日本でででで設設設設置置置置ししししししししょうよょうよょうよょうよといといといというううう話話話話ががががあああありますりますりますります。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、今今今今がががが 45 万万万万ですですですですからからからから、、、、ああああととととわずわずわずわずかのかのかのかの、、、、7 年年年年ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで、、、、そこそこそこそこまでまでまでまでいくかなといいくかなといいくかなといいくかなといううううのがのがのがのが非常非常非常非常にににに問問問問題題題題ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、啓啓啓啓蒙蒙蒙蒙普及普及普及普及をををを含含含含めめめめてててて、、、、ややややっっっってててて、、、、ななななおおおおかつかつかつかつ市市市市なりなりなりなり国国国国からからからから相相相相当当当当なななな補補補補助助助助金金金金がががが出出出出ないとないとないとないと難難難難しいしいしいしいだろうだろうだろうだろうなとなとなとなと思思思思いますいますいますいます。。。。ああああとととと 455 万万万万キキキキロロロロワワワワットをどットをどットをどットをどううううするするするするんだんだんだんだとととと。。。。皆皆皆皆さんさんさんさんがががが多多多多分分分分おおおお使使使使いいいいににににななななっっっっていていていているるるる、、、、1 つのつのつのつの家家家家庭庭庭庭でででではははは、、、、年年年年 6,000 からからからから 7,000キキキキロロロロワワワワット・ット・ット・ット・アワアワアワアワーーーーぐぐぐぐらいらいらいらい使使使使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。。。。そそそそのののの約約約約半半半半分分分分近近近近くがくがくがくが、、、、3キキキキロロロロワワワワットットットットぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの太陽太陽太陽太陽光光光光パネルをパネルをパネルをパネルを家家家家にににに張張張張ればればればれば大大大大体体体体賄賄賄賄ええええるるるる。。。。大大大大体体体体半半半半分分分分ですですですですねねねね、、、、気気気気象象象象条件条件条件条件にもよにもよにもよにもよりますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも。。。。そうそうそうそういいいいうこうこうこうことですとですとですとです。。。。ですからですからですからですから、、、、ででででききききるるるるだけだけだけだけ石油石油石油石油をををを使使使使わわわわないでないでないでないで、、、、こうこうこうこういいいいうううう太陽太陽太陽太陽のののの光光光光ででででもっもっもっもってててて発発発発電電電電をしてをしてをしてをして、、、、自分自分自分自分のののの家家家家でとでとでとでと。。。。家家家家庭庭庭庭 1 つつつつずずずずつがつがつがつが全全全全部部部部、、、、小小小小ささささなななな、、、、ミミミミニニニニミミミミニニニニ発発発発電電電電所所所所にににになるなるなるなる。。。。そうそうそうそういいいいうううう世世世世界界界界ががががおそおそおそおそらくらくらくらく 20 年年年年、、、、30 年年年年後後後後にはにはにはには来来来来るるるるだろだろだろだろううううとととと。。。。そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、石油石油石油石油をををを使使使使っっっったたたた電力電力電力電力、、、、原子原子原子原子力力力力をををを使使使使っっっったたたた電力電力電力電力でなくてでなくてでなくてでなくてもももも済済済済みますみますみますみます。。。。3キキキキロロロロワワワワットットットットぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで大大大大体体体体 240 万万万万円円円円ぐぐぐぐらいといらいといらいといらいというううう価価価価格格格格ですですですです。。。。     風風風風力力力力発発発発電電電電。。。。これもわこれもわこれもわこれもわかりやすいかりやすいかりやすいかりやすい話話話話ですですですです。。。。だだだだからからからから、、、、さっさっさっさっとやりますがとやりますがとやりますがとやりますが、、、、ドドドドイイイイツツツツですとですとですとですと、、、、大大大大体体体体 810 万万万万キキキキロロロロワワワワットットットットぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの設備設備設備設備容量容量容量容量にににになりますなりますなりますなります。。。。日本日本日本日本ははははといといといといううううとととと、、、、2002 年年年年のののの 1 月月月月でででで大大大大体体体体
30 万万万万。。。。今今今今現在現在現在現在、、、、2003 年年年年のののの 11月月月月でででで、、、、これこれこれこれがががが 48 万万万万キキキキロロロロワワワワットといットといットといットというううう数数数数字字字字にににに加加加加速速速速的的的的にににに伸伸伸伸びびびびててててききききててててはおはおはおはおりますりますりますります。。。。国国国国はははは設備能設備能設備能設備能力力力力をををを大大大大体体体体 300 万万万万からからからから 500 万万万万ぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまで上上上上げげげげたいなといたいなといたいなといたいなというこうこうこうことでとでとでとで
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すすすすけけけけどどどど、、、、今今今今ははははままままだワだワだワだワンオーンオーンオーンオーダダダダーーーー違違違違ううううといといといというこうこうこうことですとですとですとです。。。。石油石油石油石油・・・・石石石石炭炭炭炭ををををほほほほととととんんんんどどどど輸入輸入輸入輸入しているしているしているしている日本日本日本日本ででででござござござございますからいますからいますからいますから、、、、ででででききききるならるならるならるならばばばば、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたもももものをのをのをのを使使使使っっっっててててねねねねといといといというううう話話話話ににににななななろうろうろうろうかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。たたたただだだだ、、、、谷谷谷谷さんさんさんさんをををを目目目目のののの前前前前ににににしてしてしてしてちょっちょっちょっちょっとととと言言言言いいいいににににくいですくいですくいですくいですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ドドドドイイイイツツツツはははは、、、、ここここうううういいいいうううう風風風風力力力力発発発発電電電電、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電にににに、、、、完完完完全固定全固定全固定全固定買買買買いいいい取取取取りりりり価価価価格格格格といといといというもうもうもうものをのをのをのを設設設設けけけけてててておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光 1キキキキロロロロワワワワットットットット当当当当たりですとたりですとたりですとたりですと 55円円円円でででで電力電力電力電力会社会社会社会社がががが買買買買いいいい取取取取っっっってててて、、、、それそれそれそれでででで配配配配電電電電をするをするをするをするわけわけわけわけでででですすすす。。。。日本日本日本日本はそうはそうはそうはそうじゃじゃじゃじゃあああありまりまりまりませんせんせんせん。。。。ですからですからですからですから、、、、そそそそここここのののの差差差差がががが、、、、普及普及普及普及にににに大分大分大分大分違違違違いがいがいがいが出出出出ててててききききているているているているかなといかなといかなといかなといううううふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。道道道道路路路路をつくるをつくるをつくるをつくるよよよよりりりりもももも、、、、こうこうこうこういいいいううううほほほほうにうにうにうに金金金金をををを回回回回したしたしたしたほほほほううううがががが、、、、私私私私はははは、、、、もうもうもうもう今今今今ははははいいいいいいいいんんん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、、、、ちょっちょっちょっちょっとオーバーなとオーバーなとオーバーなとオーバーな言言言言いいいい方方方方をするとをするとをするとをすると、、、、そんそんそんそんななななふふふふうにもうにもうにもうにも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。。。。     世世世世界界界界はははは今今今今、、、、特特特特にににに先先先先進進進進国国国国、、、、ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパはははは、、、、グリーングリーングリーングリーンゴゴゴゴールールールールドドドドラッシラッシラッシラッシュュュュといといといというううう言葉言葉言葉言葉ががががあああありまりまりまりますすすす。。。。こうこうこうこういいいいうよううよううよううようなななな時時時時代代代代がががが今今今今出出出出ててててききききているているているている。。。。欧欧欧欧米米米米はははは、、、、こうこうこうこういいいいうよううよううよううようなななな自然自然自然自然系系系系のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーでででで、、、、全電力全電力全電力全電力のののの大大大大体体体体 5 からからからから 7％％％％賄賄賄賄おうおうおうおうとととと、、、、欧欧欧欧州州州州はははは頑張頑張頑張頑張っっっっていますていますていますています。。。。日本日本日本日本はははは、、、、悲悲悲悲しいかなしいかなしいかなしいかな、、、、ここここここここにににに書書書書いていていていてあああありますりますりますりますようにようにようにように、、、、0.5％％％％のののの目目目目標標標標といといといというううう構構構構図図図図ににににななななっっっっていますていますていますています。。。。風風風風力力力力だけだけだけだけでででで 300 万万万万。。。。全全全全部部部部、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光だだだだとかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものをのをのをのを入入入入れれれれましてましてましてましてもももも、、、、2010 年年年年ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで大大大大体体体体 1,500 万万万万キキキキロロロロワワワワッッッットトトトぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの目目目目標標標標値値値値だっだっだっだったとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。大分大分大分大分差差差差ががががああああるかなといるかなといるかなといるかなといううううふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。     これはこれはこれはこれは青青青青森森森森県県県県のののの六六六六ヶヶヶヶ所村所村所村所村といといといといううううとととところころころころでのでのでのでの、、、、むむむむつつつつ小川原小川原小川原小川原のののの風風風風力力力力発発発発電電電電ののののウウウウィンィンィンィンドドドドフフフファァァァームームームームですですですです。。。。フフフファァァァームですからームですからームですからームですから、、、、農農農農場場場場といいましといいましといいましといいましょうょうょうょうかかかか、、、、風風風風のののの農農農農場場場場でででで電力電力電力電力をつくるといをつくるといをつくるといをつくるというこうこうこうことでとでとでとですすすす。。。。発発発発電電電電総総総総量量量量がががが大大大大体体体体 33 メメメメガガガガですからですからですからですから、、、、3 万万万万 3,000 キキキキロロロロワワワワットットットットぐぐぐぐらいですらいですらいですらいですねねねね。。。。ここここのののの羽羽羽羽根根根根車車車車 1台台台台でででで大大大大体体体体 1,500 キキキキロロロロワワワワットットットット、、、、そんそんそんそんななななもももものですのですのですのです。。。。それそれそれそれがががが 22 基基基基といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、今今今今動動動動きききき始始始始めめめめていていていているるるる。。。。こんこんこんこんなななな状況状況状況状況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われわれわれわれますますますます。。。。     次次次次ののののおおおお話話話話をしますをしますをしますをします。。。。地地地地熱熱熱熱発発発発電電電電所所所所はははは、、、、日本日本日本日本でででで今今今今 19 カカカカ所所所所でででで発発発発電電電電をやらをやらをやらをやられれれれてててて、、、、54 万万万万 7,000、、、、約約約約
55 万万万万キキキキロロロロワワワワットットットットぐぐぐぐらいといらいといらいといらいというこうこうこうことですとですとですとです。。。。これこれこれこれ以後以後以後以後はははは、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと伸伸伸伸びびびびてててておおおおりまりまりまりませんせんせんせん。。。。それそれそれそれでででで、、、、世世世世界界界界でででではははは第第第第 6位位位位といといといというこうこうこうこととととににににななななっっっっていますていますていますています。。。。2010 年年年年のののの目目目目標標標標数値数値数値数値がががが、、、、日本日本日本日本はははは 150 万万万万キキキキロロロロワワワワッッッットといトといトといトというううう数数数数字字字字ににににななな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。。。。左左左左のののの一一一一番番番番上上上上ののののほほほほうはうはうはうは、、、、会会会会津津津津のののの地地地地熱熱熱熱発発発発電電電電所所所所、、、、下下下下ののののほほほほうはうはうはうは、、、、九州九州九州九州電力電力電力電力でのでのでのでの八丁八丁八丁八丁原地原地原地原地熱熱熱熱発発発発電電電電所所所所 2 万万万万キキキキロとロとロとロと、、、、こんこんこんこんななななようようようようなななな形形形形でででで日本日本日本日本はははは発発発発電電電電してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。     アアアアイスランイスランイスランイスランドドドドははははといいますとといいますとといいますとといいますと、、、、イギリスイギリスイギリスイギリスののののちょっちょっちょっちょっとととと斜斜斜斜めめめめ上上上上のとのとのとのところころころころですがですがですがですが、、、、大大大大体体体体 50％％％％のののの電力電力電力電力がががが全全全全部地部地部地部地熱熱熱熱ですですですです。。。。ああああとととと 20％％％％がががが水水水水力力力力発発発発電電電電でででで賄賄賄賄っっっっているているているている。。。。ですからですからですからですから、、、、残残残残りのりのりのりの 30％％％％だけだけだけだけがががが、、、、石油石油石油石油をををを買買買買っっっっててててききききてててて発発発発電電電電をしているをしているをしているをしている。。。。これこれこれこれをををを、、、、いいいいずれずれずれずれ風風風風力力力力発発発発電電電電をををを増増増増やしやしやしやし、、、、小小小小水水水水力力力力発発発発電電電電ををををもっもっもっもっとととと増増増増やしてやしてやしてやして、、、、アアアアイスランイスランイスランイスランドドドドはははは、、、、自然自然自然自然のエネルギーでつくのエネルギーでつくのエネルギーでつくのエネルギーでつくっっっったたたた電電電電気気気気をををを用用用用いていていていて、、、、水水水水をををを電電電電気気気気分解分解分解分解しししし、、、、ささささららららにそこにそこにそこにそこからからからから水水水水素素素素をををを取取取取りりりり出出出出すすすす。。。。ここここのののの水水水水素素素素をををを使使使使っっっってててて、、、、自動自動自動自動車車車車をををを走走走走ららららせせせせ、、、、バスをバスをバスをバスを走走走走ららららせせせせ、、、、家家家家庭庭庭庭のののの電力電力電力電力をををを賄賄賄賄うううう、、、、温水温水温水温水をつくりをつくりをつくりをつくり出出出出すすすす、、、、そうそうそうそういいいいうううう世世世世界界界界にににに入入入入ろうろうろうろうといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、世世世世界界界界的的的的なななな大大大大ききききなプロジなプロジなプロジなプロジェェェェクトがクトがクトがクトが始始始始まままま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ううう状況状況状況状況ででででござござござございますいますいますいます。。。。そうそうそうそういいいいうううう国国国国もあもあもあもあるるるる。。。。たたたただだだだ、、、、小小小小ささささいいいい国国国国だだだだからやからやからやからやれれれれるるるるんだよねんだよねんだよねんだよねとととと言言言言っっっったらたらたらたら、、、、それそれそれそれまでですまでですまでですまでですねねねね。。。。日本日本日本日本もももも、、、、しかししかししかししかし、、、、島島島島のののの回回回回りをりをりをりを全全全全部部部部海海海海がががが取取取取りりりり巻巻巻巻いているいているいているいているわけわけわけわけですからですからですからですから、、、、ででででききききないないないないわけはわけはわけはわけはないないないない。。。。おおおお金金金金とのとのとのとの相相相相談談談談にはにはにはにはなりますなりますなりますなりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、といといといというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。     今今今今、、、、実実実実用用用用段階段階段階段階にあにあにあにあるるるる再再再再生可能生可能生可能生可能エネルギーといエネルギーといエネルギーといエネルギーというこうこうこうことでとでとでとではははは、、、、地地地地熱熱熱熱、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光、、、、風風風風力力力力発発発発電電電電といといといというこうこうこうことでとでとでとではははは、、、、大大大大体体体体ここここののののようようようようなななな発発発発電単価電単価電単価電単価ななななんんんんじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思いますいますいますいます。。。。地地地地熱熱熱熱ですとですとですとですと、、、、大大大大体一体一体一体一番番番番安安安安いのでいのでいのでいので、、、、松川松川松川松川といといといといううううとととところころころころのののの発発発発電電電電所所所所はははは 11円円円円 50銭銭銭銭、、、、高高高高いいいいもももものでのでのでので 16円円円円。。。。太陽太陽太陽太陽光光光光ですとですとですとですと、、、、1
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キキキキロロロロワワワワット・ット・ット・ット・アワアワアワアワーでーでーでーで、、、、大大大大体体体体 50 円円円円からからからから 66 円円円円ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、そそそそんんんんなななな感感感感じじじじかなとかなとかなとかなと思思思思いますいますいますいます。。。。風風風風力力力力発発発発電電電電でででで、、、、大型大型大型大型ののののもももものでのでのでので大大大大体体体体 10円円円円からからからから 17円円円円といといといというううう構構構構図図図図ににににななな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。。。。     新新新新エネのエネのエネのエネの利用目利用目利用目利用目標標標標値値値値といといといといううううののののはははは、、、、先先先先ほほほほどどどどちちちちららららちちちちらとらとらとらと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けれけれけれけれどどどどもももも、、、、2010年年年年でででで大大大大体体体体 122 億億億億キキキキロロロロワワワワット・ット・ット・ット・アワアワアワアワーといーといーといーというううう数数数数字字字字ににににななななろうろうろうろうかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。これこれこれこれがががが目目目目標標標標数値数値数値数値とととといいいいうこうこうこうことですとですとですとです。。。。設備設備設備設備容量容量容量容量とととと発発発発電電電電容量容量容量容量といいましといいましといいましといいましょうょうょうょうかかかか、、、、利用利用利用利用量量量量といといといといううううののののはははは、、、、当当当当然然然然異異異異なりまなりまなりまなりますからすからすからすから、、、、これぐこれぐこれぐこれぐらいらいらいらいににににほほほほんんんんととととうにうにうにうにいくかどいくかどいくかどいくかどううううかかかか。。。。これこれこれこれをををを実現実現実現実現するたするたするたするためにはめにはめにはめには、、、、風風風風力力力力発発発発電電電電、、、、そそそそれれれれからからからから廃棄物発廃棄物発廃棄物発廃棄物発電電電電、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス発発発発電電電電、、、、水水水水力力力力発発発発電電電電とととと、、、、こうこうこうこういいいいうもうもうもうものをのをのをのを全全全全部部部部、、、、ああああるるるる数数数数字字字字をををを目目目目標標標標ににににしてしてしてして、、、、足足足足しししし算算算算してしてしてして、、、、ようようようようやくやくやくやく 122億億億億キキキキロロロロワワワワットとットとットとットと。。。。 これはこれはこれはこれはどどどどんんんんなななな数数数数字字字字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、、、、日本日本日本日本がががが全全全全部部部部消費消費消費消費しているしているしているしている電力電力電力電力ののののわずわずわずわずかのかのかのかの 1.35％％％％。。。。消消消消費費費費電力電力電力電力のののの――――――――販売販売販売販売電力電力電力電力ととととここにここにここにここに書書書書いていていていてあああありますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも――――――――これこれこれこれのののの 1.35％％％％ににににしかすしかすしかすしかすぎぎぎぎないないないない。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、日本日本日本日本はははは世世世世界界界界ででででもももも有数有数有数有数のののの、、、、2番番番番目目目目ぐぐぐぐらいらいらいらいだっだっだっだ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、、、、電力電力電力電力のののの消費消費消費消費国国国国でででですからすからすからすから、、、、それそれそれそれのののの 1.35 といといといといっっっったらたらたらたら、、、、もうもうもうもう大大大大変変変変なななな数数数数字字字字だだだだといといといといううううふふふふうにうにうにうに思思思思っっっってくてくてくてくださださださださいいいい。。。。たたたただだだだ、、、、こうこうこうこういいいいうよううよううよううようなグリーンエネルギーをなグリーンエネルギーをなグリーンエネルギーをなグリーンエネルギーを促促促促進進進進するするするするにはにはにはには、、、、RPS、、、、Renewable Portfolio Standardといといといというううう、、、、通通通通称称称称のののの呼呼呼呼びびびび名名名名のののの法法法法律律律律がががが今今今今ででででききききていますていますていますています。。。。これこれこれこれがががが新新新新エネのエネのエネのエネの普及促普及促普及促普及促進進進進にににに後後後後押押押押しをしをしをしを、、、、おおおおしりをしりをしりをしりを押押押押してくしてくしてくしてくれれれれるかなといるかなといるかなといるかなといううううふふふふうにはうにはうにはうには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。。。。これはこれはこれはこれは、、、、つまりつまりつまりつまり、、、、こうこうこうこういいいいうよううよううよううようなななな風風風風力力力力なりなりなりなり、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光なりなりなりなり、、、、バイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの発発発発電電電電、、、、そこそこそこそこでででで発発発発電電電電されされされされたたたたももももののののはちょっはちょっはちょっはちょっとととと高高高高いいいいんだんだんだんだけれけれけれけれどどどどもももも、、、、9電力電力電力電力会社会社会社会社さんさんさんさんがががが、、、、ああああるるるる一定一定一定一定のののの割割割割合合合合でででで全全全全部部部部引引引引きききき取取取取りなりなりなりなささささいいいいよよよよとととと。。。。引引引引きききき取取取取りりりり義義義義務務務務とととといいいいうこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。中部中部中部中部電力電力電力電力さんさんさんさん、、、、東電東電東電東電さんさんさんさんなどがなどがなどがなどが買買買買ううううといといといというよううよううよううようななななここここととととににににななな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。。。。そうそうそうそういいいいうよううよううよううようなななな状況状況状況状況だだだだからからからから、、、、少少少少しししし進進進進むむむむかなとかなとかなとかなとはははは思思思思っっっっていますていますていますています。。。。     RPS 法法法法ですとですとですとですと、、、、大大大大体体体体中中中中電電電電なりなりなりなり、、、、東京電力東京電力東京電力東京電力さんさんさんさんがががが買買買買っっっってくてくてくてくれれれれるのるのるのるのはははは、、、、平平平平均均均均的的的的にはにはにはには 1 キキキキロロロロワワワワットットットット 3円円円円 50銭銭銭銭ぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。それにそれにそれにそれにククククレレレレジットといジットといジットといジットというこうこうこうことでとでとでとで、、、、炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスススス分分分分といといといというよううよううよううようななななこここことでのとでのとでのとでのククククレレレレジットがジットがジットがジットが 5円円円円からからからから 6円円円円上上上上乗乗乗乗せにせにせにせにななななっっっってててて、、、、ままままああああ、、、、８８８８円円円円からからからから、、、、高高高高くてくてくてくてもももも 11円円円円ぐぐぐぐらいといらいといらいといらいといううううこここことでとでとでとで買買買買いいいい取取取取るるるる。。。。これはこれはこれはこれは、、、、今今今今までまでまでまで大大大大体体体体 3円円円円 50銭銭銭銭とかとかとかとか、、、、そんそんそんそんななななもももものでのでのでので、、、、夏夏夏夏場場場場のののの、、、、甲甲甲甲子子子子園園園園のののの野野野野球球球球ががががああああるとるとるとるときぐきぐきぐきぐらいがらいがらいがらいがせせせせいいいいぜぜぜぜいいいい 8 円円円円ぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。それそれそれそれがががが、、、、ままままああああ、、、、平平平平均均均均してしてしてして大大大大体体体体今言今言今言今言っっっったたたたようようようようなななな値値値値段段段段でででで買買買買っっっっていたていたていたていただけだけだけだけるといるといるといるというこうこうこうことでとでとでとで、、、、これはこれはこれはこれは大大大大変変変変おもおもおもおもししししろろろろいいいい話話話話といといといというこうこうこうこととととにににになるのでなるのでなるのでなるのでははははなかなかなかなかろうろうろうろうかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。     日本日本日本日本のののの現在現在現在現在がががが、、、、ここにここにここにここに書書書書いていていていてあああありますりますりますりますようにようにようにように、、、、2003 年年年年はははは 33億億億億キキキキロロロロワワワワット・ット・ット・ット・アワアワアワアワーとーとーとーと。。。。ここここれはれはれはれは、、、、いいいいずれずれずれずれ新新新新エネでやエネでやエネでやエネでやっっっっててててもももも 122、、、、ここここここここまでいかなまでいかなまでいかなまでいかなききききゃゃゃゃいいいいけけけけないないないないんだんだんだんだといといといというこうこうこうこととととだけだけだけだけ覚覚覚覚ええええてててておおおおいてくいてくいてくいてくださださださださいいいい。。。。そうそうそうそうすすすすればればればれば、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方、、、、市市市市、、、、自治自治自治自治体体体体ががががこれこれこれこれからからからから何何何何をすをすをすをすべきべきべきべきかかかか、、、、炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガススススでででで地球地球地球地球がががが暖暖暖暖かくなかくなかくなかくなっっっったらたらたらたら大大大大変変変変ななななここここととととににににななななっっっっていくていくていくていくわけわけわけわけですですですです。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの象象象象徴徴徴徴的的的的なパリのなパリのなパリのなパリの死亡死亡死亡死亡者者者者、、、、インインインインドドドドのののの死亡死亡死亡死亡者者者者、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたたようようようようななななこここことをとをとをとをちょっちょっちょっちょっとととと思思思思いいいい出出出出していしていしていしていだだだだたたたたければければければければとととと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。     イギリスイギリスイギリスイギリスはははは今今今今、、、、自然自然自然自然エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの発発発発電電電電といといといというこうこうこうことでとでとでとではははは、、、、急急急急加加加加速速速速度的度的度的度的にににに伸伸伸伸びびびびててててききききてててておおおおりまりまりまりますすすす。。。。ここにここにここにここに書書書書いていていていてあああありまりまりまりませんけれせんけれせんけれせんけれどどどどもももも、、、、バイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの石石石石炭炭炭炭とととと、、、、ゴゴゴゴミとのミとのミとのミとの混混混混焼焼焼焼だだだだとかとかとかとか、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てからてからてからてから出出出出てくるてくるてくるてくるメメメメタンタンタンタンガガガガスのスのスのスの利用利用利用利用だだだだとかとかとかとか、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス発発発発電電電電とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろややややっっっってててておおおおりまりまりまりますすすす。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、木木木木材材材材以以以以外外外外にもにもにもにも牛牛牛牛のののの糞糞糞糞、、、、それそれそれそれからからからから鶏糞鶏糞鶏糞鶏糞、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたたようようようようなななな糞尿糞尿糞尿糞尿をををを発発発発電電電電のののの原原原原材材材材料料料料ににににしているしているしているしている。。。。鶏糞鶏糞鶏糞鶏糞発発発発電電電電だけだけだけだけでででで今今今今 4 万万万万キキキキロロロロワワワワットットットットぐぐぐぐらいらいらいらい発発発発電電電電をしをしをしをし、、、、1キキキキロロロロワワワワットットットット当当当当たりたりたりたり大大大大体体体体 11.4円円円円ですですですです。。。。日本日本日本日本ででででもももも畜糞畜糞畜糞畜糞発発発発電電電電がががが今今今今始始始始ままま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。。。。宮宮宮宮崎崎崎崎でででで約約約約 300 トンのトンのトンのトンの鶏糞鶏糞鶏糞鶏糞発発発発電電電電といといといというもうもうもうも
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ののののもあもあもあもありますりますりますります。。。。それそれそれそれからからからから、、、、多多多多分分分分再再再再来来来来年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらいにににになりますとなりますとなりますとなりますと、、、、岩岩岩岩手手手手でででで 200 トントントントンぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの鶏糞鶏糞鶏糞鶏糞発発発発電電電電、、、、そうそうそうそういいいいうううう時時時時代代代代にににに今今今今来来来来てててておおおおりますりますりますります。。。。イギリスイギリスイギリスイギリスはははは、、、、大大大大体体体体 2020 年年年年にはにはにはには、、、、ここにここにここにここに書書書書いていていていてあああありりりりますますますます 20％％％％とととといいいいううううとととところころころころまでまでまでまでこうこうこうこういいいいうううう自然自然自然自然系系系系のエネルギーでのエネルギーでのエネルギーでのエネルギーで賄賄賄賄っっっってててて行行行行こうこうこうこうとしてとしてとしてとしておおおおりますりますりますります。。。。     次次次次をををを話話話話しますとしますとしますとしますと、、、、今今今今度度度度はははは海海海海のののの話話話話ですですですです。。。。海海海海洋洋洋洋でのでのでのでの温温温温度度度度差差差差発発発発電電電電といといといといううううののののはははは、、、、今少今少今少今少しししし話題話題話題話題ににににななななっっっっててててききききていますていますていますています。。。。オイルショックがオイルショックがオイルショックがオイルショックがあっあっあっあったとたとたとたときにはきにはきにはきには、、、、日本日本日本日本のののの中中中中ででででもももも幾幾幾幾つつつつもももものののの会社会社会社会社ががががここここのののの海海海海洋洋洋洋温温温温度度度度差差差差発発発発電電電電にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでででで、、、、実験実験実験実験設備設備設備設備がががが山山山山形形形形県県県県のののの沖沖沖沖合合合合、、、、酒酒酒酒田田田田港港港港ののののそばそばそばそばでででで実験実験実験実験したとかしたとかしたとかしたとか、、、、そそそそうううういいいいうこうこうこうこととととははははいいいいろろろろいいいいろござろござろござろございましたいましたいましたいました。。。。ござござござございましたいましたいましたいましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、みみみみんんんんなななな高高高高いいいいもももものですからのですからのですからのですから、、、、なくななくななくななくなっちっちっちっちゃゃゃゃっっっったといたといたといたというこうこうこうことですとですとですとです。。。。海海海海のののの力力力力をををを使使使使ううううといといといというこうこうこうことでとでとでとではははは、、、、深深深深いいいい海海海海のとのとのとのところはころはころはころは海海海海水水水水がががが冷冷冷冷たいたいたいたい。。。。海面海面海面海面にににに近近近近いといといといところはころはころはころは温温温温度度度度がががが高高高高いいいい。。。。そそそそのののの温温温温度度度度差差差差をををを利用利用利用利用してしてしてして、、、、水水水水をををを循環循環循環循環させさせさせさせてててて、、、、そそそそここここでででで温温温温度度度度差差差差をとをとをとをとっっっってててて、、、、発発発発電電電電をするといをするといをするといをするというううう仕仕仕仕組組組組みですとかみですとかみですとかみですとか、、、、波波波波はははは上上上上下下下下動動動動するするするする、、、、そそそそのののの上上上上下下下下動動動動すすすするるるる力力力力ををををピピピピストンストンストンストン運動運動運動運動にににに変変変変ええええてててて電力電力電力電力をををを起起起起ここここすすすす。。。。こうこうこうこういいいいっっっったたたたようようようようななななこここことがやらとがやらとがやらとがやられれれれていますていますていますています。。。。ここここここここでででで今書今書今書今書いているのいているのいているのいているのはははは、、、、佐佐佐佐賀賀賀賀大大大大がががが最近最近最近最近、、、、始始始始めめめめましたましたましたました、、、、パラオパラオパラオパラオ政政政政府府府府とインとインとインとインドドドド政政政政府府府府とのとのとのとの 1,000キキキキロロロロワワワワットットットット発発発発電電電電ですですですです。。。。装装装装置置置置さえさえさえさえ据据据据ええええつつつつけけけけてしまてしまてしまてしまえばえばえばえば、、、、ああああととととはもうはもうはもうはもう自動的自動的自動的自動的にずっにずっにずっにずっとととと、、、、永永永永続的続的続的続的にににに、、、、夜夜夜夜ででででもももも昼昼昼昼ででででもももも、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光とととと違違違違いますからいますからいますからいますから、、、、継継継継続的続的続的続的にににに発発発発電電電電がでがでがでができきききるるるる。。。。太陽太陽太陽太陽光光光光もももも、、、、風風風風力力力力もももも、、、、ままままずずずずいのいのいのいのはははは、、、、もうもうもうもう風任風任風任風任せせせせ、、、、おおおお天天天天気任気任気任気任せせせせといといといといううううとととところころころころががががあああありますりますりますります。。。。しかししかししかししかし、、、、海海海海洋洋洋洋といといといといううううののののはははは、、、、今今今今申申申申しししし上上上上げげげげたたたたようにようにようにように、、、、夜夜夜夜ででででもももも昼昼昼昼間間間間ででででもももも、、、、一定一定一定一定してしてしてしてずっずっずっずっとエネルギーがとエネルギーがとエネルギーがとエネルギーが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。ここここここここがががが違違違違ううううといといといというこうこうこうことですとですとですとです。。。。日本日本日本日本はははは海海海海洋洋洋洋国国国国ででででもあもあもあもありますからりますからりますからりますから、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたようようようようなななな事事事事柄柄柄柄もももも相相相相当当当当利用利用利用利用してしてしてしてももももいいのでいいのでいいのでいいのでははははなかなかなかなかろうろうろうろうかなといかなといかなといかなといううううふふふふうにうにうにうに感感感感ずずずずるといるといるといるというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。     次次次次のののの話話話話ははははバイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの話話話話ででででござござござございますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、太陽太陽太陽太陽のののの光光光光をををを蓄蓄蓄蓄熱熱熱熱したしたしたした植植植植物物物物体体体体といといといといううううふふふふううううにににに考考考考ええええてくてくてくてくださださださださいいいい。。。。ももももしくしくしくしくはははは生物生物生物生物体体体体。。。。太陽太陽太陽太陽のエネルギーをのエネルギーをのエネルギーをのエネルギーを蓄蓄蓄蓄積積積積したしたしたした生物生物生物生物体体体体なりなりなりなり植植植植物物物物体体体体、、、、ここここうううういいいいっっっったとたとたとたところにころにころにころに太陽太陽太陽太陽のエネルギーをのエネルギーをのエネルギーをのエネルギーを蓄蓄蓄蓄ええええてててておおおおいたいたいたいたもももものののの、、、、それそれそれそれがががが木木木木でででであああありりりり、、、、それそれそれそれからいからいからいからいろろろろいいいいろろろろなななな野野野野菜菜菜菜だだだだとかとかとかとか、、、、草草草草木類木類木類木類といといといというううう形形形形にににになりますなりますなりますなります。。。。日本日本日本日本のののの場合場合場合場合ですとですとですとですと、、、、国国国国内内内内のののの森森森森林林林林からのからのからのからの廃廃廃廃材材材材、、、、つまりつまりつまりつまり林地林地林地林地残残残残材材材材、、、、それそれそれそれからからからから間間間間伐伐伐伐材材材材、、、、広広広広葉葉葉葉樹樹樹樹、、、、ササササササササ、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたた材材材材料料料料がががが 2,000 万万万万トントントントン。。。。そそそそれれれれからからからから、、、、農農農農業業業業系系系系のののの稲稲稲稲わわわわらですとからですとからですとからですとか、、、、畑畑畑畑作作作作でのでのでのでの野野野野菜菜菜菜残残残残渣渣渣渣だだだだとかとかとかとか、、、、果果果果樹樹樹樹類類類類屑屑屑屑、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたもももものののののののの残残残残渣渣渣渣がががが 2,000 万万万万強強強強。。。。それそれそれそれからからからから、、、、ああああととととはははは、、、、耕耕耕耕作作作作放放放放棄地棄地棄地棄地だだだだとかとかとかとか、、、、河河河河川川川川敷敷敷敷、、、、調整調整調整調整水水水水田田田田、、、、こうこうこうこういいいいっっっったとたとたとたところころころころでででで草草草草木木木木をををを植植植植ええええるるるる。。。。ケナケナケナケナフをフをフをフを植植植植ええええてててて、、、、マテリマテリマテリマテリアアアアルリサイクルするルリサイクルするルリサイクルするルリサイクルする、、、、エネルギーリサエネルギーリサエネルギーリサエネルギーリサイクルするイクルするイクルするイクルする。。。。おもおもおもおもししししろろろろいのいのいのいのはははは、、、、日本日本日本日本のススのススのススのススキキキキがががが英国英国英国英国でででではははは今評今評今評今評価価価価をををを得得得得てててておおおおりますりますりますります。。。。ななななぜぜぜぜかとかとかとかといいいいううううとととと、、、、日本日本日本日本のススのススのススのススキキキキのののの遺遺遺遺伝伝伝伝子子子子組組組組みみみみ換換換換ええええをやりますとをやりますとをやりますとをやりますと、、、、背背背背丈丈丈丈がががが、、、、150セセセセンンンンチチチチぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのもももものがのがのがのが、、、、大大大大体体体体 2メメメメートルをートルをートルをートルを超超超超ええええるススるススるススるススキキキキににににすすすすぐぐぐぐななななっっっってててて、、、、しかしかしかしかもももも、、、、繁殖繁殖繁殖繁殖力力力力がががが強強強強いいいい、、、、それそれそれそれをををを乾燥乾燥乾燥乾燥させさせさせさせてててて、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーににににしてしてしてして発発発発電電電電をするといをするといをするといをするというこうこうこうことがとがとがとが実実実実際際際際ににににイギリスでイギリスでイギリスでイギリスではもうはもうはもうはもう行行行行われわれわれわれていますていますていますています。。。。ですですですですからからからから、、、、耕耕耕耕作作作作放放放放棄地棄地棄地棄地でででで、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー作物作物作物作物をををを育育育育てるてるてるてる、、、、こうこうこうこういいいいうこうこうこうことととともこれもこれもこれもこれからからからから相相相相当出当出当出当出てくるてくるてくるてくるだだだだろうろうろうろうとととと思思思思いますいますいますいます。。。。こうこうこうこういいいいうもうもうもうものがのがのがのが 1万万万万 1,000トントントントンぐぐぐぐらいらいらいらいにににになりますなりますなりますなります。。。。こうこうこうこういいいいうもうもうもうものをのをのをのを使使使使っっっってててて、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーににににしてしてしてして、、、、石油石油石油石油をををを使使使使わわわわないないないないようにようにようにようにしまししまししまししましょうょうょうょう。。。。枯渇枯渇枯渇枯渇資源資源資源資源をををを使使使使わわわわないないないないようにようにようにようにししししようようようようといといといというこうこうこうことですとですとですとです。。。。     ここここののののほほほほかかかかにににに、、、、建築建築建築建築廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、それそれそれそれからからからから下水下水下水下水汚泥汚泥汚泥汚泥ですですですですとかとかとかとか、、、、それそれそれそれからからからから、、、、家家家家畜畜畜畜のののの糞尿糞尿糞尿糞尿、、、、それそれそれそれかかかからららら食品系食品系食品系食品系からからからから出出出出てくるてくるてくるてくる工場工場工場工場のののの残残残残渣渣渣渣、、、、こうこうこうこういいいいうもうもうもうものをのをのをのを合合合合わせわせわせわせますとますとますとますと、、、、大大大大体体体体 1億億億億 9,000 万万万万トントントントンぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。約約約約 2 億億億億トンのトンのトンのトンの原原原原料料料料がががが日本日本日本日本にににに存存存存在在在在するといするといするといするというううう形形形形にににになりますなりますなりますなります。。。。これこれこれこれをををを全全全全部合部合部合部合わせわせわせわせてててて、、、、ももももしエネルギーしエネルギーしエネルギーしエネルギーにににに転転転転換換換換したとするならしたとするならしたとするならしたとするならばばばば、、、、日本日本日本日本でででで使使使使われわれわれわれているているているている一次一次一次一次エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの 12％％％％はははは、、、、石石石石
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油油油油・・・・石石石石炭炭炭炭をををを使使使使わわわわないでないでないでないで済済済済んんんんでででで、、、、発発発発電電電電するするするするこここことがでとがでとがでとができきききるといるといるといるというううう構構構構図図図図にににになりますなりますなりますなります。。。。発発発発電電電電だけだけだけだけでででで見見見見ますとますとますとますと、、、、大大大大体体体体 90％％％％ががががこれこれこれこれでででで賄賄賄賄ええええるといるといるといるというこうこうこうことですとですとですとです。。。。数数数数字字字字のののの上上上上、、、、計計計計算算算算のののの上上上上だけだけだけだけですからですからですからですから、、、、たたたただだだだ、、、、これこれこれこれをををを、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、だれだれだれだれがががが山山山山からからからから林地林地林地林地残残残残材材材材をををを持持持持っっっってくるのかてくるのかてくるのかてくるのか。。。。間間間間伐伐伐伐ををををだれだれだれだれがやるがやるがやるがやるんんんんですですですですかとかとかとかと。。。。そうそうそうそういいいいうううう担担担担いいいい手手手手といといといというううう問問問問題題題題がががが出出出出ててててききききますますますます。。。。経済経済経済経済ベベベベースでースでースでースで、、、、だれだれだれだれかかかか雇雇雇雇っっっってててて持持持持っっっってくるてくるてくるてくるといといといというこうこうこうこととととにににになるとなるとなるとなると、、、、日本日本日本日本はははは非常非常非常非常にににに高高高高いコストいコストいコストいコストにににになるなるなるなる。。。。フィンランフィンランフィンランフィンランドドドドだだだだとかとかとかとか、、、、ススススウェウェウェウェーデーデーデーデンンンンだだだだとかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいっっっったとたとたとたところころころころでしたらでしたらでしたらでしたら、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと大型大型大型大型のののの機機機機械械械械ををををザザザザーッとーッとーッとーッと山山山山のののの中中中中にににに乗乗乗乗りりりり入入入入れれれれていていていていけばけばけばけば、、、、丘陵丘陵丘陵丘陵でなでなでなでなだだだだらかですかららかですかららかですかららかですから、、、、あっあっあっあっとととと言言言言うううう間間間間にににに間間間間伐伐伐伐もももも伐伐伐伐採採採採ももももででででききききるるるる。。。。日本日本日本日本はははは急急急急峻峻峻峻なななな山山山山、、、、そうそうそうそういいいいっっっったとたとたとたところころころころのののの木木木木をどをどをどをどううううややややっっっってててておろおろおろおろすかといすかといすかといすかというこうこうこうことでとでとでとではははは、、、、ままままだだだだままままだだだだ企企企企業業業業のののの努力努力努力努力がががが必要必要必要必要といといといといううううふふふふううううななななこここ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。。。。     廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス発発発発電電電電といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、今今今今申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたましたようようようようなななな原原原原材材材材料料料料をををを使使使使いいいい、、、、何何何何がでがでがでができきききるのかといるのかといるのかといるのかというよううよううよううようなななな話話話話にこれにこれにこれにこれからからからから入入入入りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。バイオマスをバイオマスをバイオマスをバイオマスを使使使使うううう。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能なななな原原原原材材材材料料料料だだだだとととと。。。。植植植植ええええてててて刈刈刈刈っっっってててて、、、、植植植植ええええてててて刈刈刈刈っっっってといてといてといてというこうこうこうことをやとをやとをやとをやればればればれば、、、、続続続続くくくく世世世世界界界界。。。。 ここにおここにおここにおここにお示示示示ししましたししましたししましたししましたピピピピンクンクンクンク色色色色ののののほほほほううううのののの上上上上はははは、、、、石油石油石油石油をををを基基基基盤盤盤盤としましたとしましたとしましたとしました物質物質物質物質のフローですのフローですのフローですのフローです。。。。オイルリフオイルリフオイルリフオイルリファァァァイイイイナナナナリーリーリーリー、、、、石油石油石油石油精精精精製製製製といといといというううう言葉言葉言葉言葉をををを皆皆皆皆さんおさんおさんおさんお聞聞聞聞きにきにきにきにななななっっっったとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。石油石油石油石油ががががあっあっあっあってててて、、、、それそれそれそれをををを精精精精製製製製してしてしてして、、、、そこそこそこそこからからからから燃料燃料燃料燃料をををを回回回回収収収収してしてしてして、、、、自動自動自動自動車車車車をををを動動動動かすかすかすかす。。。。ないしないしないしないしはははは、、、、石油石油石油石油かかかからでらでらでらでききききたたたた物質物質物質物質をををを使使使使っっっってててて、、、、化化化化学製学製学製学製品品品品をををを製製製製造造造造するするするする。。。。これはこれはこれはこれはみみみみんんんんなななな、、、、燃燃燃燃ややややせばせばせばせば SOX、、、、NOX、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたたもももものでのでのでので汚汚汚汚染染染染がががが始始始始まりますまりますまりますまりますねねねねとととと。。。。でででで、、、、化化化化学製学製学製学製品品品品といといといというもうもうもうものをのをのをのを使使使使っっっってててて捨捨捨捨ててしまててしまててしまててしまえばえばえばえば、、、、化化化化学物質学物質学物質学物質がががが、、、、環境環境環境環境ホホホホルルルルモモモモンンンン問問問問題題題題がががが出出出出てくるといてくるといてくるといてくるというこうこうこうことでとでとでとで、、、、人人人人類類類類はははは持続持続持続持続不不不不可能可能可能可能といといといというううう可能性可能性可能性可能性がががが強強強強いいいい。。。。 一方一方一方一方、、、、石油石油石油石油をををを転転転転換換換換いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、緑緑緑緑のののの下下下下のバイオマスをのバイオマスをのバイオマスをのバイオマスを基基基基盤盤盤盤とするとするとするとする物質物質物質物質フローフローフローフローににににするするするするとととと、、、、ここここのバイオマスからのバイオマスからのバイオマスからのバイオマスから、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス精精精精製製製製、、、、リフリフリフリファァァァイイイイナナナナリーをリーをリーをリーを使使使使いいいい、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな物質物質物質物質をつくりをつくりをつくりをつくりだだだだしていくしていくしていくしていく。。。。それそれそれそれでででで、、、、エネルギーとしてエネルギーとしてエネルギーとしてエネルギーとして循環循環循環循環させさせさせさせるるるる、、、、物物物物としてとしてとしてとして循環循環循環循環させさせさせさせるるるる。。。。物物物物もももも、、、、先先先先ほほほほどどどど中崎中崎中崎中崎先先先先生生生生ががががおっおっおっおっししししゃゃゃゃっっっったたたたようにようにようにように、、、、生物生物生物生物体体体体ののののもももものからのからのからのから、、、、ごごごごみからみからみからみから、、、、ももももしくしくしくしくはははは木木木木からからからから、、、、ももももしくしくしくしくはははは汚泥汚泥汚泥汚泥からからからから、、、、生分解性生分解性生分解性生分解性プラスプラスプラスプラスチチチチックみたいなックみたいなックみたいなックみたいなもももものがつくのがつくのがつくのがつくれれれれるるるる。。。。そうそうそうそういいいいうこうこうこうことからとからとからとから、、、、循環循環循環循環もももも行行行行ええええるるるる。。。。世世世世界界界界をををを汚汚汚汚ささささないでないでないでないで済済済済むむむむといといといというこうこうこうことですとですとですとです。。。。今今今今後後後後はこうはこうはこうはこういいいいうううう世世世世界界界界にににに入入入入っっっっていくていくていくていくだろうだろうだろうだろうとととと思思思思いますいますいますいます。。。。     バイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの利用利用利用利用といといといというこうこうこうことでとでとでとではははは、、、、ガガガガスススス化化化化によによによによりりりり熱熱熱熱化化化化学的学的学的学的にににに物物物物をををを取取取取りりりり出出出出すすすす、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーなりなりなりなり、、、、物質物質物質物質といといといというううう形形形形でででで、、、、メメメメタタタタノノノノールとかールとかールとかールとか、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものをのをのをのを取取取取りりりり出出出出すすすす。。。。ももももしくしくしくしくはははは、、、、もうもうもうもう一方一方一方一方でででで、、、、生物生物生物生物化化化化学的学的学的学的にににに抽抽抽抽出出出出するするするする方方方方法法法法、、、、こうこうこうこういいいいうううう 2 つがつがつがつがあろうあろうあろうあろうかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。抽抽抽抽出出出出技術技術技術技術もももも、、、、ちょちょちょちょっっっっとととと幾幾幾幾つかつかつかつかああああるるるる。。。。こうこうこうこういいいいうもうもうもうものをのをのをのを使使使使いながらいながらいながらいながら、、、、電力電力電力電力のののの場合場合場合場合でででであああありますとりますとりますとりますと、、、、ガガガガスエンジンスエンジンスエンジンスエンジンだだだだとかとかとかとか、、、、ガガガガスタースタースタースタービビビビンをンをンをンを回回回回してしてしてして電力電力電力電力・・・・熱熱熱熱をををを回回回回収収収収するするするする。。。。場合場合場合場合によによによによりましりましりましりましててててはははは、、、、バイオマスからバイオマスからバイオマスからバイオマスから水水水水素素素素をををを取取取取りりりり出出出出してしてしてして、、、、それそれそれそれでででで燃料電燃料電燃料電燃料電池池池池をををを動動動動かしてかしてかしてかして、、、、家家家家庭庭庭庭のののの電力電力電力電力ととととおおおおふふふふろろろろののののおおおお湯湯湯湯をををを沸沸沸沸かしてやかしてやかしてやかしてやるるるる、、、、こうこうこうこういいいいうううう世世世世界界界界ににににななななろうろうろうろうかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。     そんそんそんそんなななな難難難難しいしいしいしい話話話話でなくてでなくてでなくてでなくて、、、、もっもっもっもっとととと簡簡簡簡単単単単なななな話話話話といといといというこうこうこうことでとでとでとではははは、、、、ヨヨヨヨーロッパでーロッパでーロッパでーロッパでははははかなりかなりかなりかなり広広広広ががががっっっっているのがているのがているのがているのが、、、、木木木木質質質質ペペペペレレレレットットットット製製製製造造造造といといといというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。ここここのののの左左左左上上上上ののののもももものがのがのがのが、、、、林地林地林地林地残残残残材材材材、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものをのをのをのを取取取取りりりり出出出出してしてしてしてききききましてましてましてまして、、、、それそれそれそれをををを細細細細かくかくかくかく砕砕砕砕いていていていて、、、、それそれそれそれををををチチチチョークのョークのョークのョークのよよよよううううななななももももののののににににつくりつくりつくりつくり上上上上げげげげますますますます。。。。こうこうこうこういいいいううううチチチチョークのョークのョークのョークのようようようようななななもももものがのがのがのが燃料燃料燃料燃料にににに成成成成りかりかりかりかわわわわるるるるわけわけわけわけですですですです。。。。これこれこれこれががががそうそうそうそうですですですですねねねね。。。。こうこうこうこういいいいっっっったたたた燃料燃料燃料燃料をををを、、、、ここここのののの後後後後ろろろろののののここここのタンクのタンクのタンクのタンク、、、、左左左左のののの下下下下ののののここここのとのとのとのところころころころ、、、、ここここ
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こへこへこへこへたたたためめめめ込込込込んんんんででででおおおおいていていていて、、、、5 日日日日間間間間分分分分ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、自動自動自動自動投投投投入入入入してしてしてして、、、、暖暖暖暖房房房房してくしてくしてくしてくれれれれるるるる。。。。これこれこれこれ 1 つでつでつでつでもっもっもっもってててて家家家家全体全体全体全体がががが暖暖暖暖かいといかいといかいといかいといううううのがイタリーでのがイタリーでのがイタリーでのがイタリーであああありりりり、、、、スイスでスイスでスイスでスイスであああありりりり、、、、オーストリーでオーストリーでオーストリーでオーストリーであああありりりり、、、、ススススウウウウェェェェーデンでーデンでーデンでーデンであああありといりといりといりというこうこうこうことですとですとですとです。。。。大型大型大型大型ののののもももものでのでのでのであればあればあればあれば、、、、幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園だだだだとかとかとかとか、、、、ちょっちょっちょっちょっとしたとしたとしたとした病院病院病院病院はこうはこうはこうはこういいいいうううう設備設備設備設備でででで、、、、温水温水温水温水ももももつくるつくるつくるつくるボボボボイラーイラーイラーイラー利用利用利用利用しているしているしているしている。。。。しかしかしかしかもももも、、、、こうこうこうこういいいいうもうもうもうものののののののの少少少少しししし高高高高級級級級なやつといなやつといなやつといなやつといううううののののはははは自動自動自動自動着着着着火火火火ももももででででききききるるるる。。。。しかしかしかしかもももも灰灰灰灰分分分分はははは 1 週週週週間間間間にににに 1 回回回回しかしかしかしか下下下下からからからから取取取取りりりり出出出出ささささなななないですいですいですいですむむむむ。。。。そうそうそうそういいいいうよううよううよううようななななももももののののはもうはもうはもうはもう既既既既ににににでででできききき上上上上ががががっっっってててて、、、、ヨヨヨヨーロッパでーロッパでーロッパでーロッパでははははかなりかなりかなりかなり売売売売らららられれれれてててているといいるといいるといいるというううう状況状況状況状況ですですですです。。。。     ままままああああ、、、、もうちょっもうちょっもうちょっもうちょっととととだけだけだけだけ難難難難しいしいしいしい話話話話をするとをするとをするとをすると、、、、次次次次ののののようようようようなななな形形形形にににになるとなるとなるとなると思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先端端端端的的的的なななな技術技術技術技術となりますととなりますととなりますととなりますと、、、、第三第三第三第三世世世世代型代型代型代型ガガガガスススス化化化化炉炉炉炉ががががあああありますりますりますります。。。。ちょっちょっちょっちょっととととわわわわかりかりかりかりににににくいかくいかくいかくいかももももししししれれれれまままませせせせんんんん。。。。上上上上ののののほほほほうはうはうはうは、、、、原原原原料料料料ででででああああるいるいるいるいろろろろいいいいろろろろなバイオマスなバイオマスなバイオマスなバイオマス、、、、ごごごごみでみでみでみでももももいいいいいいいいんんんんですがですがですがですが、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものをのをのをのを投投投投入入入入いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、ごごごごみみみみ、、、、木木木木質質質質をををを蒸蒸蒸蒸しししし焼焼焼焼きにきにきにきにするするするする。。。。蒸蒸蒸蒸しししし焼焼焼焼きにきにきにきにするとするとするとすると、、、、有有有有用用用用なななな成成成成分分分分ででででああああるるるる、、、、水水水水素素素素とかとかとかとか、、、、メメメメタンタンタンタンだだだだとかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたたもももものののの、、、、それそれそれそれからからからから CO、、、、といといといといっっっったたたたもももものとのとのとのと、、、、それそれそれそれかかかからららら排排排排ガガガガスススス、、、、CO2 だだだだとかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななもももものののの、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものがのがのがのが一一一一緒緒緒緒ににににままままざっざっざっざっててててこちこちこちこちらかららかららかららから出出出出ててててくるくるくるくる。。。。これこれこれこれがががが重重重重要要要要ななななガガガガスススス化化化化法法法法といといといといううううやりやりやりやり方方方方ですですですです。。。。     最近最近最近最近のののの新新新新しいタイプといしいタイプといしいタイプといしいタイプといううううののののはははは、、、、高高高高効効効効率転率転率転率転換換換換といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、こちこちこちこちらららら側側側側にににに原原原原料料料料、、、、例例例例えばえばえばえば木木木木屑屑屑屑をををを入入入入れれれれてやるてやるてやるてやる。。。。ここここのののの木木木木屑屑屑屑をををを蒸蒸蒸蒸しししし焼焼焼焼きにきにきにきにするするするする。。。。でででで、、、、実実実実はははは、、、、ここここのののの底底底底ののののほほほほうにはうにはうにはうには両両両両方方方方とととともももも砂砂砂砂がががが入入入入っっっっているているているている。。。。ここここのののの砂砂砂砂がががが熱熱熱熱くてくてくてくて、、、、ここここのののの砂砂砂砂がががが、、、、入入入入っっっっててててききききたたたた木木木木材材材材だだだだとかとかとかとか、、、、廃廃廃廃プラプラプラプラだだだだとかとかとかとか、、、、家家家家庭庭庭庭ごごごごみみみみだだだだとかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものをのをのをのを、、、、熱熱熱熱をかをかをかをかけけけけててててここここここここでででで物質物質物質物質をををを分子分子分子分子レレレレベベベベルルルルにににに分解分解分解分解してくしてくしてくしてくれれれれるるるるわけわけわけわけでででですすすす。。。。分子分子分子分子とととと分子分子分子分子がががが手手手手をつないでをつないでをつないでをつないで、、、、それそれそれそれででででこうこうこうこういいいいうもうもうもうものがのがのがのがででででききききるるるる。。。。ここここののののもももものをのをのをのを、、、、鎖鎖鎖鎖をををを熱熱熱熱ででででちちちちょんょんょんょん切切切切っちっちっちっちゃゃゃゃうわけうわけうわけうわけですですですです。。。。それそれそれそれでででで、、、、出出出出ててててききききたたたたもももものがのがのがのがガガガガスですスですスですスです。。。。有価有価有価有価ガガガガスといスといスといスというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ささささっきっきっきっき言言言言いましたいましたいましたいました、、、、燃料燃料燃料燃料にににになるなるなるなる水水水水素素素素だだだだとかとかとかとか、、、、COだだだだとかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものがのがのがのが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。熱熱熱熱分解分解分解分解とととといいいいうんうんうんうんですがですがですがですが、、、、そそそそのののの後後後後にににに残残残残渣渣渣渣がががが出出出出るのでるのでるのでるので、、、、そそそそのののの残残残残渣渣渣渣物物物物ををををこちこちこちこちらららら側側側側にににに持持持持っっっっててててききききてててて燃燃燃燃焼焼焼焼するするするする。。。。それそれそれそれをををを燃燃燃燃焼焼焼焼してしてしてして、、、、ここここのののの砂砂砂砂をををを熱熱熱熱しししし、、、、またまたまたまたこっちへこっちへこっちへこっちへ持持持持っっっってくるてくるてくるてくる。。。。それそれそれそれでででで、、、、ここここのののの排排排排ガガガガススススだけだけだけだけををををここここちちちちらかららかららかららから出出出出すすすす。。。。大大大大ききききなななな絵絵絵絵でかくとでかくとでかくとでかくと、、、、ここここのののの右右右右側側側側のののの絵絵絵絵にににになりますなりますなりますなります。。。。こちこちこちこちらららら側側側側がががが、、、、ガガガガスをスをスをスを生生生生成成成成すすすするるるる部屋部屋部屋部屋、、、、こちこちこちこちらららら側側側側がががが残残残残渣渣渣渣物物物物をををを燃燃燃燃やすやすやすやす部屋部屋部屋部屋。。。。こちこちこちこちらららら側側側側はははは熱熱熱熱をををを取取取取らららられちれちれちれちゃゃゃゃううううほほほほうううう。。。。こちこちこちこちららららはははは、、、、熱熱熱熱をををを与与与与ええええるるるるほほほほうううう。。。。酸酸酸酸化化化化、、、、こちこちこちこちららららはははは還還還還元元元元といといといというううう形形形形にににになりますなりますなりますなります。。。。こうこうこうこういいいいうううう技術技術技術技術がでがでがでができきききましたましたましたました。。。。     こうこうこうこういいいいうううう技術技術技術技術をををを用用用用いるといるといるといると何何何何がでがでがでができきききるかといるかといるかといるかといううううとととと、、、、ここここのののの左左左左側側側側にににに書書書書ききききましたましたましたましたささささままままざざざざまなバイまなバイまなバイまなバイオマスオマスオマスオマス、、、、ここここのバイオマスをのバイオマスをのバイオマスをのバイオマスをここここのののの中中中中にににに入入入入れれれれてやりますとてやりますとてやりますとてやりますと、、、、水水水水素素素素とかとかとかとか一一一一酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素がががが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。これこれこれこれをををを洗浄洗浄洗浄洗浄してしてしてして、、、、そそそそののののガガガガスをスをスをスをそそそそのままのままのままのまま燃燃燃燃やしたりやしたりやしたりやしたり、、、、ガガガガスタースタースタースタービビビビンンンンにににに入入入入れれれれてててて、、、、タータータータービビビビンをンをンをンを回回回回してしてしてして発発発発電電電電したりしたりしたりしたり、、、、ガガガガスエンジンですスエンジンですスエンジンですスエンジンですねねねね。。。。こうこうこうこういいいいうもうもうもうものでのでのでので電力電力電力電力をををを回回回回収収収収するといするといするといするというこうこうこうこととととももももででででききききますますますます。。。。ももももしくしくしくしくはははは、、、、CO転転転転換換換換といといといというこうこうこうことをやりますととをやりますととをやりますととをやりますと、、、、水水水水素素素素がでがでがでができきききるるるる。。。。ここここのののの水水水水素素素素をををを使使使使っっっってててて燃料燃料燃料燃料電電電電池池池池をををを動動動動かすかすかすかす。。。。またまたまたまたはははは、、、、ここここのののの水水水水素素素素をををを原原原原料料料料ににににいたしましていたしましていたしましていたしましてアアアアンンンンモニアモニアモニアモニアをつくるといをつくるといをつくるといをつくるというこうこうこうことがとがとがとが始始始始ままま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。。。。山山山山口口口口県県県県のののの宇宇宇宇部部部部でででで宇宇宇宇部部部部興興興興産産産産がががが、、、、川崎市川崎市川崎市川崎市でででではははは昭昭昭昭和電和電和電和電工工工工さんさんさんさんがががが、、、、廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック、、、、家家家家庭庭庭庭からからからから出出出出てくるてくるてくるてくるそそそそのののの他他他他プラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックのようようようようななななもももものをのをのをのを用用用用いていていていて、、、、水水水水素素素素をををを取取取取りりりり出出出出してしてしてして、、、、それそれそれそれからからからからアアアアンンンンモニアモニアモニアモニアをををを既既既既ににににつくつくつくつくっっっっているているているている。。。。     そそそそののののほほほほかかかか、、、、場合場合場合場合によっによっによっによっててててはははは、、、、液液液液体燃料体燃料体燃料体燃料ににににしたいといしたいといしたいといしたいといううううのでのでのでのであればあればあればあれば、、、、合合合合成成成成するといするといするといするというこうこうこうこととととでででで、、、、メメメメタタタタノノノノールールールールだだだだとかとかとかとか、、、、DME がつくがつくがつくがつくれれれれるるるる。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、ここここここここでででで熱熱熱熱がががが少少少少しししし発生発生発生発生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、、、、それそれそれそれをををを使使使使っっっってててて蒸蒸蒸蒸気気気気回回回回収収収収ももももででででききききるといるといるといるというううう話話話話ででででござござござございますいますいますいます。。。。 
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    これはこれはこれはこれは何何何何のののの話話話話かとかとかとかと申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスからエタからエタからエタからエタノノノノールをールをールをールを取取取取りりりり出出出出してしてしてして、、、、こうこうこうこういいいいうううう飛飛飛飛行行行行機機機機をををを動動動動かかかかそうそうそうそうとととと。。。。もうもうもうもう実実実実際際際際にブにブにブにブラジルでラジルでラジルでラジルではこうはこうはこうはこういいいいうううう飛飛飛飛行行行行機機機機かかかか飛飛飛飛んんんんでいるといでいるといでいるといでいるというううう状況状況状況状況ににににあああありますりますりますります。。。。ここにここにここにここに書書書書いていていていてあああありますりますりますりますようにようにようにように、、、、ブブブブラジルでラジルでラジルでラジルではははは、、、、サトサトサトサトウキウキウキウキビビビビからつくからつくからつくからつくっっっったエタたエタたエタたエタノノノノールールールールだけだけだけだけでででで 280 万万万万台台台台のののの自動自動自動自動車車車車がががが動動動動いていていていておおおおりますりますりますります。。。。それそれそれそれからからからから、、、、24％％％％だけだけだけだけガガガガソソソソリンリンリンリンににににエタエタエタエタノノノノーーーールをまルをまルをまルをまぜぜぜぜてといてといてといてというううう、、、、ガガガガススススホホホホールといールといールといールといううううエネルギーでエネルギーでエネルギーでエネルギーでもっもっもっもってててて自動自動自動自動車車車車がががが千千千千数数数数百百百百万万万万台台台台動動動動いているいているいているいている。。。。エタエタエタエタノノノノールをールをールをールを輸輸輸輸出出出出するするするするようようようようなななな国国国国ににににななななっっっったのがたのがたのがたのがブブブブラジルといラジルといラジルといラジルというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。今今今今申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの難難難難しいしいしいしい技術技術技術技術をををを使使使使いますといますといますといますと、、、、ガガガガスタースタースタースタービビビビンをンをンをンを駆駆駆駆動動動動してしてしてして電力電力電力電力をををを、、、、それそれそれそれからからからから、、、、水水水水素素素素をををを取取取取りりりり出出出出せばせばせばせば、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの燃料電燃料電燃料電燃料電池池池池といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、これはこれはこれはこれはネッカーフォーですがネッカーフォーですがネッカーフォーですがネッカーフォーですが、、、、ベベベベンンンンツツツツのののの燃料電燃料電燃料電燃料電池池池池車車車車がいつがいつがいつがいつもももも走走走走りりりり回回回回っっっってててておおおおりますしりますしりますしりますし、、、、バスがバスがバスがバスが世世世世界界界界でででで約約約約 50 台台台台はもうはもうはもうはもう燃料電燃料電燃料電燃料電池池池池でででで、、、、水水水水素素素素でででで動動動動いているいているいているいている。。。。これはこれはこれはこれは、、、、家家家家庭庭庭庭用用用用ののののもももものですのですのですのです。。。。1 キキキキロロロロワワワワットのットのットのットの家家家家庭庭庭庭用用用用ののののもももものののの。。。。それそれそれそれからからからから、、、、これこれこれこれがががが 250 キキキキロロロロワワワワットのットのットのットの業業業業務務務務用用用用。。。。今今今今申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたましたようようようようなななな、、、、バイオマスからバイオマスからバイオマスからバイオマスから水水水水素素素素をををを取取取取りりりり出出出出してしてしてして、、、、そそそそのののの水水水水素素素素をパイプラインでをパイプラインでをパイプラインでをパイプラインで各家各家各家各家庭庭庭庭にににに送送送送りりりり、、、、ここここのののの小型小型小型小型のののの燃料電燃料電燃料電燃料電池池池池にににに入入入入れれれれるとるとるとると、、、、おおおお湯湯湯湯ををををつくりつくりつくりつくり、、、、おおおお風風風風呂呂呂呂にににに、、、、それそれそれそれからテからテからテからテレビレビレビレビなりなりなりなり、、、、照照照照明明明明なりなりなりなり、、、、エエエエアアアアコンなりコンなりコンなりコンなり、、、、パパパパソソソソコンがコンがコンがコンが動動動動かかかかせせせせるるるる。。。。こうこうこうこういいいいうううう世世世世界界界界がががが 2010 年年年年ごろにはごろにはごろにはごろには、、、、かなりかなりかなりかなり普及普及普及普及しているしているしているしている。。。。来来来来年年年年末末末末かかかか再再再再来来来来年年年年にはにはにはには、、、、こうこうこうこういいいいうもうもうもうものがのがのがのがちちちちららららほほほほらららら家家家家庭庭庭庭にににに入入入入っっっってくるといてくるといてくるといてくるというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。     神奈神奈神奈神奈川県川県川県川県知知知知事事事事のののの公公公公舎舎舎舎のののの中中中中にはこうにはこうにはこうにはこういいいいうもうもうもうものがのがのがのが入入入入っっっってててて、、、、県県県県知知知知事事事事ががががおおおお使使使使いいいいににににななななっっっっているているているている。。。。そそそそれれれれからからからから、、、、中田中田中田中田横横横横浜浜浜浜市長市長市長市長さんもこれさんもこれさんもこれさんもこれををををおおおお使使使使いいいいににににななななっっっっているているているている。。。。1キキキキロロロロワワワワットのットのットのットのもももものがのがのがのが入入入入っっっっているているているているといといといというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。     最最最最後後後後にににになりますがなりますがなりますがなりますが、、、、ここここのバイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマス複複複複合合合合システムシステムシステムシステム、、、、こうこうこうこういいいいうもうもうもうものをのをのをのをちょっちょっちょっちょっととととごごごごららららんんんんいたいたいたいただきだきだき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。。。。今今今今いいいいろろろろいいいいろろろろなななな話話話話をしてをしてをしてをしてききききましたましたましたました。。。。太陽太陽太陽太陽光光光光でででであああありりりり、、、、風風風風でででであああありりりり、、、、それそれそれそれかかかからららら場合場合場合場合によっによっによっによっててててはははは小小小小水水水水力力力力のののの話話話話をしまをしまをしまをしませんせんせんせんででででしたしたしたしたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたたようようようようなななな水水水水をををを使使使使ううううといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、どどどどこにこにこにこにででででもあもあもあもあるエネルギーるエネルギーるエネルギーるエネルギー、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものをのをのをのを使使使使いいいい、、、、ささささららららにはにはにはには、、、、もっもっもっもっとととと定定定定常常常常的的的的ににににああああるバイオマスるバイオマスるバイオマスるバイオマス、、、、太陽太陽太陽太陽のエネルギーをのエネルギーをのエネルギーをのエネルギーを蓄蓄蓄蓄積積積積したしたしたした生物生物生物生物体体体体なりなりなりなり、、、、植植植植物物物物体体体体、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたようようようようななななもももものをのをのをのを使使使使っっっってててて、、、、ごごごごみみみみもももも含含含含ままままれれれれますがますがますがますが、、、、左左左左上上上上にににに書書書書いたいたいたいたようようようようなななな、、、、都都都都会会会会、、、、町町町町からからからからささささままままざざざざまなまなまなまなもももものがのがのがのが出出出出ててててききききますますますます。。。。そうそうそうそういいいいうもうもうもうものをのをのをのを、、、、さっきさっきさっきさっき申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたましたガガガガスススス化化化化システムですとかシステムですとかシステムですとかシステムですとか、、、、メメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵だだだだとかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいうよううよううよううようなななな転転転転換換換換技術技術技術技術によによによによりりりり物質物質物質物質やエネルギーをやエネルギーをやエネルギーをやエネルギーを回回回回収収収収するするするする。。。。そそそそのののの原原原原料料料料がバイがバイがバイがバイオマスでオマスでオマスでオマスでああああるるるる。。。。マイクロマイクロマイクロマイクロガガガガスタースタースタースタービビビビンンンン、、、、ガガガガスエンジンでスエンジンでスエンジンでスエンジンで電力電力電力電力をををを生生生生みみみみだだだだすとかすとかすとかすとか、、、、余余余余っっっったたたた電力電力電力電力とととと熱熱熱熱はははは、、、、どどどどここここかかかかにににに売売売売るなりるなりるなりるなり、、、、ここここのののの熱熱熱熱をををを温温温温室室室室にににに使使使使ううううといといといというこうこうこうこととととににににななななればればればれば、、、、冬冬冬冬ででででもももも野野野野菜菜菜菜がががが 1 年年年年中中中中つくつくつくつくれれれれるるるる。。。。これこれこれこれからからからからはははは、、、、健健健健康康康康とととと福福福福祉祉祉祉のののの時時時時代代代代ですですですです、、、、高高高高齢齢齢齢化化化化社会社会社会社会にににになりますからなりますからなりますからなりますから、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたようようようようなななな、、、、石油石油石油石油にににに頼頼頼頼らないエネルギーをらないエネルギーをらないエネルギーをらないエネルギーを使使使使っっっってててて、、、、野野野野菜菜菜菜をををを栽培栽培栽培栽培、、、、トマトをトマトをトマトをトマトを摘摘摘摘果果果果しししし、、、、それそれそれそれでででで、、、、半半半半日日日日遊遊遊遊んだんだんだんだらららら、、、、そこそこそこそこでででで少少少少ししししだけだけだけだけ稼稼稼稼いいいいだだだだ地地地地域域域域マネーのマネーのマネーのマネーのおおおお金金金金をををを持持持持っっっってててて温温温温泉泉泉泉にににに入入入入りりりりににににいくいくいくいく。。。。そそそそのののの温温温温泉泉泉泉はははは、、、、こうこうこうこういいいいううううとととところころころころからからからから得得得得らららられれれれたたたた熱熱熱熱ななななんだんだんだんだとととと。。。。こうこうこうこういいいいうううう世世世世界界界界ににににしていかないとしていかないとしていかないとしていかないと、、、、世世世世のののの中中中中はははは回回回回っっっっていかないていかないていかないていかないんんんんじゃじゃじゃじゃないでしないでしないでしないでしょうょうょうょうかといかといかといかというこうこうこうことですとですとですとです。。。。     私私私私どどどどもももものののの場合場合場合場合はははは、、、、こうこうこうこういいいいうよううよううよううようななななごごごごみからみからみからみから、、、、中崎中崎中崎中崎先先先先生生生生とととと同同同同じじじじででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ポポポポリリリリ乳乳乳乳酸酸酸酸をつくをつくをつくをつくっっっってててて、、、、今北九州今北九州今北九州今北九州市市市市ででででははははいいいいろろろろいいいいろろろろなななな生分解性生分解性生分解性生分解性プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック製製製製品品品品をををを試試試試験験験験製作製作製作製作してしてしてしておおおおりまりまりまりますすすす。。。。釣釣釣釣りのりのりのりの糸糸糸糸ですとかですとかですとかですとか、、、、手手手手術術術術にににに使使使使うよううよううよううようなななな糸糸糸糸だだだだとかとかとかとか、、、、それそれそれそれからスーパーでのからスーパーでのからスーパーでのからスーパーでのごごごごみのみのみのみの袋袋袋袋、、、、そそそそうううういいいいうもうもうもうものをつくりのをつくりのをつくりのをつくり始始始始めめめめているているているている。。。。それそれそれそれからからからから、、、、古米古米古米古米といといといというううう、、、、もうもうもうもう 7 年年年年間間間間もおもおもおもお米米米米をたをたをたをためちめちめちめちゃゃゃゃっっっったたたた備備備備蓄蓄蓄蓄ののののもももものののの、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたたもももものをのをのをのを使使使使っっっってててて生分解性生分解性生分解性生分解性プラスプラスプラスプラスチチチチックをつくるックをつくるックをつくるックをつくる。。。。そそそそのとのとのとのときにきにきにきに、、、、まままま
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たたたた熱熱熱熱がががが要要要要るるるる。。。。熱熱熱熱がががが要要要要るとるとるとるときにはきにはきにはきには、、、、ガガガガスススス化化化化なりなりなりなり、、、、こうこうこうこういいいいうメうメうメうメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵なりなりなりなり、、、、ももももしくしくしくしくはははは先先先先ほほほほどどどどのののの自然自然自然自然エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを使使使使っっっっていくといていくといていくといていくというこうこうこうこととととににににななななればればればれば、、、、世世世世界界界界がががが回回回回っっっっていくていくていくていくんんんんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか、、、、持持持持続可能続可能続可能続可能ででででははははないかといないかといないかといないかといううううふふふふうにうにうにうに思思思思われわれわれわれますますますます。。。。     たしかたしかたしかたしか 35 分分分分までまでまでまでだっだっだっだったとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。ちょっちょっちょっちょっとととと過過過過ぎぎぎぎましたましたましたましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これこれこれこれでででで一応一応一応一応終終終終わわわわりたりたりたりたいといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会         どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様、、、、いまいまいまいま一一一一度竹林度竹林度竹林度竹林様様様様にににに拍拍拍拍手手手手ををををおおおお送送送送りいたりいたりいたりいただきだきだきだきたいとたいとたいとたいと存存存存じじじじますますますます。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手））））     以上以上以上以上ををををもちもちもちもちましてましてましてまして、、、、基調講演基調講演基調講演基調講演をををを終終終終了了了了させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。ごごごご講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただきだきだきだきましたましたましたました講講講講師師師師のののの皆様皆様皆様皆様、、、、あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。     ここここのののの後後後後、、、、パネルディスカッションをパネルディスカッションをパネルディスカッションをパネルディスカッションを予定予定予定予定してしてしてしてござござござございますがいますがいますがいますが、、、、会場会場会場会場のののの準備準備準備準備のののの都都都都合合合合上上上上、、、、ししししばばばばらくのらくのらくのらくの間間間間、、、、休憩休憩休憩休憩をとらをとらをとらをとらせせせせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。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はははは、、、、15時時時時 50 分分分分からからからから再再再再開開開開させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様ののののごごごご協協協協力力力力ををををよろよろよろよ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げげげますますますます。。。。 

 （（（（    休休休休        憩憩憩憩    ）））） 

 ＜＜＜＜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＞＞＞＞ 

 司司司司会会会会         おおおお待待待待たたたたせせせせ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。。。。フォーラムをフォーラムをフォーラムをフォーラムを再再再再開開開開させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。これよこれよこれよこれよりりりり、、、、「「「「地地地地域内域内域内域内循循循循環環環環によによによによるゼロエミッションるゼロエミッションるゼロエミッションるゼロエミッション社会社会社会社会をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」をテーマをテーマをテーマをテーマにににに、、、、パネルディスカッションをパネルディスカッションをパネルディスカッションをパネルディスカッションを開開開開催催催催いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 それそれそれそれでででではははは、、、、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入入入入りますりますりますります前前前前にににに、、、、本日本日本日本日のコーディネーターとパネリのコーディネーターとパネリのコーディネーターとパネリのコーディネーターとパネリストのストのストのストの皆様皆様皆様皆様ををををごごごご紹介紹介紹介紹介させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。     初初初初めにめにめにめに、、、、本日本日本日本日、、、、コーディネコーディネコーディネコーディネーターをーターをーターをーター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、、、、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ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム運営委員運営委員運営委員運営委員のののの前前前前田田田田正尚様正尚様正尚様正尚様ででででござござござございますいますいますいます。。。。前前前前田田田田様様様様のプロフィールのプロフィールのプロフィールのプロフィールににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、おおおお手元手元手元手元のプログラムととのプログラムととのプログラムととのプログラムとともにごもにごもにごもにご紹介紹介紹介紹介させさせさせさせていたていたていたていただだだだいていていていてござござござございますいますいますいます。。。。     続続続続ききききましてましてましてまして、、、、パネリストのパネリストのパネリストのパネリストの皆様皆様皆様皆様をををを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。。。。小池政臣三島市長小池政臣三島市長小池政臣三島市長小池政臣三島市長ででででござござござございますいますいますいます。。。。     続続続続ききききましてましてましてまして、、、、森森森森林林林林保全保全保全保全ボボボボランティランティランティランティアアアア市民市民市民市民団体団体団体団体、、、、三島三島三島三島フォフォフォフォレレレレストクラストクラストクラストクラブブブブ役役役役員員員員、、、、前前前前嶋嶋嶋嶋規規規規雄雄雄雄様様様様ででででござござござございますいますいますいます。。。。前前前前嶋嶋嶋嶋様様様様のプロフィールのプロフィールのプロフィールのプロフィールににににつつつつききききましてましてましてましてもももも、、、、おおおお手元手元手元手元のプログラムととのプログラムととのプログラムととのプログラムとともにごもにごもにごもにご紹紹紹紹介介介介のとのとのとのとおおおおりでりでりでりでござござござございますいますいますいます。。。。     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をいたをいたをいただきだきだきだきましたましたましたました 3 人人人人のののの講講講講師師師師のののの皆様皆様皆様皆様にもにもにもにもパネリストとしてパネリストとしてパネリストとしてパネリストとしてごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだききききますますますます。。。。改改改改めめめめましてましてましてまし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。。。。     環境省総合環境政策室環境計画課長環境省総合環境政策室環境計画課長環境省総合環境政策室環境計画課長環境省総合環境政策室環境計画課長、、、、谷谷谷谷みどりみどりみどりみどり様様様様ででででござござござございますいますいますいます。。。。     静岡大学工学部物質工学科教授静岡大学工学部物質工学科教授静岡大学工学部物質工学科教授静岡大学工学部物質工学科教授、、、、中崎清彦中崎清彦中崎清彦中崎清彦様様様様ででででござござござございますいますいますいます。。。。     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運営委員運営委員運営委員運営委員、、、、竹林征雄竹林征雄竹林征雄竹林征雄様様様様ででででござござござございますいますいますいます。。。。     これよこれよこれよこれよりりりり、、、、パネルディスカッションのパネルディスカッションのパネルディスカッションのパネルディスカッションの進進進進行行行行およびおよびおよびおよび運営運営運営運営ににににつつつつききききましてましてましてましてはははは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
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のののの前前前前田田田田様様様様におにおにおに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存存存存じじじじますますますます。。。。前前前前田田田田様様様様、、、、どどどどううううぞぞぞぞよろよろよろよ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げげげますますますます。。。。 

 前前前前田運営委員田運営委員田運営委員田運営委員・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いたいたいただきだきだきだきましたましたましたました前前前前田田田田ででででござござござございますいますいますいます。。。。座座座座っっっってやてやてやてやららららせせせせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。     これこれこれこれからからからから 1 時間時間時間時間半半半半、、、、パネルディスカッションをパネルディスカッションをパネルディスカッションをパネルディスカッションをさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだき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。。。。先先先先ほほほほどどどど来来来来、、、、3名名名名のののの基調講演基調講演基調講演基調講演をいたをいたをいたをいただきだきだきだきましてましてましてまして、、、、私私私私もももも伺伺伺伺っっっっていましたがていましたがていましたがていましたが、、、、ほほほほんんんんととととうにうにうにうにすすすすばばばばらしいらしいらしいらしいごごごご講講講講演演演演だっだっだっだったとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。谷課長谷課長谷課長谷課長はははは、、、、環境省環境省環境省環境省ののののおおおお役役役役人人人人さんさんさんさんですがですがですがですが、、、、どどどどんんんんなななな難難難難しいしいしいしい話話話話ををををされされされされるかるかるかるかとととと思思思思いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの両両両両立立立立といといといというううう、、、、テーマテーマテーマテーマはははは非常非常非常非常にににに大大大大ききききなななな、、、、難難難難しいテーマなしいテーマなしいテーマなしいテーマなんんんんでででですがすがすがすが、、、、具具具具体体体体的的的的ななななおおおお話話話話をいをいをいをいろろろろいいいいろろろろなななな事事事事例例例例にににに即即即即してしてしてして分分分分かりやすくかりやすくかりやすくかりやすくおおおお話話話話いたいたいたいただきだきだきだきましたましたましたました。。。。いたいたいたいただだだだききききましてましてましてまして、、、、それそれそれそれからからからから、、、、中崎中崎中崎中崎先先先先生生生生、、、、実実実実はははは私私私私もももも、、、、資資資資料料料料をををを初初初初めめめめてててて見見見見ましたとましたとましたとましたときはきはきはきは、、、、これこれこれこれまたどまたどまたどまたどんんんんなななな難難難難しいしいしいしい話話話話にににになるかとなるかとなるかとなるかと思思思思いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、大大大大変変変変わわわわかりやすいかりやすいかりやすいかりやすいおおおお話話話話、、、、将将将将来来来来はははは「「「「プロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクト X」」」」にもにもにもにも出出出出らららられれれれるといるといるといるというこうこうこうことですのでとですのでとですのでとですので、、、、期待期待期待期待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。。。。     それそれそれそれからからからから、、、、竹林竹林竹林竹林様様様様はははは、、、、きょうはきょうはきょうはきょうは自然自然自然自然エネルギーといエネルギーといエネルギーといエネルギーというこうこうこうことでとでとでとで、、、、日本日本日本日本、、、、世世世世界界界界のののの状況状況状況状況全体全体全体全体、、、、それそれそれそれからからからから最最最最後後後後ははははバイオマスバイオマスバイオマスバイオマスののののおおおお話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただきだきだきだきましたましたましたました。。。。おおおお三三三三名名名名とととともももも、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの両両両両立立立立、、、、それそれそれそれからからからから資源循環資源循環資源循環資源循環、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー循環循環循環循環といといといというううう、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会、、、、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をつくをつくをつくをつくっっっっていていていていこうこうこうこうといといといというううう、、、、非常非常非常非常にににに統統統統一一一一的的的的ななななおおおお話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただだだだいたといたといたといた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。。。。     本日本日本日本日、、、、これこれこれこれからパネルディスカッションをからパネルディスカッションをからパネルディスカッションをからパネルディスカッションをさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますがますがますがますが、、、、ままままずずずず、、、、小池市小池市小池市小池市長長長長様様様様、、、、それそれそれそれからからからから前前前前嶋嶋嶋嶋様様様様にににに、、、、三島市三島市三島市三島市、、、、三島三島三島三島フォフォフォフォレレレレストクラストクラストクラストクラブブブブののののごごごご活活活活動動動動にににについてついてついてついてごごごご報告報告報告報告いたいたいたいただきだきだきだきましましましましてててて、、、、それそれそれそれからからからから具具具具体体体体的的的的なディスカッションなディスカッションなディスカッションなディスカッションををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだき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。。。。     ままままずずずず、、、、小池市長小池市長小池市長小池市長、、、、よろよろよろよ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。。。。 

 小池市長小池市長小池市長小池市長         ははははいいいい、、、、わわわわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。それそれそれそれでででではははは、、、、三島市三島市三島市三島市のののの取組取組取組取組にににについてついてついてついて、、、、具具具具体体体体的的的的におにおにおにお話話話話ををををさせさせさせさせていたていたていたていただだだだききききますがますがますがますが、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方ののののおおおお手元手元手元手元にににに、、、、「「「「みみみみんんんんなでなでなでなで築築築築くくくく環境環境環境環境先先先先進都進都進都進都市市市市・・・・三島三島三島三島」」」」といといといというううう三島市三島市三島市三島市のののの環境環境環境環境基本計画基本計画基本計画基本計画のののの概概概概要要要要版版版版ががががああああるとるとるとると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、それそれそれそれををををあけあけあけあけていたていたていたていただきだきだきだきますとますとますとますと、、、、そそそそのののの中中中中にににに基本基本基本基本方方方方針針針針ががががああああるるるるわけわけわけわけででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ここここのののの基本基本基本基本方方方方針針針針のののの中中中中にににに、、、、「「「「循環型循環型循環型循環型ままままちちちちづづづづくりくりくりくり」」」」といといといといううううのがのがのがのが入入入入っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。ないないないない方方方方はははは手手手手をををを上上上上げげげげてくてくてくてくださださださださいいいい。。。。今配今配今配今配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。。。。     循環型循環型循環型循環型のまのまのまのまちちちちづづづづくりといくりといくりといくりといううううのがのがのがのが、、、、どどどどうううういいいいうこうこうこうことをやとをやとをやとをやっっっっているかているかているかているか、、、、具具具具体体体体的的的的にににに説説説説明明明明させさせさせさせていていていていたたたただきだきだきだきますますますます。。。。ままままずずずず、、、、「「「「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運動運動運動運動のののの推進推進推進推進」」」」といといといというこうこうこうことでとでとでとでござござござございまいまいまいますがすがすがすが、、、、実実実実はははは、、、、ここここのゼロエミッションといのゼロエミッションといのゼロエミッションといのゼロエミッションというううう聞聞聞聞ききききななななれれれれないないないない言葉言葉言葉言葉をををを聞聞聞聞ききききましたのましたのましたのましたのはははは、、、、平平平平成成成成 11 年年年年ででででござござござございましていましていましていまして、、、、平平平平成成成成 11 年年年年のののの秋秋秋秋にににに、、、、実実実実はははは、、、、全全全全国国国国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三島会三島会三島会三島会議議議議をををを静岡県静岡県静岡県静岡県とととと三島市三島市三島市三島市がががが共共共共催催催催でやらでやらでやらでやらせせせせていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたました。。。。これはこれはこれはこれは東東東東レレレレのののの研研研研修修修修セセセセンターでンターでンターでンターで行行行行いましたいましたいましたいましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション塾塾塾塾実実実実行委員会行委員会行委員会行委員会がががが提提提提唱唱唱唱しししし、、、、共共共共催催催催してしてしてして実実実実施施施施ししししたたたたわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。そそそそのののの前前前前年度年度年度年度にににに札札札札幌幌幌幌でででで行行行行いまいまいまいましたしたしたしたがががが、、、、札札札札幌幌幌幌以以以以外外外外のののの市町村市町村市町村市町村でででではこはこはこはこのののの三島三島三島三島がががが初初初初めめめめてといてといてといてというこうこうこうことでとでとでとでござござござございましたいましたいましたいました。。。。そうそうそうそういいいいうこうこうこうことでとでとでとで、、、、ゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションというううう言葉言葉言葉言葉がががが市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方にににに浸浸浸浸透透透透しししし出出出出したといしたといしたといしたというこうこうこうことでとでとでとでござござござございいいいましてましてましてまして、、、、11 年年年年からでからでからでからでござござござございますいますいますいます。。。。 循環型循環型循環型循環型のまのまのまのまちちちちづづづづくりといくりといくりといくりというこうこうこうことでとでとでとで今今今今ややややっっっっているているているているわけわけわけわけででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ここここのののの目目目目標標標標でででで、、、、「「「「ごごごごみみみみのののの排出排出排出排出量量量量をををを、、、、市民市民市民市民 1 人人人人 1 日日日日当当当当たりたりたりたり 1,001 グラムグラムグラムグラム以以以以下下下下にににになるなるなるなるようにようにようにように目指目指目指目指しますしますしますします」」」」ととととしていますしていますしていますしています。。。。
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今今今今どのどのどのどのぐぐぐぐらいかといいますとらいかといいますとらいかといいますとらいかといいますと、、、、先先先先ほほほほどどどど調調調調べべべべてまいりましててまいりましててまいりましててまいりまして、、、、平平平平成成成成 14 年度年度年度年度のののの実実実実績績績績ですとですとですとですと、、、、市市市市民民民民 1 人人人人 1 日日日日当当当当たりたりたりたり 1,080 グラムといグラムといグラムといグラムというこうこうこうことですからとですからとですからとですから、、、、かなりかなりかなりかなり多多多多いいいい。。。。これこれこれこれをををを 1,001 グラムグラムグラムグラムににににししししていくていくていくていくにはにはにはには、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方ににににいいいいろろろろいいいいろおろおろおろお願願願願いしていかないしていかないしていかないしていかなければければければければならないならないならないならないんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そそそそのののの中中中中にににに、、、、買買買買物物物物袋袋袋袋持持持持参参参参運動運動運動運動といといといといううううのがのがのがのが右右右右側側側側にににに書書書書いていていていてあああありまりまりまりますすすす。。。。それもそれもそれもそれも、、、、ここここののののごごごごみのみのみのみの排出排出排出排出量量量量をををを縮縮縮縮減減減減していくといしていくといしていくといしていくというこうこうこうことのとのとのとの目的目的目的目的でででで、、、、ああああるいるいるいるいはははは有限有限有限有限なななな資源資源資源資源をををを大事大事大事大事ににににしていくといしていくといしていくといしていくというよううよううよううようなななな目的目的目的目的でででで、、、、今今今今推進推進推進推進をしていたをしていたをしていたをしていただだだだいているいているいているいているわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。買買買買物物物物袋袋袋袋持持持持参参参参運動運動運動運動といといといといううううののののはははは、、、、ススススーパーマーーパーマーーパーマーーパーマーケケケケットットットットにににに行行行行ききききましてましてましてまして、、、、必必必必ずレずレずレずレジジジジ袋袋袋袋をくをくをくをくれれれれますますますますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、あれあれあれあれをををを、、、、「「「「結結結結構構構構ですですですですよよよよ」」」」といといといというこうこうこうことでとでとでとで拒拒拒拒絶絶絶絶してしてしてしていたいたいたいただだだだくくくく。。。。そそそそしてしてしてして、、、、ハハハハンコをンコをンコをンコを押押押押してしてしてしてももももららららええええますのでますのでますのでますので、、、、十十十十幾幾幾幾つかつかつかつか何何何何かかかかハハハハンコをンコをンコをンコを押押押押されされされされますとますとますとますと、、、、50 円円円円だだだだかかかか 100 円円円円返返返返っっっってくるといてくるといてくるといてくるというこうこうこうことでとでとでとでござござござございましていましていましていまして、、、、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にもにもにもにも役役役役立立立立つといつといつといつというこうこうこうことのとのとのとの中中中中でででで、、、、買買買買物物物物袋袋袋袋持持持持参参参参運動運動運動運動をををを今今今今三島三島三島三島でででではははは大大大大々々々々的的的的にににに展展展展開開開開しているしているしているしているんんんんですがですがですがですが、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか浸浸浸浸透透透透しないしないしないしない。。。。 実実実実はははは、、、、ヨヨヨヨーロッパのーロッパのーロッパのーロッパのほほほほううううでででではははは、、、、特特特特にににに北北北北欧欧欧欧関係関係関係関係、、、、ドドドドイイイイツツツツもそうもそうもそうもそうででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、買買買買物物物物袋袋袋袋がステータスシンがステータスシンがステータスシンがステータスシンボボボボルルルルにににになななな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、、、、買買買買物物物物袋袋袋袋をををを持持持持たないとたないとたないとたないと買買買買物物物物ににににいくのいくのいくのいくのもももも恥恥恥恥ずずずずかしいかしいかしいかしい。。。。こうこうこうこういいいいうよううよううよううようなななな状況状況状況状況にににになななな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こうこうこうことをとをとをとを私私私私はははは聞聞聞聞ききききましてましてましてまして、、、、ややややははははりりりり三島三島三島三島もももも努努努努力力力力すすすすればそうればそうればそうればそういいいいうこうこうこうこととととにににになるなるなるなるんだんだんだんだなとなとなとなと考考考考ええええていますていますていますています。。。。みみみみんんんんなでなでなでなで買買買買物物物物袋袋袋袋をををを持持持持っっっっていていていていききききましましましましょょょょうようようようよといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、いいいいろんろんろんろんなななな種種種種類類類類のののの買買買買物物物物袋袋袋袋をををを、、、、持持持持参参参参運動運動運動運動推進推進推進推進協協協協議議議議会会会会のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方をををを中中中中心心心心としとしとしとしてててて作作作作っっっってくてくてくてくださっださっださっださってててて、、、、いいいいろんろんろんろんなななな機機機機会会会会にににに配配配配布布布布していたしていたしていたしていただだだだいていますいていますいていますいています。。。。買買買買物物物物袋袋袋袋自自自自体体体体はははは市民市民市民市民にににに浸浸浸浸透透透透してしてしてしておおおおるるるるんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、それそれそれそれをををを持持持持っっっってててて買買買買物物物物ににににいいいいっっっっていたていたていたていただだだだくといくといくといくというううう、、、、これこれこれこれがいまがいまがいまがいま一一一一とととといいいいうよううよううよううようななななこここことでとでとでとでござござござございましていましていましていまして、、、、これこれこれこれをやらなくてをやらなくてをやらなくてをやらなくてははははいいいいけけけけないないないない。。。。ささささららららにににに推進推進推進推進していかなくしていかなくしていかなくしていかなくててててははははいいいいけけけけないといないといないといないといううううふふふふうにうにうにうに考考考考ええええているとているとているとているところころころころででででござござござございますいますいますいます。。。。 それそれそれそれからからからから、、、、目目目目標標標標としてとしてとしてとして、、、、「「「「一一一一般般般般廃棄物資源廃棄物資源廃棄物資源廃棄物資源化化化化率率率率 13.2％％％％をををを目指目指目指目指しますしますしますします」」」」とととと書書書書いていていていてあああありますりますりますります。。。。今今今今どのくらいかといいますとどのくらいかといいますとどのくらいかといいますとどのくらいかといいますと、、、、平平平平成成成成 14 年度年度年度年度のののの実実実実績績績績ですがですがですがですが、、、、11.6％％％％といといといというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。ごごごご承承承承知知知知のとのとのとのとおおおおりりりり、、、、三島市三島市三島市三島市におきにおきにおきにおきましてましてましてましてはははは、、、、17 品品品品目目目目のののの分分分分別別別別をやをやをや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、、、、分分分分別別別別としてとしてとしてとしてはははは、、、、そうそうそうそう日本日本日本日本中中中中にににに誇誇誇誇れれれれるるるるもももものでのでのでのではござはござはござはございまいまいまいませんせんせんせん。。。。中学生中学生中学生中学生のののの環境環境環境環境リーリーリーリーダダダダーをーをーをーを派派派派遣遣遣遣してしてしてしておおおおりまりまりまりますすすす水水水水俣俣俣俣市市市市におきにおきにおきにおきましてましてましてましてはははは、、、、21 品品品品目目目目、、、、分分分分別収集別収集別収集別収集をいたしているをいたしているをいたしているをいたしているわけわけわけわけででででござござござございますからいますからいますからいますから、、、、それそれそれそれとととと比比比比べべべべるとまるとまるとまるとまだだだだままままだだだだででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、1 つのネックつのネックつのネックつのネックはははは、、、、ややややははははりリサイクルプラりリサイクルプラりリサイクルプラりリサイクルプラザザザザがないといがないといがないといがないというこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。これこれこれこれをををを早早早早期期期期ににににつくらなつくらなつくらなつくらなければければければければいいいいけけけけないといないといないといないというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、おおおお隣隣隣隣のののの沼沼沼沼津津津津市市市市ななななどどどどはははは 8 億円億円億円億円でつくでつくでつくでつくっっっったといたといたといたというよううよううよううようななななこここことでとでとでとでござござござございましていましていましていまして、、、、かなりかなりかなりかなりおおおお金金金金がかかるがかかるがかかるがかかる。。。。今今今今のののの三島市三島市三島市三島市のののの財政的財政的財政的財政的にはにはにはには余余余余力力力力がないといがないといがないといがないというこうこうこうことのとのとのとの中中中中でででで、、、、土土土土地地地地探探探探ししししももももやりましたやりましたやりましたやりました。。。。ここここここここ二二二二、、、、三年三年三年三年ややややっっっってててて、、、、いいといいといいといいところもころもころもころも見見見見つかつかつかつかっっっったたたたんんんんですがですがですがですが、、、、断断断断念念念念しましてしましてしましてしまして、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの焼却焼却焼却焼却場場場場のののの中中中中にににに何何何何とかリサイクルプラとかリサイクルプラとかリサイクルプラとかリサイクルプラザザザザがでがでがでができきききないないないないだろうだろうだろうだろうかといかといかといかというこうこうこうことでとでとでとで、、、、今検討今検討今検討今検討しているとしているとしているとしているところころころころででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、それそれそれそれがでがでがでができきききますますますますればればればれば、、、、立立立立ちちちち上上上上げげげげていていていていききききたいといたいといたいといたいといううう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。。。。 それそれそれそれからからからから、、、、次次次次のののの大大大大ききききなななな 2番番番番、、、、「「「「資源資源資源資源・エネルギーの・エネルギーの・エネルギーの・エネルギーの有効有効有効有効利用利用利用利用」」」」ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここのののの目目目目標標標標としてとしてとしてとして、、、、「「「「低公低公低公低公害害害害車車車車－－－－クリーンエネルクリーンエネルクリーンエネルクリーンエネルギーギーギーギー自動自動自動自動車車車車のののの台台台台数数数数でででで 250台台台台をををを目指目指目指目指しますしますしますします」」」」ととととししししていますていますていますています。。。。ごごごご承承承承知知知知のとのとのとのとおおおおりりりり、、、、私私私私はははは、、、、低公低公低公低公害害害害車車車車にににに乗乗乗乗っっっったたたた市長市長市長市長としてとしてとしてとしてはははは全全全全国国国国でででで一一一一番番番番早早早早いいいいわけわけわけわけでででで、、、、今今今今 3,290 自治自治自治自治体体体体ががががござござござございますがいますがいますがいますが、、、、一一一一番最番最番最番最初初初初にににに私私私私がががが低公低公低公低公害害害害車車車車にににに乗乗乗乗りましたりましたりましたりました。。。。私私私私はははは、、、、平平平平成成成成 10 年年年年
12月月月月 20 日日日日にににに当当当当選選選選させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきましてましてましてまして、、、、翌翌翌翌日日日日からからからから低公低公低公低公害害害害車車車車にににに乗乗乗乗っっっっているているているているんんんんですですですです。。。。プリプリプリプリウウウウススススにににに。。。。そそそそしてしてしてして、、、、翌翌翌翌年年年年のののの 4 月月月月ごろごろごろごろでしたかでしたかでしたかでしたか、、、、日本経済新日本経済新日本経済新日本経済新聞聞聞聞のののの一一一一番下番下番下番下のコラムのコラムのコラムのコラム欄欄欄欄にににに、、、、低公低公低公低公害害害害車車車車にににに
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乗乗乗乗っっっっているているているている市長市長市長市長がいるがいるがいるがいるけれけれけれけれどどどどもももも、、、、それもそれもそれもそれもまたいいまたいいまたいいまたいいここここととととだだだだといといといというよううよううよううようななななこここことのとのとのとの文文文文章章章章がががが載載載載りまりまりまりましたしたしたした。。。。ああああああああ、、、、注注注注目目目目してくしてくしてくしてくれれれれているているているているんだんだんだんだなといなといなといなというこうこうこうことでとでとでとで、、、、うれうれうれうれししししかかかかっっっったたたたんんんんですがですがですがですが、、、、実実実実はははは、、、、私私私私がががが低公低公低公低公害害害害車車車車にににに乗乗乗乗っっっってててて、、、、市長会市長会市長会市長会、、、、そそそそののののころころころころ、、、、21 市市市市あああありますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、グランシップでグランシップでグランシップでグランシップで開開開開かかかかれれれれましたましたましたました市長会市長会市長会市長会にににに行行行行っっっったとたとたとたときにきにきにきに、、、、みみみみんんんんなななな黒黒黒黒塗塗塗塗りのりのりのりのセセセセルシオかクラルシオかクラルシオかクラルシオかクラウウウウンでンでンでンで来来来来るるるるんんんんですですですです。。。。それそれそれそれでででで分分分分けけけけていましてていましてていましてていまして、、、、市長市長市長市長車車車車ははははみみみみんんんんななななこっちだこっちだこっちだこっちだとととと、、、、こうこうこうこういいいいうわけうわけうわけうわけですですですです。。。。私私私私がががが行行行行ききききましたらましたらましたらましたら、、、、ももももうううう市長市長市長市長車車車車じゃじゃじゃじゃないとないとないとないと思思思思っっっってててて、、、、「「「「そっちそっちそっちそっち、、、、そっちそっちそっちそっち、、、、一一一一般車般車般車般車はははは向向向向こうこうこうこう」」」」とととと。。。。ちょっちょっちょっちょっとととと窓窓窓窓ををををあけあけあけあけてててて、、、、「「「「いやいやいやいや、、、、三島市長三島市長三島市長三島市長ですがですがですがですが」」」」とととと言言言言っっっったらたらたらたら、、、、驚驚驚驚ききききましてましてましてまして、、、、「「「「あっあっあっあっ、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、こちこちこちこちらですらですらですらです」」」」とととと。。。。といといといというよううよううよううようななななこここことでとでとでとで、、、、運運運運転転転転手手手手さんにさんにさんにさんに後後後後でででで聞聞聞聞ききききましたらましたらましたらましたら、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれのののの運運運運転転転転手手手手さんさんさんさんがががが、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり詰詰詰詰めめめめ所所所所ががががあっあっあっあってててて、、、、低公低公低公低公害害害害車車車車をををを物物物物珍珍珍珍ししししそうにそうにそうにそうに見見見見ていてていてていてていて、、、、「「「「うちうちうちうちのののの市長市長市長市長もこもこもこもこのののの車車車車にににに乗乗乗乗っっっってくてくてくてくれれれれるとるとるとるといいいいいいいいんだけんだけんだけんだけどなどなどなどな」」」」といといといといううううふふふふうにうにうにうに運運運運転転転転手手手手さんさんさんさんがががが言言言言っっっっていたていたていたていたんだそうんだそうんだそうんだそうですですですです。。。。そそそそのののの後後後後、、、、期待期待期待期待しましましましましてしてしてして、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ市長市長市長市長がががが低公低公低公低公害害害害車車車車にににに変変変変ええええてくてくてくてくれれれれるるるるんんん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っっっったらたらたらたら、、、、いまいまいまいまだだだだ静岡県静岡県静岡県静岡県ででででだれもだれもだれもだれも低公低公低公低公害害害害車車車車にににに乗乗乗乗っっっってくてくてくてくれれれれていないていないていないていない。。。。ここここのののの辺辺辺辺ががががちょっちょっちょっちょっとととと私私私私としてとしてとしてとしてはははは残残残残念念念念なななな気気気気持持持持ちちちちでいでいでいでいっっっっぱぱぱぱいでいでいでいでござござござございますいますいますいます。。。。     ちょっちょっちょっちょっとととと余余余余談談談談にににになりましたなりましたなりましたなりましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、今今今今、、、、低公低公低公低公害害害害車車車車のののの台台台台数数数数ですがですがですがですが、、、、23 年度年度年度年度までまでまでまで目目目目標標標標 250台台台台、、、、これはこれはこれはこれは三島市三島市三島市三島市役役役役所所所所だけだけだけだけででででなくてなくてなくてなくて、、、、三島市民三島市民三島市民三島市民をををを入入入入れれれれてててて 250 台台台台ななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、平平平平成成成成 15年年年年のののの 1 月月月月 1 日日日日現在現在現在現在でででで 100 台台台台だそうだそうだそうだそうですですですです。。。。それそれそれそれからどからどからどからどんんんんどどどどんんんん増増増増ええええてててておおおおりますからりますからりますからりますから、、、、今今今今 150 台台台台ぐぐぐぐらいらいらいらい三島市三島市三島市三島市内内内内をををを低公低公低公低公害害害害車車車車がががが走走走走っっっっているのでているのでているのでているのでははははないかといないかといないかといないかといううううふふふふうにうにうにうに感感感感じじじじているとているとているとているところころころころででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。三島三島三島三島のののの市市市市役役役役所所所所でででではははは、、、、ハハハハイイイイブブブブリッリッリッリッドドドド車車車車はははは、、、、今今今今市長市長市長市長車車車車、、、、議議議議長長長長車車車車、、、、助助助助役役役役車車車車、、、、教教教教育育育育長長長長車車車車、、、、一一一一般公般公般公般公用用用用車車車車でででで、、、、5台台台台ハハハハイイイイブブブブリッリッリッリッドドドド車車車車がががが配置配置配置配置されされされされていますていますていますています。。。。それそれそれそれからからからから天天天天然然然然ガガガガスススス車車車車はははは 3台台台台ででででござござござございましていましていましていまして、、、、一一一一般公般公般公般公用用用用車車車車といといといというこうこうこうことでとでとでとで使使使使っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。合計合計合計合計でででで、、、、低公低公低公低公害害害害車車車車のののの導入導入導入導入はははは 8 台台台台。。。。黒黒黒黒塗塗塗塗りのりのりのりの車車車車はござはござはござはございまいまいまいませんせんせんせん。。。。ささささららららにににに低公低公低公低公害害害害車車車車もももも高高高高いいいいもももものでのでのでので、、、、今買今買今買今買いかいかいかいかええええるとるとるとるときにはきにはきにはきには、、、、車車車車はははは軽軽軽軽自動自動自動自動車車車車ににににしなしなしなしなささささいといいといいといいというこうこうこうこととととでででで、、、、軽軽軽軽自動自動自動自動車車車車ならならならなら燃燃燃燃費費費費がががが非常非常非常非常ににににいいいいいいいいわけわけわけわけですですですですねねねね。。。。原原原原則則則則、、、、軽軽軽軽自自自自動動動動車車車車にににに買買買買いかいかいかいかええええるといるといるといるというこうこうこうことでやとでやとでや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。。。。     それそれそれそれからからからから、、、、目目目目標標標標としてとしてとしてとして、、、、「「「「1契約口単契約口単契約口単契約口単位位位位ごごごごとのとのとのとの電電電電灯灯灯灯・・・・電力電力電力電力使使使使用用用用量量量量をををを 2000 年度年度年度年度値以値以値以値以下下下下となるとなるとなるとなるようようようよう節節節節電電電電にににに努努努努めめめめますますますます」」」」としてとしてとしてとしておおおおりりりり、、、、節節節節電電電電にににに努努努努めめめめているとているとているとているところころころころででででござござござございますいますいますいます。。。。たたたただだだだ、、、、町町町町のののの中中中中ににににいいいいろろろろいいいいろろろろなななな街灯街灯街灯街灯などがなどがなどがなどがござござござございましていましていましていまして、、、、街灯街灯街灯街灯ががががセセセセンサーでンサーでンサーでンサーで点点点点灯灯灯灯するするするするわけわけわけわけででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、傷傷傷傷んんんんでいるとでいるとでいるとでいるところころころころがががが結結結結構構構構あああありましてりましてりましてりまして、、、、日中日中日中日中ついているついているついているついているケケケケースがースがースがースがござござござございますいますいますいます。。。。市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方がががが、、、、ややややははははりりりり環境環境環境環境先先先先進都進都進都進都市市市市をををを目指目指目指目指すといすといすといすというううう三島三島三島三島のののの方方方方針針針針ががががわわわわかかかか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、、、、市市市市役役役役所所所所にににに電話電話電話電話ををををいたいたいたいただきだきだきだきますますますます。。。。どどどどんんんんどどどどんんんんセセセセンサーをンサーをンサーをンサーを取取取取りかりかりかりかええええててててももももららららうようにうようにうようにうように、、、、東京電力東京電力東京電力東京電力にににに言言言言っっっったりたりたりたり、、、、ああああるいるいるいるいはははは電電電電気気気気のののの工事会社工事会社工事会社工事会社にににに言言言言っっっってやてやてやてやっっっっているとているとているとているところころころころででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、それそれそれそれがががが追追追追いついていいついていいついていいついていかないといかないといかないといかないというよううよううよううようななななこここことのとのとのとの嫌嫌嫌嫌いいいいもござもござもござもございますいますいますいます。。。。     それそれそれそれからからからから、、、、同同同同時時時時にににに、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電、、、、これこれこれこれをををを今今今今推進推進推進推進いたしていたしていたしていたしておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方ののののおおおお手元手元手元手元にににに「「「「三島市三島市三島市三島市のののの環境環境環境環境施施施施策策策策－－－－みみみみんんんんなでなでなでなで築築築築くくくく環境環境環境環境先先先先進都進都進都進都市市市市・・・・三島三島三島三島をををを目指目指目指目指してしてしてして－」－」－」－」といといといというううう、、、、レレレレジジジジュュュュメメメメがいがいがいがい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がいますがいますがいますが、、、、ももももしなかしなかしなかしなかっっっったらたらたらたら、、、、ひひひひとつとつとつとつ手手手手をををを上上上上げげげげていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、またまたまたまた配配配配布布布布させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますがますがますがますが、、、、ここここのののの中中中中にににに、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電ののののこここことととともももも載載載載っっっってててておおおおりますりますりますります。。。。クリークリークリークリーンエネルンエネルンエネルンエネルギーのギーのギーのギーの利用利用利用利用推進推進推進推進といといといというよううよううよううようななななこここことととともござもござもござもございますいますいますいます。。。。 実実実実はははは、、、、三島市三島市三島市三島市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はははは、、、、一一一一般般般般住住住住宅宅宅宅用用用用太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電設設設設置置置置補補補補助助助助制制制制度度度度をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげてててておおおおりりりりましてましてましてまして、、、、平平平平成成成成 12 年年年年 10月月月月からからからから、、、、1キキキキロロロロワワワワットットットット当当当当たりたりたりたり 7 万万万万 5千円千円千円千円をををを補補補補助助助助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。。。。4
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キキキキロロロロワワワワットまででットまででットまででットまででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、これはこれはこれはこれは 3 年年年年といといといというこうこうこうことでとでとでとで終終終終わっわっわっわ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、、、、平平平平成成成成 15 年年年年度度度度からからからから、、、、今今今今度度度度はははは 1 キキキキロロロロワワワワットットットット当当当当たりたりたりたり 2 万万万万円円円円といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、補補補補助助助助をいたしてをいたしてをいたしてをいたしておおおおりますりますりますります。。。。ここここのののの導入導入導入導入のののの件件件件数数数数ですがですがですがですが、、、、もうもうもうもう 230 件件件件ぐぐぐぐらいらいらいらい突突突突破破破破しているといしているといしているといしているというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、三島三島三島三島ににににおきおきおきおきましてましてましてましてははははかなりかなりかなりかなり進進進進んんんんででででおおおおりますりますりますります。。。。     それそれそれそれからからからから、、、、次次次次のののの大大大大ききききなななな 3 番番番番、、、、「「「「地地地地域内域内域内域内循環循環循環循環のののの推進推進推進推進」」」」ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、「「「「地地地地元元元元農農農農産産産産物物物物のののの地地地地元元元元消費消費消費消費拡拡拡拡大大大大をををを図図図図るととるととるととるとともにもにもにもに、、、、休休休休耕耕耕耕地地地地をををを多多多多面面面面利用利用利用利用するなどするなどするなどするなどによによによによりりりり、、、、良好良好良好良好なななな農農農農地地地地としてとしてとしてとして維維維維持持持持・・・・保保保保全全全全しますしますしますします」」」」とととと、、、、こうこうこうこういいいいうううう目目目目標標標標をををを置置置置いていていてい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もおもおもおもお話話話話ががががあああありましたりましたりましたりました、、、、地地地地産産産産地地地地消消消消とととといいいいうこうこうこうことでとでとでとでござござござございましていましていましていまして、、、、地地地地元元元元でとでとでとでとれれれれたたたた産産産産品品品品をををを地地地地元元元元でででで消費消費消費消費するするするする。。。。そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、トラックでトラックでトラックでトラックで遠遠遠遠いといといといところころころころまでまでまでまで持持持持っっっっていくエネルギーていくエネルギーていくエネルギーていくエネルギーもももも必要必要必要必要なくなりますしなくなりますしなくなりますしなくなりますし、、、、安全安全安全安全でででで、、、、そそそそしてしてしてしておおおおいしいいしいいしいいしい、、、、そそそそしてしてしてして新新新新鮮鮮鮮鮮なななな野野野野菜菜菜菜をををを地地地地元元元元でででで食食食食べべべべらららられれれれるるるるわけわけわけわけででででござござござございましていましていましていまして、、、、ここここのののの地地地地産産産産地地地地消消消消をををを強強強強力力力力にににに推進推進推進推進ししししてててておおおおりますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれは最近最近最近最近ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、JA 三島三島三島三島函函函函南南南南農農農農業協業協業協業協同同同同組組組組合合合合におにおにおにお願願願願いいたしましていいたしましていいたしましていいたしまして、、、、
11 月月月月 15 日日日日にににに、、、、「「「「フフフフレレレレッシッシッシッシュュュュ」」」」といといといというううう、、、、地地地地元産元産元産元産品品品品のののの直直直直売売売売所所所所をつくをつくをつくをつくっっっっていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたました。。。。三島三島三島三島市市市市からからからから 200 万万万万円円円円、、、、補補補補助助助助金金金金をををを出出出出させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきましてましてましてまして、、、、1,000 万万万万円円円円でつくでつくでつくでつくっっっっていたていたていたていただきだきだきだきましましましましたたたた。。。。
JA 三島三島三島三島函函函函南南南南農農農農協協協協のののの本本本本店店店店のののの、、、、昔昔昔昔タクタクタクタクワワワワンンンン工場工場工場工場ががががあっあっあっあったとたとたとたところにころにころにころに開設開設開設開設してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。生生生生産者産者産者産者のののの顔顔顔顔のののの見見見見ええええるるるる農農農農産産産産物物物物ががががそこそこそこそこでででで直直直直売売売売されされされされてててておおおおりますりますりますります。。。。だれだれだれだれだれだれだれだれがつくがつくがつくがつくっっっったといたといたといたというこうこうこうことでとでとでとで、、、、もうもうもうもう写写写写真真真真までまでまでまで入入入入っっっっているているているているんんんんですですですですよよよよ。。。。女女女女性性性性がががが非常非常非常非常にににに多多多多いいいいんんんんですですですです。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりりおおおお母母母母さんさんさんさん族族族族がががが非常非常非常非常ににににががががんばっんばっんばっんばっているなとているなとているなとているなと。。。。行行行行っっっってみましたらてみましたらてみましたらてみましたら、、、、男男男男性性性性のののの写写写写真真真真はあはあはあはあまりなかまりなかまりなかまりなかっっっったたたたんんんんですですですです。。。。女女女女性性性性がががが非常非常非常非常ににににががががんばっんばっんばっんばってつくてつくてつくてつくっっっってくてくてくてくれれれれたたたた葉葉葉葉物物物物、、、、ああああるいるいるいるいはははは大大大大根根根根、、、、ニニニニンジンンジンンジンンジン、、、、ゴボゴボゴボゴボウウウウ、、、、シイタシイタシイタシイタケケケケ、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたたもももものがのがのがのが、、、、ほほほほんんんんととととうにうにうにうに所所所所狭狭狭狭しとしとしとしと並並並並んんんんででででおおおおりますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれは朝朝朝朝のののの 9 時時時時からからからから午午午午後後後後のののの 1 時時時時、、、、土土土土・・・・日日日日はははは 2 時時時時までといまでといまでといまでというこうこうこうことでとでとでとで、、、、これはこれはこれはこれは宣伝宣伝宣伝宣伝してくしてくしてくしてくれれれれとととと言言言言われわれわれわれ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、、、、口口口口をををを酸酸酸酸っっっっぱぱぱぱくくくくしてしてしてして言言言言っっっっているとているとているとているところころころころででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ぜひよろぜひよろぜひよろぜひよろｇｇｇｇしくしくしくしく、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方にににに足足足足ををををおおおお運運運運びびびびいたいたいたいただきだきだきだきますますますますようにおようにおようにおようにお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげたいといたいといたいといたいといううう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。。。。     私私私私のののの時間時間時間時間はもうはもうはもうはもう来来来来てしまいましたてしまいましたてしまいましたてしまいました。。。。後後後後でまたでまたでまたでまたおおおお話話話話ををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。循環型循環型循環型循環型のまのまのまのまちちちちづづづづくりをくりをくりをくりを中中中中心心心心としてとしてとしてとしておおおお話話話話ををををさせさせさせさせていていていていたたたただきだきだきだきましたましたましたました。。。。どどどどううううぞぞぞぞよろよろよろよ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げげげますますますます。。。。 

 前前前前田田田田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         どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。     でででではははは、、、、続続続続ききききましてましてましてまして、、、、三島三島三島三島フォフォフォフォレレレレストクラストクラストクラストクラブブブブのののの前前前前嶋嶋嶋嶋様様様様、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 前前前前嶋嶋嶋嶋インストラクタインストラクタインストラクタインストラクタ         たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただきだきだきだきましたましたましたました前前前前嶋嶋嶋嶋ででででござござござございますいますいますいます。。。。タイトルタイトルタイトルタイトルはははは、、、、ここここののののようにようにようにように、、、、「「「「地地地地域域域域のののの森森森森林林林林ボボボボランティランティランティランティアアアアででででででででききききるるるる資源循環型資源循環型資源循環型資源循環型モモモモデルデルデルデル」」」」といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、短短短短いいいい時間時間時間時間ですがですがですがですが、、、、おおおお話話話話ををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。大大大大半半半半がががが組組組組織織織織のののの紹介紹介紹介紹介ににににななななっっっってしまいますのでてしまいますのでてしまいますのでてしまいますので、、、、肝肝肝肝心心心心のとのとのとのところころころころがががが時間時間時間時間ががががあああありりりりまままませんせんせんせんのでのでのでので、、、、それはそれはそれはそれはフォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの中中中中ののののほほほほううううででででおおおお話話話話がでがでがでができきききたらなといたらなといたらなといたらなといううううふふふふううううにににに思思思思いますいますいますいます。。。。     ままままずずずず、、、、フォフォフォフォレレレレストクラストクラストクラストクラブブブブのののの紹介紹介紹介紹介ででででござござござございますいますいますいます。。。。フォフォフォフォレレレレストクラストクラストクラストクラブはブはブはブは、、、、昨昨昨昨年年年年のののの 12月月月月にににに発発発発足足足足いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。それにそれにそれにそれに先先先先駆駆駆駆けけけけてててて、、、、三島市三島市三島市三島市でででで主主主主催催催催をしていたをしていたをしていたをしていただきだきだきだきましたましたましたました、、、、フォフォフォフォレレレレスト・インスト・インスト・インスト・インストラクターといストラクターといストラクターといストラクターというううう講講講講習習習習ががががござござござございましていましていましていまして、、、、これはこれはこれはこれは 2 年年年年間間間間続続続続いていていていておおおおりますりますりますります。。。。そそそそのののの卒卒卒卒業生業生業生業生といといといといいますかいますかいますかいますか、、、、そそそそのののの方方方方がががが中中中中心心心心ににににななななっっっってでてでてでてでききききたたたた組組組組織織織織でででで、、、、現在現在現在現在でででで 47名名名名メメメメンバーがンバーがンバーがンバーがござござござございますいますいますいます。。。。活活活活動動動動
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場所場所場所場所はははは、、、、箱箱箱箱根根根根のののの西西西西麓麓麓麓、、、、西西西西ですですですですねねねね、、、、ここここここここををををメメメメインインインインににににややや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。。。。……………………（（（（マイクマイクマイクマイク不不不不良良良良））））……………………おおおおりますがりますがりますがりますが、、、、ここここののののようにようにようにように、、、、フォフォフォフォレレレレスト・インストラクターのスト・インストラクターのスト・インストラクターのスト・インストラクターの講講講講習習習習といといといといううううとととところころころころからからからから始始始始ままままりましたりましたりましたりました。。。。市長市長市長市長のののの、、、、自治自治自治自治体体体体のののの首首首首長長長長ににににしてしてしてしてはちょっはちょっはちょっはちょっとととと逸逸逸逸脱脱脱脱しているかなしているかなしているかなしているかな――――――――とととと言言言言っっっったらいたらいたらいたらいけけけけないないないないんんんんですですですですけけけけどどどど、、、、非常非常非常非常にににに熱熱熱熱がががが入入入入っっっっていましてていましてていましてていまして、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたた団体団体団体団体がでがでがでができきききたたたたこここことをとをとをとを大大大大変変変変あああありがりがりがりがたくたくたくた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。。。。     メメメメンバーのンバーのンバーのンバーの方方方方ななななんんんんですですですですけけけけどどどど、、、、たまたまたまたまたまたまたまたまこれこれこれこれはははは、、、、役役役役員員員員だけだけだけだけのののの写写写写真真真真ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、左左左左のののの上上上上ののののほほほほううううがががが、、、、サラリーマンでしてサラリーマンでしてサラリーマンでしてサラリーマンでして、、、、何何何何となくとなくとなくとなく浮浮浮浮かないかないかないかない顔顔顔顔をしているをしているをしているをしているんんんんですですですですけけけけどどどど、、、、生生生生きききき生生生生ききききとしとしとしとし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のがるのがるのがるのが、、、、ここここのののの右右右右のののの下下下下のののの、、、、ももももとからのとからのとからのとからの山山山山のののの手手手手のののの住人住人住人住人といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、林業林業林業林業にににに実実実実際際際際にににに携携携携わっわっわっわっ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、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたた方方方方もメもメもメもメンバーンバーンバーンバーににににななななっっっっていますしていますしていますしていますし、、、、それそれそれそれからからからから、、、、里里里里山山山山をををを実実実実際際際際ににににオーオーオーオーナナナナーとしてーとしてーとしてーとしておおおお持持持持ちちちちのののの方方方方ももももいらいらいら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。。。。「「「「近近近近くのくのくのくの子子子子供供供供がががが遊遊遊遊びにきびにきびにきびにきててててももももららららええええるるるるようようようようなななな里里里里山山山山をつくりたいをつくりたいをつくりたいをつくりたい」」」」とととと……………………    そうそうそうそういいいいっっっったたたたこここことでとでとでとで、、、、非常非常非常非常にににに志志志志がががが高高高高いなといいなといいなといいなといううううふふふふううううにににに私私私私はははは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。。。。     きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、ここここのののの 4 つのつのつのつの紹介紹介紹介紹介ででででござござござございますいますいますいます。。。。ままままずずずず、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと口口口口幅幅幅幅っっっったいたいたいたいんんんんですがですがですがですが、、、、森森森森のののの保保保保全全全全といといといというこうこうこうことですがとですがとですがとですが、、、、実実実実際際際際はははは、、、、画画画画をををを見見見見ていたていたていたていただきだきだきだきますとますとますとますと、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたようようようようななななこここことでとでとでとで、、、、大大大大体体体体月月月月にににに 1 回回回回かかかか、、、、ないしないしないしないし 2 回回回回、、、、今今今今月月月月ああああたりですとたりですとたりですとたりですと毎週毎週毎週毎週ややややっっっっていますていますていますていますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたた、、、、木木木木をををを切切切切るるるる、、、、間間間間伐伐伐伐のののの作業作業作業作業ををををさせさせさせさせていたていたていたていただだだだいていますいていますいていますいています。。。。箱箱箱箱根根根根はははは朝朝朝朝霧霧霧霧がががが非常非常非常非常にきれにきれにきれにきれいでしていでしていでしていでして、、、、そそそそのののの中中中中でででで木木木木をををを切切切切るといるといるといるといううううののののはははは、、、、決決決決してしてしてして悪悪悪悪いいいい気気気気分分分分じゃじゃじゃじゃないといないといないといないというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。おおおお昼休昼休昼休昼休みみみみはははは、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたこここことでとでとでとで、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材でつくでつくでつくでつくっっっったストーたストーたストーたストーブブブブででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ああああああああいいいいっっっったたたたもももものでのでのでので、、、、わわわわいいいいわわわわいいいい、、、、おおおお昼昼昼昼をををを楽楽楽楽ししししんんんんででででおおおおりますりますりますります。。。。     どどどどんんんんななななこここことをやとをやとをやとを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、、、、三島市三島市三島市三島市にはにはにはには子子子子供供供供のののの森森森森公公公公園園園園といといといといううううのがのがのがのがござござござございまいまいまいましてしてしてして、、、、そこそこそこそこでででで木木木木をををを少少少少しししし整理整理整理整理しましてしましてしましてしまして、、、、そそそそのののの後後後後にににに公公公公園園園園らしいらしいらしいらしい、、、、地地地地元元元元のののの木木木木、、、、ヤヤヤヤママママザザザザクラでクラでクラでクラでああああるるるるとかとかとかとか、、、、ヤヤヤヤママママボボボボウウウウシとかシとかシとかシとか、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたた木木木木をををを植植植植ええええるといるといるといるというううう作業作業作業作業ででででござござござございますいますいますいます。。。。こうこうこうこういいいいっっっったたたた作業作業作業作業ののののおおおお手手手手伝伝伝伝いをいをいをいをさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたました。。。。     それそれそれそれからからからから、、、、資源資源資源資源活活活活用用用用といといといといううううとととところころころころからいからいからいからいききききますとますとますとますと、、、、三島市三島市三島市三島市のののの表表表表看板看板看板看板といといといといううううののののはははは、、、、実実実実はははは、、、、森森森森のののの小小小小ささささななななダダダダムムムムづづづづくりといくりといくりといくりというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。左左左左のののの下下下下ががががダダダダムですムですムですムですねねねね。。。。ダダダダムといムといムといムといううううかかかか、、、、水水水水たまりなたまりなたまりなたまりなんんんんですですですですけけけけどどどど、、、、あれあれあれあれでででで要要要要するするするするにににに地地地地下水下水下水下水をををを涵涵涵涵養養養養していしていしていしていこうこうこうこうとととと、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたもももものでのでのでのでござござござございますいますいますいます。。。。こうこうこうこういいいいっっっったたたたもももものののののののの作業作業作業作業もおもおもおもお手手手手伝伝伝伝いをいをいをいをさせさせさせさせていたていたていたていただだだだいていていていておおおおりますりますりますります。。。。     里里里里山山山山にににに関関関関してなしてなしてなしてなんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、最近最近最近最近ですとですとですとですと、、、、竹竹竹竹をををを放放放放っっっってててておきおきおきおきますとますとますとますと、、、、竹竹竹竹ははははどどどどんんんんどどどどんんんん野野野野放放放放図図図図にににに伸伸伸伸びびびびてしまいますてしまいますてしまいますてしまいます。。。。そうそうそうそういいいいっっっったたたたこここことでとでとでとで、、、、竹林竹林竹林竹林のののの整備整備整備整備、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたここここととととももももやらやらやらやらせせせせていていていていたたたただだだだいていていていておおおおりますりますりますります。。。。     座座座座学学学学ななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これはこれはこれはこれは県県県県でやりましたでやりましたでやりましたでやりました「「「「里里里里山山山山づづづづくりくりくりくり講講講講習習習習会会会会」」」」ですですですです。。。。こうこうこうこういいいいっっっったたたたここここととととにもにもにもにも参加参加参加参加してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。真真真真んんんん中中中中にににに大大大大ききききなななな態態態態度度度度でででで立立立立っっっってててておおおおりますりますりますります、、、、あれはあれはあれはあれは私私私私たたたたちちちちのののの会長会長会長会長ででででござござござございますいますいますいます。。。。     三島三島三島三島はははは、、、、新幹新幹新幹新幹線線線線「「「「ひひひひかりかりかりかり」」」」ももももとまるとまるとまるとまるんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと外外外外れれれれますとますとますとますとこんこんこんこんななななきれきれきれきれいいいいなとなとなとなところころころころがががが実実実実はござはござはござはございますいますいますいます。。。。小池市長小池市長小池市長小池市長、、、、これこれこれこれがどがどがどがどここここかかかかおわおわおわおわかりでかりでかりでかりでござござござございましいましいましいましょうょうょうょうかかかか？？？？ははははいいいい！！！！ささささすがすがすがすが市長市長市長市長ででででござござござございますいますいますいます。。。。山田川山田川山田川山田川ででででござござござございますいますいますいますねねねね。。。。こうこうこうこういいいいっっっったたたた、、、、非常非常非常非常にににに水水水水ののののきれきれきれきれいなといなといなといなとこここころろろろががががあああありましてりましてりましてりまして、、、、これこれこれこれをををを、、、、市民市民市民市民のののの方方方方ががががもうもうもうもう少少少少しししし入入入入りやすいりやすいりやすいりやすい、、、、歩歩歩歩ききききやすいとやすいとやすいとやすいところにころにころにころにしていしていしていしていききききたいなといたいなといたいなといたいなというううう、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたたこここことととともももも皆皆皆皆さんさんさんさんでででで今今今今考考考考ええええているとているとているとているところころころころででででござござござございますいますいますいます。。。。 
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    学学学学んんんんでででで遊遊遊遊ぶぶぶぶといいますかといいますかといいますかといいますか、、、、遊遊遊遊んんんんでででで遊遊遊遊ぶぶぶぶななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる楽楽楽楽しみのしみのしみのしみの部部部部類類類類ですがですがですがですが、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたこここことでとでとでとで、、、、おおおお昼昼昼昼にはにはにはには、、、、これはこれはこれはこれはカカカカレレレレーライスをつくーライスをつくーライスをつくーライスをつくっっっっているているているているんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたこここことをしたりとをしたりとをしたりとをしたり、、、、これこれこれこれ、、、、実実実実はははは、、、、先先先先ほほほほどどどどおおおお話話話話ががががあああありましたりましたりましたりましたキキキキャャャャノノノノンンンンさんさんさんさんのののの社員社員社員社員さんさんさんさんななななんんんんですですですです。。。。キキキキャャャャノノノノンのンのンのンの社員社員社員社員さんさんさんさんがががが裏裏裏裏方方方方にににに回回回回りましてりましてりましてりまして、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたこここことをやとをやとをやとをやっっっっていたていたていたていただだだだいていまいていまいていまいていますすすす。。。。彼彼彼彼がががが今今今今副副副副会長会長会長会長ででででござござござございますいますいますいます。。。。     これはこれはこれはこれは、、、、楽楽楽楽しみのしみのしみのしみのうちうちうちうちでででで、、、、シイタシイタシイタシイタケケケケ、、、、キノキノキノキノココココ、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたもももものをのをのをのを、、、、菌菌菌菌をををを植植植植ええええつつつつけけけけてとるてとるてとるてとるとかとかとかとか、、、、竹竹竹竹のののの整理整理整理整理もももも、、、、最最最最後後後後のフィのフィのフィのフィニニニニッシッシッシッシュュュュがががが大事大事大事大事ですからですからですからですから、、、、タタタタケケケケノノノノコのコのコのコの整理整理整理整理ももももししししっっっっかりするかりするかりするかりする。。。。非常非常非常非常にににに行行行行きききき届届届届いたいたいたいたこここことをしてとをしてとをしてとをしておおおおりりりりますますますます。。。。     以上以上以上以上、、、、紹介紹介紹介紹介ななななんんんんですがですがですがですが、、、、きょうきょうきょうきょうのテーマでのテーマでのテーマでのテーマであああありますりますりますります、、、、資源循環型資源循環型資源循環型資源循環型モモモモデルデルデルデル、、、、これこれこれこれをををを考考考考ええええるるるるきっきっきっきっかかかかけにけにけにけについてのついてのついてのついてのおおおお話話話話ででででござござござございますいますいますいます。。。。     これはこれはこれはこれは、、、、私私私私がとらがとらがとらがとらええええましたのましたのましたのましたのはははは、、、、ややややははははりりりり京都議定京都議定京都議定京都議定書書書書とのとのとのとの関係関係関係関係かなとかなとかなとかなと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。ままままああああ、、、、それそれそれそれとととと森森森森とのとのとのとの関係関係関係関係ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ごごごご承承承承知知知知ののののようにようにようにように、、、、日本日本日本日本はははは、、、、総総総総量量量量でででで 6％％％％のののの CO2 のののの削減削減削減削減がががが必要必要必要必要ででででござござござございますいますいますいます。。。。CO2 のののの吸吸吸吸収収収収源源源源、、、、実実実実はははは森森森森ででででござござござございますいますいますいます。。。。森森森森はははは、、、、日本日本日本日本のののの CO2 のののの 3.9％％％％をををを吸吸吸吸収収収収するするするする貴貴貴貴重重重重なななな存存存存在在在在ででででござござござございますいますいますいます。。。。さっきさっきさっきさっき、、、、地球地球地球地球がががが 3 つつつつあっあっあっあっててててもももも足足足足りないとりないとりないとりないとおっおっおっおっししししゃゃゃゃいいいいましたがましたがましたがましたが、、、、そそそそのとのとのとのとおおおおりでりでりでりでござござござございますいますいますいます。。。。大大大大変変変変なななな存存存存在在在在ででででござござござございますいますいますいます。。。。とととところころころころがががが、、、、1 つつつつミミミミソソソソががががあああありりりりましてましてましてまして、、、、森森森森林林林林のののの材材材材木木木木がががが加加加加工工工工されされされされてててて、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどのようにようにようにように、、、、熱熱熱熱源源源源としてとしてとしてとして使使使使われわれわれわれたたたた場合場合場合場合、、、、そこそこそこそこからからからから出出出出るるるる CO2ははははカカカカウウウウントントントントされされされされないないないない、、、、こうこうこうこういいいいううううルールルールルールルールににににななななっっっっていますていますていますています。。。。ややややははははりりりり CO2にににに関関関関してしてしてしてはははは、、、、森森森森のののの材材材材といといといといううううののののはニュはニュはニュはニュートラルでートラルでートラルでートラルでござござござございますいますいますいます。。。。カーカーカーカーボボボボン・ン・ン・ン・ニュニュニュニュートラルといートラルといートラルといートラルといううううかかかか、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたた言言言言いいいい方方方方をしますをしますをしますをしますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ニュニュニュニュートラルでートラルでートラルでートラルでござござござございますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、年年年年間間間間にににに森森森森林林林林がががが吸吸吸吸収収収収するするするする能能能能力力力力、、、、それそれそれそれをををを減減減減ららららささささないないないない範囲範囲範囲範囲でででで森森森森のののの恵恵恵恵みみみみ、、、、それそれそれそれをををを化化化化石石石石燃料燃料燃料燃料のののの置置置置ききききかかかかえにえにえにえに使使使使えればえればえればえれば……………………とととと、、、、当当当当然然然然のののの思思思思いでいでいでいでござござござございますいますいますいます。。。。     間間間間伐伐伐伐材材材材ののののこここことなとなとなとなんんんんですがですがですがですが、、、、森森森森といといといといううううののののはははは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なななな存存存存在在在在、、、、これはこれはこれはこれは言言言言ううううまでまでまでまでももももないないないないんんんんでででですすすすけれけれけれけれどどどどもももも、、、、何何何何でででで間間間間伐伐伐伐材材材材がががが使使使使われわれわれわれないのかといいますとないのかといいますとないのかといいますとないのかといいますと、、、、要要要要はははは、、、、昔昔昔昔、、、、戦争直戦争直戦争直戦争直後後後後、、、、木木木木をたくをたくをたくをたくさんさんさんさん植植植植ええええたたたたわけわけわけわけででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、それそれそれそれがががが、、、、経済経済経済経済情情情情勢勢勢勢がががが変変変変わわわわりましてりましてりましてりまして、、、、建築建築建築建築材材材材としてとしてとしてとして使使使使ええええなななないといいといいといいというこうこうこうことですとですとですとですよねよねよねよね。。。。そそそそのたのたのたのためにめにめにめに放放放放置置置置ををををされされされされてしまてしまてしまてしまっっっっているているているているわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。さっきさっきさっきさっき、、、、地球地球地球地球はははは悲悲悲悲しいといしいといしいといしいというおうおうおうお話話話話ががががあっあっあっあったたたたんんんんですですですですけけけけどどどど、、、、ままままさにそさにそさにそさにそのとのとのとのとおおおおりでりでりでりでござござござございましていましていましていまして、、、、人人人人間間間間とととといいいいううううののののはははは、、、、自然自然自然自然とのとのとのとの共生共生共生共生とかとかとかとか、、、、非常非常非常非常にににに格格格格好好好好のいいのいいのいいのいいこここことをとをとをとを言言言言うんうんうんうんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ややややっっっっているているているているここここととととはははは、、、、使使使使ええええなくなるとなくなるとなくなるとなくなると放放放放っっっってててておおおおくくくく。。。。これだっこれだっこれだっこれだったらたらたらたら、、、、何何何何もアもアもアもアフリカのフリカのフリカのフリカの焼焼焼焼きききき畑畑畑畑農農農農業業業業をををを笑笑笑笑うこうこうこうことととともももも、、、、非難非難非難非難するするするするここここととととももももででででききききないといないといないといないといううううのがのがのがのが実実実実際際際際のののの状状状状態態態態ででででござござござございますいますいますいます。。。。     これこれこれこれをををを見見見見てくてくてくてくださださださださいいいい。。。。これはこれはこれはこれは自然自然自然自然のののの姿姿姿姿ななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、左左左左ののののほほほほううううのののの下下下下にあにあにあにありますりますりますります、、、、ああああれはれはれはれは木木木木がががが、、、、年年年年をををを経経経経てててて、、、、風風風風かかかか何何何何かでかでかでかで倒倒倒倒れれれれますますますます。。。。倒倒倒倒れれれれますとますとますとますと、、、、そこそこそこそこがオープンスがオープンスがオープンスがオープンスペペペペースースースースにににになりなりなりなりますからますからますからますから、、、、光光光光がががが当当当当たりますたりますたりますたります。。。。光光光光がががが当当当当たるとたるとたるとたると、、、、そこにそこにそこにそこに、、、、右右右右のののの上上上上ののののようようようようなななな芽芽芽芽生生生生ええええ、、、、これこれこれこれでででで種種種種とととといいいいううううのがのがのがのが連連連連綿綿綿綿とつながとつながとつながとつながっっっっていくていくていくていくわけわけわけわけですですですです。。。。仏仏仏仏教教教教のののの言葉言葉言葉言葉でででで言言言言うううう、、、、ままままさにさにさにさに輪輪輪輪廻廻廻廻のののの世世世世界界界界そそそそののののももももののののででででござござござございますいますいますいます。。。。     とととところころころころがががが、、、、一一一一旦旦旦旦人工林人工林人工林人工林のののの中中中中にににに足足足足をををを踏踏踏踏みみみみ入入入入れれれれてみますとてみますとてみますとてみますと、、、、わざわざわざわざととととこうこうこうこういいいいうううう写写写写真真真真をををを撮撮撮撮っっっったたたたわわわわけけけけじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、三島三島三島三島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、、、、大大大大半半半半のとのとのとのところころころころがががが、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材といといといといううううののののはははは、、、、こうこうこうこういいいいうううう格格格格好好好好でででで、、、、実実実実はははは放放放放置置置置ををををされされされされてしまてしまてしまてしまっっっっているているているているわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。非常非常非常非常にににに考考考考えさせえさせえさせえさせらららられれれれるるるる風景風景風景風景ででででござござござございますいますいますいます。。。。そうそうそうそういいいいっっっったたたたこここことでとでとでとで、、、、ももももととととももももとととと森森森森のののの資源資源資源資源活活活活用用用用をををを、、、、新新新新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーにににに結結結結びびびびつつつつけけけけるるるるといといといというううう
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こここことでとでとでとですがすがすがすが、、、、エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの自自自自給給給給といといといといううううののののはははは、、、、ややややははははりりりりこれこれこれこれ、、、、太太太太平平平平洋洋洋洋戦争戦争戦争戦争ののののころころころころからからからから、、、、実実実実はははは日日日日本本本本のライフラインのライフラインのライフラインのライフラインだっだっだっだったたたたわけわけわけわけですですですですねねねね。。。。そうそうそうそういいいいっっっったたたた意意意意味味味味からからからからもももも非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なななな話話話話ででででござござござございますいますいますいます。。。。それそれそれそれからからからから、、、、今今今今日日日日のゼロエミッションののゼロエミッションののゼロエミッションののゼロエミッションの視点視点視点視点、、、、ここここのののの 3 つをつをつをつを合合合合わせわせわせわせてててて考考考考ええええたたたたわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。市民市民市民市民としてとしてとしてとして一体一体一体一体何何何何がでがでがでができきききるるるるんんんんでしでしでしでしょうょうょうょうかかかか？？？？といといといというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。     ああああるるるるモモモモデルをデルをデルをデルを考考考考ええええてててて、、、、提提提提案案案案させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきたいとたいとたいとたいと思思思思いましていましていましていまして、、、、準備準備準備準備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。。。。     これこれこれこれ、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどのおおおお話話話話にもあにもあにもあにもありましたりましたりましたりましたようにようにようにように、、、、要要要要はははは、、、、残残残残滓滓滓滓系系系系といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、残残残残渣渣渣渣系系系系のバイのバイのバイのバイオをオをオをオを使使使使っっっったりたりたりたり、、、、ああああるいるいるいるいははははわざわざわざわざわざわざわざわざ生生生生産産産産したプランテーションしたプランテーションしたプランテーションしたプランテーション系系系系のバイオのバイオのバイオのバイオ、、、、それそれそれそれをををを使使使使いましいましいましいましてててて、、、、真真真真んんんん中中中中ののののようようようようなプロなプロなプロなプロセセセセスをスをスをスを経経経経ますとますとますとますと、、、、左左左左にににに書書書書いていていていてあああありますりますりますりますようようようようなななな、、、、肥肥肥肥料料料料だだだだとかとかとかとか、、、、プラプラプラプラススススチチチチックックックックだだだだとかとかとかとか、、、、液液液液体燃料体燃料体燃料体燃料、、、、発発発発電電電電、、、、建建建建材材材材、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたたようようようようななななももももののののにににに応応応応用用用用がでがでがでができきききるるるるわけわけわけわけででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。     今今今今回回回回、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたた中中中中でででで、、、、ああああるるるる種種種種のののの整理整理整理整理をしてみをしてみをしてみをしてみようようようようといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、縦縦縦縦軸軸軸軸をををを CO2 フリーフリーフリーフリー、、、、要要要要はははは、、、、CO2 をををを絶絶絶絶対対対対出出出出ささささないといないといないといないというこうこうこうことですとですとですとですねねねね、、、、それそれそれそれからからからから、、、、下下下下側側側側をををを CO2ニュニュニュニュートラルートラルートラルートラル。。。。それそれそれそれからからからから、、、、横横横横のののの軸軸軸軸、、、、X 軸軸軸軸はははは、、、、ほほほほととととんんんんどどどど手手手手をかをかをかをかけけけけないでないでないでないで使使使使ええええるるるるもももものののの、、、、ああああるいるいるいるいはははは高高高高度度度度にににに手手手手をかをかをかをかけけけけなななないといといといと使使使使ええええないないないないもももものとのとのとのと、、、、こうこうこうこういいいいうよううよううよううようなななな分分分分けけけけ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。。。。そうそうそうそうしますとしますとしますとしますと、、、、きょうきょうきょうきょう出出出出ててててききききたたたた諸諸諸諸先先先先生生生生ののののおおおお話話話話といといといといううううののののはははは、、、、大大大大体体体体こうこうこうこういいいいっっっったたたたカテカテカテカテゴゴゴゴリーリーリーリーにににに分分分分けけけけらららられれれれるるるるんんんんじゃじゃじゃじゃないのかとないのかとないのかとないのかと。。。。今今今今回回回回、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材のののの活活活活用用用用といといといというううう観観観観点点点点からいからいからいからいききききますとますとますとますと、、、、建築建築建築建築用用用用材材材材としてとしてとしてとして使使使使うううう。。。。それそれそれそれからからからから、、、、もうもうもうもう一一一一つのつのつのつの提提提提案案案案としてとしてとしてとして、、、、液液液液体燃料化体燃料化体燃料化体燃料化するするするする。。。。これこれこれこれがががが一一一一つのつのつのつの方方方方策策策策としてとしてとしてとして上上上上ががががっっっってくるてくるてくるてくるんんん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いいいいううううふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。     ここここのののの辺辺辺辺はもうはもうはもうはもう時間時間時間時間ががががあああありまりまりまりませんせんせんせんのでのでのでので、、、、省省省省略略略略ででででござござござございますいますいますいます。。。。これもこれもこれもこれも省省省省略略略略ででででござござござございますいますいますいます。。。。     これこれこれこれがががが、、、、一一一一つのつのつのつのモモモモデルとしてデルとしてデルとしてデルとして考考考考ええええたたたたもももものでのでのでのでござござござございますいますいますいます。。。。実実実実はははは、、、、きょうきょうきょうきょう配配配配付付付付していたしていたしていたしていただだだだいいいいたたたたようようようようなななな資資資資料料料料ががががもっもっもっもっとととと事事事事前前前前にあればにあればにあればにあれば、、、、もうもうもうもう少少少少しましなしましなしましなしましな準備準備準備準備がでがでがでができきききたとたとたとたと思思思思うんうんうんうんですがですがですがですが、、、、一応一応一応一応考考考考ええええたたたたこここことをとをとをとを書書書書いていていていてござござござございますいますいますいます。。。。     ままままずずずず、、、、スタートスタートスタートスタートはははは、、、、左左左左のののの上上上上のののの、、、、そこそこそこそこですですですですねねねね、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材、、、、ここここここここからスタートするからスタートするからスタートするからスタートするわけわけわけわけですですですです。。。。それそれそれそれからからからから建築建築建築建築のののの廃廃廃廃材材材材、、、、これこれこれこれをををを集集集集めめめめましてましてましてまして、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる木木木木質質質質系系系系のののの未未未未利用利用利用利用バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス。。。。それそれそれそれからからからから、、、、三島市三島市三島市三島市としてとしてとしてとして利用利用利用利用ででででききききるるるるそそそそのののの他他他他ののののこうこうこうこういいいいっっっったたたた分分分分別別別別されされされされたたたたもももものののの、、、、ああああるいるいるいるいはははは加加加加工工工工品品品品のののの残残残残渣渣渣渣、、、、ここここうううういいいいっっっったたたたもももものをのをのをのを加加加加ええええまままますがすがすがすが、、、、これはこれはこれはこれは全全全全部部部部加加加加ええええるといるといるといるというわけうわけうわけうわけでででではもちろんはもちろんはもちろんはもちろんないないないないわけわけわけわけででででござござござございいいいますますますます。。。。要要要要するするするするにににに、、、、移送移送移送移送可能可能可能可能なななな資資資資材材材材化化化化、、、、資源資源資源資源化化化化をするをするをするをするわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。プロプロプロプロセセセセススススはははは、、、、先先先先ほほほほどのプラスどのプラスどのプラスどのプラスチチチチックのックのックのックの話話話話とととと同同同同じじじじででででござござござございましていましていましていまして、、、、集集集集めめめめましてましてましてまして、、、、ププププレレレレのののの処処処処理理理理としてオとしてオとしてオとしてオゾゾゾゾンンンン処処処処理理理理をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。それにそれにそれにそれに酵酵酵酵素素素素をををを加加加加ええええてとかてとかてとかてとかはははは全全全全くくくく先先先先ほほほほどのどのどのどの話話話話のとのとのとのとおおおおりでりでりでりでござござござございますいますいますいます。。。。それそれそれそれででででエタエタエタエタノノノノールをールをールをールを生生生生成成成成するするするするわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。     エタエタエタエタノノノノールをールをールをールを何何何何にににに使使使使うううう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、、、、それそれそれそれををををそそそそのままのままのままのままガガガガソソソソリンのリンのリンのリンの中中中中にににに添添添添加加加加するするするする、、、、これこれこれこれもももも先先先先ほほほほどどどどごごごご紹介紹介紹介紹介ががががあっあっあっあったたたたんんんんですがですがですがですが、、、、日本日本日本日本ですとですとですとですと、、、、現在現在現在現在 3％％％％までがまでがまでがまでが許許許許容容容容されされされされているているているている範囲範囲範囲範囲ででででござござござございますいますいますいます。。。。こうこうこうこういいいいっっっったたたたようようようようななななここここととととももももででででききききますますますます。。。。それそれそれそれからからからから、、、、ささささららららにそれにそれにそれにそれをををを変変変変成成成成ししししましてましてましてまして、、、、水水水水素素素素をををを分分分分離離離離してしてしてして、、、、燃料電燃料電燃料電燃料電池池池池としてとしてとしてとして使使使使いたいいたいいたいいたい。。。。そこにちょっそこにちょっそこにちょっそこにちょっととととキキキキャッャッャッャッチチチチフフフフレレレレーーーーズズズズをををを書書書書いていていていてああああるるるるんんんんですですですですけけけけどどどど、、、、液液液液体燃料化体燃料化体燃料化体燃料化といといといといううううののののはははは、、、、クリーン・クリーン・クリーン・クリーン・アアアアンンンンドドドド・クリーンで・クリーンで・クリーンで・クリーンでああああるとるとるとると。。。。どどどどここここかのかのかのかの通信通信通信通信会社会社会社会社のののの C&C といといといといううううのとのとのとのと同同同同じじじじ表表表表示示示示ななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、クリーンといクリーンといクリーンといクリーンといううううののののはははは、、、、自然自然自然自然、、、、山山山山、、、、森森森森ももももきれきれきれきれいいいいにににになりますなりますなりますなりますよよよよとととと。。。。しかしかしかしかももももクリーンなエネルギーがクリーンなエネルギーがクリーンなエネルギーがクリーンなエネルギーが生生生生成成成成されされされされますますますますよよよよといといといというううう意意意意味味味味ででででござござござございますいますいますいます。。。。 
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    データでデータでデータでデータでござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、プラントとしてのプラントとしてのプラントとしてのプラントとしての規規規規模模模模はははは、、、、これこれこれこれ、、、、実実実実はははは日本日本日本日本食食食食糧糧糧糧さんさんさんさんといといといといううううベベベベンンンンチチチチャーャーャーャーさんさんさんさんががががあああありましてりましてりましてりまして、、、、そこそこそこそこでいでいでいでいろろろろいいいいろろろろヒヒヒヒアアアアリングをしてリングをしてリングをしてリングをしてききききましたましたましたました結果結果結果結果ででででござござござございいいいますますますます。。。。大大大大体体体体、、、、プラントのサイプラントのサイプラントのサイプラントのサイズズズズがががが、、、、日日日日量量量量処処処処理理理理量量量量でででで 10 トントントントン、、、、量量量量産産産産ももももののののににににななななっっっっててててききききますとますとますとますと 200トントントントンぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、日日日日量量量量処処処処理理理理がでがでがでができきききるるるるそうそうそうそうででででござござござございますいますいますいます。。。。材材材材料料料料はははは、、、、今今今今いいいいっっっったたたたようようようようなとなとなとなとおおおおりでりでりでりでござござござございますいますいますいます。。。。エタエタエタエタノノノノールのールのールのールの生生生生成成成成量量量量ででででござござござございますいますいますいますけけけけどどどど、、、、重重重重量比量比量比量比でででで大大大大体体体体 20％％％％からからからから 25％％％％、、、、エタエタエタエタノノノノールールールールとしてとしてとしてとして取取取取りりりり出出出出すすすすこここことがでとがでとがでとができきききるるるるといといといというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。エタエタエタエタノノノノールといールといールといールといううううののののはははは、、、、今今今今、、、、リッリッリッリッターターターター当当当当たりたりたりたり 35 円円円円からからからから 25 円円円円ぐぐぐぐらいですらいですらいですらいです。。。。自分自分自分自分たたたたちちちちがががが使使使使うううう分分分分にはもっにはもっにはもっにはもっとととと高高高高いいいい値値値値段段段段でででで使使使使ええええるとるとるとると思思思思うんうんうんうんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、こうこうこうこう考考考考ええええますとますとますとますと、、、、年年年年間間間間でででで 2,000 万万万万円円円円といといといといううううののののはちょっはちょっはちょっはちょっとととと厳厳厳厳しいしいしいしい数数数数字字字字でででで、、、、
3,000 万万万万円円円円からからからから、、、、大型大型大型大型のプラントですとのプラントですとのプラントですとのプラントですと、、、、年年年年間間間間でででで 4億億億億円円円円ぐぐぐぐらいのリターンがらいのリターンがらいのリターンがらいのリターンがああああるといるといるといるというこうこうこうこととととででででござござござございますいますいますいます。。。。肝肝肝肝心心心心のシステムののシステムののシステムののシステムのおおおお値値値値段段段段ななななんんんんですですですですけけけけどどどど、、、、約約約約 10億億億億円円円円かかるといかかるといかかるといかかるというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、例例例例えばえばえばえばソソソソーラーなーラーなーラーなーラーなんんんんかかかかにににに出出出出すすすす補補補補助助助助金金金金のののの金金金金額額額額とととと比比比比べべべべてみますとてみますとてみますとてみますと、、、、補補補補助助助助金金金金のののの金金金金額額額額だっだっだっだってててて、、、、大大大大多多多多数数数数のののの家家家家庭庭庭庭ででででソソソソーラーをーラーをーラーをーラーを導入導入導入導入するとなするとなするとなするとなればればればれば、、、、非常非常非常非常にににに大大大大ききききなななな金金金金額額額額ににににななななっっっってくてくてくてくるるるるわけわけわけわけですからですからですからですから、、、、そんそんそんそんななななにににに大大大大ききききななななもももものでのでのでのでははははないなといないなといないなといないなというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。ごごごご承承承承知知知知ののののようようようようにににに、、、、今今今今日本日本日本日本はははは添添添添加加加加のののの上限上限上限上限がががが 3％％％％ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、10％％％％のエタのエタのエタのエタノノノノールがールがールがールが 2010 年年年年にはにはにはには許許許許可可可可にににになるなるなるなるといといといというおうおうおうお話話話話だだだだとととと伺伺伺伺っっっっていますていますていますています。。。。     これはこれはこれはこれは、、、、もうもうもうもう簡簡簡簡単単単単にににに評評評評価価価価をしたをしたをしたをした内内内内容容容容ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、地地地地域域域域循環循環循環循環のコのコのコのコアアアアといいますといいますといいますといいますかかかか、、、、私私私私どどどどももももののののようようようようなななな自治自治自治自治体体体体でででで扱扱扱扱ううううサイサイサイサイズズズズとしてとしてとしてとしてはははは、、、、プラントのサイプラントのサイプラントのサイプラントのサイズズズズととととしてしてしてしてちょうちょうちょうちょうどいいどいいどいいどいいんんんんじゃじゃじゃじゃないのかといないのかといないのかといないのかというこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。たたたただだだだ、、、、初初初初期期期期投投投投資資資資とランとランとランとランニニニニングコストングコストングコストングコストにににに関関関関してしてしてしてはははは、、、、特特特特ににににランランランランニニニニングコストングコストングコストングコストはははは大事大事大事大事ででででござござござございましていましていましていまして、、、、ここここのののの部分部分部分部分にににについてついてついてついてははははままままだだだだ未未未未検検検検証証証証のののの部分部分部分部分がががが随随随随分分分分多多多多いといいといいといいというこうこうこうことでとでとでとで、、、、これはこれはこれはこれは問問問問題題題題をををを含含含含めめめめてててて三三三三角角角角印印印印ででででござござござございますいますいますいます。。。。     それそれそれそれからからからから、、、、ああああとととと、、、、原原原原料確保料確保料確保料確保といといといというううう意意意意味味味味ですですですですけけけけどどどど、、、、これはこれはこれはこれは、、、、日本日本日本日本全体全体全体全体でででで間間間間伐伐伐伐材材材材がががが年年年年間間間間 1,500万万万万トントントントン、、、、それそれそれそれからからからから古古古古紙紙紙紙・・・・廃廃廃廃材材材材、、、、これこれこれこれがががが 2,300 万万万万トントントントン、、、、両両両両方方方方でででで 3,800 万万万万トンですトンですトンですトンですねねねね。。。。これこれこれこれををををガガガガソソソソリンとリンとリンとリンと等価等価等価等価のエタのエタのエタのエタノノノノールールールールににににしますとしますとしますとしますと、、、、何何何何とととと 300 万万万万キキキキロリットルからでロリットルからでロリットルからでロリットルからでききききてしまてしまてしまてしまううううといといといといううううこここことですからとですからとですからとですから、、、、非常非常非常非常にににに大大大大ききききいいいいわけわけわけわけですですですです。。。。単単単単純純純純にににに、、、、そうそうそうそういいいいうううう理理理理論論論論上上上上のののの計計計計算算算算値値値値でいでいでいでいききききますとますとますとますと、、、、石油石油石油石油のののの大大大大体体体体 5％％％％、、、、全全全全エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの 2％％％％をををを占占占占めめめめるといるといるといるというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。日本日本日本日本はははは、、、、6％％％％のののの炭炭炭炭酸酸酸酸ガガガガスをスをスをスを削減削減削減削減しなしなしなしなききききゃゃゃゃいいいいけけけけないないないないわけわけわけわけですからですからですからですから、、、、そそそそのののの中中中中でトータルでトータルでトータルでトータル 2％％％％といといといといううううののののはははは非常非常非常非常にににに大大大大ききききなななな数値数値数値数値だだだだなといなといなといなといううううふふふふうにうにうにうに私私私私はははは思思思思っっっっていますていますていますています。。。。たたたただだだだ、、、、右右右右上上上上にににに書書書書いていていていてあああありますりますりますりますようにようにようにように、、、、非常非常非常非常にににに概算概算概算概算ででででござござござございましいましいましいましてててて、、、、時間時間時間時間もあもあもあもありまりまりまりませんせんせんせんのでのでのでので、、、、ラフなラフなラフなラフな話話話話ででででござござござございますいますいますいます。。。。プロのプロのプロのプロの方方方方のののの目目目目からからからから見見見見ればればればれば、、、、抜抜抜抜けけけけているとているとているとているところころころころがががが実実実実際際際際ははははいいいいっっっっぱぱぱぱいいいいああああるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。精精精精査査査査がががが実実実実際際際際はははは必要必要必要必要だだだだとととと思思思思いいいいますますますます。。。。     これはこれはこれはこれは、、、、成成成成功功功功のののの条件条件条件条件ででででござござござございますいますいますいますけけけけどどどど、、、、先先先先ほほほほどどどど市長市長市長市長におっにおっにおっにおっししししゃゃゃゃっっっっていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたましたようようようようにににに、、、、清清清清掃掃掃掃セセセセンターとかンターとかンターとかンターとか、、、、ごごごごみのみのみのみの焼却焼却焼却焼却場場場場といといといというううう言葉言葉言葉言葉はもうはもうはもうはもうややややめめめめていたていたていたていただきだきだきだきたいたいたいたい、、、、そうそうそうそうじゃじゃじゃじゃななななくてくてくてくて、、、、創創創創エネエネエネエネセセセセンターといンターといンターといンターというううう名名名名前前前前ににににしまししまししまししましょうよょうよょうよょうよとととと。。。。エネルギーをつくりエネルギーをつくりエネルギーをつくりエネルギーをつくり出出出出すすすすセセセセンターでンターでンターでンターですすすすねねねね。。。。ここここのののの辺辺辺辺もぜひもぜひもぜひもぜひ、、、、日本日本日本日本でででで初初初初めにめにめにめに三島三島三島三島でででで使使使使っっっっていたていたていたていただきだきだきだきたいなといたいなといたいなといたいなといううううふふふふうにうにうにうに思思思思うわけうわけうわけうわけでででですすすす。。。。要要要要はははは、、、、発発発発想想想想のののの転転転転換換換換ででででござござござございますいますいますいます。。。。     最最最最後後後後にににになりましたがなりましたがなりましたがなりましたが、、、、要要要要はははは、、、、いいいいろんろんろんろんなななな課課課課題題題題ががががああああるるるるんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、私私私私たたたたちちちちがまがまがまがまだだだだ会会会会っっっってててていないいないいないいないもももものをのをのをのを含含含含めめめめ、、、、私私私私たたたたちちちちのののの子子子子供供供供、、、、50 年年年年先先先先のののの子子子子供供供供、、、、それそれそれそれからからからから 100 年年年年先先先先のののの子子子子供供供供、、、、こうこうこうこうしたしたしたした子子子子供供供供たたたたちにぜひちにぜひちにぜひちにぜひ笑笑笑笑われわれわれわれないないないないようようようようななななふふふふるるるるささささとのとのとのとの森森森森をををを残残残残していしていしていしていききききたいなといたいなといたいなといたいなというううう念念念念いでいでいでいでござござござございますいますいますいます。。。。
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それそれそれそれからからからから、、、、かつてかつてかつてかつて森森森森といといといといううううののののはははは「「「「生生生生産産産産のののの場場場場」」」」でででであっあっあっあったたたたわけわけわけわけですですですですねねねね。。。。そこそこそこそこでまでまでまでまききききをををを拾拾拾拾っっっったりたりたりたり、、、、いいいいろんろんろんろんなななな、、、、ママママツツツツタタタタケケケケがががが出出出出たかどたかどたかどたかどううううかかかか知知知知りまりまりまりませんけれせんけれせんけれせんけれどどどどもももも、、、、「「「「生生生生産産産産のののの場場場場」」」」でででであっあっあっあったたたたわけわけわけわけですですですです。。。。こうこうこうこういいいいっっっったたたたこここことでとでとでとで、、、、またまたまたまた「「「「エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの供供供供給給給給のののの場場場場」」」」もももも、、、、一一一一種種種種のののの生生生生産産産産のののの場場場場ですですですですよねよねよねよね。。。。そこにそこにそこにそこに戻戻戻戻すすすすこここことかでとかでとかでとかでききききるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。     とととところころころころがががが、、、、何何何何ででででもももも「「「「もうもうもうもうかかかかればればればればいいいいいいいい」」」」といといといというううう、、、、今今今今までのまでのまでのまでのようようようようなななな考考考考ええええ方方方方、、、、ああああるいるいるいるいはははは「「「「規規規規模模模模のののの拡拡拡拡張張張張だけだけだけだけをををを考考考考ええええるるるる」」」」といといといというううう生生生生きききき方方方方をやをやをやをやっっっっていていていていききききますとますとますとますと、、、、それはそれはそれはそれは多多多多分分分分難難難難しいしいしいしい話話話話ででででござござござございまいまいまいましてしてしてして、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり、、、、ででででききききるかでるかでるかでるかでききききないかといないかといないかといないかといううううののののはははは、、、、「「「「人人人人間間間間のののの理性理性理性理性」」」」がががが問問問問われわれわれわれているのでているのでているのでているのでははははなななないでしいでしいでしいでしょうょうょうょうかかかか、、、、といといといといううううのがのがのがのが私私私私のののの結結結結論論論論ででででござござござございますいますいますいます。。。。非常非常非常非常にににに早口早口早口早口ででででござござござございましたいましたいましたいました。。。。あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 前前前前田田田田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         どどどどうもうもうもうも、、、、前前前前嶋嶋嶋嶋様様様様、、、、あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。     小池市長小池市長小池市長小池市長みみみみずずずずからからからから、、、、ままままさにさにさにさに実実実実践践践践されされされされているているているている市市市市のののの環境環境環境環境へへへへのののの先先先先進進進進的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、それそれそれそれからからからから三三三三島島島島フォフォフォフォレレレレスススストクラトクラトクラトクラブブブブのののの森森森森林林林林保全保全保全保全とととと具具具具体体体体的的的的なななな資源循環資源循環資源循環資源循環モモモモデルのデルのデルのデルのごごごご提提提提案案案案ののののおおおお話話話話にもあにもあにもあにもありましたりましたりましたりましたようにようにようにように、、、、三島三島三島三島といといといといううううののののはははは非常非常非常非常にににに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がみがみがみが日本日本日本日本のののの中中中中ででででもももも進進進進んんんんでいるでいるでいるでいるこここことがとがとがとがわわわわかりかりかりかりましたましたましたました。。。。きょうきょうきょうきょう、、、、実実実実はははは午午午午前前前前中中中中にせせにせせにせせにせせららららぎぎぎぎをををを見学見学見学見学させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきましてましてましてまして、、、、先先先先ほほほほどどどど市長市長市長市長からのからのからのからのおおおお話話話話にもあにもあにもあにもありましたりましたりましたりましたようにようにようにように、、、、市民市民市民市民、、、、NPO、、、、地地地地方方方方自治自治自治自治体体体体、、、、それそれそれそれからからからから産産産産業業業業界界界界がががが「「「「協協協協働働働働」」」」してしてしてして取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。そそそそのののの中中中中ででででもももも特特特特ににににコミコミコミコミュニュニュニュニケケケケーションがーションがーションがーションが大大大大変変変変重重重重要要要要だだだだといといといというよううよううよううようななななおおおお話話話話もももも伺伺伺伺いいいいましてましてましてまして、、、、大大大大変変変変感感感感心心心心したしたしたした次次次次第第第第ででででござござござございますいますいますいます。。。。     きょうきょうきょうきょう、、、、これこれこれこれからディスカッションからディスカッションからディスカッションからディスカッションにににに入入入入りますがりますがりますがりますが、、、、先先先先ほほほほどどどどごごごご三三三三名名名名のののの方方方方からからからから、、、、一一一一般般般般的的的的ななななおおおお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいたわけわけわけわけななななんんんんですがですがですがですが、、、、こうこうこうこういいいいうううう三島三島三島三島といといといというううう先先先先進進進進的的的的なななな地地地地域域域域ででででござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、少少少少しししし具具具具体体体体的的的的にににに、、、、三島三島三島三島ででででここここののののようようようようななななこここことがでとがでとがでとができきききるるるるんんんんででででははははないかとかないかとかないかとかないかとか、、、、そうそうそうそういいいいうううう思思思思いをいをいをいを、、、、先先先先ほほほほどどどどのののの前前前前嶋嶋嶋嶋様様様様へへへへののののごごごご返答返答返答返答みたいなみたいなみたいなみたいなこここことととともあもあもあもあ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、、、、そうそうそうそういいいいうこうこうこうことをとをとをとを含含含含めめめめましてましてましてまして、、、、少少少少しししし具具具具体体体体的的的的なななな展展展展開開開開といといといというよううよううよううようななななこここことをとをとをとを議議議議論論論論していしていしていしていききき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。。。。     でででではははは、、、、ままままずずずず、、、、谷課長谷課長谷課長谷課長、、、、よろよろよろよ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。。。。 

 谷課長谷課長谷課長谷課長         あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございますいますいますいます。。。。三島三島三島三島はははは、、、、先先先先ほほほほどどどど私私私私のののの話話話話のののの中中中中ででででもちょっもちょっもちょっもちょっとととと触触触触れさせれさせれさせれさせていたていたていたていただだだだいたいたいたいたんんんんですがですがですがですが、、、、今今今今年年年年のののの環境環境環境環境白白白白書書書書ででででもももも写写写写真真真真をををを載載載載せせせせたたたたんんんんですですですです。。。。どどどどうううういいいいううううとととところころころころでででで載載載載せせせせたかとたかとたかとたかと申申申申しましましましますとすとすとすと、、、、主主主主体間体間体間体間のののの連連連連携携携携・・・・協協協協働働働働といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ままままさにさにさにさに今今今今ごごごご紹介紹介紹介紹介あああありましたとりましたとりましたとりましたとおおおおりりりり、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな人人人人がががが――――――――行政行政行政行政だけだけだけだけがやりますがやりますがやりますがやります、、、、といといといといううううのでのでのでのでははははなくてなくてなくてなくて、、、、市民市民市民市民のののの方方方方々、々、々、々、NPO、、、、地地地地元元元元のののの企企企企業業業業、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな方方方方々々々々がががが参加参加参加参加されされされされてててて、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんでいでいでいでいろんろんろんろんななななこここことをとをとをとを取取取取りりりり組組組組んんんんでいらでいらでいらでいらっっっっししししゃゃゃゃるるるる。。。。それそれそれそれののののペペペページでージでージでージで載載載載せさせせさせせさせせさせていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたました。。。。川川川川ををををきれきれきれきれいいいいににににするといするといするといするというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ほほほほんんんんととととうはきょううはきょううはきょううはきょうののののせせせせせせせせららららぎもぎもぎもぎも見見見見せせせせていたていたていたていただきだきだきだきたかたかたかたかっっっったたたたんんんんですですですですけけけけどどどど、、、、仕仕仕仕事事事事ががががあっあっあっあってててて、、、、とてとてとてとてもももも来来来来れれれれなくてなくてなくてなくて、、、、残残残残念念念念ですですですです。。。。     先先先先ほほほほどどどど、、、、市長市長市長市長ののののおおおお話話話話ををををおおおお聞聞聞聞ききききししししましてましてましてまして、、、、そうそうそうそういいいいうううう背景背景背景背景のののの中中中中にににに、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり市長市長市長市長がみがみがみがみずずずずからからからからハハハハイイイイブブブブリッリッリッリッドドドド車車車車にににに乗乗乗乗らららられれれれるとかるとかるとかるとか、、、、そうそうそうそういいいいうううう、、、、市長市長市長市長のののの取取取取りりりり組組組組みといみといみといみといううううのがのがのがのが大大大大変変変変大事大事大事大事だだだだとととと思思思思ううううんんんんですですですです。。。。町町町町ののののアアアアイデンティティイデンティティイデンティティイデンティティそれそれそれそれがががが環境環境環境環境といといといというううう方向方向方向方向にににに向向向向いたいたいたいた形形形形ででででメメメメッッッッセセセセージでージでージでージで伝伝伝伝わわわわるとるとるとると
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いいいいうこうこうこうこととととがががが、、、、とてとてとてとてももももすすすすばばばばらしいとらしいとらしいとらしいと思思思思っっっっているているているているんんんんですですですです。。。。特特特特にここにここにここにここ三島三島三島三島ですとですとですとですと、、、、川川川川とかとかとかとか、、、、今今今今森森森森のののの話話話話ががががあああありましたりましたりましたりました、、、、そうそうそうそういいいいうううう豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然ががががああああるからるからるからるから、、、、だだだだからやからやからやからやっっっっぱぱぱぱりりりり市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんもこれさんもこれさんもこれさんもこれにににに参加参加参加参加ししししようようようようといといといというううう気気気気持持持持ちちちちををををおおおお持持持持ちちちちななななんだろうんだろうんだろうんだろうなといなといなといなというううう気気気気がしていますがしていますがしていますがしています。。。。 そそそそのののの中中中中でででで、、、、ここここのののの環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画、、、、こうこうこうこういいいいうもうもうもうものをのをのをのをおおおおつくりいたつくりいたつくりいたつくりいただだだだいてといいてといいてといいてといううううのがすのがすのがすのがすばばばばらしらしらしらしいといといといと思思思思っっっっていていていていますますますます。。。。そこそこそこそこでででで、、、、どどどどんんんんなとなとなとなところころころころででででもそうもそうもそうもそうななななんんんんですですですですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、市民市民市民市民のののの参加参加参加参加、、、、「「「「協協協協働働働働」」」」といといといといううううのがのがのがのが、、、、ああああるるるる分分分分野野野野でででで始始始始まるまるまるまるんんんんですですですですねねねね。。。。ここだここだここだここだとととと、、、、おそおそおそおそらくらくらくらく水水水水だだだだとととと思思思思うんうんうんうんですですですです。。。。すすすすばばばばららららしいしいしいしい水水水水。。。。でででで、、、、それそれそれそれをををを、、、、そこそこそこそこでいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな人人人人がががが結集結集結集結集してしてしてしてききききてててて、、、、ああああああああ、、、、こうこうこうこういいいいうううう環境環境環境環境のののの取取取取りりりり組組組組みといみといみといみといううううのをのをのをのを市長市長市長市長さんさんさんさんのリーのリーのリーのリーダダダダーシップのーシップのーシップのーシップのももももととととににににややややっっっっていくのていくのていくのていくのっっっってててて、、、、楽楽楽楽しいなといしいなといしいなといしいなというううう思思思思いいいいをををを持持持持っっっっていたていたていたていただけだけだけだけるるるる。。。。そうそうそうそうししししたらたらたらたら、、、、そこそこそこそこがががが――――――――もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、水水水水ももももすすすすばばばばらしいらしいらしいらしい、、、、自然自然自然自然ももももすすすすばばばばららららしいしいしいしい、、、、そそそそここここでででで、、、、ついでついでついでついでににににといいますかといいますかといいますかといいますか、、、、マイマイマイマイバッグバッグバッグバッグををををみみみみんんんんながながながなが使使使使っっっっていくていくていくていくようにようにようにようにといといといというううう方方方方向向向向にににに広広広広ががががっっっっていくとていくとていくとていくと、、、、すすすすばばばばらしいらしいらしいらしいんんんんじゃじゃじゃじゃないかといないかといないかといないかというううう気気気気がしていますがしていますがしていますがしています。。。。 私私私私、、、、ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパもももも 3 年住年住年住年住んだこんだこんだこんだことがとがとがとがあっあっあっあってててて、、、、住住住住んだんだんだんだとととところはころはころはころはフランスフランスフランスフランスだっだっだっだったたたたんんんんでででで、、、、ああああままままりりりり環境環境環境環境ははははやややや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たたたんんんんですがですがですがですが、、、、ドドドドイイイイツツツツにににに行行行行っっっってエコバッグをてエコバッグをてエコバッグをてエコバッグをももももららららっっっったたたたんんんんですですですです。。。。けれけれけれけれどどどど、、、、ドドドドイイイイツツツツのエコバッグのエコバッグのエコバッグのエコバッグ、、、、重重重重くてくてくてくて使使使使いいいいににににくいくいくいくいんんんんですですですです。。。。ここここののののペペペペットットットットボボボボトルからでトルからでトルからでトルからでききききたたたたバッグバッグバッグバッグはははは、、、、婦婦婦婦人人人人服服服服ののののポポポポケケケケットットットットにもにもにもにも入入入入るるるるんんんんですですですです。。。。私私私私ははははいついついついつももももハハハハンンンンドドドドバッグバッグバッグバッグにににに入入入入れれれれていましてていましてていましてていまして。。。。そうそうそうそういいいいうもうもうもうものをのをのをのを持持持持ちちちちながらながらながらながら、、、、川川川川をををを美美美美しくするしくするしくするしくする運動運動運動運動とかがとかがとかがとかが、、、、もっもっもっもっとととと環境環境環境環境トータルトータルトータルトータルににににななななっっっってててていくといくといくといくとすすすすばばばばらしいらしいらしいらしいんんん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。。。。それそれそれそれがががが、、、、これだけこれだけこれだけこれだけすてすてすてすてききききなななな姿姿姿姿勢勢勢勢ををををおおおお持持持持ちちちちのののの町町町町ののののアアアアイイイイデンティティデンティティデンティティデンティティにににになるなるなるなるんんんんじゃじゃじゃじゃないかといないかといないかといないかというううう気気気気がしますがしますがしますがします。。。。 ここここのののの夏夏夏夏にににに、、、、地地地地方方方方自治自治自治自治体体体体のいのいのいのいろんろんろんろんなななな方方方方ののののおおおお集集集集まりでまりでまりでまりで、、、、埼玉埼玉埼玉埼玉でシンでシンでシンでシンポポポポジジジジウウウウムがムがムがムがあああありましたりましたりましたりました。。。。「「「「住住住住んんんんででででよよよよしししし、、、、訪訪訪訪れれれれててててよよよよしのましのましのましのまちちちちづづづづくりくりくりくり」」」」といといといというううう題題題題だっだっだっだったたたたんんんんですですですです。。。。三島三島三島三島はははは、、、、ほほほほんんんんととととうにうにうにうにすすすすばばばばらしいらしいらしいらしい自然自然自然自然にににに囲囲囲囲ままままれれれれたとたとたとたところころころころ。。。。それそれそれそれがががが一一一一層層層層いいいいろろろろいいいいろろろろなななな市民行政市民行政市民行政市民行政、、、、市長市長市長市長さんさんさんさん、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんののののおおおお力力力力でででで、、、、ハハハハーーーードドドドとしてとしてとしてとしてああああるるるる川川川川とかとかとかとか自然自然自然自然だけだけだけだけででででははははなくてなくてなくてなくて、、、、人人人人のののの生生生生活活活活のののの仕仕仕仕方方方方ががががソソソソフトとしてフトとしてフトとしてフトとして持持持持っっっっているているているている、、、、どどどどここここででででももももマイバッグマイバッグマイバッグマイバッグ出出出出すすすす生生生生活活活活みたいなみたいなみたいなみたいな、、、、そうそうそうそういいいいううううとととところころころころまでまでまでまで広広広広ががががっっっっていくとていくとていくとていくといいいいいいいいですですですですねねねね。。。。そそそそしたらしたらしたらしたら、、、、訪訪訪訪れれれれたたたた人人人人もももも、、、、もっもっもっもっとととと、、、、ああああああああ、、、、ここここのののの三島三島三島三島っっっってててて、、、、こうこうこうこういいいいうううういいいいいいいいとととところころころころななななんんんんだだだだなとなとなとなと思思思思ううううかかかかももももししししれれれれまままませんせんせんせん。。。。そもそもそもそもそもそもそもそもととととててててももももすすすすばばばばらしいとらしいとらしいとらしいところころころころなのでなのでなのでなので、、、、ポポポポテンシャルがテンシャルがテンシャルがテンシャルが高高高高いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。よろよろよろよ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。。。。あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。 

 前前前前田田田田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         谷課長谷課長谷課長谷課長、、、、どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。     中崎中崎中崎中崎先先先先生生生生、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょうょうょうょうかかかか。。。。 

 中崎教授中崎教授中崎教授中崎教授         またまたまたまた OHP をををを使使使使わせわせわせわせていたていたていたていただだだだいていていていてよろよろよろよろしいでししいでししいでししいでしょうょうょうょうかかかか。。。。1枚枚枚枚だけだけだけだけですですですです。。。。長長長長くしないくしないくしないくしないようにようにようにように気気気気をつをつをつをつけけけけますのでますのでますのでますので。。。。     ちょっちょっちょっちょっとととと大大大大ききききいですがいですがいですがいですが、、、、大大大大ききききくてくてくてくてちょうちょうちょうちょうどいいですどいいですどいいですどいいですねねねね。。。。よよよよくくくく見見見見ええええるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。     ちょっちょっちょっちょっとととと太陽太陽太陽太陽がががが切切切切れちれちれちれちゃゃゃゃっっっっているているているているんんんんですですですですけけけけどどどど、、、、ここここのののの上上上上にににに太陽太陽太陽太陽ががががあっあっあっあってててて、、、、ここここのののの太陽太陽太陽太陽のとのとのとのとこここころろろろでバイオマスがでバイオマスがでバイオマスがでバイオマスが再再再再生生生生されされされされていてていてていてていて、、、、そそそそのののの後後後後、、、、ここここのののの矢矢矢矢印印印印がどがどがどがどうううう来来来来ているかといているかといているかといているかといううううとととと、、、、ここここのバのバのバのバイオマスがイオマスがイオマスがイオマスが出出出出たのをたのをたのをたのを、、、、ここここここここでででではははは超超超超臨臨臨臨界界界界のののの処処処処理理理理をしてをしてをしてをして、、、、バイオマスリバイオマスリバイオマスリバイオマスリキキキキッッッッドドドドっっっってててて、、、、これこれこれこれ、、、、私私私私
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がつくがつくがつくがつくっっっったたたた変変変変なななな言葉言葉言葉言葉ですですですですけけけけどどどど、、、、そそそそのバイオマスをのバイオマスをのバイオマスをのバイオマスを分解分解分解分解してしてしてして、、、、糖糖糖糖分分分分をたくをたくをたくをたくさんさんさんさん含含含含むむむむようようようようなななな液液液液にににに変変変変ええええてててておおおおいていていていて、、、、それそれそれそれをををを、、、、微微微微生物生物生物生物をををを使使使使っっっってててて、、、、化化化化学学学学素素素素材材材材のいのいのいのいろんろんろんろんなななな産産産産業業業業にににに結結結結びびびびつつつつけけけけていていていていっっっっててててやるやるやるやる。。。。それそれそれそれををををずっずっずっずっといといといといけばけばけばけば、、、、例例例例えばえばえばえばジジジジェェェェットットットット燃料燃料燃料燃料だだだだとかとかとかとか、、、、ああああるいるいるいるいはははは医医医医薬薬薬薬品品品品にににに至至至至るるるるようようようようななななもももものまでのまでのまでのまで全全全全部部部部ででででききききるでしるでしるでしるでしょうょうょうょう。。。。ああああるいるいるいるいはははは、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックの産産産産業業業業ののののようようようようななななももももののののにもにもにもにもつながつながつながつながっっっってててていくでしいくでしいくでしいくでしょうょうょうょう。。。。そそそそしてしてしてして、、、、ちょっちょっちょっちょっととととこれこれこれこれ、、、、牛牛牛牛ががががちょんちょんちょんちょん切切切切れちれちれちれちゃゃゃゃっっっっているているているているんんんんでででですすすすけけけけどどどど、、、、バイオバイオバイオバイオマスマスマスマス、、、、ででででききききたやつをたやつをたやつをたやつを牛牛牛牛にににに食食食食べさせべさせべさせべさせるとるとるとると、、、、牛糞牛糞牛糞牛糞がががが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。それそれそれそれでででで、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、ここここここここからからからから水水水水素素素素をつくるといをつくるといをつくるといをつくるというよううよううよううようななななこここことととと、、、、ああああるいるいるいるいはメはメはメはメタンをつくるといタンをつくるといタンをつくるといタンをつくるというよううよううよううようななななこここことをしてとをしてとをしてとをして、、、、燃料電燃料電燃料電燃料電池池池池やややや何何何何かかかかににににつなつなつなつなげげげげていくとていくとていくとていくと、、、、エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの生生生生産産産産ももももででででききききるでしるでしるでしるでしょうょうょうょうといといといといううううのでのでのでので、、、、こうこうこうこういいいいうううう構構構構想想想想ががががああああるるるる。。。。     これこれこれこれをををを何何何何でででで出出出出したかといしたかといしたかといしたかといううううとととと、、、、浜浜浜浜松松松松でででで今今今今、、、、佐佐佐佐鳴鳴鳴鳴湖湖湖湖がががが汚汚汚汚れれれれているのでているのでているのでているのできれきれきれきれいいいいににににしまししまししまししましょうょうょうょうといといといといううううのをのをのをのを静岡大学静岡大学静岡大学静岡大学のののの工学部工学部工学部工学部全体全体全体全体でででで取取取取りりりり組組組組もうもうもうもうといといといといううううのでのでのでので、、、、最近最近最近最近ププププレレレレスススス発表発表発表発表ををををさせさせさせさせていたていたていたていただだだだいたいたいたいたんんんんですがですがですがですが、、、、そうそうそうそういいいいうううう取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの中中中中ででででこうこうこうこういいいいうこうこうこうことをやとをやとをやとをやろうろうろうろうといといといといううう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りりりましてましてましてまして、、、、今今今今ここここここここ、、、、湖湖湖湖がががが、、、、佐佐佐佐鳴鳴鳴鳴湖湖湖湖ののののようようようようなイなイなイなイメメメメージでージでージでージで書書書書いたいたいたいたんんんんですがですがですがですが、、、、ここここここここのののの中中中中、、、、汚汚汚汚れれれれていていていているからるからるからるから、、、、汚汚汚汚れれれれているのをているのをているのをているのを取取取取っっっってててて、、、、こうこうこうこういいいいううううふふふふうにうにうにうに全全全全部部部部きれきれきれきれいいいいににににしてしてしてして、、、、きれきれきれきれいいいいににににするとするとするとすると同同同同時時時時にににに産産産産業業業業にににに結結結結びびびびつつつつけようけようけようけようといといといというううう話話話話ななななんんんんですですですですけけけけどどどど、、、、三島市三島市三島市三島市さんさんさんさんののののここここととととにににに――――――――ようようようようややややっっっっとととと本本本本題題題題にににになりますなりますなりますなりますよよよよ――――――――三島市三島市三島市三島市さんさんさんさんののののここここととととにににに話話話話をををを今今今今度持度持度持度持っっっっていくとどていくとどていくとどていくとどううううなるかといなるかといなるかといなるかといううううとととと、、、、きれきれきれきれいないないないな水水水水のとのとのとのところころころころでででで、、、、汚汚汚汚れれれれているとているとているとているところころころころがないがないがないがない。。。。だだだだからからからから、、、、もうこれもうこれもうこれもうこれ、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと成成成成りりりり立立立立たないたないたないたないねねねねとととといいいいううううのでのでのでので、、、、きょうはきょうはきょうはきょうは勘勘勘勘弁弁弁弁してしてしてしてももももららららおうおうおうおうとととと思思思思っっっったたたたんんんんですがですがですがですが、、、、そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、おおおお話話話話をををを聞聞聞聞いているいているいているいているとととと、、、、いやいやいやいやいやいやいやいや、、、、水水水水はきれはきれはきれはきれいないないないなんだけんだけんだけんだけどどどど、、、、それそれそれそれででででもももも、、、、市長市長市長市長さんさんさんさんのののの話話話話だだだだとととと、、、、ごごごごみみみみはははは 1 日日日日 1 人人人人当当当当たりたりたりたり 1,080 グラムグラムグラムグラム出出出出るといるといるといるというおうおうおうお話話話話だっだっだっだったのでたのでたのでたので、、、、それはそれはそれはそれは、、、、佐佐佐佐鳴鳴鳴鳴湖湖湖湖ののののようようようようなななな汚汚汚汚れれれれたたたた湖湖湖湖のののの話話話話じゃじゃじゃじゃななななくてくてくてくて、、、、生生生生ごごごごみをみをみをみを含含含含めめめめたたたたごごごごみのみのみのみの話話話話ででででこれこれこれこれがでがでがでができきききるるるるねねねねといといといというこうこうこうこととととににににななななろうろうろうろうかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。     ちちちちなみなみなみなみにににに、、、、1,080 グラムといグラムといグラムといグラムといううううののののはははは、、、、全全全全国国国国のののの平平平平均均均均はははは、、、、多多多多分分分分数数数数年年年年前前前前でででで 1,100 グラムグラムグラムグラムあっあっあっあったとたとたとたと思思思思ううううのでのでのでので、、、、それよそれよそれよそれよりりりりちょっちょっちょっちょっとととと少少少少なくてなくてなくてなくて――――――――ななななんんんんてててて言言言言ううううとととと、、、、ああああまりまりまりまりそうそうそうそう言言言言ううううとみとみとみとみんんんんななななごごごごみみみみ出出出出すからやすからやすからやすからやめめめめてくてくてくてくれれれれとととと、、、、市長市長市長市長さんさんさんさん、、、、おっおっおっおっししししゃゃゃゃるとるとるとると思思思思うんうんうんうんですがですがですがですが、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと少少少少ないないないないぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのレレレレベベベベルルルルだだだだとととと思思思思うんうんうんうんですがですがですがですが、、、、ままままああああ、、、、いいいいずれにずれにずれにずれにししししろろろろ、、、、もっもっもっもっとととと少少少少なくななくななくななくなっっっったたたたほほほほううううがいいがいいがいいがいいわけわけわけわけでしてでしてでしてでして、、、、ごごごごみをなくすたみをなくすたみをなくすたみをなくすためめめめのののの方方方方法法法法をををを考考考考ええええていかなていかなていかなていかなききききゃゃゃゃいいいいけけけけないないないないんんんんですがですがですがですが、、、、1 つつつつ、、、、こうこうこうこういいいいうううう方方方方法法法法ががががああああるるるるでしでしでしでしょうょうょうょうとととと。。。。これこれこれこれらのシステムをらのシステムをらのシステムをらのシステムを考考考考ええええるるるる方方方方法法法法ががががああああるでしるでしるでしるでしょうょうょうょう。。。。     それにそれにそれにそれにつつつつけけけけててててもももも、、、、先先先先ほほほほどどどどおおおお休休休休みのみのみのみの時間時間時間時間のとのとのとのときにちょっきにちょっきにちょっきにちょっととととごごごご質質質質問問問問いたいたいたいただだだだいたいたいたいたんんんんですがですがですがですが、、、、例例例例えばえばえばえば汚泥汚泥汚泥汚泥からからからから乳乳乳乳酸酸酸酸をとをとをとをとっっっったとたとたとたときにきにきにきに、、、、全全全全部部部部なくなるのかとなくなるのかとなくなるのかとなくなるのかと。。。。なくならないなくならないなくならないなくならないんんんんですですですです。。。。カスがカスがカスがカスが出出出出ちちちちゃゃゃゃうんうんうんうんですですですですよよよよ。。。。生生生生ごごごごみからみからみからみから、、、、例例例例えばえばえばえば生分解性生分解性生分解性生分解性プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック、、、、ああああるいるいるいるいはははは先先先先ほほほほどのどのどのどの間間間間伐伐伐伐材材材材かかかかららららアアアアルコールをとるルコールをとるルコールをとるルコールをとる。。。。これもこれもこれもこれも、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、少少少少しカスがしカスがしカスがしカスが出出出出るるるるんんんんですですですです。。。。ああああるいるいるいるいはははは、、、、メメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵をやるをやるをやるをやる。。。。メメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵をやをやをやをやっっっっててててももももカスがカスがカスがカスが出出出出るるるるんんんんですですですです。。。。カスカスカスカスはははは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりそれそれそれそれををををううううまくまくまくまく利用利用利用利用していかなしていかなしていかなしていかなききききゃゃゃゃいいいいけけけけまままませんせんせんせんからからからから、、、、1 つのつのつのつの方方方方法法法法にににに、、、、例例例例えばえばえばえばコンコンコンコンポポポポストストストスト化化化化ののののようようようようなななな方方方方法法法法ががががああああるるるる。。。。 それそれそれそれでででで、、、、市長市長市長市長さんさんさんさんのののの話話話話にににに無無無無理理理理やりやりやりやり何何何何とかつなとかつなとかつなとかつなげようげようげようげようとととと思思思思っっっってててて考考考考ええええたたたたんんんんですですですですけけけけどどどど、、、、それはそれはそれはそれはどどどどうううういいいいうこうこうこうことかといとかといとかといとかといううううとととと、、、、地地地地産産産産地地地地消消消消ととととおっおっおっおっししししゃゃゃゃっっっっていてていてていてていて、、、、学学学学校給校給校給校給食食食食でででで、、、、子子子子供供供供たたたたちにちにちにちに安全安全安全安全、、、、安心安心安心安心ななななもももものをのをのをのを食食食食べべべべててててももももららららうううう。。。。これこれこれこれ、、、、非常非常非常非常ににににいいいいいいいいここここととととだだだだとととと思思思思うんうんうんうんですですですですけけけけどどどど、、、、そそそそのののの安全安全安全安全、、、、安心安心安心安心ななななもももものをのをのをのを食食食食べべべべててててももももららららううううたたたためにめにめにめにコンコンコンコンポポポポストをストをストをストを使使使使おうおうおうおうとととと。。。。私私私私どどどどもももも今今今今、、、、大学大学大学大学のののの研研研研究究究究室室室室でででではははは、、、、コンコンコンコンポポポポストのストのストのストの中中中中にににに、、、、植植植植物物物物のののの病病病病原原原原菌菌菌菌をやをやをやをやっっっっつつつつけけけけるるるるようようようようなななな菌菌菌菌をををを入入入入れれれれてつくてつくてつくてつくっっっってててておおおおいていていていて、、、、ででででききききたコンたコンたコンたコン
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ポポポポストストストストはははは、、、、肥肥肥肥料料料料でででではあはあはあはあるるるるんんんんですですですですけけけけどどどど、、、、それそれそれそれとととと同同同同時時時時にににに、、、、ああああたかたかたかたかもももも農農農農薬薬薬薬としてとしてとしてとして働働働働くくくくようようようようなななな、、、、化化化化学学学学農農農農薬薬薬薬のかのかのかのかわわわわりりりりにににになるなるなるなるようようようようなコンなコンなコンなコンポポポポストをつくるといストをつくるといストをつくるといストをつくるといううううのをやのをやのをやのをやっっっっているているているているんんんんですがですがですがですが、、、、ぜひぜひぜひぜひ、、、、こうこうこうこういいいいううううプロプロプロプロセセセセスをスをスをスを考考考考ええええていていていていっっっったとたとたとたときにきにきにきに、、、、それそれそれそれででででももももななななおおおおかつかつかつかつ出出出出てくるてくるてくるてくる残残残残渣渣渣渣はははは、、、、例例例例えばえばえばえばコンコンコンコンポポポポストのストのストのストのようようようようなななな形形形形でででで使使使使うようにうようにうようにうようにしてしてしてして、、、、トータルとしてトータルとしてトータルとしてトータルとして、、、、ほほほほんんんんととととううううのののの意意意意味味味味でのゼロエミッシでのゼロエミッシでのゼロエミッシでのゼロエミッションョンョンョンにににに近近近近づづづづけけけけるるるるようようようようなななな、、、、そうそうそうそういいいいうううう工工工工夫夫夫夫をしていたをしていたをしていたをしていただきだきだきだきたいとたいとたいとたいと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、市長市長市長市長さんさんさんさんのののの意気意気意気意気込込込込みでみでみでみであればあればあればあれば、、、、地地地地産産産産地地地地消消消消のののの話話話話のののの意気込意気込意気込意気込みでみでみでみであればあればあればあれば、、、、それはそれはそれはそれは現実現実現実現実性性性性ががががああああるるるるんんんんででででははははないかといないかといないかといないかといううう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。。。。 

 前前前前田田田田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     あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。     竹林竹林竹林竹林様様様様、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょうょうょうょうかかかか。。。。 

 竹林運営委員竹林運営委員竹林運営委員竹林運営委員         小池市長小池市長小池市長小池市長さんもさんもさんもさんも、、、、前前前前嶋嶋嶋嶋さんもおっさんもおっさんもおっさんもおっししししゃゃゃゃらららられれれれたしたしたしたし、、、、中崎中崎中崎中崎さんもおっさんもおっさんもおっさんもおっししししゃゃゃゃらららられれれれたたたたんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、三島市三島市三島市三島市にあにあにあにあるるるる原原原原材材材材料料料料、、、、資源資源資源資源、、、、しかしかしかしかもそれはもそれはもそれはもそれはなくならないなくならないなくならないなくならない、、、、永永永永続的続的続的続的にににに出出出出るるるるもももものといのといのといのといううううももももののののはははは、、、、皆様皆様皆様皆様がががが出出出出すすすす家家家家庭庭庭庭のののの生生生生ごごごごみみみみ、、、、これこれこれこれがががが十十十十一一一一万万万万何何何何がしかのがしかのがしかのがしかの人人人人口口口口ですからですからですからですから、、、、生生生生ごごごごみみみみだけだけだけだけ、、、、食品食品食品食品残残残残渣渣渣渣だけだけだけだけでででで、、、、1 日分日分日分日分にににに直直直直すとすとすとすとおそおそおそおそらくらくらくらく 23 トンからトンからトンからトンから 25 トンといトンといトンといトンというもうもうもうものがのがのがのが出出出出ますますますます。。。。それそれそれそれををををメメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵、、、、沼沼沼沼地地地地からからからからブブブブクッとクッとクッとクッと出出出出るやつでするやつでするやつでするやつですねねねね、、、、おおおおならならならならもメもメもメもメタンですタンですタンですタンです。。。。大大大大体体体体 6,000キキキキロカロロカロロカロロカロリーリーリーリー内内内内外外外外ののののガガガガスススス、、、、熱熱熱熱ががががああああるるるる。。。。そうそうそうそういいいいうもうもうもうものがのがのがのが、、、、20 トンからトンからトンからトンから 25 トンのトンのトンのトンの生生生生ごごごごみがみがみがみがあればあればあればあれば、、、、おそおそおそおそらくらくらくらく発発発発電電電電でででで、、、、ううううまくいまくいまくいまくいけばけばけばけば 1,000キキキキロロロロワワワワットットットットぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから 2,000キキキキロロロロワワワワットットットットぐぐぐぐらいらいらいらいはははは発発発発電電電電がががが可可可可能能能能にににになるなるなるなる。。。。しかしかしかしかもももも、、、、それそれそれそれををををガガガガスエンジンでスエンジンでスエンジンでスエンジンで回回回回せばせばせばせば、、、、そこそこそこそこからからからから熱熱熱熱もももも得得得得らららられれれれるるるる。。。。そそそそのののの熱熱熱熱をまたをまたをまたをまた温温温温室室室室なりなりなりなり、、、、それそれそれそれからみからみからみからみんんんんなのなのなのなの健健健健康康康康福福福福祉祉祉祉のののの温温温温泉泉泉泉ランランランランドドドドみたいなみたいなみたいなみたいなももももののののにににに回回回回すといすといすといすというこうこうこうこととととももももででででききききるといるといるといるというこうこうこうことですとですとですとです。。。。 地地地地域域域域発発発発のののの循環循環循環循環、、、、地地地地域内域内域内域内循環循環循環循環ですからですからですからですから、、、、皆様皆様皆様皆様がががが出出出出すすすすもももものののの、、、、ここにあここにあここにあここにあるるるるもももものといのといのといのというこうこうこうことでとでとでとではははは、、、、生生生生ごごごごみみみみもそうだもそうだもそうだもそうだしししし、、、、下水下水下水下水もそうだもそうだもそうだもそうだしししし、、、、製紙工場製紙工場製紙工場製紙工場からからからから出出出出るるるる汚泥汚泥汚泥汚泥もそうもそうもそうもそうですですですです。。。。それそれそれそれからからからから、、、、もちもちもちもちろんろんろんろん森森森森林林林林からのからのからのからの、、、、前前前前嶋嶋嶋嶋さんさんさんさんががががおっおっおっおっししししゃゃゃゃらららられれれれたたたたようようようようなななな間間間間伐伐伐伐材材材材とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものののの。。。。それもそれもそれもそれもみみみみんんんんなななな原原原原料料料料ですですですです。。。。みみみみんんんんなななな捨捨捨捨てててててててて顧顧顧顧みらみらみらみられれれれなかなかなかなかっっっったたたた後後後後始末始末始末始末をしをしをしをしようようようようとととと言言言言っっっっていたていたていたていたもももものののの、、、、それそれそれそれをををを上手上手上手上手ににににどどどどうううう利用利用利用利用するかするかするかするか。。。。技術技術技術技術をどをどをどをどこにこにこにこに持持持持っっっってくるのかてくるのかてくるのかてくるのか。。。。それそれそれそれををををだれだれだれだれがやるのかがやるのかがやるのかがやるのか。。。。そうそうそうそういいいいううううとととところにころにころにころに焦焦焦焦点点点点をををを当当当当てていくてていくてていくてていく必要必要必要必要ががががああああるるるるだろうだろうだろうだろうとととと。。。。そうそうそうそうすすすすればればればれば、、、、熱熱熱熱もももも回回回回収収収収ででででききききるるるる、、、、電力電力電力電力もももも回回回回収収収収ででででききききるるるる。。。。そそそそのののの熱熱熱熱・・・・電力電力電力電力をををを使使使使っっっってててて、、、、冬冬冬冬場場場場のののの農農農農業業業業もももも温温温温室室室室のののの中中中中ででででででででききききるかるかるかるかももももししししれれれれないないないない。。。。さっきさっきさっきさっきちょっちょっちょっちょっとととと私私私私がががが申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました、、、、高高高高齢齢齢齢化化化化社会社会社会社会にににになるなるなるなるわけわけわけわけですからですからですからですから、、、、おおおお年年年年寄寄寄寄りのりのりのりの方方方方がががが、、、、おおおお金金金金ははははいくらいくらいくらいくらもももも要要要要らないかららないかららないかららないから、、、、そこそこそこそこでででで果果果果物物物物、、、、野野野野菜菜菜菜のののの摘摘摘摘果果果果をするをするをするをする。。。。雨雨雨雨がががが降降降降っっっっててててもそこもそこもそこもそこでででで働働働働けけけけるるるる。。。。3時時時時間間間間働働働働いていていていて、、、、地地地地域域域域マネーをマネーをマネーをマネーをももももららららうううう。。。。そそそそのののの地地地地域域域域マネーでマネーでマネーでマネーで、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの生生生生ごごごごみなりみなりみなりみなり、、、、バイオマスをバイオマスをバイオマスをバイオマスを使使使使っっっったたたたガガガガスススス化化化化発発発発電電電電なりのなりのなりのなりの熱熱熱熱でつくでつくでつくでつくっっっったたたた温温温温泉泉泉泉ランランランランドドドドでででで、、、、そこそこそこそこでででで少少少少しししし休休休休んんんんでいくでいくでいくでいく。。。。そそそそのとのとのとのときにきにきにきにはははは地地地地域域域域マネーをマネーをマネーをマネーを、、、、といといといというううう構構構構図図図図もももも見見見見ええええるるるるんんんんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。そうそうそうそういいいいっっっったたたたようようようようなななな、、、、地地地地にににに足足足足をををを着着着着いたいたいたいたああああたりからたりからたりからたりから始始始始めめめめるのがるのがるのがるのが、、、、私私私私ははははいいいいいいいいんんんんじゃじゃじゃじゃないかなといないかなといないかなといないかなといううううふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。それそれそれそれがががが、、、、ここここここここででででははははででででききききるるるるだろうだろうだろうだろうしししし、、、、水水水水がががが非常非常非常非常にににに有有有有名名名名ななななわけわけわけわけですからですからですからですから、、、、そうそうそうそういいいいうううう水水水水をををを使使使使っっっったたたた野野野野菜菜菜菜ななななんだよんだよんだよんだよとととと言言言言うこうこうこうこととととももももででででききききますしますしますしますし、、、、ここここのエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーはははは石油由石油由石油由石油由来来来来でででではあはあはあはありまりまりまりませんよせんよせんよせんよといといといというううう話話話話にもにもにもにもなるなるなるなるんんんん
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じゃじゃじゃじゃなかなかなかなかろうろうろうろうかとかとかとかと、、、、かかかかようにようにようにように考考考考ええええますますますます。。。。 つまりつまりつまりつまり、、、、バイオマスとかバイオマスとかバイオマスとかバイオマスとか、、、、地地地地域域域域のののの残残残残渣渣渣渣物物物物とととと言言言言われわれわれわれていたていたていたていたももももののののはははは、、、、非常非常非常非常にににに生生生生活活活活ににににななななじじじじみやみやみやみやすいすいすいすい。。。。農農農農業業業業とととと福福福福祉祉祉祉、、、、健健健健康康康康、、、、環境環境環境環境といといといといううううののののはははは全全全全部部部部一体一体一体一体ににににつながつながつながつながっっっっているているているているももももののののだだだだとととと。。。。そうそうそうそういいいいううううもももものがのがのがのがここここここここででででははははややややれれれれるるるる可能性可能性可能性可能性ががががああああるといるといるといるといううう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。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。 

 前前前前田田田田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     どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。     おおおお三三三三名名名名のののの話話話話をををを伺伺伺伺っっっっていますとていますとていますとていますと、、、、1 つつつつはははは、、、、谷課長谷課長谷課長谷課長ががががおっおっおっおっししししゃゃゃゃいましたいましたいましたいましたようようようようなななな、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり市民市民市民市民のののの意意意意識識識識ですですですですねねねね。。。。エコバッグがエコバッグがエコバッグがエコバッグが広広広広がるがるがるがるようようようようなななな、、、、そうそうそうそういいいいうううう意意意意識識識識がががが必要必要必要必要だだだだといといといというこうこうこうことととと、、、、それそれそれそれかかかからららら、、、、中崎中崎中崎中崎先先先先生生生生、、、、竹林竹林竹林竹林様様様様ががががおっおっおっおっししししゃゃゃゃっっっったたたたようようようようなななな、、、、三島三島三島三島にあにあにあにあるるるる資源資源資源資源をををを、、、、従従従従来来来来はごはごはごはごみとかみとかみとかみとかだっだっだっだったたたたわけわけわけわけですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ささささららららににににううううまくまくまくまく循環循環循環循環させさせさせさせればればればれば、、、、かなりかなりかなりかなり可能性可能性可能性可能性がががが広広広広がるがるがるがるこここことがとがとがとがわわわわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。 今今今今、、、、竹林竹林竹林竹林さんさんさんさんがががが、、、、地地地地域通域通域通域通貨貨貨貨、、、、エコマネーのエコマネーのエコマネーのエコマネーの話話話話ををををされされされされていましたがていましたがていましたがていましたが、、、、きょうきょうきょうきょうのテーマのテーマのテーマのテーマははははままままさにさにさにさに循環循環循環循環、、、、ゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションというこうこうこうことでとでとでとで、、、、多多多多分分分分、、、、今今今今、、、、三島市三島市三島市三島市でででで「「「「協協協協働働働働」」」」といといといというこうこうこうことでとでとでとで取取取取りりりり組組組組ままままれれれれていますがていますがていますがていますが、、、、ままままさにこうさにこうさにこうさにこういいいいうううう事業事業事業事業がががが永永永永続的続的続的続的にににに続続続続けけけけていくといていくといていくといていくというこうこうこうことがとがとがとが非常非常非常非常にににに重重重重要要要要だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、おおおお金金金金もももも循環循環循環循環していかなしていかなしていかなしていかなければければければければいいいいけけけけないないないないわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、、、、、当当当当然然然然、、、、地地地地方方方方自治自治自治自治体体体体のののの財政財政財政財政にもにもにもにも多多多多分分分分制制制制約約約約ががががああああるといるといるといるというううう中中中中でででで、、、、市民市民市民市民ののののボボボボランティランティランティランティアアアアややややもちろんもちろんもちろんもちろん企企企企業業業業のののの社社社社会会会会貢献貢献貢献貢献的的的的ななななここここととかととかととかととか、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものをのをのをのを一体一体一体一体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なまなまなまなければければければければいいいいけけけけないとないとないとないと思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、谷課長谷課長谷課長谷課長ががががおっおっおっおっししししゃゃゃゃっっっったたたた、、、、川川川川ををををきれきれきれきれいいいいににににするするするする、、、、例例例例えばえばえばえば渋渋渋渋谷谷谷谷でででではははは、、、、川川川川ををををきれきれきれきれいいいいににににするするするする活活活活動動動動をするとをするとをするとをすると地地地地域通域通域通域通貨貨貨貨ががががももももららららええええてててて、、、、それそれそれそれがががが渋渋渋渋谷谷谷谷ののののおおおお店店店店でででで使使使使ええええるとかるとかるとかるとか、、、、そうそうそうそういいいいうううう循環循環循環循環みたいみたいみたいみたいななななこここことととともももも、、、、こちこちこちこちらでらでらでらでもももも何何何何かかかか既既既既ににににやらやらやらやられれれれているのかているのかているのかているのかももももししししれれれれまままませんせんせんせんがががが、、、、そうそうそうそういいいいうおうおうおうお金金金金のののの循環循環循環循環ををををどどどどううううしていくかといしていくかといしていくかといしていくかというこうこうこうことととと－－－－地地地地域通域通域通域通貨貨貨貨とかとかとかとか、、、、ほほほほんんんんととととううううののののおおおお金金金金でででで事業事業事業事業をををを続続続続けけけけていくていくていくていく仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをどどどどううううつくるかといつくるかといつくるかといつくるかというこうこうこうことがとがとがとが重重重重要要要要ななななポポポポイントとイントとイントとイントと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。     そこそこそこそこでででで、、、、おおおお三人三人三人三人のののの話話話話をををを受受受受けけけけましてましてましてまして、、、、地地地地元元元元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すいますいますいます小池市長小池市長小池市長小池市長とととと前前前前嶋嶋嶋嶋さんさんさんさんからからからから、、、、今今今今ののののおおおお話話話話をををを伺伺伺伺っっっっててててどのどのどのどのようにようにようにように思思思思われわれわれわれたかたかたかたか、、、、小池市長小池市長小池市長小池市長からからからからおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 小池市長小池市長小池市長小池市長         先先先先ほほほほどどどど、、、、谷課長谷課長谷課長谷課長さんさんさんさんののののほほほほううううからからからから、、、、買買買買物物物物袋袋袋袋のののの市民市民市民市民へへへへのののの広広広広がりのがりのがりのがりの話話話話をいたをいたをいたをいただきだきだきだきましたましたましたましたんんんんですですですですがががが、、、、今今今今三島三島三島三島としましてとしましてとしましてとしまして考考考考ええええてててておおおおりますのりますのりますのりますのはははは、、、、環境環境環境環境といといといといううううののののははははややややははははりりりり人人人人づづづづくりくりくりくりだだだだといといといといううううふふふふううううにににに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。。。。環境教環境教環境教環境教育育育育ををををひひひひとつとつとつとつ始始始始めようめようめようめようとととと、、、、それもそれもそれもそれも、、、、幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園、、、、保保保保育園育園育園育園のののの段階段階段階段階からからからから、、、、そそそそしてしてしてして小学小学小学小学校校校校、、、、中学中学中学中学校校校校といといといというこうこうこうことのとのとのとの中中中中でででで始始始始めめめめていていていていききききたいといたいといたいといたいといううう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してりましてりましてりまして、、、、レレレレジジジジュメュメュメュメのののの 5 ペペペページージージージにににに書書書書いていていていてあああありますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、幼児幼児幼児幼児期期期期からのからのからのからの環境教環境教環境教環境教育育育育のののの重重重重要要要要性性性性といといといというこうこうこうことをとをとをとを私私私私どどどどもはもはもはもは考考考考ええええてててておおおおりまりまりまりますすすす。。。。そうそうそうそういいいいうこうこうこうこととととににににななななっっっっていていていていききききますとますとますとますと、、、、「「「「おおおお母母母母さんさんさんさん、、、、今今今今日日日日、、、、買買買買物物物物袋袋袋袋、、、、持持持持っっっっていかないのていかないのていかないのていかないの？？？？」」」」とととと、、、、子子子子供供供供ののののほほほほううううからからからから指指指指摘摘摘摘してくしてくしてくしてくれれれれるるるるのでのでのでのでははははなかなかなかなかろうろうろうろうかかかか。。。。子子子子供供供供とととといいいいううううののののはははは、、、、そうそうそうそういいいいうううう点点点点でででで非常非常非常非常にににに純粋純粋純粋純粋ですからですからですからですから、、、、それそれそれそれをををを私私私私どどどどもはねもはねもはねもはねらららら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、、、、幼児幼児幼児幼児期期期期におきにおきにおきにおきましてましてましてましてはははは、、、、今先今先今先今先生生生生方方方方からからからから環境教環境教環境教環境教育育育育のののの指指指指針針針針やややや指指指指導導導導書書書書、、、、環境教環境教環境教環境教育育育育教教教教材材材材のののの研研研研究究究究開発開発開発開発をををを進進進進めめめめていたていたていたていただだだだいていていていておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、来来来来年度年度年度年度、、、、幼幼幼幼・・・・保一元化保一元化保一元化保一元化のののの中中中中ででででこれこれこれこれをををを推進推進推進推進していしていしていしていこうこうこうこうといといといといううう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。。。。     小学小学小学小学校校校校ににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、もうもうもうもう既既既既にずっにずっにずっにずっとやとやとやと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、、、、もうもうもうもう 4 年年年年間間間間ややややっっっっているているているているわけわけわけわけ
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ですですですです。。。。小学生小学生小学生小学生のののの環境環境環境環境探探探探偵偵偵偵団団団団、、、、これはこれはこれはこれは、、、、小学生小学生小学生小学生のリーのリーのリーのリーダダダダーーーー養養養養成成成成ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、高高高高学年学年学年学年、、、、4 年年年年、、、、
5 年年年年、、、、6 年年年年とととと、、、、これはこれはこれはこれは 1 年年年年間間間間、、、、三島市三島市三島市三島市のののの環境環境環境環境ををををそれそれそれそれぞぞぞぞれれれれ研研研研究究究究してしてしてしてももももららららっっっってててて、、、、そそそそしてしてしてして発表発表発表発表してしてしてしてももももららららうううう。。。。そそそそのののの発表発表発表発表したしたしたしたもももものをのをのをのを、、、、環境環境環境環境副副副副読読読読本本本本のののの一一一一部部部部としてとしてとしてとして小学生自小学生自小学生自小学生自身身身身がまたがまたがまたがまたそれそれそれそれをををを使使使使ううううといといといというよううよううよううようななななここここととととももももややや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。。。。     それそれそれそれからからからから、、、、小学生小学生小学生小学生へへへへのののの副副副副読読読読本本本本はははは、、、、平平平平成成成成 12 年年年年にににに、、、、先先先先生生生生方方方方にににに出出出出ていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、三島市三島市三島市三島市版版版版のののの副副副副読読読読本本本本をつくりましてをつくりましてをつくりましてをつくりまして、、、、それそれそれそれをををを使使使使いましていましていましていまして環境教環境教環境教環境教育育育育ををををさせさせさせさせていたていたていたていただだだだいていますいていますいていますいています。。。。4 年年年年たたたたちちちちましましましましたのでたのでたのでたので、、、、平平平平成成成成 16 年度年度年度年度からからからから、、、、またまたまたまた新新新新たたたたにそれにそれにそれにそれをををを作作作作成成成成していたしていたしていたしていただだだだくくくく予予予予算算算算をををを組組組組んんんんでいかなでいかなでいかなでいかなききききゃゃゃゃなななならないといらないといらないといらないといううう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。。。。     それそれそれそれからからからから、、、、中学生中学生中学生中学生におきにおきにおきにおきましてましてましてましてはははは、、、、中学生中学生中学生中学生のののの環境環境環境環境リーリーリーリーダダダダーといーといーといーというこうこうこうことのとのとのとの養養養養成成成成をいたしてをいたしてをいたしてをいたしておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、各各各各中学中学中学中学校校校校、、、、7校校校校からからからから選選選選出出出出されされされされたたたた生生生生徒徒徒徒をををを水水水水俣俣俣俣市市市市にににに派派派派遣遣遣遣していましていましていましていますすすす。。。。水水水水俣俣俣俣市市市市のののの中学中学中学中学校校校校でででで、、、、水水水水俣俣俣俣のののの中学生中学生中学生中学生とととと一一一一緒緒緒緒にににに 21 分分分分別別別別をををを経経経経験験験験してしてしてしてききききててててももももららららうううう。。。。それそれそれそれがががが終終終終わっわっわっわったらたらたらたら、、、、今今今今度度度度はははは屋屋屋屋久久久久島島島島にににに飛飛飛飛んんんんででででももももららららっっっってててて、、、、屋屋屋屋久久久久島島島島でででで、、、、縄縄縄縄文文文文杉杉杉杉までまでまでまで、、、、1 日日日日かかかかかかかかっっっってててて、、、、またまたまたまた帰帰帰帰っっっってくるてくるてくるてくる。。。。自然自然自然自然といといといというもうもうもうもののすののすののすののすごさごさごさごさ、、、、そそそそしてしてしてして力力力力強強強強ささささ、、、、それそれそれそれをををを体験体験体験体験してしてしてしてももももららららおうおうおうおうといといといといううう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してりましてりましてりまして、、、、これはこれはこれはこれは毎毎毎毎年年年年、、、、中学生中学生中学生中学生のののの環境環境環境環境リーリーリーリーダダダダーのーのーのーの養養養養成成成成をいたしているとをいたしているとをいたしているとをいたしているところころころころででででござござござございまいまいまいますすすす。。。。そうそうそうそういいいいううううわけわけわけわけでででで、、、、幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園からからからから中学中学中学中学校校校校までといまでといまでといまでというこうこうこうことでとでとでとで、、、、高高高高校校校校ははははないないないないんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、市民環境大学市民環境大学市民環境大学市民環境大学といといといといううううのをやのをやのをや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、、、、これはこれはこれはこれは高高高高校校校校生生生生もももも入入入入っっっっていたていたていたていただだだだいていていていておおおおりますりますりますります。。。。16 歳歳歳歳からからからからよろよろよろよろしいしいしいしいわけわけわけわけですからですからですからですから、、、、177 名名名名、、、、平平平平成成成成 13 年度年度年度年度募募募募集集集集したとしたとしたとしたときにきにきにきに、、、、高高高高校校校校生生生生もももも入入入入っっっってくてくてくてくれれれれましたましたましたました。。。。大大大大分分分分高高高高齢齢齢齢のののの方方方方もももも入入入入っっっっていたていたていたていただきだきだきだきましてましてましてまして、、、、2 年年年年間間間間でででで修修修修了了了了したしたしたしたんんんんですがですがですがですが、、、、今今今今後後後後はははは 1 年年年年間間間間でででで修修修修了了了了するするするするようにようにようにようにといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、今今今今努力努力努力努力をいたしているとをいたしているとをいたしているとをいたしているところころころころででででござござござございまいまいまいますすすす。。。。7割以上割以上割以上割以上のののの出席者出席者出席者出席者ににににはははは修修修修了了了了証証証証書書書書をををを授授授授与与与与しましてしましてしましてしまして、、、、出席出席出席出席率率率率 8 割以上割以上割以上割以上のののの出出出出席者席者席者席者ににににははははエコリーエコリーエコリーエコリーダダダダーとしてーとしてーとしてーとして任任任任命命命命ををををさせさせさせさせていていていていたたたただだだだいていいていいていいていますますますます。。。。そうそうそうそういいいいうううう方方方方々々々々がががが三島市三島市三島市三島市のののの環境環境環境環境ををををささささららららによによによによくしていたくしていたくしていたくしていただだだだくくくく、、、、エコリーエコリーエコリーエコリーダダダダーーーーとしてがとしてがとしてがとしてがんばっんばっんばっんばっていたていたていたていただだだだくくくく、、、、こうこうこうこういいいいううううふふふふうにうにうにうにななななっっっっているているているているわけわけわけわけででででござござござございましていましていましていまして、、、、ややややははははりりりり環境環境環境環境はははは、、、、環境教環境教環境教環境教育育育育だだだだ、、、、人人人人づづづづくりくりくりくりだだだだといといといといううううふふふふうにうにうにうに私私私私はははは考考考考ええええてててて、、、、今今今今ががががんばっんばっんばっんばってててておおおおりますりますりますります。。。。     ささささららららにににに、、、、先先先先ほほほほどどどど、、、、残残残残渣渣渣渣物物物物とかとかとかとか、、、、ああああるいるいるいるいはははは生生生生ごごごごみのみのみのみの処処処処理理理理ににににつつつつききききましてましてましてまして、、、、メメメメタタタタノノノノールールールール、、、、ああああるるるるいいいいははははガガガガスをスをスをスを出出出出してしてしてして、、、、それそれそれそれをををを電電電電気気気気ににににしたりしたりしたりしたり、、、、ああああるいるいるいるいはははは燃料燃料燃料燃料ににににしたりといしたりといしたりといしたりというこうこうこうことのとのとのとの有効有効有効有効性性性性ののののおおおお話話話話ががががござござござございましたいましたいましたいました。。。。確確確確かかかかにそうにそうにそうにそういいいいううううふふふふうにうにうにうにしていしていしていしていききききたいとたいとたいとたい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、、、、三島市三島市三島市三島市でででではははは、、、、既既既既にににに NEDO からからからから、、、、地地地地域内域内域内域内エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの創創創創出出出出にににに向向向向けけけけてててて補補補補助助助助金金金金をいたをいたをいたをいただだだだいいいいくくくくここここととととによによによによりりりり、、、、地地地地域域域域新新新新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギービビビビジョンのジョンのジョンのジョンの策策策策定定定定といといといというこうこうこうことをやとをやとをやとをやっっっってててておおおおりまりまりまりますすすす。。。。それにはそれにはそれにはそれには、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光やややや風風風風力力力力、、、、そそそそのののの中中中中にににに、、、、先先先先ほほほほどどどどおおおお話話話話ががががあああありましたりましたりましたりましたようにようにようにように、、、、バイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの発発発発電電電電といといといというこうこうこうことととともももも入入入入っっっっているているているているわけわけわけわけででででござござござございまいまいまいますすすす。。。。おそおそおそおそらくらくらくらく三島三島三島三島におきにおきにおきにおきましてましてましてましてはははは、、、、風風風風もそんもそんもそんもそんななななにににに吹吹吹吹かないしかないしかないしかないし、、、、それそれそれそれからからからから太陽太陽太陽太陽光光光光はははは、、、、これはこれはこれはこれは進進進進んんんんででででおおおおりますからりますからりますからりますからよろよろよろよろしいしいしいしいんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ああああとととと、、、、どどどどここここ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、、、、ババババイオマスイオマスイオマスイオマスだだだだなとなとなとなと。。。。バイオマスをバイオマスをバイオマスをバイオマスを何何何何とかしとかしとかしとかしようようようようといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、1 年年年年間間間間、、、、実現実現実現実現にににに向向向向けけけけてててて取取取取りりりり組組組組ももももううううといといといといううううふふふふうにうにうにうに今今今今考考考考ええええていていていているとるとるとるところころころころででででござござござございますいますいますいます。。。。 

 前前前前田田田田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         どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。     前前前前嶋嶋嶋嶋様様様様、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょうょうょうょうかかかか。。。。 
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前前前前嶋嶋嶋嶋インストラクタインストラクタインストラクタインストラクタ         非常非常非常非常にににに連連連連携携携携ププププレレレレイがイがイがイがううううまくでまくでまくでまくでききききていましてていましてていましてていまして、、、、今今今今市長市長市長市長ににににバイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただきだきだきだきまままましてしてしてして、、、、ににににやりとやりとやりとやりと笑笑笑笑っっっったたたたんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも……………………今今今今日日日日、、、、いいいいろんろんろんろんなななな新新新新エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーのおおおお話話話話がががが出出出出たたたたんんんんでででですすすすけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そそそそのののの中中中中でででで、、、、私私私私はははは、、、、一一一一番番番番大事大事大事大事なのなのなのなのははははややややっっっっぱぱぱぱりりりり経済性経済性経済性経済性だだだだといといといといううううふふふふうにうにうにうに思思思思うんうんうんうんですですですですねねねね。。。。これこれこれこれ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もももものをのをのをのを、、、、いくらいくらいくらいくら補補補補助助助助金金金金でとでとでとでと言言言言っっっったたたたっっっってててて、、、、補補補補助助助助金金金金といといといといううううののののはもはもはもはもととととももももとととと私私私私たたたたちちちちののののおおおお金金金金といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、税税税税金金金金からからからから出出出出るるるるわけわけわけわけででででござござござございまいまいまいますすすす。。。。これこれこれこれ、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと失失失失礼礼礼礼なななな言言言言いいいい方方方方ですがですがですがですが、、、、例例例例えばえばえばえば東電東電東電東電さんさんさんさんがががが高高高高くくくく買買買買っっっっていたていたていたていただだだだいたといたといたといたところころころころでででで、、、、これこれこれこれでででではははは東電東電東電東電さんさんさんさんのののの電電電電気気気気ののののコストコストコストコストがががが実実実実際際際際にににに下下下下がらないがらないがらないがらないわけわけわけわけですですですですよねよねよねよね。。。。だだだだからからからから、、、、理理理理想想想想からいからいからいからいえばえばえばえば、、、、電力電力電力電力会社会社会社会社ななななんんんんてててて、、、、世世世世のののの中中中中ににににいくらいくらいくらいくらあっあっあっあったたたたっっっっていいといていいといていいといていいといううううのがのがのがのが理理理理想想想想のののの姿姿姿姿だだだだといといといといううううふふふふうにうにうにうに、、、、私私私私はははは実実実実はははは思思思思っっっっていまていまていまていますすすす。。。。といといといというこうこうこうこととととはははは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり経済的経済的経済的経済的にににに成成成成りりりり立立立立つかつかつかつか、、、、成成成成りりりり立立立立たないかといたないかといたないかといたないかというううう根根根根拠拠拠拠のとのとのとのところころころころがががが実実実実はははは一一一一番番番番大事大事大事大事じゃじゃじゃじゃないのかなといないのかなといないのかなといないのかなといううううふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 風風風風力力力力のののの話話話話もももも出出出出ましたましたましたました。。。。私私私私もももも、、、、ちょっちょっちょっちょっととととだけだけだけだけですですですですけけけけどどどど、、、、ドドドドイイイイツツツツののののほほほほうにうにうにうに遊遊遊遊びにびにびにびにいいいいっっっったたたたここここととととががががあああありましてりましてりましてりまして、、、、ドドドドイイイイツツツツですとですとですとですと、、、、日本日本日本日本とととと違違違違っっっってててて、、、、平平平平野野野野にににに森森森森ががががああああるるるるんんんんですですですですよねよねよねよね。。。。だだだだからからからから、、、、ちょちょちょちょっっっっとしたとしたとしたとした小小小小高高高高いといといといところにころにころにころに、、、、確確確確かかかかにににに風車風車風車風車ががががござござござございますいますいますいます。。。。ですですですですけけけけどどどど、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの発発発発電電電電量量量量といといといといううううののののをををを伺伺伺伺っっっっていていていていききききますとますとますとますと、、、、三島市三島市三島市三島市がががが年年年年間間間間でででで使使使使っっっっているているているている電力電力電力電力量量量量ののののおよそおよそおよそおよそ 1％％％％かかかか 2％％％％のののの量量量量だだだだといといといというこうこうこうことですとですとですとですよねよねよねよね。。。。ドドドドイイイイツツツツがががが一一一一国国国国をををを挙挙挙挙げげげげてててて先先先先進進進進国国国国としてやとしてやとしてやとしてやっっっったたたた量量量量がががが、、、、今今今今そそそそのくらいのくらいのくらいのくらいだだだだとするととするととするととすると、、、、これはこれはこれはこれはややややっっっっぱぱぱぱりりりり何何何何かかかか、、、、風風風風力力力力発発発発電電電電よよよよりりりりもっもっもっもっとととと別別別別ののののこここことをとをとをとを考考考考ええええないといないといないといないといけけけけないなといないなといないなといないなというううう気気気気ははははいいいいたしますたしますたしますたします。。。。 そこそこそこそこでででで、、、、人人人人ののののケケケケチチチチばばばばかりつかりつかりつかりつけけけけててててははははいいいいけけけけまままませんせんせんせんのでのでのでので、、、、バイマスのバイマスのバイマスのバイマスの提提提提案案案案ででででござござござございますいますいますいます。。。。バイバイバイバイオマスのオマスのオマスのオマスの話話話話のののの中中中中でででで一一一一番番番番皆皆皆皆さんさんさんさんがクエスションマークをつがクエスションマークをつがクエスションマークをつがクエスションマークをつけけけけるのるのるのるのはははは、、、、「「「「運運運運びびびび出出出出すすすすこここことととと、、、、ほほほほんんんんととととうにうにうにうにででででききききるのるのるのるの？？？？」」」」といといといというううう、、、、ここここのののの部分部分部分部分だだだだとととと思思思思うんうんうんうんですですですです。。。。1 つつつつ、、、、からくりがからくりがからくりがからくりがあああありましてりましてりましてりまして、、、、建築建築建築建築材材材材としてとしてとしてとして運運運運びびびび出出出出すのすのすのすのははははなかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいしいしいしいんんんんですですですですねねねね。。。。これはこれはこれはこれは、、、、節節節節のないとのないとのないとのないところころころころをををを選選選選んだんだんだんだりりりり、、、、傷傷傷傷ををををつつつつけけけけないでないでないでないで、、、、玉玉玉玉切切切切りしたといいましてりしたといいましてりしたといいましてりしたといいましてもももも、、、、長長長長ささささがががが 4 メメメメートルからートルからートルからートルからござござござございますいますいますいます。。。。目目目目方方方方ににににしましましましますとすとすとすと 80キキキキロからのロからのロからのロからのもももものがのがのがのがあああありますりますりますります。。。。そんそんそんそんななななもももものののの、、、、ひょこひょこひょこひょこひょこひょこひょこひょことととと運運運運ぶぶぶぶといといといといううううののののはははは、、、、そうそうそうそう楽楽楽楽ななななこここことでとでとでとでははははないないないないわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。しかししかししかししかし、、、、バイオマスでバイオマスでバイオマスでバイオマスで使使使使ううううとなるととなるととなるととなると、、、、それはそれはそれはそれは、、、、例例例例えばえばえばえば裁裁裁裁断断断断、、、、極極極極端端端端にににに言言言言えばえばえばえば、、、、いくらでいくらでいくらでいくらでもももも小小小小ささささくくくく、、、、持持持持ちちちち運運運運びびびびやすくでやすくでやすくでやすくでききききるるるる、、、、場合場合場合場合によっによっによっによったらたらたらたら、、、、粉粉粉粉体体体体輸送輸送輸送輸送までまでまでまでははははいかないいかないいかないいかないににににしてしてしてしてもももも、、、、スラリーのスラリーのスラリーのスラリーのようようようようなななな状状状状態態態態でででで、、、、コンコンコンコンベベベベアアアアでででで運運運運んだんだんだんだりりりり、、、、いいいいろんろんろんろんなななな手手手手ががががああああるるるるはずはずはずはずででででござござござございますいますいますいます。。。。     それそれそれそれからからからから、、、、皆様皆様皆様皆様におにおにおにお渡渡渡渡ししましたししましたししましたししました予予予予稿稿稿稿のののの一一一一番最番最番最番最後後後後にににに、、、、さっきさっきさっきさっき説説説説明明明明ででででききききなかなかなかなかっっっったたたたんんんんですがですがですがですが、、、、「「「「間間間間伐伐伐伐材材材材のののの搬搬搬搬出出出出とととと利用利用利用利用にににについてついてついてついて」」」」といといといといううううのがのがのがのが最最最最後後後後にござにござにござにございますいますいますいます。。。。そこそこそこそこでででで、、、、今今今今私私私私たたたたちちちちのフォのフォのフォのフォレレレレストクラストクラストクラストクラブブブブのののの現状現状現状現状ですがですがですがですが、、、、大大大大体体体体 1 回回回回にににに集集集集まるまるまるまる人人人人間間間間がががが 10 人人人人からからからから 15 人人人人ぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。これこれこれこれでででで 1 日日日日どのどのどのどのぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、普普普普通通通通はははは立立立立米米米米ででででああああららららわわわわすすすすんんんんですですですですけけけけどどどど、、、、運運運運びびびび出出出出せせせせるかといいますとるかといいますとるかといいますとるかといいますと、、、、大大大大体体体体 2 トントントントンからからからから 6 トントントントン前後前後前後前後。。。。6 トンなトンなトンなトンなんんんんていていていていううううとととと、、、、そんそんそんそんななななにににに出出出出せせせせるるるるわけわけわけわけないとないとないとないと、、、、会員会員会員会員のののの中中中中からクエスシからクエスシからクエスシからクエスショョョョンマークがついてしまいますンマークがついてしまいますンマークがついてしまいますンマークがついてしまいます。。。。そうそうそうそうしますとしますとしますとしますと、、、、今今今今三島市三島市三島市三島市ががががごごごご計画計画計画計画されされされされているバイオマスているバイオマスているバイオマスているバイオマスをををを利用利用利用利用したエネルギーしたエネルギーしたエネルギーしたエネルギー化化化化からいからいからいからいききききますとますとますとますと採算採算採算採算ベベベベースースースースはははは 1 日日日日にににに大大大大体体体体 40 トントントントンぐぐぐぐらいらいらいらい出出出出ささささないとないとないとないといいいいけけけけないないないないんんんんですですですですよよよよ。。。。ちょっちょっちょっちょっととととそそそそのののの間間間間ににににギャップがギャップがギャップがギャップがござござござございますいますいますいます。。。。たたたただだだだしししし、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたた場合場合場合場合はははは、、、、私私私私たたたたちちちちののののようにようにようにように、、、、月月月月 1 回回回回とかのとかのとかのとかの話話話話じゃじゃじゃじゃないないないないわけわけわけわけででででござござござございますからいますからいますからいますから、、、、またまたまたまた別別別別のののの計計計計算算算算をしないをしないをしないをしないといといといといけけけけないとないとないとないと思思思思うんうんうんうんですですですです。。。。 
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    ちちちちなみなみなみなみにににに、、、、立立立立正正正正大学大学大学大学のののの渡辺渡辺渡辺渡辺先先先先生生生生によによによによりますとりますとりますとりますと、、、、1 日日日日でででで、、、、1 人人人人当当当当たりたりたりたり大大大大体体体体 10 立立立立米米米米出出出出せせせせるとるとるとるといいいいううううかかかか、、、、出出出出すすすすこここことをとをとをとを目目目目標標標標ににににしなしなしなしなささささいといといといと。。。。プロのプロのプロのプロの方方方方はこんはこんはこんはこんななななこここことをとをとをとをおっおっおっおっししししゃゃゃゃっっっってててておおおおらららられれれれますますますます。。。。そうそうそうそうしますとしますとしますとしますと、、、、材材材材料料料料のののの搬搬搬搬出出出出にににに関関関関してしてしてしてはははは、、、、多少多少多少多少夢夢夢夢がががが持持持持てるてるてるてるんんんんででででははははないのかなとないのかなとないのかなとないのかなと。。。。今今今今市長市長市長市長にににに言言言言っっっっていたていたていたていただきだきだきだきましたとましたとましたとましたとおおおおりりりり、、、、太陽太陽太陽太陽よよよよりりりりもももも何何何何よよよよりりりりもももも、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりバイオマスをりバイオマスをりバイオマスをりバイオマスを何何何何とかしたいなとかしたいなとかしたいなとかしたいなといといといといううううのがのがのがのが気気気気持持持持ちちちちででででござござござございますいますいますいます。。。。以上以上以上以上ででででござござござございますいますいますいます。。。。 

 前前前前田田田田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         どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。     おおおお二人二人二人二人のののの話話話話でででで、、、、環境教環境教環境教環境教育育育育のののの重重重重要要要要性性性性、、、、それそれそれそれからからからから、、、、事業事業事業事業のとのとのとのとききききのののの経済性経済性経済性経済性、、、、それそれそれそれでででで、、、、具具具具体体体体的的的的にににに三島三島三島三島ででででははははバイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの可能性可能性可能性可能性がかなりがかなりがかなりがかなりああああるのでるのでるのでるのでははははないかといないかといないかといないかというこうこうこうことかととかととかととかと思思思思いますいますいますいます。。。。     せっせっせっせっかくのかくのかくのかくの機機機機会会会会ででででござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、特特特特ににににコミコミコミコミュニュニュニュニケケケケーションをーションをーションをーションを重重重重要要要要視視視視していますしていますしていますしています三島三島三島三島とととといいいいうこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。ぜひぜひぜひぜひ会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様からからからから、、、、ごごごご質質質質問問問問ややややごごごご意意意意見見見見ををををおおおお受受受受けけけけ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がががが、、、、おおおお名名名名前前前前とととと、、、、どなたどなたどなたどなたにごにごにごにご質質質質問問問問といといといというこうこうこうことをとをとをとをおっおっおっおっししししゃゃゃゃっっっっていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、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がいますがいますがいますが、、、、ももももしいらしいらしいらしいらっっっっししししゃゃゃゃるるるる方方方方、、、、おおおお手手手手をををを上上上上げげげげていたていたていたていただけだけだけだけますかますかますかますか。。。。ははははいいいい、、、、どどどどううううぞぞぞぞ。。。。 

 質質質質問問問問         自分自分自分自分はははは、、、、三島三島三島三島のフォのフォのフォのフォレレレレストクラストクラストクラストクラブブブブのののの会員会員会員会員ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどど、、、、市長市長市長市長におにおにおにお聞聞聞聞ききききしますしますしますします。。。。     森森森森はははは国国国国のののの宝宝宝宝とととと言言言言われわれわれわれていますていますていますていますもんもんもんもんでででで、、、、自分自分自分自分もももも、、、、ままままああああ、、、、森森森森にににに覚覚覚覚ええええ、、、、とととと多少多少多少多少ははははかかかかじじじじっっっっているているているている者者者者ででででござござござございますいますいますいますけけけけどどどど、、、、今今今今前前前前嶋嶋嶋嶋さんさんさんさんからからからから話話話話ががががあっあっあっあったたたたけけけけどどどど、、、、木木木木をををを出出出出すすすす、、、、出出出出ささささないたないたないたないたっっっってててて、、、、道道道道路路路路がながながながなききききゃゃゃゃ何何何何にもにもにもにも出出出出やしやしやしやしないのないのないのないのでででで、、、、ああああのののの山山山山、、、、箱箱箱箱根根根根山山山山ななななんんんんてててて、、、、道道道道路路路路ななななんんんんてててて一一一一本本本本もあもあもあもありりりりゃゃゃゃしないしないしないしないんんんんですですですですよよよよ。。。。林林林林道道道道がががが 1 本本本本ああああるるるるだけだけだけだけでででで、、、、ああああのののの枝枝枝枝道道道道がががが。。。。ここここのののの間間間間、、、、群群群群馬馬馬馬のののの下下下下仁仁仁仁田田田田森森森森林林林林組組組組合合合合のののの人人人人だけだけだけだけどどどど、、、、あそこあそこあそこあそこでででではははは、、、、東京東京東京東京往往往往復復復復してしてしてしてもももも余余余余るるるるほほほほどのどのどのどの道道道道路路路路をつくをつくをつくをつくっっっっててててああああるるるるっっっっていていていていううううですですですですよねよねよねよね。。。。山山山山ののののテンコのテンコのテンコのテンコの一一一一番番番番頂頂頂頂上上上上までまでまでまで道道道道がつくがつくがつくがつくっっっっててててああああるるるるっっっってててて。。。。そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、そそそそのののの点点点点だだだだとととと、、、、大分大分大分大分遅遅遅遅れれれれてててていいいいるるるるのでのでのでのでははははないないないないかなとかなとかなとかなと思思思思うううう。。。。市長市長市長市長もももも、、、、玉沢玉沢玉沢玉沢だもだもだもだものでのでのでので、、、、山山山山ををををよよよよくくくく知知知知っっっってててていいいいるるるるととととはははは思思思思ううううけけけけどどどど、、、、どどどどんんんんななななふふふふうにうにうにうに考考考考ええええてててていいいいてててて、、、、将将将将来来来来的的的的にはにはにはにはどどどどうううういいいいううう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いいいいるかるかるかるか、、、、ひひひひとつとつとつとつおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 前前前前田田田田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         ちょっちょっちょっちょっとまととまととまととまとめめめめてててておおおお受受受受けけけけ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がががが、、、、ほほほほかかかかににににどなたかどなたかどなたかどなたか、、、、いらいらいらいらっっっっししししゃゃゃゃいますかいますかいますかいますか。。。。どどどどううううぞぞぞぞ。。。。 

 質質質質問問問問         三島三島三島三島フォフォフォフォレレレレストクラストクラストクラストクラブブブブのののの古古古古瀬瀬瀬瀬とととと申申申申しますしますしますします。。。。竹林竹林竹林竹林先先先先生生生生におにおにおにお伺伺伺伺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いいいますますますます。。。。今今今今、、、、生生生生ごごごごみのバイオマスみのバイオマスみのバイオマスみのバイオマス、、、、メメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな利用利用利用利用にににになるとなるとなるとなると思思思思いすいすいすいす。。。。そこそこそこそこでででで、、、、およそおよそおよそおよそ 3分分分分のののの 1 がががが生生生生ごごごごみみみみだだだだとととと思思思思うんうんうんうんですがですがですがですが、、、、それそれそれそれをををを抜抜抜抜いてしまいてしまいてしまいてしまううううとととと、、、、今今今今ああああるるるる焼却焼却焼却焼却炉炉炉炉はははは動動動動かなくなるかなくなるかなくなるかなくなるといといといといううううかかかか、、、、燃燃燃燃ややややせせせせなくなるとなくなるとなくなるとなくなると思思思思うんうんうんうんですですですですねねねね。。。。そうそうそうそうしたしたしたした場合場合場合場合にににに、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックとかックとかックとかックとか、、、、紙紙紙紙とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものをどのをどのをどのをどうううう利用利用利用利用していくかといしていくかといしていくかといしていくかというこうこうこうことがとがとがとがああああるとるとるとると思思思思うんうんうんうんですですですです。。。。最最最最後後後後にににに残残残残っっっったたたたももももののののはははは、、、、ややややははははりりりり焼却焼却焼却焼却をしていくのがをしていくのがをしていくのがをしていくのが衛衛衛衛生生生生上上上上いいのかなといいのかなといいのかなといいのかなと思思思思いまいまいまいますがすがすがすが、、、、そこそこそこそこのののの、、、、抜抜抜抜いたいたいたいた後後後後、、、、どどどどううううしてしてしてしていいいいっっっったらいいのかなといたらいいのかなといたらいいのかなといたらいいのかなといううううふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 
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 前前前前田田田田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         もうもうもうもう一方一方一方一方ぐぐぐぐらいいららいいららいいららいいらっっっっししししゃゃゃゃいますかいますかいますかいますか。。。。どどどどううううぞぞぞぞ。。。。 

 質質質質問問問問     私私私私もももも、、、、環境大学環境大学環境大学環境大学をををを卒卒卒卒業業業業したしたしたした、、、、山本山本山本山本とととと申申申申しますしますしますします。。。。谷課長谷課長谷課長谷課長さんにおさんにおさんにおさんにお聞聞聞聞ききききしたいしたいしたいしたいんんんんですがですがですがですが、、、、世世世世界界界界的的的的にににに、、、、最近最近最近最近、、、、炭炭炭炭素素素素税税税税だだだだとかとかとかとか、、、、環境環境環境環境税税税税だだだだとかとかとかとか、、、、いいいいろんろんろんろんななななこここことがとがとがとが言言言言われわれわれわれてててておおおおりますりますりますります。。。。新新新新聞聞聞聞にににによよよよりますとりますとりますとりますと、、、、ガガガガソソソソリンリンリンリン 1 リッターリッターリッターリッター2円円円円ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの炭炭炭炭素素素素税税税税といといといといううううかかかか、、、、環境環境環境環境税税税税がかかるといがかかるといがかかるといがかかるというこうこうこうこととととがががが 2005 年年年年からとからとからとからと、、、、大大大大体体体体政政政政府府府府ででででそんそんそんそんななななこここことをとをとをとを言言言言っっっっているているているているようようようようですがですがですがですが、、、、ノノノノルルルルウェウェウェウェーやスーやスーやスーやスウェウェウェウェーーーーデンデンデンデンはははは、、、、10円円円円とかとかとかとか 13円円円円とととと。。。。私私私私、、、、さっきさっきさっきさっき小池市長小池市長小池市長小池市長さんさんさんさんがががが、、、、教教教教育育育育、、、、啓啓啓啓蒙蒙蒙蒙がががが大事大事大事大事だだだだとととと。。。。私私私私もももも大事大事大事大事だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。たたたただだだだ、、、、もうもうもうもう一方一方一方一方でででで、、、、日本人日本人日本人日本人のののの、、、、これだけこれだけこれだけこれだけ金金金金漬漬漬漬けにけにけにけに浸浸浸浸っっっったたたた人人人人間間間間にはにはにはには、、、、ペナペナペナペナルルルルティーとティーとティーとティーとボボボボーーーーナナナナスといスといスといスというこうこうこうことをとをとをとを考考考考ええええますとますとますとますと、、、、ペナペナペナペナルティールティールティールティー、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり環境環境環境環境ををををほほほほんんんんととととうにようにようにようによくするくするくするくするにはにはにはにはペナペナペナペナルティーをルティーをルティーをルティーを相相相相当当当当かかかかけけけけないといかないといかないといかないといかんんんん。。。。私私私私はははは、、、、ガガガガソソソソリンリンリンリンにににに 20円円円円、、、、30円円円円、、、、環境環境環境環境税税税税をかをかをかをかけけけけたたたたっっっっていいていいていいていいんんん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、、、、こうこうこうこう思思思思うううう 1 人人人人ででででござござござございますいますいますいます。。。。一時一時一時一時、、、、2円円円円からからからから 26 円円円円ぐぐぐぐららららいないないないなんんんんていていていていうううう話題話題話題話題ががががあっあっあっあったのがたのがたのがたのが、、、、2円円円円にににに落落落落ちちちち着着着着いてしまいいてしまいいてしまいいてしまいそうだそうだそうだそうだといといといというこうこうこうこととととはははは極極極極めめめめてててて残残残残念念念念だだだだなとなとなとなと。。。。 もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、先先先先ほほほほどどどど小池市長小池市長小池市長小池市長さんさんさんさんからからからからもももも、、、、買買買買物物物物袋袋袋袋ををををややややめめめめるとるとるとると。。。。私私私私はははは、、、、こんこんこんこんななななこここことをとをとをとを言言言言っっっってててて日本日本日本日本中中中中をををを説説説説いていていていて歩歩歩歩いていますいていますいていますいています。。。。環境環境環境環境とととと家家家家計計計計にににに優優優優しいしいしいしい暮暮暮暮らしをしらしをしらしをしらしをしようようようよう。。。。ななななぜぜぜぜかといかといかといかといううううとととと、、、、家家家家計計計計にににに優優優優しいといしいといしいといしいというこうこうこうこととととはははは資源資源資源資源をたくをたくをたくをたくさんさんさんさん使使使使わわわわないないないない。。。。したがしたがしたがしたがっっっってててて環境環境環境環境をををを汚汚汚汚ささささないといないといないといないというこうこうこうこととととでででであああありますりますりますります。。。。私私私私、、、、年年年年金金金金生生生生活者活者活者活者ででででござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、もうもうもうもういかいかいかいかにににに限限限限らららられれれれたたたた軍軍軍軍資資資資金金金金のののの中中中中からどからどからどからどううううややややっっっってててて暮暮暮暮らすかといらすかといらすかといらすかというこうこうこうこととととにににになりましたらなりましたらなりましたらなりましたら、、、、ややややははははりりりり家家家家計計計計にににに負負負負担担担担がかからないがかからないがかからないがかからない、、、、それそれそれそれをををを行政行政行政行政やややや何何何何かかかかはははは、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しいとかしいとかしいとかしいとか、、、、生生生生ぬぬぬぬるいるいるいるい表表表表現現現現をしているからをしているからをしているからをしているから、、、、ちっちっちっちっとととともももも、、、、だれもだれもだれもだれも、、、、頭頭頭頭ででででははははわわわわかかかかっっっっていてていてていてていてもももも、、、、行動行動行動行動にはにはにはにはとてとてとてとてもももも移移移移らないといらないといらないといらないといううううのがのがのがのが実実実実態態態態だろうだろうだろうだろうとととと思思思思っっっってててておおおおるるるるわけわけわけわけでででであああありりりりますますますます。。。。 ちょっちょっちょっちょっとととと、、、、質質質質問問問問といといといといううううかかかか、、、、意意意意見見見見にににになるかなるかなるかなるかももももししししれれれれまままませんせんせんせんがががが、、、、ぜひそうぜひそうぜひそうぜひそういいいいうううう意意意意味味味味でででで、、、、ほほほほんんんんととととうにうにうにうに日本人日本人日本人日本人はもっはもっはもっはもっとととと真真真真剣剣剣剣にににに環境環境環境環境といといといというこうこうこうことをとをとをとを考考考考ええええななななききききゃゃゃゃいいいいけけけけないなといないなといないなといないなというこうこうこうことをとをとをとを私私私私もももも日本日本日本日本中中中中説説説説いていていていて歩歩歩歩いているいているいているいている 1 人人人人でででであああありましてりましてりましてりまして、、、、これもボこれもボこれもボこれもボランティランティランティランティアアアアでやでやでやでやっっっっていますていますていますています。。。。ワワワワイフからイフからイフからイフから、、、、ボボボボランティランティランティランティアアアアのたのたのたのためにめにめにめに年年年年金金金金までまでまでまで使使使使ううううなといなといなといなといっっっってしからてしからてしからてしかられれれれてててておおおおりますがりますがりますがりますが、、、、ままままああああ、、、、余余余余生生生生はははは、、、、たたたただだだだ家家家家でででで米米米米をををを食食食食っっっってててて、、、、食食食食いついついついつぶぶぶぶしているしているしているしているだけだけだけだけでででではははは人人人人間間間間のののの価値価値価値価値がないがないがないがないんんんんでででで、、、、自分自分自分自分のののの、、、、ほほほほんんんんととととううううにににに信念信念信念信念、、、、熱意熱意熱意熱意でででで全全全全国国国国をををを回回回回っっっってててて、、、、ややややっっっってててておおおおるるるる次次次次第第第第ででででござござござございますいますいますいます。。。。 

 前前前前田田田田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         よろよろよろよろししししゅゅゅゅうござうござうござうございいいいますかますかますかますか。。。。でででではははは、、、、最最最最初初初初のののの質質質質問問問問、、、、小池市長小池市長小池市長小池市長ののののほほほほううううででででおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 小池市長小池市長小池市長小池市長         森森森森はははは国国国国のののの宝宝宝宝といといといといううううふふふふうにうにうにうに言言言言われわれわれわれているているているているんだけれんだけれんだけれんだけれどどどどもももも、、、、森森森森をををを利用利用利用利用するするするする、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材をををを出出出出してくしてくしてくしてくるるるるににににしてしてしてしてもももも、、、、林林林林道道道道、、、、農農農農道道道道がががが必要必要必要必要じゃじゃじゃじゃないかといないかといないかといないかというごうごうごうご発発発発言言言言ででででござござござございましていましていましていまして、、、、ままままさにそさにそさにそさにそのとのとのとのとおおおおりりりりだだだだとととと私私私私はははは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。。。。たたたただだだだ、、、、国国国国ののののほほほほううううででででもももも努力努力努力努力していたしていたしていたしていただきだきだきだきましてましてましてまして、、、、三島三島三島三島からからからから御御御御殿殿殿殿
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場場場場までつないでまでつないでまでつないでまでつないで、、、、大型基幹林大型基幹林大型基幹林大型基幹林道道道道、、、、北北北北箱箱箱箱根線根線根線根線といといといといううううのがでのがでのがでのができきききましたしましたしましたしましたし、、、、それそれそれそれからからからから、、、、農面農面農面農面道道道道路路路路からからからから、、、、そそそそのののの上上上上にににに、、、、大型基幹林大型基幹林大型基幹林大型基幹林道道道道までまでまでまで行行行行くくくく北北北北原原原原菅菅菅菅線線線線をををを県県県県のののの段階段階段階段階でででで今今今今どどどどんんんんどどどどんんんんややややっっっっていたていたていたていただだだだいいいいてててておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、そそそそのののの負負負負担担担担金金金金をををを三島三島三島三島市市市市もももも払払払払っっっっているているているているわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、それそれそれそれがががが十十十十分分分分でないといでないといでないといでないというごうごうごうご指指指指摘摘摘摘だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。2,000ヘヘヘヘクタールのクタールのクタールのクタールの森森森森林林林林ががががああああるるるるんだんだんだんだからからからから、、、、もうもうもうもう少少少少しししし農農農農道道道道、、、、林林林林道道道道のののの建建建建設設設設をををを早早早早くしなくしなくしなくしなささささいといいといいといいというごうごうごうご指指指指摘摘摘摘だだだだとととと思思思思いますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ややややははははりりりり財政的財政的財政的財政的なななな問問問問題題題題もごもごもごもござざざざいますしいますしいますしいますし、、、、ああああるいるいるいるいはははは地地地地権権権権者者者者とのとのとのとのおおおお話話話話しししし合合合合いいいいもあもあもあもありましてりましてりましてりまして、、、、用地用地用地用地をたをたをたをただだだだでででで出出出出していたしていたしていたしていただけだけだけだけるといるといるといるというよううよううよううようななななこここことでとでとでとでござござござございましたならいましたならいましたならいましたならばばばばどどどどんんんんどどどどんんんん進進進進むむむむこここことととともあもあもあもありますりますりますります。。。。いいいいろんろんろんろんなななな問問問問題題題題もももも含含含含んんんんででででおおおおりますりますりますります。。。。しかししかししかししかし、、、、ややややははははりりりり基本基本基本基本はははは、、、、確確確確かかかかにににに、、、、出出出出しやすいしやすいしやすいしやすい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かなていかなていかなていかなききききゃゃゃゃならないといならないといならないといならないというこうこうこうこととととだだだだとととと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、農農農農道道道道、、、、林林林林道道道道のののの建建建建設設設設ににににつつつつききききまままましてしてしてしてもももも、、、、これこれこれこれからからからから努力努力努力努力をしていをしていをしていをしていききききたいといたいといたいといたいといううう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。。。。以上以上以上以上ででででござござござございますいますいますいます。。。。 

 前前前前田田田田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         でででではははは、、、、2 つつつつ目目目目ののののごごごご質質質質問問問問にににに対対対対しししし、、、、竹林竹林竹林竹林様様様様、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 竹林運営委員竹林運営委員竹林運営委員竹林運営委員         ははははいいいい。。。。こちこちこちこちららららはははは、、、、たしかたしかたしかたしか流流流流動動動動床床床床焼却焼却焼却焼却炉炉炉炉といといといというよううよううよううようななななもももものがのがのがのが入入入入っっっっていたのでていたのでていたのでていたのではははは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、、、、私私私私のののの記憶記憶記憶記憶でででではははは。。。。間間間間違違違違ええええているかているかているかているかももももししししれれれれまままませんせんせんせんがががが。。。。生生生生ごごごごみをみをみをみを入入入入れれれれてててて、、、、今今今今のののの集集集集めめめめていていていているるるるごごごごみのカロリーがみのカロリーがみのカロリーがみのカロリーが、、、、多多多多分分分分 1,700 からからからから 2,000キキキキロカラリーロカラリーロカラリーロカラリー。。。。ごごごごみみみみ 1キキキキロロロロにににに対対対対してのしてのしてのしての熱量熱量熱量熱量がががが多多多多分分分分そんそんそんそんななななももももののののだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。石油石油石油石油がががが約約約約 1 万万万万ですからですからですからですから、、、、5 分分分分のののの 1弱弱弱弱といといといといううううふふふふうにおうにおうにおうにお考考考考ええええくくくくださださださださいいいい。。。。     それそれそれそれでででで、、、、今今今今ごごごごみのみのみのみの中中中中からからからから生生生生ごごごごみみみみだけだけだけだけをををを抜抜抜抜いてしまいてしまいてしまいてしまううううとととと、、、、多多多多分分分分そそそそのののの 1,700～～～～1,800 からからからから 2,000ののののもももものがのがのがのが、、、、3,500～～～～3,600 からからからから 4,000キキキキロカロリーロカロリーロカロリーロカロリーぐぐぐぐらいまでいらいまでいらいまでいらいまでいっちっちっちっちゃゃゃゃううううかかかかももももししししれれれれまままませんせんせんせん。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、高温高温高温高温ににににななななっっっってててて燃燃燃燃ええええるといるといるといるというこうこうこうこととととにににになるとなるとなるとなると思思思思いますいますいますいます。。。。そこそこそこそこでででで、、、、何何何何がががが問問問問題題題題にににになるかといなるかといなるかといなるかというこうこうこうこととととにににになりますとなりますとなりますとなりますと、、、、耐耐耐耐火火火火レレレレンンンンガガガガのののの設計設計設計設計がががが今今今今、、、、何何何何度度度度ぐぐぐぐらいらいらいらいににににななななっっっっているかているかているかているか。。。。要要要要するするするするにににに、、、、炉炉炉炉のののの中中中中にににに張張張張っっっっててててああああるるるる耐耐耐耐火火火火レレレレンンンンガガガガですですですですねねねね。。。。そそそそののののレレレレンンンンガガガガののののもちもちもちもち具具具具合合合合といといといというううう形形形形にににになるとなるとなるとなると思思思思いますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、場合場合場合場合によっによっによっによっててててはははは、、、、そこだけそこだけそこだけそこだけ張張張張りかりかりかりかええええるといるといるといるというううう可能性可能性可能性可能性はあはあはあはあるかるかるかるかももももししししれれれれまままませんせんせんせん。。。。     それそれそれそれからからからから、、、、火火火火格格格格子型子型子型子型といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ストーカーとストーカーとストーカーとストーカーと普普普普通通通通呼呼呼呼んんんんでいますでいますでいますでいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、それはそれはそれはそれは、、、、何何何何といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、可動部分可動部分可動部分可動部分ががががあっあっあっあってててて、、、、ごごごごみをみをみをみを入入入入れれれれたたたた床床床床部分部分部分部分がががが、、、、鉄鉄鉄鉄のののの格格格格子子子子ににににななななっっっっていましてていましてていましてていまして、、、、それそれそれそれがががが動動動動くくくくわけわけわけわけですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そうそうそうそういいいいっっっったとたとたとたところころころころがががが、、、、ややややははははりりりり熱熱熱熱によっによっによっによっててててももももたなくなるかたなくなるかたなくなるかたなくなるかももももししししれれれれないないないない。。。。流流流流動動動動床床床床のののの場合場合場合場合でででであればあればあればあれば、、、、底底底底のののの部分部分部分部分がががが砂砂砂砂がががが入入入入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、、、、砂砂砂砂はははは別別別別にににに熱熱熱熱くなくなくなくなっっっっててててもももも、、、、軽砂軽砂軽砂軽砂ですからですからですからですから、、、、別別別別にににに問問問問題題題題ないないないない。。。。レレレレンンンンガガガガののののほほほほうだけうだけうだけうだけがががが問問問問題題題題かなといかなといかなといかなというよううよううよううようななななふふふふうにうにうにうに、、、、大大大大まかまかまかまかにににに言言言言えばえばえばえば、、、、考考考考ええええますますますます。。。。ももももししししあれあれあれあれでででであればあればあればあれば、、、、もうちょっもうちょっもうちょっもうちょっととととよよよよくくくく聞聞聞聞いていていていて、、、、きちんきちんきちんきちんとととと、、、、ももももうううう一一一一回回回回、、、、回回回回答答答答したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが。。。。 

 前前前前田田田田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         でででではははは、、、、3番番番番目目目目ののののごごごご質質質質問問問問といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、ごごごご意意意意見見見見ですがですがですがですが、、、、谷課長谷課長谷課長谷課長ののののほほほほううううでででで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。。。。 
 谷課長谷課長谷課長谷課長     
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    ははははいいいい。。。。ままままずずずず、、、、環境環境環境環境税税税税にににについてついてついてついて、、、、今今今今のののの現状現状現状現状ををををごごごご説説説説明明明明をいたしますとをいたしますとをいたしますとをいたしますと、、、、先先先先ほほほほどどどどごごごご意意意意見見見見をををを出出出出ししししてくてくてくてくださっださっださっださったたたた方方方方はもうよはもうよはもうよはもうよくくくくごごごご存存存存じじじじなのかとなのかとなのかとなのかと思思思思いますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、中中中中央央央央環境環境環境環境審審審審議議議議会会会会にににに環境環境環境環境税税税税ののののこここことをとをとをとを考考考考ええええるるるる専専専専門門門門委員会委員会委員会委員会といといといといううううのがでのがでのがでのができきききましてましてましてまして、、、、ここここのののの 8 月月月月にににに、、、、そそそそのののの専専専専門門門門委員会委員会委員会委員会のののの報告報告報告報告がががが出出出出たとたとたとたところころころころですですですです。。。。そそそそのののの専専専専門門門門委員会委員会委員会委員会はははは、、、、学学学学者者者者のののの先先先先生生生生方方方方だけおだけおだけおだけお集集集集まりいたまりいたまりいたまりいただきだきだきだきましてましてましてまして、、、、税税税税のののの租租租租税税税税論論論論、、、、ああああるいるいるいるいはははは経済経済経済経済ですとかですとかですとかですとか、、、、法法法法律律律律ですとかですとかですとかですとか、、、、ささささままままざざざざまなまなまなまな観観観観点点点点かかかかららららごごごご議議議議論論論論をいたをいたをいたをいただきだきだきだきましたましたましたました。。。。そそそそのとのとのとのときにきにきにきに幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの論論論論点点点点かかかかあああありましたりましたりましたりました。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる川川川川上上上上にににに課課課課税税税税するかするかするかするか、、、、川川川川下下下下にににに課課課課税税税税するかするかするかするか、、、、ここはここはここはここは、、、、ままままああああ、、、、大大大大体体体体川川川川上上上上かなとかなとかなとかなと。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、川川川川下下下下といいますとといいますとといいますとといいますと、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、これこれこれこれをつをつをつをつくるたくるたくるたくるためにめにめにめにどどどどれだけれだけれだけれだけ石油石油石油石油がががが必要必要必要必要かとかかとかかとかかとか、、、、一一一一々々々々計計計計算算算算するのするのするのするのはははは大大大大変変変変だだだだとととと。。。。だだだだからからからから、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり川川川川上上上上、、、、とかですとかですとかですとかですねねねね。。。。そそそそのののの中中中中でででで、、、、高高高高いいいい税税税税率率率率をかをかをかをかけけけけてといてといてといてといううううのとのとのとのと、、、、低低低低いいいい税税税税率率率率をかをかをかをかけけけけてててて、、、、税税税税収収収収をををを二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素削減削減削減削減のたのたのたのためにめにめにめに使使使使っっっってといてといてといてといううううのとのとのとのと、、、、2 つつつつ、、、、方向方向方向方向としてとしてとしてとしてはあはあはあはあるなといるなといるなといるなというこうこうこうことでとでとでとで、、、、後者後者後者後者ののののほほほほううううがいいがいいがいいがいいんんんんででででははははないかといないかといないかといないかというよううよううよううようなななな報告報告報告報告ににににななななっっっっているているているているわけわけわけわけですですですです。。。。     高高高高いいいい税税税税率率率率ににににななななぜぜぜぜしないしないしないしないかといかといかといかというううう一一一一番番番番のののの大大大大ききききなななな理理理理由由由由はははは、、、、国際国際国際国際競争競争競争競争力力力力といといといというこうこうこうことでとでとでとでははははないでないでないでないでししししょうょうょうょうかかかか。。。。ままままああああ、、、、私私私私たたたたちちちちのののの生生生生活活活活といといといといううううののののはははは絶絶絶絶対対対対にににに日本日本日本日本ななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、今今今今、、、、世世世世界界界界がグロがグロがグロがグローバルーバルーバルーバル化化化化していくしていくしていくしていく中中中中でででで、、、、物物物物づづづづくりのくりのくりのくりの拠拠拠拠点点点点はははは、、、、もうもうもうもう企企企企業業業業がががが国境国境国境国境をををを越越越越ええええてててて動動動動くくくく時時時時代代代代ににににななななっっっっていていていているるるる。。。。実実実実はもうはもうはもうはもう、、、、それそれそれそれどどどどころころころころででででははははなくてなくてなくてなくて、、、、企企企企業業業業はははは既既既既にににに国境国境国境国境をををを越越越越ええええてててて動動動動いていていていていていていていて、、、、大大大大ききききなななな企企企企業業業業はははは大大大大体体体体、、、、例例例例えばえばえばえば松松松松下下下下ならならならなら松松松松下下下下がががが、、、、日本日本日本日本にもにもにもにも工場工場工場工場ががががあればあればあればあれば、、、、ククククアアアアラルンプールのラルンプールのラルンプールのラルンプールの郊郊郊郊外外外外ののののセセセセラララランンンンゴゴゴゴールールールール工業工業工業工業団団団団地地地地ななななんんんんてててて、、、、もももものすのすのすのすごごごごいいいいんんんんですですですですねねねね。。。。もうもうもうもう中国中国中国中国にもあればにもあればにもあればにもあれば、、、、どどどどこにもあればこにもあればこにもあればこにもあれば、、、、大大大大体体体体、、、、いいいいろんろんろんろんなとなとなとなとこにこにこにこに工場工場工場工場をををを持持持持っっっっていらしてていらしてていらしてていらして、、、、そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、来来来来年年年年のののの工場工場工場工場のののの生生生生産産産産計画計画計画計画ははははといといといといううううとととときにきにきにきに、、、、もうもうもうもう外外外外国国国国にににに出出出出るるるる、、、、出出出出ないないないない、、、、のののの話話話話ででででははははないないないないんんんんですですですです。。。。秋秋秋秋田県田県田県田県でつくるかでつくるかでつくるかでつくるか、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県ででででつくるかといつくるかといつくるかといつくるかといううううのとのとのとのと同同同同じじじじようにようにようにように、、、、ククククアアアアラルンプールのラルンプールのラルンプールのラルンプールの郊郊郊郊外外外外でつくるかでつくるかでつくるかでつくるか、、、、ここここここここでつくるかとでつくるかとでつくるかとでつくるかといいいいうううう、、、、そうそうそうそういいいいうううう意意意意思思思思決決決決定定定定ににににななななっっっっていくとていくとていくとていくときにきにきにきに、、、、「「「「いやいやいやいや、、、、日本日本日本日本でつくるとコストがでつくるとコストがでつくるとコストがでつくるとコストが高高高高いいいいんんんんですですですです」」」」といといといというこうこうこうこととととにににになるとなるとなるとなると、、、、それそれそれそれじゃじゃじゃじゃ外外外外国国国国でつくでつくでつくでつくろうろうろうろうかとかとかとかと。。。。それそれそれそれでででで、、、、外外外外国国国国がクリーンならいいがクリーンならいいがクリーンならいいがクリーンならいいんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、おおおお隣隣隣隣のののの中国中国中国中国とかとかとかとか、、、、同同同同じじじじもももものをつくのをつくのをつくのをつくっっっっててててもももも、、、、送送送送電効電効電効電効率率率率はははは悪悪悪悪いいいい、、、、発発発発電電電電効効効効率率率率はははは悪悪悪悪いいいい、、、、発発発発電電電電所所所所はははは石石石石炭炭炭炭火力火力火力火力だだだだ、、、、脱硫脱硫脱硫脱硫・・・・脱硝脱硝脱硝脱硝どどどどころころころころかかかか、、、、ばばばばいいいいじじじじんもんもんもんも除除除除去去去去しているかしているかしているかしているか、、、、ししししてててていないかいないかいないかいないか、、、、よよよよくくくくわわわわからないからないからないからない。。。。そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、あっちあっちあっちあっちででででももももくくくくももももくくくく、、、、ももももくくくくももももくくくく、、、、日本日本日本日本でででで対策対策対策対策ををををととととっっっったたたた結果結果結果結果、、、、それにそれにそれにそれにままままささささるるるる量量量量がががが中国中国中国中国でででで出出出出てしまてしまてしまてしまううううとととと、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化でででで何何何何ややややっっっっているているているているんだんだんだんだかかかかよよよよくくくくわわわわからないといからないといからないといからないというこうこうこうことととともあもあもあもあるかるかるかるかももももししししれれれれまままませんせんせんせんしししし、、、、ささささままままざざざざまなまなまなまなこここことをとをとをとを考考考考ええええるとるとるとると、、、、そんそんそんそんななななにににに高高高高いいいい税税税税率率率率ででででははははなくなくなくなく、、、、対策対策対策対策にににに使使使使ううううといといといというこうこうこうことのとのとのとのほほほほううううがいいのでがいいのでがいいのでがいいのでははははないかといないかといないかといないかというごうごうごうご議議議議論論論論ででででははははなななないかといかといかといかと思思思思いますいますいますいます。。。。     ちちちちなみなみなみなみにににに、、、、ヨヨヨヨーロッパでーロッパでーロッパでーロッパでももちろんももちろんももちろんももちろん国際国際国際国際競争競争競争競争力力力力はははは大大大大変変変変だだだだといといといというこうこうこうこととととはははは考考考考ええええているているているているわけわけわけわけでででで、、、、ドドドドイイイイツツツツとかとかとかとか、、、、幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの国国国国がががが環境環境環境環境税税税税はははは入入入入れれれれてててておおおおりますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そそそそのののの場合場合場合場合、、、、税税税税収収収収でででで、、、、例例例例えばえばえばえば企企企企業業業業のののの社会社会社会社会保保保保険険険険料料料料をををを下下下下げげげげるとかるとかるとかるとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなとなとなとなところころころころでででで配配配配慮慮慮慮しているのしているのしているのしているのはははは配配配配慮慮慮慮しているしているしているしている。。。。いいいいずれにずれにずれにずれにしてしてしてしてもももも、、、、日本日本日本日本はははは、、、、これこれこれこれでやるとでやるとでやるとでやると決決決決めめめめたたたたわけわけわけわけでででではあはあはあはありまりまりまりませんせんせんせんでででで、、、、1 つのつのつのつの案案案案をををを中中中中央央央央環境環境環境環境審審審審議議議議会会会会のののの専専専専門門門門委員会委員会委員会委員会からいたからいたからいたからいただだだだいていていていて、、、、これこれこれこれををををささささららららにににに今今今今度度度度ははははいいいいろろろろいいいいろろろろなななな場所場所場所場所ででででもももも、、、、あああありとりとりとりとああああららららゆゆゆゆるるるる場所場所場所場所でででで議議議議論論論論をしていたをしていたをしていたをしていただだだだいていていていて、、、、それそれそれそれでででで一一一一番番番番いいいいいいいい方方方方法法法法をををを見見見見つつつつけけけけていていていていけけけ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。。。。こうこうこうこういいいいうううう場場場場ででででもももも、、、、おおおお関関関関心心心心をををを持持持持っっっっていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、今今今今ののののようようようようななななごごごご意意意意見見見見ををををちょうだちょうだちょうだちょうだいしたいしたいしたいしたこここことととと、、、、大大大大変変変変あああありがたくりがたくりがたくりがたく思思思思っっっっていますていますていますています。。。。あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございますいますいますいます。。。。 
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前前前前田田田田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         どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。     ささささてててて、、、、コーコーコーコーディネーターのディネーターのディネーターのディネーターの不不不不手手手手際際際際でででで、、、、時間時間時間時間がががが迫迫迫迫っっっってまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました。。。。もうもうもうもう最最最最後後後後ににににななななっっっってしてしてしてしまいますがまいますがまいますがまいますが、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれのののの方方方方からからからから、、、、最最最最後後後後にににに、、、、これだけはこれだけはこれだけはこれだけはといといといというこうこうこうことでとでとでとでおおおお話話話話をををを 1 分分分分ぐぐぐぐらいらいらいらいずずずずつつつつ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がいますがいますがいますが、、、、竹林竹林竹林竹林さんさんさんさんからからからから順順順順におにおにおに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。。。。 

 竹林運営委員竹林運営委員竹林運営委員竹林運営委員         ははははいいいい。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどのごごごご質質質質問問問問にににに兼兼兼兼ねねねね合合合合わせわせわせわせましてましてましてまして話話話話したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんがががが出出出出しているしているしているしているしししし尿尿尿尿、、、、それそれそれそれからからからから下水下水下水下水、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたたもももものののののののの汚泥汚泥汚泥汚泥、、、、それそれそれそれからからからから 20 トンからトンからトンからトンから、、、、多多多多分分分分 30 トンのトンのトンのトンの生生生生ごごごごみみみみ、、、、これはこれはこれはこれは 1 つつつつ、、、、メメメメタンタンタンタンににににするするするする。。。。それそれそれそれからからからから、、、、2番番番番目目目目はははは、、、、残残残残りのりのりのりの、、、、カロリーのカロリーのカロリーのカロリーの高高高高くなくなくなくなっっっったたたた家家家家庭庭庭庭からのからのからのからのごごごごみみみみ、、、、場合場合場合場合によっによっによっによっててててはははは少少少少しカロリーのしカロリーのしカロリーのしカロリーの高高高高いいいい産産産産廃廃廃廃、、、、それそれそれそれからからからから、、、、森森森森林林林林系系系系のののの廃廃廃廃木木木木材材材材といいといいといいといいましましましましょうょうょうょうかかかか、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材、、、、林地林地林地林地残残残残材材材材、、、、これはこれはこれはこれはガガガガスススス化化化化をしてやるといをしてやるといをしてやるといをしてやるというこうこうこうこととととにににになりますとなりますとなりますとなりますと、、、、水水水水分分分分のののの多多多多いいいいももももののののははははみみみみんんんんななななメメメメタンタンタンタンにににに。。。。もうもうもうもう一一一一つのつのつのつのほほほほうはうはうはうは全全全全部部部部ガガガガスススス化化化化にににに。。。。それそれそれそれをををを合合合合わせわせわせわせてやるならてやるならてやるならてやるならばばばば、、、、相相相相当当当当量量量量のののの発発発発電電電電がでがでがでができきききるるるるだろうだろうだろうだろう。。。。熱熱熱熱もももも回回回回収収収収ででででききききるるるる。。。。ももももしくしくしくしくはははは、、、、ガガガガスススス化化化化ののののほほほほううううからからからからはははは、、、、部部部部分的分的分的分的にはにはにはには水水水水素素素素、、、、ケケケケミカルリサイクルといミカルリサイクルといミカルリサイクルといミカルリサイクルというこうこうこうこととととももももででででききききますますますます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、11 万万万万のののの都都都都市市市市ででででもももも多多多多分分分分ででででききききるるるるだろうだろうだろうだろうといといといといううううふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。そうそうそうそういいいいうよううよううよううようなバイオマスなバイオマスなバイオマスなバイオマス特特特特区区区区といといといといううううかかかか、、、、バイオマバイオマバイオマバイオマスタスタスタスタウウウウンといンといンといンといううううののののはははは日本日本日本日本ににににままままだだだだないないないないわけわけわけわけですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、それそれそれそれををををぜひおぜひおぜひおぜひお勧勧勧勧めめめめしたしたしたしたいなといなといなといなと思思思思いいいいますますますます。。。。     たたたただだだだ、、、、そそそそのとのとのとのときにはきにはきにはきには、、、、もうもうもうもう何何何何回回回回もももも言言言言いますがいますがいますがいますが、、、、だれだれだれだれがやるのかがやるのかがやるのかがやるのか、、、、だれだれだれだれががががほほほほんんんんととととうにうにうにうに、、、、半半半半分分分分ボボボボランティランティランティランティアアアアででででもももも、、、、やるやるやるやる気違気違気違気違いがいがいがいが出出出出るかるかるかるか、、、、これはこれはこれはこれは役役役役所所所所のののの中中中中にもにもにもにも、、、、町町町町のののの中中中中にもにもにもにも、、、、これはこれはこれはこれは絶絶絶絶対対対対必要必要必要必要にににになりますなりますなりますなります。。。。そそそそののののようようようようなななな人人人人がががが出出出出ないないないない限限限限りりりりはははは、、、、多多多多分分分分成成成成立立立立しないしないしないしない。。。。成成成成立立立立しているしているしているしている町町町町をををを、、、、海外海外海外海外などなどなどなど、、、、大分見大分見大分見大分見ていますていますていますていますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、それそれそれそれからからからから北九北九北九北九だだだだとかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなとなとなとなところころころころ、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県でででであればあればあればあれば葛葛葛葛巻巻巻巻町町町町だだだだとかとかとかとか、、、、住田町住田町住田町住田町だだだだとかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたた、、、、バイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの町町町町興興興興しをやしをやしをやしをやっっっっているているているている。。。。そそそそうううういいいいううううとととところはころはころはころは、、、、みみみみんんんんななななそうそうそうそういいいいうううう方方方方ががががおおおおらららられれれれますますますます。。。。そうそうそうそういいいいうううう方方方方がががが出出出出らららられれれれるかどるかどるかどるかどううううかといかといかといかといううううここここととととだだだだとととと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。 

 前前前前田田田田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         あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。     でででではははは、、、、中崎中崎中崎中崎先先先先生生生生、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 中崎教授中崎教授中崎教授中崎教授         ははははいいいい。。。。きょうおきょうおきょうおきょうお話話話話をををを伺伺伺伺っっっっていてていてていてていて、、、、非常非常非常非常にににに難難難難しいなといしいなといしいなといしいなといううううのがのがのがのが実実実実感感感感だっだっだっだったたたたんんんんですがですがですがですが、、、、といといといといううううののののはははは、、、、1 つのとつのとつのとつのところころころころをををを解解解解決決決決ししししようようようようとするととするととするととすると、、、、別別別別のとのとのとのところにころにころにころに問問問問題題題題がががが出出出出ててててきそうだきそうだきそうだきそうだとととと。。。。それもそれもそれもそれも解解解解決決決決するとするとするとすると、、、、またまたまたまた別別別別のとのとのとのところにころにころにころにといといといというううう、、、、ぐぐぐぐるるるるぐぐぐぐるるるる回回回回っっっっていくていくていくていくようようようようなななな、、、、そうそうそうそういいいいううううイイイイメメメメージージージージもももも受受受受けけけけたたたたんんんんですがですがですがですが、、、、ででででもももも、、、、ややややははははりりりり環境環境環境環境のののの問問問問題題題題ををををこれこれこれこれからからからから解解解解決決決決していくといしていくといしていくといしていくというこうこうこうことをとをとをとを考考考考ええええるとるとるとると、、、、きょうきょうきょうきょうのゼロエミッションののゼロエミッションののゼロエミッションののゼロエミッションの話話話話もももも含含含含めめめめててててそうそうそうそうななななんんんんですがですがですがですが、、、、ややややははははりりりり、、、、トータルとしていトータルとしていトータルとしていトータルとしていろんろんろんろんなななな意意意意見見見見をををを出出出出しししし合合合合いながらいながらいながらいながら考考考考ええええていくていくていくていく必要必要必要必要ががががああああるといるといるといるというこうこうこうこととととだろうだろうだろうだろうとととと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、幸幸幸幸いいいいににににししししてててて、、、、こちこちこちこちららららにはにはにはには、、、、例例例例えばえばえばえばフォフォフォフォレレレレストクラストクラストクラストクラブさんだブさんだブさんだブさんだとかとかとかとか、、、、ああああるいるいるいるいはそれはそれはそれはそれ以以以以外外外外のののの市民市民市民市民のののの方方方方、、、、そそそそ
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れれれれからからからから市長市長市長市長さんもさんもさんもさんも熱熱熱熱心心心心にににに取取取取りりりり組組組組んんんんででででおおおおらららられれれれるるるる様様様様子子子子がががが伺伺伺伺ええええましたのでましたのでましたのでましたので、、、、そそそそのののの知力知力知力知力をををを結集結集結集結集するするするするようようようようなななな形形形形でででで、、、、次次次次のののの、、、、三島三島三島三島がやがやがやがやっっっっぱぱぱぱりりりり一一一一番先番先番先番先進進進進的的的的ににににゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションにににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだんだんだんだんだといといといといううううふふふふううううなとなとなとなところころころころのののの成成成成果果果果がががが出出出出せせせせるるるるようにようにようにようにががががんばっんばっんばっんばっていたていたていたていただきだきだき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。。。。 

 前前前前田田田田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         どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。     でででではははは、、、、谷課長谷課長谷課長谷課長、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 谷課長谷課長谷課長谷課長         ははははいいいい。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、市長市長市長市長さんさんさんさんからからからから、、、、環境教環境教環境教環境教育育育育、、、、環境学環境学環境学環境学習習習習のののの話話話話ををををおっおっおっおっししししゃゃゃゃっっっっていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、ほほほほんんんんととととうにこれもうにこれもうにこれもうにこれもすてすてすてすてきだきだきだきだとととと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。環境教環境教環境教環境教育育育育、、、、環境学環境学環境学環境学習習習習にににについてついてついてついて法法法法律律律律がでがでがでができきききましてましてましてまして、、、、今今今今基本基本基本基本方方方方針針針針をををを一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命つくつくつくつくろうろうろうろうとしていましてとしていましてとしていましてとしていまして、、、、来来来来年年年年春春春春ぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまでにはにはにはには、、、、文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなとなとなとなところころころころとととと相相相相談談談談してしてしてして、、、、政政政政府府府府のののの方方方方針針針針としてつくとしてつくとしてつくとしてつくっっっってててて、、、、もっもっもっもっとととと進進進進めめめめていていていていけけけけたらいいとたらいいとたらいいとたらいい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。。。。そそそそのののの中中中中でででで、、、、地地地地域域域域のののの取取取取りりりり組組組組みといみといみといみといううううののののはははは大事大事大事大事でででで、、、、三島三島三島三島のののの取組取組取組取組ははははあああありがたいとりがたいとりがたいとりがたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     今今今今年年年年、、、、環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画のののの点検点検点検点検のののの中中中中ででででアアアアンンンンケケケケートをートをートをートを、、、、初初初初めめめめてててて子子子子供供供供にににに対対対対するするするするアアアアンンンンケケケケートートートートももももととととっっっったたたたんんんんですですですですけれけれけれけれどどどど、、、、結果結果結果結果ででででびっびっびっびっくくくくりしたのりしたのりしたのりしたのはははは、、、、環境環境環境環境にににについてついてついてついて関関関関心心心心ががががあっあっあっあってててて、、、、環境環境環境環境にににについてのついてのついてのついての情情情情報報報報をどをどをどをどここここからとるかといからとるかといからとるかといからとるかというううう点点点点ですですですです。。。。おおおお母母母母さんさんさんさんとかとかとかとか、、、、こうこうこうこういいいいううううのがのがのがのが多多多多いいいいんんんんですがですがですがですが、、、、インタインタインタインターネットのーネットのーネットのーネットのホホホホームームームームペペペページからといージからといージからといージからといううううのがのがのがのが、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと覚覚覚覚ええええてないてないてないてないんんんんですがですがですがですが、、、、17％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらいあっあっあっあってててて、、、、これこれこれこれがががが「「「「漫漫漫漫画画画画からからからから」」」」よよよよりりりりもももも上上上上だっだっだっだったたたたんんんんですですですですよよよよ。。。。私私私私たたたたちちちち、、、、紙紙紙紙媒媒媒媒体体体体でででで、、、、漫漫漫漫画画画画でででで見見見見るるるる何何何何とかとかとかとかとかとかとかとか思思思思うんうんうんうんですですですですけけけけどどどど、、、、それよそれよそれよそれよりりりり、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりゲゲゲゲームームームーム世世世世代代代代のののの子子子子供供供供たたたたちちちち、、、、インターネットのインターネットのインターネットのインターネットのほほほほううううがががが上上上上ななななんんんんですですですですねねねね。。。。環境省環境省環境省環境省もももも、、、、子子子子供供供供のたのたのたのためめめめののののペペペページとかージとかージとかージとか、、、、ああああとととと、、、、必必必必ずずずずししししもももも子子子子供供供供のたのたのたのためめめめじゃじゃじゃじゃなななないいいいんんんんですがですがですがですが、、、、環境省環境省環境省環境省ののののホホホホームームームームペペペページをージをージをージをめめめめくくくくっっっっていたていたていたていただだだだくとくとくとくと、、、、下下下下ののののほほほほうにうにうにうに、、、、「「「「環環環環のくらしのくらしのくらしのくらし」」」」ととととかかかか、、、、大大大大気気気気観観観観測測測測のののの「「「「そそそそらまらまらまらまめめめめくくくくんんんん」」」」とかとかとかとか、、、、幾幾幾幾つかつかつかつかおもおもおもおもししししろろろろいいいいペペペページがージがージがージがあああありりりりますのでますのでますのでますので、、、、ごごごご活活活活用用用用いたいたいたいただければだければだければだければとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ああああるいるいるいるいはははは、、、、それそれそれそれがががが実実実実はあはあはあはあまりまりまりまりおもおもおもおもししししろろろろくないといくないといくないといくないというううう意意意意見見見見もあもあもあもありりりりましてましてましてまして、、、、それもそれもそれもそれも、、、、おもおもおもおもししししろろろろくなくなくなくなければおもければおもければおもければおもししししろろろろくないといくないといくないといくないというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ごごごご意意意意見見見見をををを言言言言っっっっていたていたていたていただければだければだければだければ、、、、これこれこれこれからからからから一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命改善改善改善改善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。。。。よろよろよろよ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。。。。 

 前前前前田田田田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         どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。     でででではははは、、、、前前前前嶋嶋嶋嶋様様様様、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 前前前前嶋嶋嶋嶋インストラクタインストラクタインストラクタインストラクタ         私私私私、、、、思思思思いますのいますのいますのいますのはははは、、、、例例例例えばえばえばえば今今今今、、、、日本日本日本日本のののの製製製製造造造造業業業業っっっってててて、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん中国中国中国中国にににに出出出出ていていていていっっっっていますていますていますています。。。。日本日本日本日本でででで CO2 をををを出出出出ささささなくてなくてなくてなくて、、、、あっちあっちあっちあっちでででで出出出出したらいいのかとしたらいいのかとしたらいいのかとしたらいいのかと。。。。ととととんんんんででででももももないないないない話話話話ででででござござござございましていましていましていまして、、、、空空空空のののの上上上上はははは全全全全部続部続部続部続いていていていておおおおりますりますりますります。。。。だだだだからからからから、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたた、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちのののの国国国国だけだけだけだけでででで完結完結完結完結するするするするんだんだんだんだとととといいいいうううう、、、、そうそうそうそういいいいうううう考考考考ええええ方方方方といといといといううううののののはははは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり日本人日本人日本人日本人がががが改改改改めめめめていかないとていかないとていかないとていかないと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか解解解解決決決決ははははしないしないしないしないわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。それそれそれそれがががが第第第第 1点点点点。。。。 
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    それそれそれそれからからからから、、、、今今今今子子子子供供供供のののの話話話話がががが出出出出ましたましたましたましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、実実実実はははは、、、、フォフォフォフォレレレレストクラストクラストクラストクラブもブもブもブも、、、、ひょっひょっひょっひょっとしたとしたとしたとしたらららら老老老老人会人会人会人会かなといかなといかなといかなというぐうぐうぐうぐらいらいらいらい、、、、かくかくかくかく申申申申すすすす私私私私もももも、、、、めめめめでたくでたくでたくでたく還暦還暦還暦還暦にににになりましてなりましてなりましてなりまして、、、、そんそんそんそんなななな感感感感じじじじがしがしがしがしていましてていましてていましてていまして、、、、どどどどううううしてしてしてしてもっもっもっもっとととと若若若若いいいい人人人人のののの参加参加参加参加がないがないがないがないのかなとのかなとのかなとのかなと。。。。昔昔昔昔ですとですとですとですと、、、、20 歳歳歳歳にににになるとなるとなるとなると徴徴徴徴兵兵兵兵といといといといううううのがのがのがのがあっあっあっあったたたたんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、三島市三島市三島市三島市もももも、、、、特別特別特別特別なななな条条条条例例例例をつくをつくをつくをつくっっっっていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、20 歳歳歳歳ににににななななっっっったらたらたらたら、、、、1 カカカカ月間月間月間月間はははは間間間間伐伐伐伐材材材材をををを集集集集めめめめるとるとるとると。。。。ぜひそうぜひそうぜひそうぜひそういいいいっっっったたたたようようようようなななな、、、、ままままああああ、、、、これはこれはこれはこれは教教教教育育育育ななななんんんんでででですすすすよねよねよねよね。。。。そうそうそうそういいいいっっっったたたたこここことをとをとをとをほほほほんんんんととととうにうにうにうにやらないでやらないでやらないでやらないで、、、、郷郷郷郷土土土土がどがどがどがどううううのとかのとかのとかのとか、、、、日本日本日本日本がどがどがどがどううううのとかのとかのとかのとかっっっってててて、、、、いくらいくらいくらいくら小小小小泉泉泉泉さんさんさんさんみたいみたいみたいみたいにににに言言言言っっっったたたたっっっってててて、、、、そんそんそんそんなのなのなのなの、、、、よよよよくなるくなるくなるくなるわけわけわけわけ全全全全然然然然ないないないないわけわけわけわけですかですかですかですからららら、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり環境環境環境環境先先先先進都進都進都進都市市市市ですからですからですからですから、、、、何何何何かかかかそうそうそうそういいいいっっっったたたた案案案案もももも、、、、ぜひぜひぜひぜひ垣垣垣垣根根根根をををを破破破破っっっってててて、、、、進進進進めめめめていていていていたたたただきだきだきだきたいなといたいなといたいなといたいなといううううふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。 

 前前前前田田田田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     どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。     でででではははは、、、、小池市長小池市長小池市長小池市長、、、、まとまとまとまとめもめもめもめも含含含含めめめめてててて、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 小池市長小池市長小池市長小池市長         いいいいろろろろいいいいろろろろ申申申申しししし上上上上げげげげたいたいたいたい点点点点ががががござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、今今今今、、、、前前前前嶋嶋嶋嶋さんさんさんさんからからからからおおおお話話話話ががががあああありましたフりましたフりましたフりましたフォォォォレレレレストクラストクラストクラストクラブブブブのののの皆様方皆様方皆様方皆様方、、、、大大大大変変変変ごごごご努力努力努力努力をいたをいたをいたをいただだだだいていていていておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、ほほほほんんんんととととうにあうにあうにあうにありがとりがとりがとりがとうごうごうごうござざざざいますいますいますいます。。。。三島三島三島三島といといといといううううとととところはころはころはころは、、、、市民市民市民市民のののの皆様方皆様方皆様方皆様方がががが、、、、ここここののののようにようにようにように立立立立ちちちち上上上上ががががっっっっていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、環境環境環境環境をををを少少少少しでしでしでしでもよもよもよもよくしていくしていくしていくしていこうこうこうこうとととと。。。。今今今今のすのすのすのすばばばばらしいらしいらしいらしい環境環境環境環境をををを、、、、ここここのままのままのままのまま、、、、悪悪悪悪くしないでくしないでくしないでくしないで次次次次世世世世代代代代ににににつないでいつないでいつないでいつないでいこうこうこうこうといといといというううう、、、、こうこうこうこういいいいうううう意意意意欲欲欲欲にあにあにあにあふふふふれれれれているているているているんんんんですですですですねねねね。。。。そそそそのののの点点点点でででではははは非常非常非常非常にあにあにあにありがたいなりがたいなりがたいなりがたいなとととと、、、、三島市民三島市民三島市民三島市民のののの方方方方々々々々にににに非常非常非常非常にににに感感感感謝謝謝謝するするするするわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。特特特特ににににフォフォフォフォレレレレストクラストクラストクラストクラブブブブのののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方ににににはははは、、、、森森森森林林林林のリーのリーのリーのリーダダダダーとしてーとしてーとしてーとしてこれこれこれこれからがからがからがからがんばっんばっんばっんばっていたていたていたていただだだだくくくくわけわけわけわけででででござござござございましいましいましいましてててて、、、、フォフォフォフォレレレレストクラストクラストクラストクラブブブブのののの皆様方皆様方皆様方皆様方がががが、、、、これこれこれこれからからからから 1 つつつつ活活活活躍躍躍躍していたしていたしていたしていただだだだくくくく場場場場ががががああああるとるとるとると。。。。     といといといといううううののののはははは、、、、11 万万万万 3 千千千千人人人人おおおおりますりますりますります市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方がががが、、、、ままままずずずず来来来来年年年年ああああたりたりたりたり、、、、箱箱箱箱根根根根山山山山西西西西麓麓麓麓にににに入入入入っっっっていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、そそそそしてしてしてして森森森森林林林林浴浴浴浴ももももででででききききるしるしるしるし、、、、そそそそしてしてしてして間間間間伐伐伐伐のののの体験体験体験体験ももももででででききききるしるしるしるし、、、、一一一一石石石石何何何何鳥鳥鳥鳥のののの効効効効果果果果もあもあもあもあるるるる、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたた間間間間伐伐伐伐・・・・伐伐伐伐採採採採のののの体験体験体験体験、、、、これこれこれこれををををひひひひとつしていたとつしていたとつしていたとつしていただだだだくくくくようようようようなななな運動運動運動運動ももももしてみしてみしてみしてみたいとたいとたいとたいと。。。。でででで、、、、ででででききききるるるるこここことならとならとならとならばばばば、、、、ささささららららにそれにそれにそれにそれをインをインをインをインターネットでターネットでターネットでターネットで全全全全国国国国にににに発発発発信信信信しましてしましてしましてしまして、、、、東東東東京京京京のののの板板板板橋橋橋橋区区区区ああああたりがたりがたりがたりが非常非常非常非常にににに環境環境環境環境にににに進進進進んんんんででででおおおおらららられれれれるるるるわけわけわけわけですからですからですからですから、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたた市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方にににに来来来来ていたていたていたていただだだだくとかくとかくとかくとか、、、、区区区区民民民民のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方にもにもにもにも来来来来ていたていたていたていただだだだくとかくとかくとかくとか、、、、ああああるいるいるいるいはははは日日日日本本本本大大大大学学学学のののの学生学生学生学生のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方ににににもももも、、、、我我我我々々々々ももももややややっっっってみてみてみてみようようようようやといやといやといやというよううよううよううようななななここここととととににににななななればればればれば、、、、非常非常非常非常にににに連連連連鎖鎖鎖鎖がががが広広広広ままままっっっっていていていていききききましてましてましてまして、、、、環境環境環境環境先先先先進都進都進都進都市市市市ににににふふふふさわさわさわさわしいしいしいしい光光光光景景景景がでがでがでができきききてくるのでてくるのでてくるのでてくるのでははははなかなかなかなかろうろうろうろうかなといかなといかなといかなというううう夢夢夢夢をををを持持持持っっっっているているているているわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。ぜひそうぜひそうぜひそうぜひそういいいいううううふふふふううううなななな将将将将来来来来をつくをつくをつくをつくっっっっていていていていききききたいといたいといたいといたいといううううふふふふうううう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。。。。     それにはそれにはそれにはそれには、、、、ややややははははりりりり、、、、先先先先ほほほほどどどど谷課長谷課長谷課長谷課長さんもおっさんもおっさんもおっさんもおっししししゃゃゃゃっっっっていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、環境教環境教環境教環境教育育育育、、、、これこれこれこれがががが一一一一番番番番大事大事大事大事ででででござござござございましていましていましていまして、、、、幼児幼児幼児幼児期期期期からからからから、、、、ああああるいるいるいるいはははは環境大学環境大学環境大学環境大学にににに至至至至るまでるまでるまでるまで、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方がいがいがいがいろんろんろんろんなななな面面面面でででで環境環境環境環境にににについてついてついてついて学学学学んんんんでいたでいたでいたでいただだだだくくくく、、、、こうこうこうこういいいいうううう場場場場ををををささささららららにににに設設設設定定定定してしてしてして、、、、努力努力努力努力していしていしていしていききききたいといたいといたいといたいといううう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。。。。     資源資源資源資源・エネルギー・エネルギー・エネルギー・エネルギーににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、実実実実はははは、、、、何何何何とかしたいといとかしたいといとかしたいといとかしたいといううう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りまりまりますすすす。。。。
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バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスはははは、、、、一一一一番番番番可能性可能性可能性可能性ががががああああるのでるのでるのでるのでははははなかなかなかなかろうろうろうろうかといかといかといかといううう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してりましてりましてりまして、、、、ででででききききたらたらたらたら畜畜畜畜産産産産のののの排排排排泄泄泄泄物物物物などなどなどなどもももも入入入入れれれれましてましてましてまして、、、、そそそそしてしてしてしてメメメメタンタンタンタンガガガガスをスをスをスを発生発生発生発生ささささせせせせるといるといるといるというううう、、、、これこれこれこれをををを何何何何ととととかかかか実現実現実現実現にににに持持持持っっっっていていていていききききたいとたいとたいと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。。。。     ささささららららにににに 1 つつつつ、、、、今今今今日日日日はははは環境省環境省環境省環境省のののの谷課長谷課長谷課長谷課長さんさんさんさんががががおおおお見見見見えにえにえにえになななな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、、、、おおおお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたいんんんんですがですがですがですが、、、、風風風風力力力力発発発発電電電電ににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、三島市三島市三島市三島市はははは盆盆盆盆地地地地ででででござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、ここここのののの平平平平地地地地でででではだめはだめはだめはだめななななんんんんですですですです。。。。箱箱箱箱根根根根山山山山のてのてのてのてっっっっぺぺぺぺんにんにんにんにいいいいききききますとますとますとますと、、、、風風風風がががが吹吹吹吹いているいているいているいているんんんんですですですですねねねね。。。。そそそそのののの一一一一番番番番のてのてのてのてっっっっぺぺぺぺんにんにんにんにいいいいいいいい場所場所場所場所ががががああああるるるるんんんんですですですです。。。。いいいいいいいい場所場所場所場所ががががああああるるるるんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、国立国立国立国立公公公公園園園園だだだだからからからからだめよだめよだめよだめよとととと、、、、こうこうこうこういいいいううううふふふふうにうにうにうに言言言言われわれわれわれていましてていましてていましてていまして、、、、そこそこそこそこらららら辺辺辺辺がががが非常非常非常非常ににににままままずずずずいなといなといなといなと。。。。これはこれはこれはこれは、、、、構構構構造造造造改革改革改革改革特特特特区区区区かかかか何何何何かででかででかででかででききききないかなといないかなといないかなといないかなというこうこうこうことでとでとでとで、、、、それもそれもそれもそれも調調調調べさせべさせべさせべさせたらたらたらたら、、、、いやいやいやいや、、、、それもそれもそれもそれもややややっちっちっちっちゃゃゃゃ困困困困るるるるんんんんだだだだとととと、、、、環境省環境省環境省環境省からからからからそうそうそうそういいいいうおうおうおうお達達達達しがしがしがしがあっあっあっあったたたたようようようようででででござござござございまいまいまいますすすす。。。。何何何何とかとかとかとか、、、、国立国立国立国立公公公公園園園園とととと新新新新エネエネエネエネルギーがルギーがルギーがルギーが合合合合体体体体ででででききききるるるるようようようようなななな、、、、そうそうそうそういいいいうううう方方方方策策策策をををを考考考考ええええていたていたていたていただけだけだけだけたらたらたらたらあああありがたいなといりがたいなといりがたいなといりがたいなといううううふふふふううううにににに思思思思っっっっているているているているんんんんですですですです。。。。箱箱箱箱根根根根峠峠峠峠のとのとのとのところにころにころにころに、、、、大大大大ききききなななな風風風風力力力力発発発発電電電電ももももでででできればきればきればきれば、、、、これこれこれこれはははは 1 つつつつ、、、、名名名名物物物物にににになるなるなるなるんんんんですですですですねねねね。。。。名名名名所所所所にににになりますからなりますからなりますからなりますから、、、、箱箱箱箱根根根根にににに来来来来ているているているている年年年年間間間間 1,000 万人万人万人万人ののののおおおお客客客客さんさんさんさんがががが、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、ここここのののの大大大大ききききなななな風風風風力力力力発発発発電電電電をををを見見見見ににににいいいいこうこうこうこうかといかといかといかといううううふふふふうにうにうにうに上上上上ががががっっっっててててききききてくてくてくてくれれれれるるるるわけわけわけわけででででござござござございましていましていましていまして、、、、そそそそのののの方方方方々々々々がまたがまたがまたがまた、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、歴歴歴歴史史史史とととと文文文文化化化化のののの三島三島三島三島におにおにおにおりていりていりていりていこうこうこうこうやといやといやといやというこうこうこうこととととにににになるなるなるなるこここことをとをとをとを非常非常非常非常にあにあにあにありがたいなといりがたいなといりがたいなといりがたいなといううう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。。。。いいいいろんろんろんろんなななな夢夢夢夢がががが膨膨膨膨ららららんんんんでいでいでいでいききききますのでますのでますのでますので、、、、何何何何ととととかかかか箱箱箱箱根根根根峠峠峠峠にににに大大大大ききききなななな風風風風力力力力発発発発電電電電をつくりたいとをつくりたいとをつくりたいとをつくりたいと、、、、これはこれはこれはこれは夢夢夢夢ででででござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、ぜひぜひぜひぜひ、、、、課長課長課長課長といといといというおうおうおうお立場立場立場立場もござもござもござもございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、何何何何とかとかとかとかひひひひとつとつとつとつ、、、、可能性可能性可能性可能性をををを教教教教ええええていたていたていたていただけだけだけだけるとるとるとるとあああありがたいりがたいりがたいりがたいといといといといううう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がりますがりますがりますが、、、、よろよろよろよ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。。。。 

 前前前前田田田田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         どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。     風風風風力力力力発発発発電電電電のののの件件件件はははは、、、、またまたまたまた後後後後ほほほほどどどどじじじじっっっっくりとくりとくりとくりとごごごご検討検討検討検討いたいたいたいただければだければだければだければとととと思思思思いますいますいますいます。。。。     ささささてててて、、、、本日本日本日本日はははは、、、、市長市長市長市長ををををははははじじじじめめめめ 5 名名名名のパネラーののパネラーののパネラーののパネラーの方方方方にににに非常非常非常非常にににに有有有有意意意意義義義義ななななごごごご意意意意見見見見をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいたとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ややややははははりまりまりまりまずずずず、、、、意意意意識改革識改革識改革識改革ですですですですねねねね。。。。環境教環境教環境教環境教育育育育、、、、人人人人づづづづくりといくりといくりといくりというううう言葉言葉言葉言葉がががが出出出出ましたがましたがましたがましたが、、、、そこそこそこそこのののの重重重重要要要要性性性性。。。。それそれそれそれからからからから、、、、具具具具体体体体的的的的なななな事業事業事業事業展展展展開開開開、、、、市市市市内内内内でででで資源資源資源資源、、、、それそれそれそれからエネルギーをからエネルギーをからエネルギーをからエネルギーを循環循環循環循環ししししていくていくていくていく、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションににににしていくといしていくといしていくといしていくというこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。たたたただだだだ、、、、これもこれもこれもこれも、、、、きょうきょうきょうきょうののののおおおお話話話話にににに出出出出ましたましたましたましたようにようにようにように、、、、経済性経済性経済性経済性ややややだれだれだれだれがやるのかといがやるのかといがやるのかといがやるのかというううう、、、、そこそこそこそこがまがまがまがまさにポさにポさにポさにポイントイントイントイントににににななななっっっっててててききききますますますます。。。。もうもうもうもう、、、、単単単単にもうにもうにもうにもうかるかるかるかる事業事業事業事業でででであればあればあればあれば、、、、企企企企業業業業のののの方方方方がががが当当当当然然然然やらやらやらやられれれれていますていますていますていますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、多多多多分分分分そうそうそうそうなななならないとらないとらないとらないところにころにころにころに難難難難ししししささささががががあああありますしりますしりますしりますし、、、、ままままさにさにさにさに市民市民市民市民、、、、それそれそれそれからからからから地地地地方方方方自治自治自治自治体体体体、、、、企企企企業業業業のののの方方方方をををを含含含含めめめめたたたた「「「「協協協協働働働働」」」」がががが重重重重要要要要ににににななななっっっってくるとてくるとてくるとてくると思思思思いますいますいますいます。。。。     本日本日本日本日はははは、、、、ほほほほんんんんととととうにうにうにうに貴貴貴貴重重重重なディスカッションをなディスカッションをなディスカッションをなディスカッションを、、、、パネラーのパネラーのパネラーのパネラーの方方方方、、、、どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。会場会場会場会場のののの方方方方々々々々ももももほほほほんんんんととととうにあうにあうにあうにありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。ささささららららにににに三島三島三島三島のゼロエミッシのゼロエミッシのゼロエミッシのゼロエミッションのョンのョンのョンの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが進展進展進展進展するするするするこここことをとをとをとを期待期待期待期待してしてしてして終終終終わわわわりりりりにににに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。。。。本日本日本日本日ははははどどどどうもうもうもうも、、、、皆皆皆皆様様様様、、、、あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会         皆様皆様皆様皆様、、、、活活活活発発発発ななななごごごご議議議議論論論論をいたをいたをいたをいただきだきだきだきましてましてましてまして、、、、ままままここここととととにあにあにあにありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。それそれそれそれでででではははは、、、、
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いまいまいまいま一一一一度度度度、、、、パネルディスカッションのパネルディスカッションのパネルディスカッションのパネルディスカッションの前前前前田田田田コーディネーターとパネリストのコーディネーターとパネリストのコーディネーターとパネリストのコーディネーターとパネリストの皆様方皆様方皆様方皆様方、、、、そそそそししししてパネルディスカッションてパネルディスカッションてパネルディスカッションてパネルディスカッションにごにごにごにご参加参加参加参加いたいたいたいただきだきだきだきましたましたましたました会場会場会場会場内内内内のののの皆様方皆様方皆様方皆様方、、、、全全全全員員員員にににに拍拍拍拍手手手手ををををおおおお送送送送りりりりいたいたいたいただきだきだきだきたいとたいとたいとたいと存存存存じじじじますますますます。。。。     それそれそれそれでででではははは、、、、本本本本日日日日のフォーラムをのフォーラムをのフォーラムをのフォーラムを閉閉閉閉じじじじるるるるにににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、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ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム、、、、谷谷谷谷口正次口正次口正次口正次理事理事理事理事からからからから皆様皆様皆様皆様にににに閉会閉会閉会閉会ののののごあごあごあごあいいいいささささつをつをつをつを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 谷谷谷谷口口口口理事理事理事理事         「「「「ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・三島三島三島三島」」」」、、、、終終終終わわわわりりりりにににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、一一一一言言言言ごあごあごあごあいいいいささささつつつつ申申申申しししし上上上上げげげげ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。。。。     もうもうもうもう 4 時間以上時間以上時間以上時間以上おおおお座座座座りりりりににににななななっっっっていてていてていてていて、、、、大大大大変変変変おおおお疲疲疲疲れれれれのとのとのとのところころころころをををを、、、、ままままだだだだ何何何何かかかか言言言言ううううのかとのかとのかとのかと、、、、ここここうおうおうおうお思思思思いかいかいかいかももももししししれれれれまままませんせんせんせんがががが、、、、ああああとととと数数数数分分分分、、、、我我我我慢慢慢慢をしていたをしていたをしていたをしていただだだだいていていていて、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと一一一一言言言言ごあごあごあごあいいいいささささつつつつさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだき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。。。。     何何何何よよよよりりりりももももままままずずずず、、、、私私私私、、、、きょうはきょうはきょうはきょうは大大大大変変変変感感感感動動動動しましたのしましたのしましたのしましたのはははは、、、、小池市長小池市長小池市長小池市長がががが、、、、21 世世世世紀紀紀紀はははは環境環境環境環境のののの世世世世紀紀紀紀とととと位位位位置置置置づづづづけけけけてててて、、、、水水水水とととと緑緑緑緑とととと文文文文化化化化のまのまのまのまちちちちづづづづくりくりくりくり、、、、そそそそしてしてしてして教教教教育育育育をやるといをやるといをやるといをやるというこうこうこうことでとでとでとで、、、、大大大大変変変変強強強強力力力力ななななリーリーリーリーダダダダーシップをーシップをーシップをーシップを発発発発揮揮揮揮されされされされているといているといているといているというこうこうこうことでとでとでとで感感感感銘銘銘銘をををを受受受受けけけけたたたたわけわけわけわけでででであああありますがりますがりますがりますが、、、、これはこれはこれはこれは決決決決してしてしてしておおおお世世世世辞辞辞辞ででででもももも何何何何ででででもあもあもあもありまりまりまりませんせんせんせん。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミッションフォーラムののゼロエミッションフォーラムののゼロエミッションフォーラムののゼロエミッションフォーラムの会員会員会員会員のののの自治自治自治自治体体体体のののの方方方方はははは、、、、32 自治自治自治自治体体体体のののの組組組組長長長長さんさんさんさんがががが会員会員会員会員ににににななななっっっってててておおおおらららられれれれますがますがますがますが、、、、そそそそのののの中中中中でででで、、、、私私私私、、、、今今今今までまでまでまで随随随随分分分分多多多多くのくのくのくの組組組組長長長長さんにおさんにおさんにおさんにお会会会会いしましたいしましたいしましたいしましたけれけれけれけれどどどど、、、、小池市長小池市長小池市長小池市長さんさんさんさんみたいなみたいなみたいなみたいな、、、、ほほほほんんんんととととうにうにうにうに、、、、意意意意識識識識だけだけだけだけじゃじゃじゃじゃなくなくなくなく、、、、率先率先率先率先垂垂垂垂範範範範、、、、リーリーリーリーダダダダーシップをーシップをーシップをーシップを発発発発揮揮揮揮してしてしてして、、、、こんこんこんこんなななな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ららられれれれるるるる市長市長市長市長ささささんにんにんにんに初初初初めめめめてててておおおおめにめにめにめにかかりましたかかりましたかかりましたかかりました。。。。三島市三島市三島市三島市のののの人人人人たたたたちはちはちはちは、、、、私私私私はははは大大大大変変変変幸幸幸幸せせせせじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思っっっったたたた次次次次第第第第でででであああありますりますりますります。。。。ぜひこれぜひこれぜひこれぜひこれをををを日本日本日本日本全全全全国国国国にににに展展展展開開開開していたしていたしていたしていただきだきだきだきたいたいたいたい。。。。     実実実実はははは、、、、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はははは、、、、最最最最初初初初、、、、地地地地域域域域発発発発ゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションというううう言葉言葉言葉言葉をををを使使使使っっっっていたていたていたていたんんんんですですですです。。。。とととところころころころがががが、、、、きょうきょうきょうきょうのテーマのテーマのテーマのテーマはははは、、、、「「「「地地地地域内域内域内域内循環循環循環循環によによによによるゼロエミッションるゼロエミッションるゼロエミッションるゼロエミッション」」」」、、、、これこれこれこれがががが大事大事大事大事ななななんんんんですですですですねねねね。。。。いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる地地地地産産産産地地地地消消消消といといといというううう言葉言葉言葉言葉もももも使使使使われわれわれわれますがますがますがますが、、、、地地地地域域域域でででで循環循環循環循環するとするとするとするといいいいうこうこうこうことがいかとがいかとがいかとがいかにににに重重重重要要要要かといかといかといかというこうこうこうことをとをとをとをきょうもきょうもきょうもきょうも痛感痛感痛感痛感したしたしたしたわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。     それそれそれそれとととと、、、、私私私私、、、、きょうきょうきょうきょうのシンのシンのシンのシンポポポポジジジジュュュュームでームでームでームでキキキキーーーーワワワワーーーードドドドがががが 5 つつつつほほほほどどどどあっあっあっあったとたとたとたとおもおもおもおもいいいいますますますます。。。。地地地地域内域内域内域内循環循環循環循環によによによによるゼロエミッションといるゼロエミッションといるゼロエミッションといるゼロエミッションといううううのがまのがまのがまのがまずずずず一一一一番番番番目目目目、、、、これはアこれはアこれはアこれはアンンンンブレブレブレブレラのラのラのラの役割役割役割役割をををを果果果果たたたたしているとしているとしているとしている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市長市長市長市長さんさんさんさんがががが代表代表代表代表されされされされてててておおおおりますがりますがりますがりますが、、、、谷課長谷課長谷課長谷課長さんさんさんさんのののの、、、、環境環境環境環境とととと経経経経済済済済のののの好循環好循環好循環好循環、、、、これもこれこれもこれこれもこれこれもこれからからからから重重重重要要要要ななななキキキキーーーーワワワワーーーードドドドにににになるなとなるなとなるなとなるなと思思思思いますいますいますいます。。。。 それそれそれそれからからからから、、、、中崎中崎中崎中崎先先先先生生生生のののの生分解性生分解性生分解性生分解性プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック、、、、これもこれもこれもこれも環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの好循環好循環好循環好循環をををを予予予予感感感感させさせさせさせるるるる事事事事実実実実だだだだなとなとなとなと。。。。ままままああああ、、、、話話話話ががががああああまりまりまりまり上手上手上手上手だっだっだっだったのでたのでたのでたのでそうそうそうそう思思思思っっっったのかたのかたのかたのかももももししししれれれれまままませんせんせんせんがががが、、、、そうそうそうそういいいいううううふふふふうにうにうにうに私私私私はははは感感感感じじじじましたましたましたました。。。。     四四四四番番番番目目目目としてとしてとしてとして、、、、竹林竹林竹林竹林さんさんさんさんのバイオマスタのバイオマスタのバイオマスタのバイオマスタウウウウンンンン、、、、ああああるいるいるいるいははははバイオマスリフバイオマスリフバイオマスリフバイオマスリファァァァイイイイナナナナリーといリーといリーといリーというううう言葉言葉言葉言葉はははは、、、、石油石油石油石油リフリフリフリファァァァイイイイナナナナリーリーリーリー、、、、石油石油石油石油化化化化学学学学にににに対対対対してしてしてしてこれこれこれこれからからからからははははバイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの時時時時代代代代だだだだとととと、、、、ああああるいるいるいるいははははバイオマスリフバイオマスリフバイオマスリフバイオマスリファァァァイイイイナナナナリーのリーのリーのリーの時時時時代代代代だだだだとととと。。。。これはこれはこれはこれはすすすすばばばばらしいらしいらしいらしいキキキキーーーーワワワワーーーードドドドでででで、、、、今今今今、、、、官官官官邸邸邸邸主主主主導導導導でででで、、、、バイオマス・バイオマス・バイオマス・バイオマス・ニニニニッッッッポポポポンのンのンのンの話話話話がががが進進進進んんんんででででおおおおるるるるようようようようですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれはままままさにさにさにさに竹林竹林竹林竹林さんさんさんさんががががおおおおっっっっししししゃゃゃゃっっっったバイオマスタたバイオマスタたバイオマスタたバイオマスタウウウウンのンのンのンのここここととととだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。     それそれそれそれからからからから、、、、五五五五つつつつ目目目目がががが前前前前嶋嶋嶋嶋さんさんさんさんががががおっおっおっおっししししゃゃゃゃっっっったたたた創創創創エネエネエネエネセセセセンターンターンターンター、、、、これもこれもこれもこれもいいいいいいいい言葉言葉言葉言葉ですですですですねねねね。。。。
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これはぜひこれはぜひこれはぜひこれはぜひ私私私私もももも使使使使わせわせわせわせていたていたていたていただきだきだきだきたいなとたいなとたいなとたいなと。。。。ここここののののようにようにようにように各先各先各先各先生生生生方方方方ののののおっおっおっおっししししゃゃゃゃっっっったたたた言葉言葉言葉言葉のののの中中中中にににに非常非常非常非常にににに重重重重要要要要ななななキキキキーーーーワワワワーーーードドドドががががあっあっあっあったとたとたとた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。。。。     それそれそれそれでででで、、、、ここここここここでででで 1 つつつつだけだけだけだけ私私私私のののの意意意意見見見見をををを言言言言わせわせわせわせていたていたていたていただきだきだき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。。。。常常常常ずねずねずねずね私私私私ははははいいいいろろろろんんんんなななな大学大学大学大学でででで講演講演講演講演をををを頼頼頼頼ままままれれれれるとるとるとるときにきにきにきに必必必必ずずずず最近言最近言最近言最近言うようにうようにうようにうようにしているしているしているしているんんんんですがですがですがですが、、、、どどどどうもうもうもうも日本日本日本日本はははは、、、、いやいやいやいや日本日本日本日本だけだけだけだけじゃじゃじゃじゃないないないないようようようようですがですがですがですが、、、、都都都都市社会市社会市社会市社会とととと農農農農山村社会山村社会山村社会山村社会がががが断断断断絶絶絶絶していてしていてしていてしていて、、、、ここここのののの間間間間のののの循環循環循環循環系系系系がががが不不不不全全全全にににに陥陥陥陥っっっっているているているているんんんんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。農農農農山村社会山村社会山村社会山村社会はははは、、、、超超超超過過過過疎疎疎疎化化化化がががが進進進進みみみみ、、、、棚棚棚棚田田田田はははは消滅消滅消滅消滅しししし、、、、森森森森林林林林はははは、、、、緑緑緑緑はあはあはあはあるるるるけれけれけれけれどどどど、、、、荒荒荒荒れれれれ放放放放題題題題。。。。CO2 のののの吸吸吸吸収収収収源源源源としてとしてとしてとして認認認認めめめめらららられれれれないないないないようようようようなななな森森森森がいがいがいがいっっっっぱぱぱぱいいいいああああるるるる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。。。。日本日本日本日本全全全全国国国国 65％％％％のののの緑緑緑緑のののの中中中中のののの 40％％％％はははは人工林人工林人工林人工林でででで、、、、これこれこれこれがががが非常非常非常非常にににに危危危危機機機機にににに瀕瀕瀕瀕ししししているているているている。。。。それそれそれそれなのなのなのなのにににに、、、、竹林竹林竹林竹林さんさんさんさんががががおっおっおっおっししししゃゃゃゃるるるるようにようにようにように、、、、年年年年間間間間 1 億億億億トンのトンのトンのトンの木木木木質質質質系系系系バイオマスがバイオマスがバイオマスがバイオマスが増殖増殖増殖増殖していしていしていしていっっっっているているているている。。。。とととところころころころがががが、、、、どどどどうううういいいいうこうこうこうことがとがとがとが起起起起こっこっこっこっているかているかているかているか。。。。木木木木材材材材需需需需要要要要はははは非常非常非常非常にににに多多多多いいいいののののにににに、、、、何何何何とととと最近最近最近最近、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県のののの勝勝勝勝山町山町山町山町といといといというううう内内内内陸陸陸陸のののの木木木木材集材集材集材集成成成成材材材材のののの工場工場工場工場へへへへ行行行行っっっってててて驚驚驚驚いたいたいたいたんんんんですですですです。。。。チェチェチェチェコスロバコスロバコスロバコスロバキキキキアアアア、、、、ドドドドイイイイツツツツ、、、、エストエストエストエストニアニアニアニア、、、、ススススウェウェウェウェーデンーデンーデンーデン、、、、オーストリオーストリオーストリオーストリアアアア、、、、といといといといっっっったたたた国国国国からからからから地中地中地中地中海海海海、、、、スエスエスエスエズズズズ運運運運河河河河をををを通通通通っっっってててて、、、、東京東京東京東京湾湾湾湾、、、、神神神神戸戸戸戸、、、、大大大大阪阪阪阪にににに入入入入っっっってててて、、、、それそれそれそれでででで内内内内陸陸陸陸までまでまでまでそれそれそれそれをををを持持持持っっっっててててききききてててて、、、、集集集集成成成成材材材材ににににしてしてしてして、、、、またまたまたまた大大大大都都都都市市市市にににに供供供供給給給給しているしているしているしている。。。。スエスエスエスエズズズズ運運運運河河河河をををを通通通通っっっってててて、、、、化化化化石石石石燃料燃料燃料燃料をををを使使使使っっっってててて来来来来たたたた材材材材木木木木がががが、、、、どどどどううううしてしてしてして裏裏裏裏山山山山のののの人工林人工林人工林人工林からとからとからとからとっっっったたたた木木木木材材材材にににに勝勝勝勝つのですかつのですかつのですかつのですか。。。。これこそおこれこそおこれこそおこれこそおかしかしかしかしいいいいじゃじゃじゃじゃなななないですかいですかいですかいですか。。。。ななななぜそうぜそうぜそうぜそういいいいうこうこうこうことがとがとがとが起起起起ここここるのかるのかるのかるのか。。。。     それそれそれそれからからからから、、、、石油石油石油石油のののの環境環境環境環境税税税税のののの話話話話がががが出出出出ましたましたましたましたけれけれけれけれどどどど、、、、資源資源資源資源がががが安安安安過過過過ぎぎぎぎるるるるんんんんですですですですよよよよ。。。。鉱鉱鉱鉱物資源物資源物資源物資源、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー資源資源資源資源、、、、木木木木材材材材資源資源資源資源、、、、ああああららららゆゆゆゆるるるる資源資源資源資源ががががああああまりまりまりまりにもにもにもにも安安安安いいいい。。。。ななななぜぜぜぜ安安安安いかいかいかいか、、、、環境環境環境環境破破破破壊壊壊壊のコのコのコのコストをストをストをストを乗乗乗乗っけっけっけっけてないからてないからてないからてないから、、、、すなすなすなすなわちわちわちわち採採採採掘掘掘掘をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、運運運運んだんだんだんだりするりするりするりする際際際際にににに発生発生発生発生するするするする直直直直接接接接的的的的なななな費費費費用用用用しかしかしかしか入入入入っっっっていないからていないからていないからていないから安安安安いいいいはずはずはずはずですですですです。。。。生生生生態系態系態系態系をををを破破破破壊壊壊壊したりしたりしたりしたり、、、、森森森森をををを破破破破壊壊壊壊したりしたりしたりしたり、、、、資源資源資源資源をををを採採採採取取取取するのするのするのするのにににに必要必要必要必要なななな環境環境環境環境破破破破壊壊壊壊のコストをオンしてのコストをオンしてのコストをオンしてのコストをオンして取取取取引引引引をををを国際的国際的国際的国際的ににににややややればればればればいいいいいいいいわけわけわけわけですですですです。。。。環境環境環境環境税税税税のののの話話話話をををを先先先先ほほほほどどどど谷課長谷課長谷課長谷課長ががががおっおっおっおっししししゃゃゃゃいましたいましたいましたいました。。。。環境環境環境環境税税税税ののののここここととなるとととなるとととなるとととなると必必必必ずずずず国際国際国際国際競競競競争争争争力力力力、、、、            がががが出出出出てくるてくるてくるてくるんんんんですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、環境環境環境環境税税税税といといといというもうもうもうもののののはははは、、、、取取取取っっっってててて、、、、財政財政財政財政をををを豊豊豊豊かかかかににににするのがするのがするのがするのが目的目的目的目的じじじじゃゃゃゃないでしないでしないでしないでしょうょうょうょう。。。。環境環境環境環境ををををよよよよくするのがくするのがくするのがくするのが目的目的目的目的ななななんだんだんだんだからからからから、、、、国際国際国際国際競争競争競争競争力力力力をををを阻阻阻阻害害害害するするするするようだっようだっようだっようだったたたたらららら、、、、努力努力努力努力してしてしてして成成成成果果果果ををををあげあげあげあげたたたた企企企企業業業業にはにはにはには水水水水際際際際でででで還付還付還付還付すすすすればればればればいいいいいいいいわけわけわけわけですですですです。。。。したがしたがしたがしたがっっっってててて目的目的目的目的税税税税にににに使使使使うべきうべきうべきうべきじゃじゃじゃじゃないとないとないとないと私私私私はははは思思思思いますいますいますいます。。。。水水水水際際際際でででで還付還付還付還付してしてしてして、、、、競争競争競争競争力力力力をなくをなくをなくをなくささささないないないないようにようにようにようにしてしてしてして、、、、環環環環境境境境ををををよよよよくするくするくするくする方方方方法法法法だっだっだっだってててて、、、、知知知知恵恵恵恵をををを使使使使えばえばえばえば、、、、税税税税制制制制のののの偉偉偉偉いいいい先先先先生生生生方方方方といといといといううううのならのならのならのなら、、、、そそそそののののぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの知知知知恵恵恵恵はあはあはあはあるるるるはずはずはずはず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。。。。悪悪悪悪知知知知恵恵恵恵ばっばっばっばっかりかりかりかりあっあっあっあってててて、、、、いいいいいいいい知知知知恵恵恵恵がががが出出出出ないないないない。。。。ままままああああ、、、、鹿鹿鹿鹿児児児児島島島島ああああたりたりたりたりににににドドドドンがいまンがいまンがいまンがいましたからしたからしたからしたからねねねね。。。。                                             ままままああああ、、、、そうそうそうそういいいいうこうこうこうこととととはははは余余余余計計計計ななななこここことですがとですがとですがとですが、、、、いまやいまやいまやいまや、、、、農農農農山村社会山村社会山村社会山村社会がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん荒荒荒荒れれれれていていていていきききき、、、、都都都都市社会市社会市社会市社会ははははヒヒヒヒートートートートアアアアイランイランイランイランドドドドだだだだとかとかとかとか、、、、超超超超過過過過密密密密社会社会社会社会、、、、犯罪犯罪犯罪犯罪、、、、交通交通交通交通渋渋渋渋滞滞滞滞などなどなどなどひひひひどいどいどいどい状状状状態態態態でででで、、、、農農農農山村社会山村社会山村社会山村社会とととと断断断断絶絶絶絶ががががああああるるるる。。。。これこれこれこれをををを直直直直すたすたすたすためにめにめにめに、、、、農農農農山村山村山村山村とととと都都都都市社会市社会市社会市社会のののの中中中中間間間間ににににバイオマスタバイオマスタバイオマスタバイオマスタウウウウンンンンをつくるといをつくるといをつくるといをつくるといううううののののはははは、、、、国国国国家家家家プロジプロジプロジプロジェェェェクトとしてやるクトとしてやるクトとしてやるクトとしてやるべきだべきだべきだべきだしししし、、、、これこれこれこれががががきょうきょうきょうきょうのののの成成成成果果果果だだだだととと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。。。。どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会         以上以上以上以上ををををもちもちもちもちましてましてましてまして、、、、フォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの全全全全日日日日程程程程をををを終終終終了了了了させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。ごごごご出席出席出席出席のののの皆様皆様皆様皆様、、、、本本本本日日日日はははは長長長長時間時間時間時間にわにわにわにわたたたたりりりりごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただきだきだきだきましてましてましてまして、、、、ままままここここととととにあにあにあにありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。おおおお気気気気をつをつをつをつ
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けけけけてててておおおお帰帰帰帰りくりくりくりくださださださださいますいますいますいますようようようよう、、、、よろよろよろよ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げげげますますますます。。。。 

ゼロエミッションフォーラム・イン・みやぎゼロエミッションフォーラム・イン・みやぎゼロエミッションフォーラム・イン・みやぎゼロエミッションフォーラム・イン・みやぎ 

－－－－ゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションと循環循環循環循環ビジネスビジネスビジネスビジネス－－－－ 

 日日日日時時時時    ：：：：    ２２２２００００００００４４４４年年年年２２２２月月月月９９９９日日日日（（（（月月月月））））１３１３１３１３：：：：００００００００    －－－－    １１１１７７７７：：：：００００００００ 場所場所場所場所    ：：：：    宮城宮城宮城宮城県県県県庁庁庁庁２２２２階階階階講講講講堂堂堂堂 議題議題議題議題    ：：：： （（（（１１１１））））開会挨拶開会挨拶開会挨拶開会挨拶        宮城宮城宮城宮城県県県県副知副知副知副知事事事事                                     加加加加藤藤藤藤 正正正正人人人人    氏氏氏氏               講演講演講演講演１１１１            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理事理事理事理事       鈴鈴鈴鈴木木木木 基之基之基之基之    氏氏氏氏                                              「「「「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会をををを目指目指目指目指したしたしたした新新新新しいしいしいしい                                                                                     行動行動行動行動モモモモデルデルデルデルのののの推進推進推進推進」」」」             講演講演講演講演２２２２            経済経済経済経済産産産産業省業省業省業省産産産産業技術環境局業技術環境局業技術環境局業技術環境局                                                 國友國友國友國友 宏俊宏俊宏俊宏俊    氏氏氏氏 環境政策課環境調環境政策課環境調環境政策課環境調環境政策課環境調和産和産和産和産業業業業推進推進推進推進室長室長室長室長 「「「「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にににに向向向向けけけけたたたた新新新新たなたなたなたな地地地地域域域域循環循環循環循環 ビビビビジネスジネスジネスジネス支支支支援援援援ののののあああありりりり方方方方」」」」     （（（（２２２２））））事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介１１１１    日本政策日本政策日本政策日本政策投投投投資資資資銀銀銀銀行政策行政策行政策行政策企企企企画部長画部長画部長画部長                    前前前前田田田田 正尚正尚正尚正尚    氏氏氏氏「「「「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会実現実現実現実現にににに向向向向けけけけたたたた 環境環境環境環境ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの展展展展開開開開とととと金融金融金融金融のののの役割役割役割役割」」」」 事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介２２２２    アアアアミタミタミタミタ株株株株式式式式会社代表会社代表会社代表会社代表取締役取締役取締役取締役社長社長社長社長                     熊野熊野熊野熊野 英英英英介介介介    氏氏氏氏 「「「「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会形成形成形成形成のののの中中中中でのでのでのでの環境環境環境環境ビビビビジネスジネスジネスジネス分分分分野野野野におけにおけにおけにおけるるるる 地地地地域域域域経済経済経済経済とのとのとのとの関連関連関連関連もももも交交交交ええええたたたた新新新新たなたなたなたな可能性可能性可能性可能性     －－－－    京都京都京都京都府丹後府丹後府丹後府丹後でのでのでのでの実証実験実証実験実証実験実証実験    －」－」－」－」             事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介３３３３    株株株株式式式式会社大林会社大林会社大林会社大林組東京組東京組東京組東京本社地球環境室長本社地球環境室長本社地球環境室長本社地球環境室長               塩塩塩塩田田田田 泰泰泰泰之之之之    氏氏氏氏 「「「「建築現建築現建築現建築現場場場場におけにおけにおけにおけるゼロエミッションるゼロエミッションるゼロエミッションるゼロエミッションへへへへのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ －－－－    電通電通電通電通本社本社本社本社ビビビビルルルル    －」－」－」－」 

 司司司司会会会会（（（（松本松本松本松本・・・・宮城宮城宮城宮城県県県県））））     おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、おおおお越越越越しいたしいたしいたしいただきだきだきだき、、、、あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうござ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放放放放送送送送させさせさせさせていたていたていたていただだだだいているといているといているといているとおおおおりりりり、、、、席席席席にににに余余余余裕裕裕裕ががががござござござございまいまいまいませんせんせんせん。。。。大大大大変恐変恐変恐変恐縮縮縮縮ででででははははござござござございますがいますがいますがいますが、、、、前前前前列列列列ののののほほほほううううのテーのテーのテーのテーブブブブルルルルにににに関関関関してしてしてしてはははは 3 人人人人掛掛掛掛けけけけののののほほほほううううののののごごごご協協協協力力力力にににについてついてついてついてよろよろよろよろししししくくく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。。。。ななななおおおお、、、、会場会場会場会場内内内内はははは飲飲飲飲食食食食禁禁禁禁止止止止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。。。。おおおお飲飲飲飲みみみみ物物物物などをなどをなどをなどをとるとるとるとる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、2階階階階のののの食食食食堂堂堂堂などをなどをなどをなどをごごごご利用利用利用利用いたいたいたいただきだきだきだきたいとたいとたいと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。。。。またまたまたまた、、、、携帯携帯携帯携帯電話電話電話電話にににに関関関関しましてしましてしましてしましてはははは、、、、電電電電源源源源ををををおおおお切切切切りりりりにににになるかなるかなるかなるか、、、、ママママナナナナーーーーモモモモーーーードドドドのののの設設設設定定定定にごにごにごにご協協協協力力力力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。。。。よろよろよろよ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。。。。 皆様皆様皆様皆様、、、、おおおお待待待待たたたたせせせせいたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。たたたただだだだいまからいまからいまからいまから、、、、ゼロエミッションフォーラム・イン・みゼロエミッションフォーラム・イン・みゼロエミッションフォーラム・イン・みゼロエミッションフォーラム・イン・みややややぎぎぎぎ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。。。。     ままままずずずず初初初初めにめにめにめに、、、、宮城宮城宮城宮城県県県県副知副知副知副知事事事事のののの加加加加藤藤藤藤正正正正人人人人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いいいささささつをつをつをつを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 
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加加加加藤藤藤藤副知副知副知副知事事事事     立立立立春春春春ととととはははは名名名名ばばばばかりでかりでかりでかりで、、、、ほほほほんんんんととととうにうにうにうに厳厳厳厳しいしいしいしい寒寒寒寒ささささがががが続続続続いていていていておおおおりますりますりますります。。。。今今今今年年年年のののの冬冬冬冬将将将将軍軍軍軍はははは、、、、ほほほほんんんんととととうにおうにおうにおうにおとなしかとなしかとなしかとなしかっっっったのですがたのですがたのですがたのですが、、、、何何何何かかかかここにここにここにここに来来来来てててて、、、、最最最最後後後後のののの大大大大暴暴暴暴れれれれをしているをしているをしているをしている、、、、そんそんそんそんなななな感感感感じじじじがいたしてがいたしてがいたしてがいたしておおおおりますりますりますります。。。。しかししかししかししかし、、、、梅梅梅梅のののの花花花花のののの便便便便りとかりとかりとかりとか、、、、ああああるいるいるいるいははははフフフフキノキノキノキノトトトトウウウウ、、、、サクラサクラサクラサクラソソソソウウウウ、、、、シシシシャクャクャクャクナナナナゲゲゲゲのののの花花花花とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたた小小小小ささささなななな春春春春ををををもうあちもうあちもうあちもうあちららららこちこちこちこちららららにににに見見見見るるるるこここことがでとがでとがでとができきききますますますます。。。。確実確実確実確実にににに春春春春はははは近近近近づづづづいていていていてききききているのでているのでているのでているのでははははないでしないでしないでしないでしょうょうょうょうかかかか。。。。     会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様、、、、改改改改めめめめましてましてましてまして、、、、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にあずにあずにあずにあずかりましたかりましたかりましたかりました、、、、副知副知副知副知事事事事のののの加加加加藤藤藤藤ででででござござござございますいますいますいます。。。。本本本本来来来来、、、、知知知知事事事事がががが参参参参りましてりましてりましてりましてごあごあごあごあいいいいささささつをつをつをつを申申申申しししし上上上上げげげげるとるとるとるところころころころででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、きょうきょうきょうきょう、、、、ちょうちょうちょうちょうどどどど全全全全国国国国知知知知事会事会事会事会、、、、地地地地方方方方分分分分権権権権推進推進推進推進委員会委員会委員会委員会、、、、ああああるいるいるいるいはははは医療医療医療医療・・・・保保保保健健健健部会部会部会部会等等等等々、々、々、々、社会社会社会社会保保保保障障障障審審審審議議議議会会会会等等等等、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたたもももものがのがのがのがござござござございましていましていましていまして、、、、上京上京上京上京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。。。。皆様皆様皆様皆様ににににくくくくれぐれもよろれぐれもよろれぐれもよろれぐれもよろししししくといくといくといくというこうこうこうことでとでとでとで、、、、かかかかわわわわりましてりましてりましてりまして私私私私がががが一一一一言言言言ごあごあごあごあいいいいささささつをつをつをつを述述述述べさせべさせべさせべさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。     本日本日本日本日、、、、大大大大変変変変皆様皆様皆様皆様おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、ゼロエミッションフォーラム・イン・みやゼロエミッションフォーラム・イン・みやゼロエミッションフォーラム・イン・みやゼロエミッションフォーラム・イン・みやぎにこんぎにこんぎにこんぎにこんななななにもにもにもにも多多多多くのくのくのくの皆様方皆様方皆様方皆様方ののののごごごご参加参加参加参加をいたをいたをいたをいただきだきだきだきましてましてましてまして、、、、ほほほほんんんんととととうにあうにあうにあうにありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございますいますいますいます。。。。主主主主催者催者催者催者をををを代代代代表表表表いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、心心心心よよよよりりりり御御御御礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げげげげるるるる次次次次第第第第でででであああありますりますりますります。。。。本日本日本日本日のフォーのフォーのフォーのフォーラムラムラムラム、、、、ゼロエミゼロエミゼロエミゼロエミッションッションッションッションにににに関関関関するするするするそうそうそうそういいいいっっっったたたた最最最最新新新新のののの動動動動向向向向、、、、ああああるいるいるいるいはビはビはビはビジネスとしてのジネスとしてのジネスとしてのジネスとしての将将将将来来来来性性性性などなどなどなどににににつつつつききききまままましてしてしてして、、、、皆様皆様皆様皆様とととと一一一一緒緒緒緒にににに考考考考ええええてみたいといてみたいといてみたいといてみたいというこうこうこうことでとでとでとで、、、、実実実実はははは、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ととととここここのののの宮城宮城宮城宮城県県県県がががが共共共共同同同同でででで企企企企画画画画をしたをしたをしたをしたもももものでのでのでのでござござござございますいますいますいます。。。。     今今今今日日日日、、、、地球地球地球地球規規規規模模模模でのでのでのでの環境環境環境環境問問問問題題題題がクローがクローがクローがクローズズズズアアアアップップップップされされされされましてましてましてまして、、、、環境環境環境環境にににに対対対対するするするする社会的社会的社会的社会的なななな関関関関心心心心もももも非常非常非常非常にににに高高高高ままま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。。。。企企企企業業業業におきにおきにおきにおきましてましてましてましてもももも、、、、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取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが不不不不可可可可欠欠欠欠のののの課課課課題題題題となとなとなとなっっっってててておおおおるるるるわけわけわけわけでででであああありますりますりますります。。。。ここここののののようようようようなななな中中中中にあにあにあにありましてりましてりましてりまして、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションへへへへのののの取取取取りりりり組組組組みみみみはははは異異異異業業業業種種種種、、、、そそそそしてまたしてまたしてまたしてまた異異異異分分分分野野野野のののの企企企企業業業業がががが相互相互相互相互にににに連連連連携携携携しながらしながらしながらしながら、、、、循環型循環型循環型循環型のののの経済社会経済社会経済社会経済社会のののの構築構築構築構築をををを目指目指目指目指すすすすもももものでのでのでのであああありますりますりますります。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの資源資源資源資源化化化化、、、、資源生資源生資源生資源生産産産産性性性性のののの向上向上向上向上のののの観観観観点点点点からからからからもももも、、、、企企企企業業業業ににににとりとりとりとりましてましてましてまして非常非常非常非常にににに意意意意義義義義がががが大大大大ききききくくくく、、、、またまたまたまた今今今今後後後後ますますますますますますますます重重重重要要要要性性性性がががが高高高高ままままっっっっていくていくていくていくもももものとのとのとのと考考考考ええええてててておおおおるとるとるとるところころころころでででであああありますりますりますります。。。。     本日本日本日本日はははは、、、、5 人人人人のののの講講講講師師師師のののの皆様皆様皆様皆様におにおにおにお越越越越しいたしいたしいたしいただきだきだきだきましてましてましてまして、、、、「「「「ゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションと循環循環循環循環ビビビビジネスジネスジネスジネス」」」」をテーマをテーマをテーマをテーマにににに、、、、ささささままままざざざざまなまなまなまな角角角角度度度度からゼロエミッションをからゼロエミッションをからゼロエミッションをからゼロエミッションをめぐめぐめぐめぐるるるる最最最最新新新新情情情情勢勢勢勢をををを理解理解理解理解しししし、、、、ビビビビジネスジネスジネスジネスとしてのとしてのとしてのとしての可能性可能性可能性可能性をををを探探探探るるるる上上上上でででで大大大大変変変変有有有有益益益益ななななおおおお話話話話ををををおおおお聞聞聞聞かかかかせせせせいたいたいたいただだだだくくくくここここととととににににななな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。。。。ままままたたたた、、、、宮城宮城宮城宮城県県県県内内内内でででではははは、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションにににに関関関関するするするするそうそうそうそういいいいっっっったたたた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らららられれれれるるるる企企企企業業業業のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの一一一一端端端端をををを展展展展示示示示ををををさせさせさせさせていたていたていたていただだだだいていていていておおおおりますりますりますります。。。。ここここのフォーラムがのフォーラムがのフォーラムがのフォーラムが、、、、皆様皆様皆様皆様ににににとりまとりまとりまとりましてしてしてして、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの意意意意義義義義、、、、ああああるいるいるいるいはははは取取取取りりりり組組組組むむむむこここことのとのとのとのメメメメリットリットリットリット、、、、新新新新たなたなたなたな事業事業事業事業としてのとしてのとしてのとしての可能性可能性可能性可能性などなどなどなどににににつつつつききききましてましてましてましておおおお考考考考ええええをいたをいたをいたをいただきだきだきだき、、、、今今今今後後後後のののの事業事業事業事業活活活活動動動動にににに参考参考参考参考ににににしていたしていたしていたしていただだだだくくくく機機機機会会会会でででであればあればあればあれば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。。。。     宮城宮城宮城宮城県県県県におきにおきにおきにおきましてましてましてましてもももも、、、、平平平平成成成成 14 年年年年 3月月月月にににに、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成をををを基本理基本理基本理基本理念念念念といたしましたといたしましたといたしましたといたしました廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理計画理計画理計画理計画をををを策策策策定定定定しししし、、、、そそそそしてしてしてして同同同同年年年年のののの 4 月月月月にはにはにはには、、、、新新新新たたたたにににに資源循環資源循環資源循環資源循環推進推進推進推進課課課課といといといといううううのをのをのをのをここここのののの県県県県庁庁庁庁内内内内にににに設設設設置置置置するなどするなどするなどするなど、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄からからからから循環循環循環循環やややや転転転転換換換換をををを県政県政県政県政のののの重重重重要要要要なななな課課課課題題題題のののの 1 つとしてつとしてつとしてつとして取取取取りりりり組組組組んんんんででででおおおおるとるとるとるところころころころででででもあもあもあもありますりますりますります。。。。現在現在現在現在、、、、宮城宮城宮城宮城エコフエコフエコフエコファァァァクトリークトリークトリークトリー立地立地立地立地促促促促進進進進事業事業事業事業をををを推進推進推進推進してしてしてしておおおおりますりますりますりますほほほほかかかか、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションアアアアドドドドバイバイバイバイザザザザーーーー派派派派遣遣遣遣事業事業事業事業、、、、地地地地域域域域リサイクルエネルギーリサイクルエネルギーリサイクルエネルギーリサイクルエネルギー資源利用資源利用資源利用資源利用促促促促進進進進事業事業事業事業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。。。。またまたまたまた、、、、16 年度年度年度年度からからからからはははは新新新新たたたたにににに産産産産業廃棄物業廃棄物業廃棄物業廃棄物のののの発生発生発生発生抑抑抑抑制制制制技術技術技術技術のののの開発開発開発開発等等等等にににに
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支援支援支援支援をををを行行行行ううううとととところころころころのののの環境環境環境環境産産産産業新技術開発業新技術開発業新技術開発業新技術開発支援支援支援支援事業事業事業事業、、、、そそそそしてまたしてまたしてまたしてまた、、、、企企企企業業業業のののの環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷低低低低減減減減のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを支援支援支援支援するするするする環境環境環境環境産産産産業業業業コーディネータコーディネータコーディネータコーディネータ派派派派遣遣遣遣事業事業事業事業をををを行行行行うこうこうこうことといたしてとといたしてとといたしてとといたしておおおおりますりますりますります。。。。今今今今後後後後、、、、ななななおおおお一一一一層層層層循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成にににに向向向向けけけけましたましたましたました施施施施策策策策のののの充充充充実実実実にににに努努努努めめめめてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考考考考ええええててて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、、、、これこれこれこれらのらのらのらの施施施施策策策策をををを積積積積極極極極的的的的ににににごごごご利用利用利用利用いたいたいたいただければだければだければだければ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。。。。     本日本日本日本日、、、、ごごごご来来来来場場場場のののの皆様方皆様方皆様方皆様方におにおにおにおかかかかれれれれましてましてましてましてもももも、、、、これこれこれこれからのからのからのからの社会社会社会社会にににに適適適適用用用用するするするするようようようようなななな、、、、持続性持続性持続性持続性のののの高高高高いいいい企企企企業業業業づづづづくりくりくりくり、、、、産産産産業業業業興興興興しをしをしをしを目指目指目指目指してしてしてして、、、、本日本日本日本日のテーマでのテーマでのテーマでのテーマでああああるゼロエミッションをるゼロエミッションをるゼロエミッションをるゼロエミッションを含含含含めめめめ、、、、ままままたたたた先先先先ほほほほどどどど紹介紹介紹介紹介しましたしましたしましたしました県県県県のののの関連策関連策関連策関連策ののののごごごご活活活活用用用用ももももいたいたいたいただきだきだきだきながらながらながらながら、、、、果果果果敢敢敢敢なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをささささららららにににに推推推推しししし進進進進めめめめていたていたていたていただければだければだければだければ幸幸幸幸いでいでいでいでござござござございますいますいますいます。。。。     最最最最後後後後にににになりましたがなりましたがなりましたがなりましたが、、、、ごごごご多多多多用中用中用中用中にもにもにもにもかかかかかかかかわわわわららららずごずごずごずご出席出席出席出席をいたをいたをいたをいただきだきだきだきましたましたましたました講講講講師師師師のののの先先先先生生生生方方方方、、、、そそそそしてしてしてして出展出展出展出展にごにごにごにご協協協協力力力力をいたをいたをいたをいただきだきだきだきましたましたましたました企企企企業業業業のののの皆様皆様皆様皆様にににに心心心心からからからから感感感感謝謝謝謝をををを申申申申しししし上上上上げげげげますととますととますととますとともにもにもにもに、、、、またまたまたまた本日本日本日本日ごごごご出席出席出席出席をいたをいたをいたをいただきだきだきだきましたましたましたました皆皆皆皆々々々々様様様様のののの一一一一層層層層ののののごごごご活活活活躍躍躍躍ととととごごごご健勝健勝健勝健勝をををを心心心心からからからからごごごご祈念申祈念申祈念申祈念申しししし上上上上げげげげましてましてましてまして、、、、私私私私からのからのからのからのああああいいいいささささつとつとつとつとさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。どどどどううううぞぞぞぞ、、、、本日本日本日本日はははは最最最最後後後後までまでまでまでひひひひとつとつとつとつよろよろよろよろししししくくくくおおおお願願願願いをいをいをいを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     それそれそれそれでででではははは、、、、本日本日本日本日のののの講演講演講演講演をををを行行行行っっっっていたていたていたていただだだだくくくく講講講講師師師師のののの方方方方々々々々をををを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。。。。     テーマテーマテーマテーマ「「「「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をををを目指目指目指目指したしたしたした新新新新しいしいしいしい行動行動行動行動モモモモデルのデルのデルのデルの推進推進推進推進」」」」にににについてついてついてついてごごごご講演講演講演講演ををををいたいたいたいただだだだくくくく、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学特別特別特別特別顧顧顧顧問問問問でででで、、、、ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム理事理事理事理事のののの鈴鈴鈴鈴木木木木基之基之基之基之様様様様ですですですです。。。。     テーマテーマテーマテーマ「「「「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にににに向向向向けけけけたたたた新新新新たなたなたなたな地地地地域域域域循環循環循環循環ビビビビジネスジネスジネスジネス支援支援支援支援ののののあああありりりり方方方方」」」」にににについてついてついてついてごごごご講講講講演演演演いたいたいたいただだだだくくくく、、、、経済経済経済経済産産産産業省業省業省業省産産産産業技術環境局環境調業技術環境局環境調業技術環境局環境調業技術環境局環境調和産和産和産和産業業業業推進推進推進推進室長室長室長室長、、、、國友宏俊様國友宏俊様國友宏俊様國友宏俊様ですですですです。。。。     それそれそれそれでででではははは、、、、「「「「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会をををを目指目指目指目指したしたしたした新新新新しいしいしいしい行動行動行動行動モモモモデルのデルのデルのデルの推進推進推進推進」」」」、、、、鈴鈴鈴鈴木様木様木様木様にごにごにごにご講講講講演演演演いたいたいたいただきだきだきだきますますますます。。。。鈴鈴鈴鈴木様木様木様木様、、、、ごごごご登壇登壇登壇登壇ををををおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

     ＜＜＜＜講演講演講演講演Ｉ＞Ｉ＞Ｉ＞Ｉ＞ 鈴鈴鈴鈴木木木木理事理事理事理事         たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただきだきだきだきましたましたましたました、、、、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鈴鈴鈴鈴木木木木ででででござござござございますいますいますいます。。。。きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、私私私私たたたたちちちちがががが 10 年年年年ほほほほどどどど前前前前からからからからここここのゼロエミッションといのゼロエミッションといのゼロエミッションといのゼロエミッションというううう考考考考ええええ方方方方をををを皆様皆様皆様皆様とととととととともにもにもにもにいいいいろろろろいいいいろろろろなななな面面面面でででで推進推進推進推進させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたました、、、、そうそうそうそういいいいうこうこうこうこととととににににつつつつききききましてましてましてましておおおお話話話話しするしするしするしする機機機機会会会会をををを与与与与ええええていたていたていたていただきだきだきだきましましましましたたたたこここことをとをとをとを、、、、ここにここにここにここにままままずずずず御御御御礼申礼申礼申礼申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思いいいいますますますます。。。。     そそそそしてしてしてして、、、、私私私私ののののおおおお話話話話はははは、、、、どどどどちちちちらかといいますとらかといいますとらかといいますとらかといいますと、、、、きょうきょうきょうきょうのいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな事事事事例例例例報告報告報告報告等等等等もござもござもござもございいいいますがますがますがますが、、、、最最最最初初初初のイントロのイントロのイントロのイントロダダダダクションといクションといクションといクションというこうこうこうことでとでとでとで、、、、入入入入りりりり口口口口のとのとのとのところころころころののののおおおお話話話話ををををさせさせさせさせていたていたていたていただだだだくくくく、、、、それそれそれそれがががが趣旨趣旨趣旨趣旨ででででござござござございますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、ごごごご承承承承知知知知のののの方方方方ももももいらいらいら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、、、、私私私私たたたたちちちちのゼロエミッションフォーラムといのゼロエミッションフォーラムといのゼロエミッションフォーラムといのゼロエミッションフォーラムといううううののののはははは、、、、産産産産業業業業界界界界のののの方方方方々、々、々、々、自治自治自治自治体体体体のののの方方方方々、々、々、々、そそそそしてしてしてして学会学会学会学会、、、、そそそそのののの三三三三者者者者ががががそれそれそれそれぞぞぞぞれれれれネットネットネットネットワワワワークをつくりークをつくりークをつくりークをつくり、、、、協協協協力力力力してしてしてしてここここのゼロエミッションフォーラムとのゼロエミッションフォーラムとのゼロエミッションフォーラムとのゼロエミッションフォーラムといいいいうもうもうもうものをのをのをのを動動動動かしてかしてかしてかしておおおおりますりますりますります。。。。そそそそのののの産産産産業業業業界界界界のリーのリーのリーのリーダダダダーーーー役役役役ででででもおもおもおもおらららられれれれ、、、、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のォーラムのォーラムのォーラムの会長会長会長会長ををををおおおお務務務務めにめにめにめにななななっっっってててておおおおらららられれれれましたましたましたました、、、、日本日本日本日本テトラパックのテトラパックのテトラパックのテトラパックの会長会長会長会長のののの山路敬三山路敬三山路敬三山路敬三様様様様がががが、、、、実実実実はははは昨昨昨昨年年年年のののの暮暮暮暮れにれにれにれに急急急急におにおにおにお亡亡亡亡くなりくなりくなりくなりにににになるといなるといなるといなるというううう、、、、大大大大変変変変私私私私たたたたちにちにちにちにととととっっっっててててははははショックなショックなショックなショックなこここことがとがとがとがござござござございましたいましたいましたいました。。。。山路会長山路会長山路会長山路会長ががががももももししししおおおおらららられれれれましたらましたらましたらましたら、、、、本日本日本日本日ここにここにここにここに山路会長山路会長山路会長山路会長がががが登壇登壇登壇登壇されされされされるるるる予定予定予定予定でででで
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ござござござございましたがいましたがいましたがいましたが、、、、いいいいわばわばわばわば私私私私はそはそはそはそのののの代代代代役役役役をををを務務務務めさせめさせめさせめさせていたていたていたていただだだだくといくといくといくというよううよううよううようににににおおおお考考考考ええええいたいたいたいただけだけだけだければればればればとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そうそうそうそういいいいうこうこうこうことととともあもあもあもありましてりましてりましてりまして、、、、きょうきょうきょうきょうののののおおおお話話話話のののの後後後後段段段段のののの部分部分部分部分はははは、、、、山路山路山路山路さんさんさんさんががががおおおお考考考考えにえにえにえにななななっっっっていたていたていたていたこここことととと、、、、それはそれはそれはそれは実実実実はははは私私私私たたたたちちちちのののの考考考考ええええででででああああるるるるわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、おおおおまとまとまとまとめにめにめにめにななななっっっったたたたこここことをとをとをとを、、、、私私私私なりなりなりなりにににに翻訳翻訳翻訳翻訳をしてをしてをしてをしておおおお話話話話ししししさせさせさせさせていたていたていたていただだだだくくくく、、、、そうそうそうそういいいいうよううよううよううようななななここここととととにさせにさせにさせにさせていたていたていたていただだだだききき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。。。。     今今今今私私私私たたたたちはちはちはちは実実実実はははは大大大大変変変変なななな転転転転換換換換期期期期にににに当当当当面面面面してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。ごごごご承承承承知知知知ののののようにようにようにように、、、、もうもうもうもう非常非常非常非常にににに大大大大ざっざっざっざっぱぱぱぱななななおおおお話話話話ををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますとますとますとますと、、、、500 万年万年万年万年前前前前にににに、、、、我我我我々々々々のののの祖祖祖祖先先先先がががが、、、、木木木木のののの上上上上からからからから陸陸陸陸上上上上におにおにおにおりりりり立立立立っっっったたたた。。。。これこれこれこれががががアアアアフリカでフリカでフリカでフリカで起起起起こっこっこっこったたたたわけわけわけわけでででであああありますりますりますります。。。。ななななぜぜぜぜ起起起起こっこっこっこ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、、、、東東東東アアアアフフフフリカのリカのリカのリカの部分部分部分部分でででで土土土土地地地地のののの隆隆隆隆起起起起がががが起起起起ここここりりりり、、、、そそそそしてしてしてしてそそそそのののの東東東東側側側側でででで乾燥乾燥乾燥乾燥化化化化、、、、今今今今でででで言言言言うううう砂砂砂砂漠漠漠漠化化化化がががが起起起起こっこっこっこったたたた。。。。森森森森林林林林がががが劣化劣化劣化劣化してしてしてして、、、、木木木木のののの上上上上でででで暮暮暮暮らしていたらしていたらしていたらしていた私私私私たたたたちちちちのののの祖祖祖祖先先先先がががが地地地地上上上上におにおにおにおりりりり立立立立っっっったたたたわけわけわけわけですですですです。。。。それそれそれそれがすがすがすがすべべべべてのてのてのての人人人人類類類類のののの始始始始まりといまりといまりといまりというこうこうこうこととととにににになりますがなりますがなりますがなりますが、、、、いいいいわばわばわばわば大大大大規規規規模模模模なななな地球環境地球環境地球環境地球環境、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題にににによっよっよっよってててて人人人人類類類類がががが出出出出発発発発をするをするをするをするここここととととににににななななっっっったたたた。。。。二本二本二本二本足足足足でででで歩歩歩歩きききき始始始始めめめめますのでますのでますのでますので、、、、大大大大脳脳脳脳がががが発発発発達達達達しししし、、、、道道道道具具具具、、、、言葉言葉言葉言葉、、、、火火火火をををを使使使使うようにうようにうようにうようになるなるなるなる。。。。そうそうそうそういいいいうよううよううよううようなななな長長長長いいいい期期期期間間間間のののの進化進化進化進化をををを経経経経ましてましてましてまして、、、、非常非常非常非常にににに大大大大ききききなななな次次次次のののの革革革革命命命命期期期期とととと言言言言っっっっていいていいていいていい時時時時期期期期はははは 8,000 年年年年からからからから 1 万年万年万年万年前前前前でででであああありますりますりますります。。。。そそそそののののころころころころ、、、、それそれそれそれまでまでまでまで遊遊遊遊牧牧牧牧的的的的なななな暮暮暮暮らしをしていたらしをしていたらしをしていたらしをしていた、、、、すなすなすなすなわちわちわちわち自然自然自然自然にににに存存存存在在在在するするするするもももものをのをのをのを採採採採取取取取してしてしてして、、、、それそれそれそれをををを例例例例えばえばえばえば食食食食料料料料ににににするするするする、、、、ああああるいるいるいるいはははは自然自然自然自然とととととととともにもにもにもに共共共共存存存存してしてしてしてききききたたたた生生生生きききき方方方方からからからから、、、、8,000 年年年年からからからから 1 万年万年万年万年前前前前にににに農農農農作作作作、、、、ああああるいるいるいるいはははは畜畜畜畜産産産産といといといというよううよううよううようななななもももものをのをのをのを人人人人類類類類がががが手手手手ににににいたしますいたしますいたしますいたします。。。。これもこれもこれもこれも実実実実はははは地球環境地球環境地球環境地球環境変変変変動動動動がががが原原原原因因因因ででででああああるるるるとととと言言言言われわれわれわれてててておおおおりますりますりますります。。。。乾燥乾燥乾燥乾燥化化化化、、、、そそそそしてしてしてして寒冷寒冷寒冷寒冷化化化化がががが起起起起こっこっこっこったたたたここここととととによっによっによっによってててて、、、、遊遊遊遊牧牧牧牧スタイルでスタイルでスタイルでスタイルではははは食食食食料料料料がががが十十十十分分分分にににに獲得獲得獲得獲得ででででききききなくななくななくななくなっっっったたたた。。。。したがしたがしたがしたがっっっってててて、、、、定定定定住住住住化化化化をするをするをするをするここここととととによっによっによっによってててて、、、、自分自自分自自分自自分自身身身身のののの食食食食べべべべるるるる食食食食物物物物をををを育育育育てていくてていくてていくてていく技術技術技術技術をををを持持持持っっっったとたとたとたところころころころがががが、、、、生生生生きききき延延延延びびびびていていていていっっっったたたた。。。。こうこうこうこういいいいううう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よよよよろろろろしいかとしいかとしいかとしいかと思思思思いますいますいますいます。。。。     ななななぜぜぜぜ地球環境地球環境地球環境地球環境変変変変動動動動ででででああああるといるといるといるというよううよううよううようななななこここことがとがとがとが言言言言われわれわれわれるかといいますとるかといいますとるかといいますとるかといいますと、、、、ほほほほぼぼぼぼ同同同同じじじじ時時時時期期期期にににに、、、、パパパパレレレレススススチチチチナナナナ、、、、メメメメソソソソポポポポタミタミタミタミアアアア、、、、ナナナナイルデルタイルデルタイルデルタイルデルタ、、、、東東東東南南南南アアアアジジジジアアアア、、、、中国中国中国中国――――――――これはこれはこれはこれは揚揚揚揚子子子子江江江江流流流流域域域域などなどなどなどもそうもそうもそうもそうでででであああありますがりますがりますがりますが――――――――といといといといううううとととところころころころでででで、、、、ほほほほぼぼぼぼ同同同同時時時時期期期期にこうにこうにこうにこういいいいうこうこうこうことがとがとがとが、、、、おおおお互互互互いのいのいのいの連連連連絡絡絡絡ははははもちもちもちもちろんろんろんろんなしなしなしなしにににに、、、、始始始始ままままっっっったといたといたといたというよううよううよううようななななこここことがとがとがとがああああるからでるからでるからでるからであああありますりますりますります。。。。いいいいわばわばわばわば人人人人類類類類がががが定定定定住住住住をををを始始始始めめめめたたたた時時時時期期期期とととと言言言言ええええますますますます。。。。     そそそそしてしてしてして、、、、そそそそのののの次次次次のののの革革革革命命命命的的的的ななななここここととととはははは、、、、皆様皆様皆様皆様よよよよくくくくごごごご承承承承知知知知のののの、、、、四四四四大文大文大文大文明明明明とととと言言言言われわれわれわれるエジプトるエジプトるエジプトるエジプト、、、、シシシシュメュメュメュメールールールール、、、、黄黄黄黄河河河河、、、、インインインインダダダダスススス、、、、こうこうこうこういいいいうううう文文文文明明明明がががが起起起起こっこっこっこったたたた 3,500 年年年年からからからから 4,000 年年年年前前前前ですですですです。。。。ここここののののころころころころ、、、、それそれそれそれまでサまでサまでサまでサブブブブシステンスとシステンスとシステンスとシステンスと言言言言いますがいますがいますがいますが、、、、自自自自給給給給自自自自足足足足のののの農農農農業業業業でででであっあっあっあったたたたもももものがのがのがのが、、、、ここここのののの時時時時期期期期にににに河河河河川川川川のののの洪洪洪洪水水水水をををを制制制制御御御御するするするする、、、、ああああるいるいるいるいはははは灌漑灌漑灌漑灌漑技術技術技術技術をををを手手手手にににに入入入入れれれれるといるといるといるというこうこうこうことでとでとでとで、、、、いいいいわばわばわばわば大大大大規規規規模模模模なななな農農農農業業業業がスタートしたがスタートしたがスタートしたがスタートした時時時時期期期期でででであああありますりますりますります。。。。いいいいわばわばわばわば工業工業工業工業化化化化されされされされたたたた農農農農業業業業ががががここここここここでででで始始始始ままままっっっったたたた。。。。そうそうそうそういいいいううううこここことをとをとをとを始始始始めめめめますとますとますとますと一体一体一体一体何何何何がががが起起起起ここここるかといるかといるかといるかといううううとととと、、、、それそれそれそれまでまでまでまではははは、、、、自分自分自分自分のののの食食食食料料料料をををを自分自分自分自分でつくるでつくるでつくるでつくるといといといというううう生生生生活活活活からからからから、、、、1 人人人人のののの人人人人間間間間がががが、、、、例例例例えばえばえばえば 100 人分人分人分人分のののの食食食食料料料料をををを生生生生産産産産ででででききききるるるる、、、、そうそうそうそういいいいうううう農農農農業業業業がががが始始始始ままままっっっったたたたわけわけわけわけでででであああありましてりましてりましてりまして、、、、そうそうそうそうしますとしますとしますとしますと、、、、当当当当然然然然ののののこここことですがとですがとですがとですが、、、、残残残残りのりのりのりの 99 人人人人はははは仕仕仕仕事事事事がなくなるがなくなるがなくなるがなくなる。。。。逆逆逆逆にににに言言言言いますといますといますといますと、、、、そそそそのののの 1 人人人人がつくりがつくりがつくりがつくり上上上上げげげげたたたた富富富富をどをどをどをどううううややややっっっってててて残残残残りのりのりのりの 99 人人人人にににに分分分分割割割割するのかするのかするのかするのか、、、、そそそそしてしてしてしてそうそうそうそういいいいうううう大大大大規規規規模模模模なななな余剰余剰余剰余剰のののの富富富富をどをどをどをどううううややややっっっってみてみてみてみんんんんなでなでなでなで守守守守りりりり、、、、そそそそしてしてしてして維維維維持持持持しといしといしといしというよううよううよううようなななな形形形形でのでのでのでの社会社会社会社会システムをつくらなシステムをつくらなシステムをつくらなシステムをつくらなければければければければいいいいけけけけなくななくななくななくなっっっっていていていていっっっったのがたのがたのがたのがここここのののの都都都都市市市市のののの発生発生発生発生ににににつながつながつながつながっっっっているているているているわけわけわけわけでででであああありますりますりますります。。。。外外外外敵敵敵敵からからからから守守守守らならならならなければければければければいいいいけけけけないといないといないといないというこうこうこうことでとでとでとで、、、、城城城城壁壁壁壁をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、ここここ
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うううういいいいうううう四四四四大文大文大文大文明明明明がががが起起起起こっこっこっこっていくていくていくていくわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、そこにはそこにはそこにはそこには支支支支配配配配者者者者といといといというもうもうもうものがのがのがのが生生生生ままままれれれれててててききききますますますますしししし、、、、軍隊軍隊軍隊軍隊がががが生生生生ままままれれれれててててききききますしますしますしますし、、、、司司司司書書書書役役役役いいいいろろろろいいいいろろろろなななな計計計計算算算算ににににかかかかかかかかわわわわるるるる、、、、ああああるいるいるいるいはははは税税税税金金金金をををを取取取取りとりとりとりといいいいうううう仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが始始始始まるまるまるまる。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろなななな形形形形でのでのでのでの分業分業分業分業がががが起起起起こっこっこっこっていくていくていくていくわけわけわけわけでででであああありますりますりますります。。。。     こうこうこうこういいいいうこうこうこうことをとをとをとを経経経経てててて都都都都市市市市化化化化がががが起起起起こっこっこっこっていていていていききききますとますとますとますと、、、、人人人人類類類類はははは、、、、定定定定住住住住からからからからささささららららにににに一一一一歩歩歩歩進進進進んんんんでででで、、、、非常非常非常非常にににに閉閉閉閉鎖鎖鎖鎖的的的的なななな、、、、仲仲仲仲間間間間うちだけうちだけうちだけうちだけのののの暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを始始始始めめめめていくていくていくていくようようようようななななここここととととににににななななっっっっていていていていききききますがますがますがますが、、、、人人人人口口口口がががが増増増増ええええていていていていきききき、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな問問問問題題題題がががが、、、、違違違違っっっったたたた種種種種類類類類のののの環境環境環境環境問問問問題題題題ががががそこそこそこそこででででまたまたまたまた起起起起こっこっこっこっていくていくていくていく。。。。それそれそれそれがががが特特特特にににに西西西西欧欧欧欧におきにおきにおきにおきましてましてましてまして、、、、病病病病気気気気のののの発生発生発生発生とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな問問問問題題題題がががが起起起起こっこっこっこってててて、、、、それそれそれそれをををを克克克克服服服服しなしなしなしなければければければければいいいいけけけけないといないといないといないというこうこうこうことがとがとがとが 1 つのつのつのつのきっきっきっきっかかかかけけけけでででであっあっあっあ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、、、、17 世世世世紀紀紀紀にににに至至至至りりりり、、、、科学科学科学科学がががが発生発生発生発生してくるしてくるしてくるしてくるここここととととにににになりますなりますなりますなります。。。。農農農農業業業業もももも、、、、都都都都市市市市もももも、、、、これはこれはこれはこれは世世世世界界界界各各各各地地地地でででで同同同同じじじじようにようにようにように起起起起ここここっっっっていていていていっっっったたたたわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、ここここのののの科学科学科学科学のののの発生発生発生発生にににに限限限限りましてりましてりましてりましてはははは、、、、これはこれはこれはこれは西西西西欧欧欧欧でのみでのみでのみでのみ発生発生発生発生するするするするここここととととにににになりますなりますなりますなります。。。。デカルトデカルトデカルトデカルト、、、、フランシス・フランシス・フランシス・フランシス・ベベベベーコンーコンーコンーコン、、、、ニュニュニュニュートンートンートンートン、、、、ボボボボイルイルイルイル、、、、ララララボワボワボワボワジエとかジエとかジエとかジエとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな、、、、皆様皆様皆様皆様ごごごご存存存存じじじじのののの近近近近代科学代科学代科学代科学者者者者とととと言言言言われわれわれわれるるるる方方方方々々々々ががががここここのとのとのとのときにきにきにきに起起起起ここここりますりますりますります。。。。     それはそれそれはそれそれはそれそれはそれでででで、、、、ももももちろんちろんちろんちろん環境環境環境環境、、、、疾疾疾疾病病病病のののの問問問問題題題題をををを克克克克服服服服するするするする、、、、そそそそのののの他他他他いいいいろろろろいいいいろろろろななななメメメメリットリットリットリットはあはあはあはあっっっったたたたわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、逆逆逆逆にににに、、、、ここここのののの西西西西欧欧欧欧でででで起起起起こっこっこっこったたたた科学科学科学科学はははは、、、、私私私私たたたたちちちちがががが相相相相手手手手ににににしているしているしているしている自然自然自然自然にににに対対対対ししししてててて機機機機械械械械論論論論的的的的なななな自然自然自然自然観観観観、、、、物理的物理的物理的物理的なななな自然自然自然自然観観観観をををを持持持持ちちちち込込込込んだんだんだんだ。。。。それにそれにそれにそれに伴伴伴伴っっっってててて、、、、自然自然自然自然といといといというもうもうもうものをのをのをのを人人人人間間間間のののの活活活活動動動動がががが支支支支配配配配ででででききききるるるる、、、、こうこうこうこういいいいうううう考考考考ええええ方方方方ににににつながつながつながつながっっっっていていていていっっっったたたたわけわけわけわけでででであああありますりますりますります。。。。それそれそれそれがががが 18世世世世紀紀紀紀のののの後後後後半半半半にににに産産産産業業業業革革革革命命命命ににににつながりつながりつながりつながり、、、、そそそそしてしてしてして現在現在現在現在のののの、、、、例例例例えばえばえばえば核核核核をををを使使使使うううう、、、、核核核核のののの利用利用利用利用、、、、ああああるいるいるいるいはははは宇宇宇宇宙宙宙宙のののの開発開発開発開発、、、、そうそうそうそういいいいうよううよううよううようなななな形形形形のののの、、、、いいいいわばわばわばわば発発発発散散散散型型型型のののの技術技術技術技術ににににつながつながつながつながっっっっていていていていっっっったたたた。。。。これこれこれこれがががが実実実実はもはもはもはもうううう一一一一つのつのつのつの大大大大ききききなななな転転転転換換換換期期期期をををを今今今今生生生生んんんんでいるとでいるとでいるとでいると言言言言っっっっててててよろよろよろよろししししいかといかといかといかと思思思思いますいますいますいます。。。。西西西西欧欧欧欧科学科学科学科学ののののももももととととにににに発発発発展展展展していしていしていしていっっっったたたたここここのののの人人人人類類類類のののの爆爆爆爆発的発的発的発的なななな活活活活動動動動がががが、、、、めぐめぐめぐめぐりりりりめぐっめぐっめぐっめぐってててて私私私私たたたたちにちにちにち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大大大大ききききなななな問問問問題題題題をををを生生生生んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。これこれこれこれがががが現在現在現在現在のののの問問問問題題題題でででであああありますりますりますります。。。。現在現在現在現在のののの社会社会社会社会がががが、、、、これこれこれこれまでのまでのまでのまでの延延延延長的長的長的長的なななな生生生生きききき方方方方をしていくといをしていくといをしていくといをしていくというよううよううよううようななななこここことがとがとがとが許許許許されされされされないとないとないとないところにころにころにころに、、、、そそそそのののの根根根根本的本的本的本的なななな問問問問題題題題ががががあああありますりますりますります。。。。     それそれそれそれでででではははは、、、、一体一体一体一体何何何何をををを考考考考ええええていかなくてていかなくてていかなくてていかなくてははははいいいいけけけけないのかないのかないのかないのか。。。。もうもうもうもうよよよよくくくくごごごご承承承承知知知知ののののようにようにようにように、、、、有限有限有限有限性性性性といといといというこうこうこうことでとでとでとであああありますりますりますります。。。。成成成成長長長長のののの限界限界限界限界とととといいいいうこうこうこうことがとがとがとが叫叫叫叫ばればればればれましたのましたのましたのましたのはははは、、、、1972 年年年年でででであああありますりますりますりますがががが、、、、そうそうそうそういいいいうううう話話話話をををを待待待待つまでつまでつまでつまでももももなくなくなくなく、、、、地球地球地球地球のののの大大大大きさきさきさきさがががが有限有限有限有限ででででああああるといるといるといるというこうこうこうこととととはははは私私私私たたたたちちちち、、、、地球地球地球地球環境環境環境環境問問問問題題題題をををを通通通通じじじじてててて知知知知っっっったたたたわけわけわけわけでででであああありますしりますしりますしりますし、、、、情情情情報報報報技術技術技術技術のののの発発発発達達達達によっによっによっによってててて、、、、地球地球地球地球のののの裏裏裏裏側側側側でででで起起起起ここここっっっっているているているているこここことがすとがすとがすとがすぐぐぐぐ私私私私たたたたちちちちがリがリがリがリアアアアルタイムでルタイムでルタイムでルタイムで目目目目ににににするするするするこここことがでとがでとがでとができきききるるるる。。。。そうそうそうそういいいいうよううよううよううようななななこここことととともももも我我我我々々々々がががが住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる地球地球地球地球といといといというもうもうもうものののののののの大大大大きさきさきさきさをどをどをどをどんんんんどどどどんんんん小小小小ささささいいいいももももののののににににしていくしていくしていくしていくわけわけわけわけでででであああありりりりますますますます。。。。そうそうそうそういいいいうううう有限有限有限有限のとのとのとのところころころころでででで巨巨巨巨大大大大なななな人人人人間活間活間活間活動動動動がががが営営営営ままままれれれれるといるといるといるといううううとととところにころにころにころに根根根根本的本的本的本的なななな課課課課題題題題ががががああああるるるる。。。。それそれそれそれをををを一体一体一体一体どどどどうううういいいいううううふふふふうにうにうにうに考考考考ええええていくのかがていくのかがていくのかがていくのかが、、、、ままままさにさにさにさに今問今問今問今問われわれわれわれているているているているわけわけわけわけでででであああありまりまりまりますすすす。。。。     これこれこれこれはははは、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな類推類推類推類推からデータをからデータをからデータをからデータを取取取取りりりり寄寄寄寄せせせせましてプロットしてみたましてプロットしてみたましてプロットしてみたましてプロットしてみた地球地球地球地球上上上上のののの人人人人口口口口のののの変変変変化化化化ですですですです。。。。1,000 年年年年前前前前ぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまではははは、、、、これはこれはこれはこれは記記記記録録録録といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな推定推定推定推定がでがでがでができきききるるるる過過過過去去去去のデータをのデータをのデータをのデータを見見見見ますとますとますとますと、、、、年年年年間間間間大大大大体体体体 0.05％％％％ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの人人人人口口口口増増増増加加加加ででででずっずっずっずっとととと進進進進んんんんでまいりましたでまいりましたでまいりましたでまいりました。。。。3億億億億ぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまで到到到到達達達達したしたしたしたわけわけわけわけでででであああありますりますりますります。。。。それそれそれそれがががが今今今今はあっはあっはあっはあっといといといというううう間間間間にににに人人人人口口口口がががが 60億億億億――――――――現在現在現在現在はははは
64 億億億億ぐぐぐぐらいですがらいですがらいですがらいですが――――――――にににに到到到到達達達達していますしていますしていますしています。。。。ここここここここ数数数数年年年年、、、、数数数数十十十十年年年年のののの人人人人口口口口のののの爆爆爆爆発的発的発的発的なななな増増増増加加加加といといといといううううののののはははは、、、、ととととんんんんででででももももないないないない大大大大きさきさきさきさ、、、、これはこれはこれはこれは、、、、縦縦縦縦軸軸軸軸はははは 10倍倍倍倍、、、、10倍倍倍倍ですからですからですからですから、、、、極極極極端端端端にににに増増増増ええええているといているといているといているというこうこうこうことがとがとがとがおわおわおわおわかりいたかりいたかりいたかりいただけだけだけだけるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。これこれこれこれををををもうもうもうもう少少少少しししし、、、、ここここここここ 50 年年年年、、、、それそれそれそれからからからから、、、、これこれこれこれかかかか
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らららら 50 年年年年にににに限限限限っっっってててて国連国連国連国連のののの推推推推計計計計からからからから見見見見てみますとてみますとてみますとてみますと、、、、1950 年年年年にはにはにはには地球地球地球地球上上上上のののの人人人人口口口口がががが 26 億億億億とととと言言言言われわれわれわれてててておおおおりますりますりますります。。。。そそそそののののうちうちうちうちのののの約約約約 10 億億億億弱弱弱弱がががが高高高高開発国開発国開発国開発国、、、、工業工業工業工業化化化化されされされされたたたた国国国国、、、、そそそそしてしてしてして残残残残りのりのりのりの 17 億億億億ぐぐぐぐららららいがいがいがいが開発開発開発開発途途途途上上上上、、、、ああああるいるいるいるいはははは開発開発開発開発にもにもにもにも至至至至らないらないらないらない低低低低開発地開発地開発地開発地域域域域ですですですです。。。。それそれそれそれがががが、、、、今今今今 2000 年年年年ををををちょっちょっちょっちょっとととと超超超超ええええたとたとたとたところころころころでででで 60億億億億ににににななななっっっっているているているている。。。。26億億億億がががが倍倍倍倍以上以上以上以上にににに増増増増ええええているているているているわけわけわけわけですですですです。。。。そそそそしてしてしてして、、、、それそれそれそれががががこれこれこれこれからからからから 50 年年年年でででで 90 億億億億にににになるとなるとなるとなると推定推定推定推定されされされされているているているているわけわけわけわけでででであああありますりますりますります。。。。そそそそのののの巨巨巨巨大大大大なななな増増増増加加加加ははははほほほほととととんんんんどがどがどがどが開発開発開発開発途途途途上上上上国国国国でででで起起起起ここここるるるる、、、、こうこうこうこういいいいうううう状況状況状況状況をををを予予予予想想想想してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。     人人人人口口口口問問問問題題題題、、、、ここここのののの問問問問題題題題がいがいがいがいわばわばわばわばすすすすべべべべてのてのてのての根根根根本本本本にあにあにあにあるるるるわけわけわけわけでででであああありましてりましてりましてりまして、、、、我我我我がががが国国国国はははは人人人人口口口口のののの増増増増加加加加がとまがとまがとまがとまっっっっているているているている、、、、ああああるいるいるいるいはははは減減減減少少少少にににに向向向向かかかかうううう、、、、だだだだからいいのからいいのからいいのからいいのだだだだといといといというううう話話話話でででではあはあはあはありまりまりまりませんせんせんせんでででで、、、、こうこうこうこういいいいうよううよううよううようなななな形形形形でででで、、、、地球地球地球地球全体全体全体全体でででで人人人人口口口口がががが爆爆爆爆発的発的発的発的にににに増増増増ええええていくていくていくていくここここととととはははは、、、、もうもうもうもうグローバルグローバルグローバルグローバル化化化化ののののももももとでとでとでとで日本日本日本日本そそそそののののももももののののにもにもにもにも非常非常非常非常にににに大大大大ききききなななな影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼしてくるしてくるしてくるしてくるここここととととにににになりますなりますなりますなります。。。。それはそれはそれはそれは水水水水のののの問問問問題題題題でででであれあれあれあれ、、、、エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの問問問問題題題題でででであれあれあれあれ、、、、非常非常非常非常にににに深深深深刻刻刻刻なななな問問問問題題題題となとなとなとなっっっっていくといていくといていくといていくというこうこうこうことでとでとでとであああありまりまりまりますすすす。。。。     我我我我がががが国国国国のののの経済経済経済経済のののの発発発発展展展展、、、、ああああるいるいるいるいははははエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの発発発発展展展展といといといというよううよううよううようななななもももものをのをのをのをちょっちょっちょっちょっとととと眺眺眺眺めめめめてみてみてみてみますとますとますとますと、、、、戦戦戦戦後後後後 50 年年年年、、、、第第第第２２２２次次次次大大大大戦戦戦戦後後後後のののの 50 年年年年でででで、、、、特特特特にににに 1970 年年年年過過過過ぎぐぎぐぎぐぎぐらいまでらいまでらいまでらいまではははは、、、、我我我我がががが国国国国はははは奇奇奇奇跡跡跡跡的的的的とととといいますかいいますかいいますかいいますか、、、、当時当時当時当時ははははミラクルとミラクルとミラクルとミラクルと言言言言われわれわれわれたたたた高高高高度経済度経済度経済度経済成成成成長長長長をををを遂遂遂遂げげげげるるるるわけわけわけわけでででであああありますりますりますります。。。。戦戦戦戦争争争争にににに負負負負けけけけたたたたここここととととによによによによりましてりましてりましてりまして、、、、国民総生国民総生国民総生国民総生産産産産といといといといううううののののはははは大大大大体体体体半半半半分分分分以以以以下下下下にににに落落落落ちちちちますますますます。。。。それそれそれそれがががが戦戦戦戦前前前前ののののレレレレベベベベルルルルにににに戻戻戻戻りますのがりますのがりますのがりますのが 1960 年年年年ぐぐぐぐらいですらいですらいですらいです。。。。1960 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらいにににに政政政政府府府府のとのとのとのとっっっったたたた政策政策政策政策はははは、、、、そそそそのののの戦戦戦戦後復後復後復後復興興興興のののの経済経済経済経済成成成成長長長長ををををそそそそのままのままのままのまま維維維維持持持持ししししようようようようといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、所所所所得得得得倍増倍増倍増倍増計画計画計画計画ででででああああるとかるとかるとかるとか、、、、持持持持ちちちち家制家制家制家制度度度度ででででああああるとかるとかるとかるとか、、、、消費消費消費消費はははは美美美美徳徳徳徳ででででああああるとかるとかるとかるとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななキキキキーーーーワワワワーーーードドドドをををを持持持持ちちちち込込込込んんんんでででで、、、、1970 年年年年までまでまでまで経済経済経済経済成成成成長長長長をいをいをいをいわばわばわばわば引引引引っっっっ張張張張っっっっていていていていっっっったたたたわけわけわけわけでででであああありますりますりますります。。。。     とととところころころころがががが、、、、それだけそれだけそれだけそれだけのののの、、、、年年年年 8％％％％をををを超超超超ええええるるるる経済経済経済経済成成成成長長長長といといといといううううののののはははは、、、、そそそそのののの陰陰陰陰にににに労働問労働問労働問労働問題題題題、、、、ああああるいるいるいるいはははは公公公公害害害害問問問問題題題題、、、、健健健健康康康康にににに至至至至るるるる問問問問題等題等題等題等をををを含含含含めめめめ、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな問問問問題題題題ををををそこにそこにそこにそこに残残残残したしたしたしたわけわけわけわけでででであああありましてりましてりましてりまして、、、、
1970 年年年年にににに公公公公害害害害対策対策対策対策防止法防止法防止法防止法等等等等がががが生生生生ままままれれれれてててて、、、、公公公公害害害害対策基本対策基本対策基本対策基本法法法法、、、、水水水水質汚質汚質汚質汚濁濁濁濁防止法防止法防止法防止法等等等等がつくらがつくらがつくらがつくられれれれてててていいいいききききますがますがますがますが、、、、それそれそれそれ以以以以降降降降、、、、環境環境環境環境にににに対対対対するするするする投投投投資資資資をををを行行行行いいいい、、、、そそそそしていしていしていしていろろろろいいいいろろろろなななな、、、、オイルショックオイルショックオイルショックオイルショック等等等等もももも 73 年年年年、、、、78 年年年年とととと経経経経験験験験するするするするここここととととによっによっによっによってててて、、、、そそそそのののの後後後後のののの経済経済経済経済成成成成長長長長はははは抑抑抑抑制制制制されされされされていていていていききききますますますます。。。。しかししかししかししかしながらながらながらながら、、、、実実実実質的質的質的質的なエネルギーなエネルギーなエネルギーなエネルギー消費消費消費消費はははは、、、、赤赤赤赤でででで示示示示しますしますしますしますようにようにようにように、、、、70 年代年代年代年代からからからから 90 年年年年ぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまでほほほほととととんんんんどどどど増増増増ええええててててははははいないいないいないいないわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、GNPだけはだけはだけはだけは、、、、どどどどうううういいいいうわけうわけうわけうわけかかかか、、、、3％％％％成成成成長長長長をををを遂遂遂遂げげげげていていていていっっっったたたた。。。。これこれこれこれがががが中中中中身身身身のないのないのないのない、、、、実体実体実体実体のないのないのないのない経済経済経済経済といといといというううう、、、、ババババブブブブルルルル経済経済経済経済とととと言言言言われわれわれわれるるるるわけわけわけわけでででであああありますりますりますります。。。。そそそそししししてててて、、、、90 年年年年ごろにごろにごろにごろにババババブブブブルがルがルがルが崩崩崩崩壊壊壊壊してしてしてして現在現在現在現在にににに至至至至っっっっているているているている。。。。     こうこうこうこういいいいうううう図図図図ををををごごごごららららんにんにんにんに入入入入れれれれましたのましたのましたのましたのはははは、、、、一体私一体私一体私一体私たたたたちはこちはこちはこちはこのののの後後後後、、、、将将将将来来来来、、、、どどどどこへこへこへこへ行行行行くのかくのかくのかくのか、、、、これこれこれこれをををを考考考考ええええなくてなくてなくてなくてははははいいいいけけけけないといないといないといないというこうこうこうことでとでとでとであああありましてりましてりましてりまして、、、、一定一定一定一定速速速速度度度度でででで上上上上昇昇昇昇するといするといするといするというううう、、、、対対対対数数数数増殖増殖増殖増殖といといといというううう現現現現象象象象はははは、、、、自然自然自然自然界界界界ででででももももいいいいろろろろいいいいろろろろなとなとなとなところころころころでででで起起起起ここここりますがりますがりますがりますが、、、、先先先先ほほほほどどどどごごごごららららんにんにんにんに入入入入れれれれたたたた人人人人口口口口もももも、、、、一定一定一定一定のののの伸伸伸伸びびびびでいくとでいくとでいくとでいくと対対対対数数数数、、、、ああああるいるいるいるいはははは指指指指数数数数増殖増殖増殖増殖とととと言言言言われわれわれわれるるるる形形形形でででで、、、、最終最終最終最終的的的的にはにはにはには無限無限無限無限大大大大にににに発発発発散散散散しますしますしますします。。。。そそそそのののの無限無限無限無限大大大大にににに発発発発散散散散するといするといするといするというこうこうこうこととととはははは絶絶絶絶対対対対にこれはあにこれはあにこれはあにこれはありりりり得得得得ないないないないわけわけわけわけでででであああありまりまりまりますのですのですのですので、、、、限限限限らららられれれれたスたスたスたスペペペペースースースース、、、、限限限限らららられれれれたたたた国国国国土土土土、、、、限限限限らららられれれれたたたた地球地球地球地球ののののももももとでとでとでとで一体一体一体一体どどどどこにこにこにこに我我我我々々々々はははは到到到到達達達達しなしなしなしなければければければければいいいいけけけけないかないかないかないか。。。。そうそうそうそういいいいうううう平平平平衡衡衡衡安定安定安定安定点点点点といといといというもうもうもうものをしのをしのをしのをしっっっっかりとかりとかりとかりと見見見見なくてなくてなくてなくてははははいいいいけけけけないないないないわけわけわけわけでででであああありますりますりますります。。。。こうこうこうこういいいいうもうもうもうもののののはははは、、、、微微微微生物生物生物生物のののの増殖増殖増殖増殖とかとかとかとか、、、、簡簡簡簡単単単単なななな型型型型ですとですとですとですとよよよよくくくくわわわわかるかるかるかるんんんんですですですですねねねね。。。。ネネネネズズズズミをミをミをミを増増増増やしていくとやしていくとやしていくとやしていくと、、、、もちろんえさもちろんえさもちろんえさもちろんえさがなくながなくながなくながなくなればればればれば、、、、共共共共食食食食いでいでいでいでははははないないないないけれけれけれけれどどどどもももも、、、、入入入入
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水水水水をしてをしてをしてをして自自自自殺殺殺殺をしていくとかをしていくとかをしていくとかをしていくとか、、、、そうそうそうそういいいいうううう現現現現象象象象もももも知知知知らららられれれれているているているているわけわけわけわけですしですしですしですし、、、、バクテリバクテリバクテリバクテリアアアアななななんんんんかですとかですとかですとかですと、、、、えさえさえさえさがなくながなくながなくながなくなればればればれば、、、、そこそこそこそこでででで増殖増殖増殖増殖がとまるがとまるがとまるがとまる。。。。そうそうそうそういいいいうううう、、、、どどどどここここがががが平平平平衡衡衡衡安定安定安定安定点点点点かといかといかといかというこうこうこうことがとがとがとが理解理解理解理解ででででききききますますますます。。。。     とととところころころころがががが、、、、人人人人間間間間社会社会社会社会といといといといううううののののはははは、、、、人人人人間間間間のののの欲欲欲欲望望望望といといといというもうもうもうものがのがのがのが、、、、ああああるるるる意意意意味味味味でででではははは歯歯歯歯どどどどめめめめががががききききかかかかないといないといないといないというよううよううよううようななななこここことととともあもあもあもありりりり、、、、またまたまたまたはははは社会社会社会社会システムシステムシステムシステムそそそそののののもももものがのがのがのが非常非常非常非常にににに複複複複雑雑雑雑ででででああああるといるといるといるというこうこうこうことととともあっもあっもあっもあってててて、、、、ととととももももするとするとするとすると、、、、平平平平衡衡衡衡安定安定安定安定点点点点をををを超超超超ええええてしまてしまてしまてしまっっっってててて、、、、気気気気がついたとがついたとがついたとがついたときにはきにはきにはきには大大大大変変変変なななな問問問問題題題題がががが起起起起こっこっこっこっているているているている。。。。それによっそれによっそれによっそれによってててて破破破破局局局局にににに至至至至るるるる、、、、こうこうこうこういいいいうこうこうこうことがとがとがとが歴歴歴歴史史史史的的的的にもにもにもにもいいいいろろろろいいいいろろろろなとなとなとなところころころころでででで人人人人類類類類はははは経経経経験験験験しているしているしているしているわけわけわけわけでででであああありますりますりますります。。。。     実実実実はははは、、、、私私私私たたたたちはちはちはちは今今今今、、、、ここここののののピピピピークのークのークのークの、、、、山山山山のののの上上上上ににににいるのかいるのかいるのかいるのかももももししししれれれれまままませんせんせんせん。。。。ここここのままのままのままのまま今今今今までとまでとまでとまでと同同同同じじじじやりやりやりやり方方方方でででで経済経済経済経済、、、、経済経済経済経済といといといというよううよううよううようななななこここことをとをとをとを言言言言いいいい続続続続けけけけるとるとるとると、、、、いつかいつかいつかいつかははははととととんんんんででででももももないないないない事事事事態態態態にににに至至至至るといるといるといるというよううよううよううようななななこここことがとがとがとが、、、、ままままああああ、、、、極極極極端端端端なななな例例例例としてとしてとしてとして考考考考ええええらららられれれれるるるるわけわけわけわけでででであああありましてりましてりましてりまして、、、、それそれそれそれでででではははは一体一体一体一体どどどどううううすすすすればればればればいいかいいかいいかいいか。。。。平平平平衡衡衡衡安定安定安定安定点点点点にににに向向向向かかかかっっっってててて現在現在現在現在のののの場所場所場所場所からどからどからどからどううううややややっっっっててててそこにそこにそこにそこに着着着着地地地地してしてしてしていくかといいくかといいくかといいくかというこうこうこうことをとをとをとを考考考考ええええなくてなくてなくてなくてははははいいいいけけけけないといないといないといないというわけうわけうわけうわけでででであああありますりますりますります。。。。そこそこそこそこをををを私私私私たたたたちはちはちはちは着着着着地地地地点点点点とととと呼呼呼呼んんんんででででおおおおりりりりますますますます。。。。着着着着地地地地点点点点がどがどがどがどこにあこにあこにあこにあるのかといるのかといるのかといるのかというよううよううよううようななななこここことをとをとをとを考考考考ええええるるるる上上上上でででで、、、、ゼロエミッゼロエミッゼロエミッゼロエミッションといションといションといションといううううののののはははは、、、、サステイサステイサステイサステイナナナナブブブブルなルなルなルな、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな、、、、すなすなすなすなわちわちわちわち着着着着地地地地点点点点のののの社会社会社会社会をををを実現実現実現実現するするするする。。。。ここここのたのたのたのためにめにめにめに、、、、環境環境環境環境といといといというううう言葉言葉言葉言葉をををを使使使使いますといますといますといますと、、、、限限限限りなくりなくりなくりなく環境環境環境環境へへへへのののの影響影響影響影響ゼロをゼロをゼロをゼロをねねねねららららうううう人人人人間間間間活活活活動動動動をつくをつくをつくをつくっっっっていくていくていくていく、、、、こうこうこうこういいいいうううう活活活活動動動動とととと考考考考ええええていたていたていたていただければよろだければよろだければよろだければよろしいかとしいかとしいかとしいかと思思思思いますいますいますいます。。。。     ここここのゼロエミッションといのゼロエミッションといのゼロエミッションといのゼロエミッションというううう言葉言葉言葉言葉はははは、、、、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げげげましたましたましたましたようにようにようにように、、、、94 年年年年、、、、10 年年年年前前前前にににに国国国国連大学連大学連大学連大学でででで生生生生ままままれれれれたたたた言葉言葉言葉言葉でででであああありますりますりますります。。。。日本発日本発日本発日本発のコンのコンのコンのコンセセセセプトですプトですプトですプトです。。。。産産産産業経営業経営業経営業経営のののの流流流流れれれれとしてとしてとしてとしてはははは、、、、
70 年代年代年代年代、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、Zero Defect、、、、Total Quality Control とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいうううう考考考考ええええ方方方方がががが日本日本日本日本のののの産産産産業業業業ををををああああるるるる意意意意味味味味でででではははは効効効効率率率率化化化化していしていしていしていききききましたましたましたました。。。。そそそそのののの後後後後、、、、Zero Inventory、、、、トトトトヨヨヨヨタタタタ方式方式方式方式、、、、トトトトヨヨヨヨタカンバタカンバタカンバタカンバンンンン方式方式方式方式ののののようようようようななななもももものがまたのがまたのがまたのがまたそれにそれにそれにそれに加加加加ええええてててて 1 つのつのつのつの在在在在庫庫庫庫ゼロゼロゼロゼロ、、、、資源資源資源資源のののの有効有効有効有効利用的利用的利用的利用的なななな発発発発想想想想がががが生生生生ままままれれれれていていていていっっっったたたた。。。。これこれこれこれからからからからはははは、、、、産産産産業経営業経営業経営業経営のののの流流流流れれれれとしてとしてとしてとしてはははは、、、、ややややははははりゼロエミッションりゼロエミッションりゼロエミッションりゼロエミッション、、、、資源資源資源資源をすをすをすをすべべべべてててて有効有効有効有効にににに使使使使うううう、、、、すなすなすなすなわちわちわちわち廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をゼロをゼロをゼロをゼロににににするするするする、、、、こうこうこうこういいいいうよううよううよううようなななな考考考考ええええ方方方方ににににののののっっっっととととっっっってててて、、、、産産産産業業業業ににににととととっっっってのてのてのての収入収入収入収入もももも増増増増ええええ、、、、そそそそしてなしてなしてなしてなおおおおかつかつかつかつ環境環境環境環境にににに対対対対するするするする優優優優しいといいますかしいといいますかしいといいますかしいといいますか、、、、負荷負荷負荷負荷をををを与与与与ええええないないないない仕仕仕仕組組組組みがでみがでみがでみができきききていくていくていくていく、、、、これこれこれこれがゼロエミッションのがゼロエミッションのがゼロエミッションのがゼロエミッションの考考考考ええええ方方方方でででであああありますりますりますります。。。。     自然生自然生自然生自然生態系態系態系態系はははは、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな物質物質物質物質のののの循環循環循環循環がががが微微微微生物生物生物生物のののの群群群群集集集集によっによっによっによってててて支支支支ええええらららられれれれたりたりたりたり、、、、植植植植物物物物によによによによっっっってててて炭炭炭炭素素素素がががが生生生生産産産産されされされされたりたりたりたり、、、、動物動物動物動物によっによっによっによってててて、、、、そそそそのののの植植植植物物物物がががが生生生生産産産産したしたしたしたもももものがのがのがのが食食食食されされされされたりたりたりたり、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな形形形形のののの階層階層階層階層的的的的なななな構構構構造造造造をををを持持持持っっっってすてすてすてすべべべべてのてのてのての元元元元素素素素、、、、炭炭炭炭素素素素、、、、ああああるいるいるいるいはははは窒窒窒窒素素素素、、、、ああああるいるいるいるいははははリンリンリンリン、、、、こうこうこうこういいいいうもうもうもうものがのがのがのが有効有効有効有効にににに利用利用利用利用されされされされてててて定定定定常常常常的的的的なななな、、、、持続的持続的持続的持続的なななな生生生生態系態系態系態系がががが生生生生ままままれれれれてててておおおおりますりますりますります。。。。こうこうこうこういいいいうううう自自自自然生然生然生然生態系態系態系態系ののののあああありりりり方方方方ににににどどどどううううややややっっっってててて私私私私たたたたちちちちのののの人工社会人工社会人工社会人工社会をををを対対対対比比比比ででででききききるるるるようようようようなななな形形形形にににに改改改改変変変変していくかしていくかしていくかしていくか。。。。これこれこれこれがががが私私私私たたたたちちちちがががが考考考考ええええなくてなくてなくてなくてははははいいいいけけけけないないないないこここことですとですとですとですｇｇｇｇ。。。。生生生生態系態系態系態系はははは、、、、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げげげましたましたましたましたようようようようにににに、、、、植植植植物物物物、、、、これはこれはこれはこれは太陽太陽太陽太陽のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーによっによっによっによってててて生生生生産産産産されされされされ、、、、そそそそしてしてしてして、、、、それそれそれそれをををを草草草草食食食食動物動物動物動物がががが食食食食しししし、、、、草草草草食食食食動物動物動物動物のののの死死死死骸骸骸骸はははは微微微微生物生物生物生物がががが分解分解分解分解しといしといしといしというよううよううよううようななななこここことをとをとをとを繰繰繰繰りりりり返返返返してしてしてして、、、、定定定定常常常常的的的的なななな状況状況状況状況がつくらがつくらがつくらがつくられれれれていていていていききききますますますます。。。。 こうこうこうこういいいいうううう仕仕仕仕組組組組みみみみにににに学学学学ぶぶぶぶといといといというこうこうこうこととととはははは、、、、そそそそれれれれでででではははは一体一体一体一体どどどどうううういいいいうこうこうこうことかといいますととかといいますととかといいますととかといいますと、、、、これこれこれこれはははは山路山路山路山路さんさんさんさんのののの図図図図をををを使使使使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、、、、これこれこれこれまでまでまでまで生生生生態系態系態系態系をををを人人人人類類類類はははは福福福福祉祉祉祉向上向上向上向上のたのたのたのためにめにめにめに利用利用利用利用しししし、、、、そそそそしてしてしてして、、、、そそそそのののの自然生自然生自然生自然生態系態系態系態系をををを破破破破壊壊壊壊してしてしてしてききききたたたた。。。。本本本本来来来来はははは、、、、ナナナナチチチチュュュュラル・ゼロエミッションラル・ゼロエミッションラル・ゼロエミッションラル・ゼロエミッション型型型型ででででああああ
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るるるる生生生生態系態系態系態系といといといといううううののののはははは、、、、バランスのとバランスのとバランスのとバランスのとれれれれたたたた、、、、合理的合理的合理的合理的なななな仕仕仕仕組組組組みでみでみでみであっあっあっあったたたたはずはずはずはずででででああああるるるる。。。。それそれそれそれをををを人人人人類類類類はははは破破破破壊壊壊壊してしてしてしてききききたたたた。。。。そそそそしてしてしてして、、、、生生生生態系態系態系態系をををを人人人人類類類類はははは支支支支配配配配ししししようようようようとしとしとしとし、、、、生生生生態系態系態系態系からからからから人人人人類類類類はははは離離離離脱脱脱脱してしてしてしてききききたたたた、、、、分分分分かかかかれれれれててててききききたたたた。。。。1 万年万年万年万年前前前前、、、、もっもっもっもっとととと前前前前にににになりますとなりますとなりますとなりますと、、、、人人人人類類類類とととと生生生生態系態系態系態系といといといといううううののののはははは、、、、いいいいわばわばわばわば
symbiotic、、、、融融融融合合合合したしたしたした生生生生きききき方方方方をしてをしてをしてをしてききききたたたたわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、そこそこそこそこからからからから人人人人類類類類のののの活活活活動動動動といといといといううううのがのがのがのが分分分分かかかかれれれれててててききききたといたといたといたというわけうわけうわけうわけでででであああありますりますりますります。。。。これこれこれこれからからからからそこそこそこそこのののの部分部分部分部分をやをやをやをやははははりりりり修修修修復復復復していかなくてしていかなくてしていかなくてしていかなくてははははいいいいけけけけなななないいいい。。。。そそそそしてしてしてして、、、、人人人人類類類類がまたがまたがまたがまた生生生生態系態系態系態系にににに復復復復帰帰帰帰していくといしていくといしていくといしていくというううう努力努力努力努力がががが必要必要必要必要だろうだろうだろうだろうといといといというこうこうこうことでとでとでとであああありりりりますますますます。。。。そそそそのたのたのたのためにはめにはめにはめには、、、、そそそそしてしてしてしてナナナナチチチチュュュュラル・ゼロエミッションといラル・ゼロエミッションといラル・ゼロエミッションといラル・ゼロエミッションというううう生生生生態系態系態系態系でででで一体一体一体一体どどどどうううういいいいううううこここことがとがとがとが起起起起こっこっこっこっているかをているかをているかをているかをきちんきちんきちんきちんとととときわめきわめきわめきわめてててて、、、、それそれそれそれをををを応応応応用用用用したゼロエミッションしたゼロエミッションしたゼロエミッションしたゼロエミッション社会社会社会社会といといといといううううもももものをつくのをつくのをつくのをつくっっっっていかなくてていかなくてていかなくてていかなくてははははいいいいけけけけないないないない。。。。こうこうこうこういいいいうううう考考考考ええええ方方方方でででであああありますりますりますります。。。。 それそれそれそれでででではははは、、、、具具具具体体体体的的的的にそれにそれにそれにそれぞぞぞぞれれれれどどどどうううういいいいうこうこうこうことをとをとをとを変変変変ええええていかなくてていかなくてていかなくてていかなくてははははいいいいけけけけないかといないかといないかといないかというこうこうこうこととととがががが、、、、これこれこれこれ、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと細細細細かくてかくてかくてかくてごごごごららららんにんにんにんになりなりなりなりににににくいかとくいかとくいかとくいかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、例例例例えばえばえばえば生生生生産方式産方式産方式産方式にににに関関関関ししししていいますとていいますとていいますとていいますと、、、、今今今今までまでまでまで見見見見込込込込みみみみ生生生生産産産産、、、、見見見見込込込込みみみみ販売販売販売販売、、、、要要要要するするするするにににに、、、、これこれこれこれくらいくらいくらいくらい売売売売れれれれるるるるだろうだろうだろうだろうといといといというよううよううよううようななななこここことでつくとでつくとでつくとでつくっっっってててて、、、、そそそそしてしてしてして大大大大量量量量のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを抱抱抱抱ええええるるるる。。。。こうこうこうこういいいいうよううよううよううようななななこここことでやとでやとでやとでやっっっっててててききききたたたたもももものをのをのをのを、、、、最終最終最終最終的的的的にはにはにはには、、、、右右右右側側側側にあにあにあにありますりますりますりますようにようにようにように、、、、オンデマンオンデマンオンデマンオンデマンドドドド生生生生産産産産にににに変変変変わっわっわっわっていかなくてていかなくてていかなくてていかなくてははははいいいいけけけけないないないない。。。。これはこれはこれはこれは生生生生態系態系態系態系でまでまでまでまさにさにさにさに生生生生きききき物物物物がががが自分自分自分自分たたたたちちちちのののの種種種種のののの保保保保存存存存、、、、ああああるいるいるいるいはははは自分自分自分自分たたたたちちちちのののの生生生生存存存存のたのたのたのためにめにめにめに食食食食をををを確保確保確保確保するするするする、、、、こうこうこうこういいいいうううう、、、、非常非常非常非常にににに消費消費消費消費側側側側ににににフィットしたフィットしたフィットしたフィットした形形形形のののの繁殖繁殖繁殖繁殖・・・・成成成成長長長長といといといといううううようようようようななななもももものをのをのをのを考考考考ええええているているているているここここととととにににに対対対対応応応応するするするするわけわけわけわけでででであああありますりますりますります。。。。集集集集中生中生中生中生産産産産、、、、大大大大量輸送量輸送量輸送量輸送といといといというよううよううよううようななななこここことととともももも、、、、生生生生態系態系態系態系におにおにおにおいていていていてはははは、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれのののの生物生物生物生物のののの生生生生活活活活圏圏圏圏のののの中中中中でででで、、、、自分自分自分自分のののの生生生生ききききるるるる範囲範囲範囲範囲のののの中中中中でででで物質物質物質物質のののの生生生生産産産産やややや調調調調達達達達をしているをしているをしているをしている。。。。これにこれにこれにこれに習習習習うこうこうこうこととととににににいたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、地地地地産産産産・・・・地地地地消消消消、、、、ローカルプローカルプローカルプローカルプロロロロダダダダクトをクトをクトをクトをそこそこそこそこでででで消費消費消費消費するといするといするといするというううう、、、、そうそうそうそういいいいうううう考考考考ええええ方方方方をををを取取取取りりりり入入入入れれれれていくていくていくていくここここととととにににになるなるなるなる。。。。これはこれはこれはこれはそれそれそれそれぞぞぞぞれれれれ個別個別個別個別のののの話話話話にににについてついてついてついてはははは、、、、もうもうもうもう当当当当然然然然皆様皆様皆様皆様よよよよくくくくごごごご承承承承知知知知ののののここここととととだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。自然自然自然自然支支支支配配配配型型型型でででであっあっあっあったたたたもももものをのをのをのを、、、、どどどどううううややややっっっってててて生生生生息息息息地地地地のののの自然環境自然環境自然環境自然環境にににに合合合合っっっったたたた生生生生産産産産をしているをしているをしているをしている生生生生態系態系態系態系にににに習習習習っっっってててて自自自自然回然回然回然回復復復復型型型型、、、、自然自然自然自然融融融融合型合型合型合型ににににしていくかしていくかしていくかしていくか、、、、こうこうこうこういいいいうこうこうこうことととともももも必要必要必要必要ななななわけわけわけわけでででであああありますりますりますります。。。。 それそれそれそれからからからから、、、、販売販売販売販売とかとかとかとか使使使使用用用用といといといというよううよううよううようなとなとなとなところにころにころにころに関関関関しましてしましてしましてしましてはははは、、、、これこれこれこれまでまでまでまではははは物物物物をををを購購購購入入入入してしてしてして、、、、それそれそれそれをををを自分自分自分自分でででで所所所所有有有有してしてしてして、、、、それそれそれそれをををを使使使使用用用用するといするといするといするというううう考考考考ええええ方方方方、、、、これこれこれこれががががもうもうもうもうすすすすべべべべのののの基本基本基本基本でででであっあっあっあったたたた。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん今今今今、、、、少少少少ししししずずずずつでつでつでつではあはあはあはありますがりますがりますがりますが、、、、レレレレンタルでンタルでンタルでンタルでああああるとかるとかるとかるとか、、、、リースといリースといリースといリースというよううよううよううようなやりなやりなやりなやり方方方方もももも増増増増ええええててててききききているているているているここここととととはははは事事事事実実実実ですがですがですがですが、、、、もっもっもっもっととととそれそれそれそれをををを徹底徹底徹底徹底していしていしていしていききききますとますとますとますと、、、、例例例例えばえばえばえば生生生生態系態系態系態系ににににおおおおいていていていてはははは、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれのののの動物動物動物動物、、、、植植植植物物物物がががが何何何何かをかをかをかを自分自自分自自分自自分自身身身身でででで所所所所有有有有するといするといするといするというこうこうこうこととととははははないないないないわけわけわけわけですですですです。。。。ででででははははなくてなくてなくてなくて、、、、ほほほほかのかのかのかのもももものがのがのがのが持持持持っっっっているているているている機機機機能能能能をををを利用利用利用利用するするするする、、、、そそそそしてしてしてしてほほほほかのかのかのかのももももののののにもにもにもにも自分自自分自自分自自分自身身身身がががが役役役役にににに立立立立つといつといつといつというううう共生関係共生関係共生関係共生関係、、、、symbiosis とととと言言言言われわれわれわれるるるる関係関係関係関係ががががそこにはあそこにはあそこにはあそこにはあるるるる。。。。そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、それにそれにそれにそれに習習習習っっっってててて新新新新しいしいしいしい社会社会社会社会をつくるとをつくるとをつくるとをつくると一体一体一体一体どどどどうううういいいいうこうこうこうことがとがとがとが必要必要必要必要にににになるかといいますとなるかといいますとなるかといいますとなるかといいますと、、、、我我我我々々々々はははは、、、、物物物物をををを購購購購入入入入するのでするのでするのでするのでははははなくてなくてなくてなくて、、、、物物物物のののの持持持持っっっっているサーているサーているサーているサービビビビスススス、、、、機機機機能能能能、、、、フフフファァァァンクションンクションンクションンクション、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものをのをのをのを購購購購入入入入するするするする。。。。すなすなすなすなわちわちわちわち、、、、車車車車をををを買買買買ううううといといといというこうこうこうこととととはははは、、、、車車車車のののの持持持持っっっっているているているている鉄鉄鉄鉄のののの固固固固まりとまりとまりとまりとゴゴゴゴムとムとムとムとガガガガラスとプラスラスとプラスラスとプラスラスとプラスチチチチックででックででックででックででききききているているているている、、、、そそそそのののの物物物物をををを買買買買ううううのでのでのでのでははははなくてなくてなくてなくて、、、、車車車車がががが提提提提供供供供するするするする機機機機能能能能、、、、すなすなすなすなわちわちわちわち乗乗乗乗っっっってててて、、、、走走走走っっっってててて、、、、とまとまとまとまっっっってくてくてくてくれれれれるるるる。。。。快快快快適適適適なななな空空空空間間間間をををを与与与与ええええてくてくてくてくれれれれるるるる。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろなななな、、、、車車車車がががが与与与与ええええてくてくてくてくれれれれるサーるサーるサーるサービビビビスをスをスをスを購購購購入入入入すすすすればればればればいいといいいといいいといいいというこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、物物物物はははは持持持持たなたなたなたないいいい。。。。 そうそうそうそうするとするとするとすると何何何何がががが起起起起ここここるかといいますとるかといいますとるかといいますとるかといいますと、、、、レレレレンタカーなンタカーなンタカーなンタカーなんんんんかをかをかをかを考考考考ええええていたていたていたていただけばだけばだけばだけば、、、、そそそそのののの物物物物自自自自身身身身はははは、、、、車車車車ののののメメメメーカーでーカーでーカーでーカーであれあれあれあれ、、、、ああああるいるいるいるいははははどどどどここここでででであれあれあれあれ、、、、そちそちそちそちらがらがらがらが持持持持っっっっていてくていてくていてくていてくれればれればれればれればいいいいいいいいわわわわ
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けけけけ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、、、、捨捨捨捨てるてるてるてる必要必要必要必要がないがないがないがないわけわけわけわけですですですです。。。。捨捨捨捨てるとてるとてるとてるときにきにきにきにまたまたまたまたおおおお金金金金をつをつをつをつけけけけてててて捨捨捨捨ててててななななききききゃゃゃゃいいいいけけけけないないないない電電電電気気気気製製製製品品品品ののののようようようようななななばばばばかなかなかなかなここここととととははははしなくてしなくてしなくてしなくてははははいいいいいいいいわけわけわけわけですですですですねねねね。。。。冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫もももも、、、、リリリリースといースといースといースというよううよううよううようなななな形形形形でででで、、、、いついついついつもももも同同同同じじじじサーサーサーサービビビビスがスがスがスが提提提提供供供供してしてしてしてももももららららうよううよううよううようなななな契約契約契約契約をををを結結結結んんんんででででそれそれそれそれをををを使使使使っっっっていくといていくといていくといていくというよううよううよううようななななこここことがでとがでとがでとができればきればきればきれば、、、、メメメメーカーのーカーのーカーのーカーのほほほほうはうはうはうは、、、、売売売売りりりりっっっっ放放放放しでしでしでしではあはあはあはありまりまりまりませんせんせんせんからからからから、、、、つくつくつくつくっっっってててて、、、、売売売売っっっってててて、、、、自分自分自分自分のののの目目目目のののの前前前前からからからから物物物物がなくながなくながなくながなくなっっっったらたらたらたら、、、、それはもうそれはもうそれはもうそれはもうかかかかっっっっててててよよよよかかかかっっっったといたといたといたというううう話話話話でででではあはあはあはありまりまりまりませんせんせんせんのでのでのでので、、、、自分自分自分自分がいつまでがいつまでがいつまでがいつまでもそもそもそもそののののもももものをのをのをのを持持持持っっっっていなていなていなていなければければければければならなくならなくならなくならなくななななればればればれば、、、、変変変変ななななももももののののははははつくらなくなるつくらなくなるつくらなくなるつくらなくなる。。。。しかしかしかしかもももも、、、、ななななおおおおかつかつかつかつ機機機機能能能能をををを満満満満たたたたせせせせなくななくななくななくなっっっったとたとたとたときにはきにはきにはきには、、、、それそれそれそれをををを一体一体一体一体どどどどううううするのかといするのかといするのかといするのかといううううとととところころころころまでまでまでまで考考考考ええええてつくるてつくるてつくるてつくるようにようにようにようにななななっっっっていくでしていくでしていくでしていくでしょうょうょうょう。。。。そうそうそうそういいいいうよううよううよううようななななこここことがとがとがとが一一一一番番番番上上上上にににに書書書書いていていていてああああるるるる、、、、物物物物をををを購購購購入入入入、、、、所所所所有有有有するといするといするといするというううう考考考考ええええ方方方方からからからから、、、、サーサーサーサービビビビススススをををを買買買買うううう、、、、そうそうそうそういいいいうううう考考考考ええええ方方方方にににに変変変変わっわっわっわっていくていくていくていく。。。。これはこれはこれはこれはままままさにさにさにさに生生生生態系態系態系態系ががががそうそうそうそういいいいうううう仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを持持持持っっっってててているといいるといいるといいるというこうこうこうことでとでとでとであああありますりますりますります。。。。 これこれこれこれすすすすべべべべててててごごごご説説説説明明明明していますとしていますとしていますとしていますと切切切切りがりがりがりがあああありまりまりまりませんせんせんせんのでのでのでので、、、、これこれこれこれくらいくらいくらいくらいにににに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がががが、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、物物物物がががが廃棄廃棄廃棄廃棄されされされされるといるといるといるというこうこうこうこととととにににに関関関関しましてしましてしましてしましてもももも、、、、生生生生態系態系態系態系ででででははははすすすすべべべべてのてのてのてのもももものがのがのがのがそこそこそこそこでででで解解解解体者体者体者体者、、、、ああああるいるいるいるいはははは分解分解分解分解者者者者とととと言言言言われわれわれわれるるるる微微微微生物生物生物生物によっによっによっによってててて元元元元素素素素のののの段階段階段階段階にににに、、、、分子分子分子分子のののの段階段階段階段階にににに還還還還元元元元さささされれれれ、、、、そそそそしてしてしてしてそれそれそれそれがまたがまたがまたがまた利用利用利用利用されされされされていくといていくといていくといていくというううう仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが成成成成りりりり立立立立っっっっているているているている。。。。エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー源源源源はははは、、、、究究究究極極極極的的的的にはにはにはには太陽太陽太陽太陽エネルギーのみでエネルギーのみでエネルギーのみでエネルギーのみでそれそれそれそれがががが起起起起こっこっこっこっているているているているわけわけわけわけでででであああありますりますりますります。。。。そうそうそうそういいいいうううう仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをどどどどううううややややっっっってててて人工社会型人工社会型人工社会型人工社会型でででで実現実現実現実現していくかしていくかしていくかしていくか。。。。これこれこれこれがががが非常非常非常非常にににに重重重重要要要要なななな問問問問題題題題でででであろうあろうあろうあろうとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 そこそこそこそこでででで、、、、ワワワワンパスでンパスでンパスでンパスで大大大大量量量量資源資源資源資源採採採採取取取取、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量消費量消費量消費量消費、、、、大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄でででで動動動動いていていていてききききたたたた形形形形をををを、、、、生生生生態系態系態系態系ののののようようようようなななな永永永永久久久久循環型循環型循環型循環型ににににどどどどううううややややっっっってててて変変変変ええええていくのかていくのかていくのかていくのか。。。。そそそそのたのたのたのためにめにめにめにゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション、、、、私私私私たたたたちはそちはそちはそちはそのののの産産産産業業業業のネットのネットのネットのネットワワワワークークークーク、、、、産産産産業業業業クラスタリングといクラスタリングといクラスタリングといクラスタリングというこうこうこうことがとがとがとが重重重重要要要要ででででああああるといるといるといるというようようようよううううななななこここことでとでとでとで、、、、そそそそのののの実例実例実例実例をいをいをいをいろろろろいいいいろろろろとつくりとつくりとつくりとつくり出出出出していくしていくしていくしていくここここととととにににに今今今今努力努力努力努力しているしているしているしているわけわけわけわけでででであああありまりまりまりますすすす。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、最終最終最終最終的的的的にはにはにはには、、、、枯渇枯渇枯渇枯渇性性性性エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、枯渇枯渇枯渇枯渇性資源性資源性資源性資源といといといというもうもうもうものをのをのをのを利用利用利用利用しないしないしないしない、、、、非非非非枯渇枯渇枯渇枯渇性性性性のののの経済経済経済経済、、、、中国中国中国中国でででではははは循環型経済循環型経済循環型経済循環型経済といといといというよううよううよううようなななな言葉言葉言葉言葉ががががよよよよくくくく使使使使われわれわれわれるるるるようにようにようにようになりましたがなりましたがなりましたがなりましたが、、、、そうそうそうそういいいいうううう経済経済経済経済といといといというもうもうもうもののののははははどどどどうううういいいいうもうもうもうものでのでのでのでああああるかるかるかるか、、、、これこれこれこれをををを考考考考ええええていくていくていくていくこここことがとがとがとが重重重重要要要要でででであろうあろうあろうあろうといといといというこうこうこうことでとでとでとでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 そうそうそうそういいいいうううう方向方向方向方向にににに向向向向かかかかっっっってててて、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムももももいいいいろろろろいいいいろろろろとととと努力努力努力努力ををををしてしてしてし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、、、、ぜひきょうおぜひきょうおぜひきょうおぜひきょうお集集集集まりのまりのまりのまりの、、、、たくたくたくたくさんさんさんさんのののの仙仙仙仙台台台台のののの地地地地域域域域のののの方方方方々々々々におにおにおにおかかかかれれれれましてましてましてましてもももも、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなインプットをなインプットをなインプットをなインプットを私私私私たたたたちにちにちにちにいたいたいたいただけだけだけだけるるるるこここことをとをとをとを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げげげたいとたいとたいとたいと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、私私私私たたたたちちちちがまたがまたがまたがまたおおおお役役役役にににに立立立立つつつつこここことがとがとがとがあればあればあればあれば、、、、いつでいつでいつでいつでもももも喜喜喜喜んんんんででででおおおお手手手手伝伝伝伝いをいをいをいをさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきたいとたいとたいとたいと、、、、こんこんこんこんなななな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。。。。 時間時間時間時間がががが参参参参りましたのでりましたのでりましたのでりましたので、、、、私私私私のイントロのイントロのイントロのイントロダダダダクションクションクションクションはここはここはここはここまでまでまでまでにさせにさせにさせにさせていたていたていたていただきだきだき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。。。。どどどどうもごうもごうもごうもご清清清清聴聴聴聴あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     それそれそれそれでででではははは、、、、ごごごご質質質質問問問問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。。。。 

 質質質質問問問問 セセセセキキキキスイスイスイスイハウハウハウハウスのスのスのスの石石石石神神神神とととと申申申申しますしますしますします。。。。よろよろよろよ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。。。。 
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    すみますみますみますみませんせんせんせん、、、、たたたただだだだいまのいまのいまのいまの石石石石神神神神のののの中中中中でででで、、、、3 ペペペページですージですージですージですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、「「「「ゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとはははは」」」」といといといといううううとととところころころころでででで、、、、日本発日本発日本発日本発のコンのコンのコンのコンセセセセプトといプトといプトといプトというこうこうこうことでとでとでとで書書書書かかかかれれれれてててておおおおりますがりますがりますがりますが、、、、これはこれはこれはこれは日本日本日本日本からからからから始始始始ままままっっっったといたといたといたというこうこうこうことでとでとでとで考考考考ええええててててよろよろよろよろしいでししいでししいでししいでしょうょうょうょうかかかか。。。。 

 鈴鈴鈴鈴木木木木理事理事理事理事 そそそそのとのとのとのとおおおおりですりですりですりです。。。。日本日本日本日本にににに国連大学国連大学国連大学国連大学のののの本部本部本部本部ががががござござござございますがいますがいますがいますが、、、、そそそそのののの国連大学国連大学国連大学国連大学でででで、、、、正確正確正確正確にはにはにはには 94年年年年のののの 11月月月月かかかか 12月月月月、、、、かなりかなりかなりかなり遅遅遅遅いいいい時時時時期期期期だっだっだっだ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、、、、最最最最初初初初のゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッション、、、、そそそそのとのとのとのときはきはきはきは ZERI（（（（ゼリゼリゼリゼリ））））とととと呼呼呼呼んんんんででででおおおおりますりますりますります、、、、Zero Emission Research Initiative といといといというううう考考考考ええええ方方方方にににに関関関関するシンするシンするシンするシンポポポポジジジジウウウウムがムがムがムが開開開開かかかかれれれれましましましましたたたた。。。。そこそこそこそこがががが 1 つのつのつのつの出出出出発発発発点点点点、、、、そうおそうおそうおそうお考考考考ええええくくくくださださださださいいいい。。。。たたたただだだだ、、、、今今今今ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、国際的国際的国際的国際的にもにもにもにもいいいいろろろろいいいいろろろろなネットなネットなネットなネットワワワワークがつくらークがつくらークがつくらークがつくられれれれつつつつつつつつあああありましてりましてりましてりまして、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムににににつつつつききききましてましてましてましてもももも、、、、例例例例えばえばえばえばヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパにににに、、、、支支支支店店店店とととと言言言言ううううとととと変変変変ですがですがですがですが、、、、コンタクトコンタクトコンタクトコンタクトポポポポイントがでイントがでイントがでイントができきききたりたりたりたり、、、、ああああるいるいるいるいはははは中国中国中国中国、、、、ああああるいるいるいるいはははは韓韓韓韓国国国国等等等等ででででもももも非常非常非常非常にににに高高高高いいいい関関関関心心心心をををを持持持持っっっっていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、そそそそののののほほほほかかかかににににまたゼロエミッションといまたゼロエミッションといまたゼロエミッションといまたゼロエミッションというううう言葉言葉言葉言葉がががが使使使使われわれわれわれているいているいているいているいろろろろいいいいろろろろなプロジなプロジなプロジなプロジェェェェクトクトクトクトもももも、、、、ほほほほかのかのかのかの国国国国ででででもももも動動動動いていていていておおおおりますりますりますります。。。。 

 質質質質問問問問 あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。     もうもうもうもう一一一一点点点点だけよろだけよろだけよろだけよろしいでししいでししいでししいでしょうょうょうょうかかかか。。。。6ペペペページですージですージですージですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これこれこれこれ、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいしいしいしい問問問問題題題題だだだだとととと思思思思うんうんうんうんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、上上上上ののののほほほほううううでででで、、、、購購購購入入入入しししし、、、、所所所所有有有有するといするといするといするというこうこうこうことがとがとがとが――――――――リースといリースといリースといリースというおうおうおうお話話話話がががが出出出出ましたましたましたましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これはこれはこれはこれはなかなかなかなかなかなかなかなか、、、、今今今今のののの社会社会社会社会でででではははは皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに浸浸浸浸透透透透するのがするのがするのがするのが難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思うんうんうんうんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、こうこうこうこういいいいうこうこうこうことがでとがでとがでとができればきればきればきれば非常非常非常非常ににににいいといいといいといいとはははは思思思思うんうんうんうんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、実実実実際際際際、、、、どどどどうううういいいいううううふふふふううううなななな形形形形でででで進進進進めめめめていていていていっっっったらいいのかといたらいいのかといたらいいのかといたらいいのかといううううとととところころころころがががが、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと、、、、私私私私もわもわもわもわかりまかりまかりまかりませせせせんんんんのでのでのでので、、、、何何何何かかかか具具具具体体体体的的的的なななな事事事事例例例例ををををごごごご説説説説明明明明いたいたいたいただきだきだき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。。。。 

 鈴鈴鈴鈴木木木木理事理事理事理事 もうもうもうもう既既既既にににに、、、、例例例例えばえばえばえばココココピピピピーのーのーのーの機機機機械械械械ななななんんんんかかかかはははは、、、、そうそうそうそういいいいうレうレうレうレンタルといンタルといンタルといンタルというんうんうんうんでしでしでしでしょうょうょうょうかかかか、、、、リーリーリーリースのスのスのスの仕仕仕仕組組組組みみみみににににななななっっっっていますですていますですていますですていますですねねねね。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、個個個個人人人人でででで所所所所有有有有するするするする小小小小ささささいいいいももももののののはははは別別別別としましてとしましてとしましてとしまして。。。。それそれそれそれからからからから、、、、車車車車ななななんんんんかかかかにににに関関関関してしてしてしてもももも、、、、特特特特にアメにアメにアメにアメリカなリカなリカなリカなんんんんかかかかはははは、、、、もうもうもうもう企企企企業業業業がががが所所所所有有有有するするするする車車車車といといといといううううののののははははほほほほととととんんんんどどどどメメメメーカーからのリースでやーカーからのリースでやーカーからのリースでやーカーからのリースでやっっっっているているているているわけわけわけわけですしですしですしですし、、、、ススススウェウェウェウェーデンのエーデンのエーデンのエーデンのエレレレレクトララクトララクトララクトララックスといックスといックスといックスというううう掃掃掃掃除除除除機機機機のののの会社会社会社会社はははは、、、、掃掃掃掃除除除除機機機機をををを貸貸貸貸してしてしてして、、、、使使使使っっっっててててももももららららうこうこうこうこととととによっによっによっによってててて消消消消耗耗耗耗品品品品をををを買買買買っっっっててててももももららららううううといといといというううう、、、、そうそうそうそういいいいうううう仕仕仕仕組組組組みみみみににににななななっっっっているているているているわけわけわけわけですですですです。。。。そうそうそうそういいいいうううう形形形形ののののビビビビジネジネジネジネススススモモモモデルとデルとデルとデルといいいいううううののののはははは、、、、私私私私はこれはこれはこれはこれからどからどからどからどんんんんどどどどんんんん増増増増ええええていくていくていくていくだろうだろうだろうだろうとととと期待期待期待期待しているしているしているしているんんんんですがですがですがですが、、、、それはもちそれはもちそれはもちそれはもちろんそれろんそれろんそれろんそれぞぞぞぞれれれれのののの製製製製品品品品によっによっによっによってやりてやりてやりてやり方方方方がががが違違違違っっっってくるかてくるかてくるかてくるかももももししししれれれれまままませんせんせんせん。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、ややややははははりりりりほほほほんんんんととととうにうにうにうに物物物物をつくをつくをつくをつくっっっってててて、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、生生生生産産産産するするするする側側側側からしてからしてからしてからしてもももも、、、、ほほほほんんんんととととうにうにうにうにつくつくつくつくっっっったたたたもももものがのがのがのがききききちんちんちんちんとととと使使使使われわれわれわれ、、、、それそれそれそれをををを最最最最後後後後までサーまでサーまでサーまでサービビビビスしていくといスしていくといスしていくといスしていくというううう、、、、そうそうそうそういいいいうこうこうこうことをとをとをとを考考考考ええええたとたとたとたときにきにきにきに、、、、ややややははははりりりり売売売売りりりりっっっっ放放放放しといしといしといしというううう仕仕仕仕組組組組みでみでみでみではははは、、、、秋秋秋秋葉葉葉葉原原原原にににに行行行行くとくとくとくと電電電電気気気気製製製製品品品品がいがいがいがいっっっっぱぱぱぱいいいい並並並並んんんんでいますでいますでいますでいますけけけけどどどど、、、、私私私私はははは、、、、あれあれあれあれ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方方方方々々々々はははは非常非常非常非常ににににむむむむなしいなしいなしいなしいんんん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うんうんうんですですですですねねねね。。。。要要要要すすすするるるるにににに、、、、売売売売りりりりっっっっ放放放放しでしでしでしで、、、、ももももうううう 3 年年年年ももももたたないたたないたたないたたないうちにそれうちにそれうちにそれうちにそれがががが廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの捨捨捨捨てててて場場場場にごろごろにごろごろにごろごろにごろごろ並並並並ぶぶぶぶよよよよ
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うにうにうにうにななななっっっってしまてしまてしまてしまうううう。。。。ですからですからですからですから、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりつくりつくりつくりつくっっっったたたたももももののののはははは徹底徹底徹底徹底してしてしてして使使使使っっっっててててももももららららうううう。。。。そそそそのたのたのたのためめめめにはにはにはには、、、、売売売売らないでらないでらないでらないで、、、、レレレレンタルでンタルでンタルでンタルで、、、、そそそそのかのかのかのかわわわわりサーりサーりサーりサービビビビススススはははは徹底徹底徹底徹底してするしてするしてするしてする。。。。そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、いいいいろろろろんんんんななななメメメメーカーのーカーのーカーのーカーの生生生生産産産産量量量量はははは多多多多分分分分減減減減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んうんうんうんですですですですよよよよ。。。。生生生生産産産産量量量量、、、、物物物物をつくるをつくるをつくるをつくる量量量量はははは減減減減っっっっててててくるくるくるくるけれけれけれけれどどどどもももも、、、、逆逆逆逆ににににサーサーサーサービビビビスがスがスがスが増増増増ええええていくていくていくていく。。。。     ですからですからですからですから、、、、私私私私はははは、、、、いいいいろんろんろんろんななななメメメメーカーがサーーカーがサーーカーがサーーカーがサービビビビスススス産産産産業業業業にににに変変変変わっわっわっわっていかなていかなていかなていかなききききゃゃゃゃいいいいけけけけないといないといないといないといううううのがのがのがのがこれこれこれこれからのからのからのからの時時時時代代代代でででではははは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してりましてりましてりまして、、、、ほほほほんんんんととととうにうにうにうに新新新新しいしいしいしいもももものをつくるのをつくるのをつくるのをつくる、、、、そそそそのののの量量量量はははは少少少少なななないいいいけれけれけれけれどどどどもももも、、、、それにそれにそれにそれに伴伴伴伴ううううサーサーサーサービビビビスススス量量量量がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん増増増増ええええていていていていっっっってててて、、、、そっちそっちそっちそっちののののほほほほううううでででで人人人人をををを使使使使いいいい、、、、そちそちそちそちらのらのらのらのほほほほううううでででで収収収収益益益益をををを上上上上げげげげるといるといるといるというううう、、、、そうそうそうそういいいいうううう仕仕仕仕組組組組みみみみにににに変変変変わっわっわっわっていくていくていくていくこここことがとがとがとが、、、、要要要要するするするするにににに、、、、物物物物離離離離れれれれをををを起起起起ここここしていくといしていくといしていくといしていくというんうんうんうんでしでしでしでしょうょうょうょうかかかか、、、、そうそうそうそういいいいうううう社会社会社会社会にににに変変変変わっわっわっわっていくていくていくていくここここととととがががが大事大事大事大事だろうだろうだろうだろうとととと思思思思いますいますいますいますｇｇｇｇ。。。。     ももももしししし私私私私もももも、、、、そうそうそうそういいいいうううう形形形形でででで、、、、例例例例えばえばえばえば冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫にににに関関関関してしてしてしてもももも、、、、何何何何年年年年契約契約契約契約でででで 1 台台台台分分分分ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのおおおお金金金金をををを払払払払いいいい、、、、そそそそのかのかのかのかわわわわりりりり、、、、おおおおかしくなかしくなかしくなかしくなっっっったらすたらすたらすたらすぐぐぐぐサーサーサーサービビビビスをしてスをしてスをしてスをしてももももららららうううう、、、、ああああるいるいるいるいはおはおはおはおかしくなかしくなかしくなかしくなっっっったらすたらすたらすたらすぐぐぐぐ新新新新しいしいしいしいそちそちそちそちらのらのらのらの持持持持っっっっているているているているももももののののにににに取取取取りかりかりかりかええええてくてくてくてくれれれれるといるといるといるというよううよううよううようなななな、、、、そうそうそうそういいいいうううう仕仕仕仕組組組組みがでみがでみがでみができきききたらたらたらたら、、、、半半半半年年年年ごごごごととととにににに新新新新しいしいしいしいモモモモデルがデルがデルがデルが出出出出てくるてくるてくるてくる冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫ななななんんんんてててて、、、、買買買買いたくないですいたくないですいたくないですいたくないですよねよねよねよね。。。。だだだだからからからから、、、、そうそうそうそういいいいうよううよううよううようなななな方向方向方向方向ににににどどどどううううややややっっっってててて社会社会社会社会をををを変変変変ええええていくかといていくかといていくかといていくかというこうこうこうことがとがとがとが、、、、私私私私はははは重重重重要要要要だだだだろうろうろうろう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。。。。そそそそのたのたのたのためにはめにはめにはめには、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり消費消費消費消費者者者者のののの認識認識認識認識のののの問問問問題題題題がががが 1 つつつつ大大大大ききききなななな問問問問題題題題ででででもあもあもあもありますしりますしりますしりますし、、、、メメメメーカーのーカーのーカーのーカーの側側側側がどがどがどがどここここまでまでまでまでそこにそこにそこにそこに思思思思いいいい切切切切っっっってててて、、、、自自自自信信信信をををを持持持持っっっってててて取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいけけけけるかるかるかるか、、、、それそれそれそれががががもうもうもうもう一一一一つのつのつのつの問問問問題題題題だろうだろうだろうだろう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。。。。 

 

 質質質質問問問問 あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。 

 司司司司会会会会 どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。それそれそれそれでででではははは、、、、ここここのののの際際際際、、、、いいい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したいといしたいといしたいといしたいというこうこうこうことととともあもあもあもあ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、、、、ここここのののの後後後後、、、、多多多多々々々々内内内内容容容容をををを控控控控ええええ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、、、、申申申申ししししわけあわけあわけあわけありまりまりまりませんせんせんせんがががが、、、、ここここのののの辺辺辺辺でででで質質質質問問問問をををを終終終終わわわわららららせせせせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。     これこれこれこれでででで鈴鈴鈴鈴木様木様木様木様ののののごごごご講演講演講演講演をををを終終終終わわわわりりりりにににに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。。。。鈴鈴鈴鈴木様木様木様木様、、、、どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございいいいましたましたましたました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手））））     申申申申ししししおおおおくくくくれれれれましたがましたがましたがましたが、、、、講講講講師師師師のののの鈴鈴鈴鈴木木木木基之基之基之基之様様様様ののののごごごご略略略略歴歴歴歴にににに関関関関しましてしましてしましてしましてはははは、、、、おおおお手元手元手元手元のののの資資資資料料料料ののののほほほほううううにににに掲掲掲掲載載載載させさせさせさせていたていたていたていただだだだいていていていておおおおりましたのでりましたのでりましたのでりましたので、、、、説説説説明明明明ののののほほほほうはうはうはうは割割割割愛愛愛愛させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたましたこここことをとをとをとをおおおお許許許許しししし願願願願いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     ななななおおおお、、、、ほほほほかのかのかのかの講講講講師師師師のののの方方方方々々々々ににににつつつつききききましてましてましてましてもももも、、、、同同同同じじじじようにようにようにように進進進進めさせめさせめさせめさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますますこここことをとをとをとをおおおお許許許許しししし願願願願いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。         
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＜＜＜＜講演講演講演講演 II＞＞＞＞ 司司司司会会会会     続続続続ききききましてましてましてまして、、、、「「「「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にににに向向向向けけけけたたたた新新新新たなたなたなたな地地地地域域域域循環循環循環循環ビビビビジネスジネスジネスジネス支援支援支援支援ののののあああありりりり方方方方」」」」にににについてついてついてついて、、、、経済経済経済経済産産産産業省業省業省業省産産産産業技術環境局環境政策課環境調業技術環境局環境政策課環境調業技術環境局環境政策課環境調業技術環境局環境政策課環境調和産和産和産和産業業業業推進推進推進推進室長室長室長室長のののの國友宏俊様國友宏俊様國友宏俊様國友宏俊様にごにごにごにご講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただきだきだきだきますますますます。。。。     それそれそれそれでででではははは、、、、國友様國友様國友様國友様、、、、よろよろよろよ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。。。。 

 國友國友國友國友室長室長室長室長 たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介をいたをいたをいたをいただきだきだきだきましたましたましたました國友國友國友國友ででででござござござございますいますいますいます。。。。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。。。。     私私私私、、、、経済経済経済経済産産産産業省業省業省業省でででで環境調環境調環境調環境調和産和産和産和産業業業業推進推進推進推進室室室室といといといというううう部屋部屋部屋部屋におにおにおにおるるるるんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、本日本日本日本日はははは、、、、おおおお手手手手元元元元にににに配配配配らららられれれれているているているている資資資資料料料料 7 ペペペページージージージ目目目目からのからのからのからのレレレレジジジジュメュメュメュメのののの、、、、これはこれはこれはこれはすすすすべべべべてスライてスライてスライてスライドドドドにににに入入入入っっっってててておおおおりりりりますのでますのでますのでますので、、、、それそれそれそれとととと、、、、青青青青色色色色ののののここここのパンフのパンフのパンフのパンフレレレレットをットをットをットを配配配配ららららささささせせせせていたていたていたていただだだだいていていていておおおおりますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれは私私私私どどどどもももものののの、、、、環境調環境調環境調環境調和産和産和産和産業業業業推進推進推進推進室室室室のののの部屋部屋部屋部屋のパンフのパンフのパンフのパンフレレレレットでットでットでットでござござござございますいますいますいます。。。。ちょっちょっちょっちょっとととと簡簡簡簡単単単単にうちにうちにうちにうちのののの部屋部屋部屋部屋のののの仕仕仕仕事事事事のののの内内内内容容容容ををををごごごご説説説説明明明明したいとしたいとしたいとしたいと思思思思うんうんうんうんですがですがですがですが、、、、我我我我々、々、々、々、経済経済経済経済産産産産業省業省業省業省といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、環境環境環境環境省省省省ででででははははないないないないわけわけわけわけででででござござござございましていましていましていまして、、、、ここここのののの環境調環境調環境調環境調和産和産和産和産業業業業推進推進推進推進室室室室といといといといううううののののもももも比比比比較較較較的新的新的新的新しいしいしいしい部屋部屋部屋部屋ででででござござござございますいますいますいます。。。。1996 年年年年ににににででででききききたたたた部屋部屋部屋部屋ななななんんんんででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ちょうちょうちょうちょうどどどどそそそそののののころころころころ何何何何ががががあっあっあっあったかとたかとたかとたかと申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、ISO14001 シリーシリーシリーシリーズズズズといといといといううううのがのがのがのが国際国際国際国際規規規規格格格格ににににななななっっっったたたた時時時時期期期期ででででござござござございますいますいますいます。。。。要要要要するするするするにににに、、、、企企企企業業業業のののの方方方方々々々々がががが自主的自主的自主的自主的にににに環境対策環境対策環境対策環境対策といといといというこうこうこうことをとをとをとを取取取取りりりり組組組組むむむむようにようにようにようにならならならなられれれれたたたた時時時時期期期期ででででござござござございますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどのおおおお話話話話にもあにもあにもあにもありましたとりましたとりましたとりましたとおおおおりりりり、、、、70 年代年代年代年代、、、、非常非常非常非常にににに公公公公害害害害問問問問題題題題といといといといううううのがのがのがのが社会社会社会社会問問問問題題題題ににににななななっっっったたたた時時時時期期期期といといといといううううののののはははは、、、、どどどどちちちちらかといらかといらかといらかといううううとととと国国国国がががが何何何何かかかか規規規規制制制制をしてをしてをしてをして、、、、こうこうこうこういいいいうこうこうこうこととととははははややややっちっちっちっちゃゃゃゃいいいいけけけけないとかないとかないとかないとか、、、、何何何何かかかか設備設備設備設備投投投投資資資資をするとをするとをするとをするときにはこうきにはこうきにはこうきにはこういいいいうううう環境基準環境基準環境基準環境基準をををを守守守守っっっってくてくてくてくださださださださいとかいとかいとかいとか、、、、そうそうそうそういいいいうこうこうこうことをとをとをとを国国国国がががが規規規規制制制制をしてをしてをしてをして、、、、それにそれにそれにそれに基基基基づづづづいていていていて、、、、受受受受けけけけ身身身身のののの対対対対応応応応をををを企企企企業業業業のののの方方方方々々々々がやがやがやがやっっっっていたていたていたていた時時時時期期期期からからからから、、、、90 年代年代年代年代、、、、特特特特にににに現在現在現在現在もそうもそうもそうもそうななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、企企企企業業業業のののの方方方方々々々々がみがみがみがみずずずずからからからから進進進進んんんんでででで、、、、自主的自主的自主的自主的にににに環境環境環境環境活活活活動動動動をやらをやらをやらをやられれれれ、、、、そそそそのののの環境環境環境環境活活活活動動動動をやるをやるをやるをやるここここととととによっによっによっによってててて、、、、企企企企業業業業のののの効効効効率率率率化化化化をををを進進進進めめめめらららられれれれたりたりたりたり、、、、新新新新しいしいしいしいビビビビジネスジネスジネスジネスをををを立立立立ちちちち上上上上げげげげらららられれれれてててて、、、、それそれそれそれででででそそそそのののの収収収収益益益益をををを確保確保確保確保していくといしていくといしていくといしていくというううう、、、、そうそうそうそういいいいうううう時時時時代代代代ににににななななっっっっててててききききたたたたわけわけわけわけででででござござござございましていましていましていまして、、、、私私私私どどどどもはもはもはもは、、、、そうそうそうそういいいいうううう企企企企業業業業のののの自主的自主的自主的自主的なななな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経経経経営営営営システムのシステムのシステムのシステムの構築構築構築構築ををををごごごご支援支援支援支援させさせさせさせていたていたていたていただだだだいたりいたりいたりいたり、、、、新新新新たたたたにににに企企企企業業業業のののの方方方方々々々々がががが進進進進んんんんでででで廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のリサのリサのリサのリサイクルをイクルをイクルをイクルをははははじじじじめめめめとするいとするいとするいとするいろろろろいいいいろろろろなななな環境環境環境環境ビビビビジネスをつくらジネスをつくらジネスをつくらジネスをつくられれれれるのをいるのをいるのをいるのをいろろろろいいいいろろろろなななな応援応援応援応援ををををさせさせさせさせてててていたいたいたいただだだだいているといいているといいているといいているといううううのがのがのがのが仕仕仕仕事事事事ででででござござござございますいますいますいます。。。。     それそれそれそれでででで、、、、本日本日本日本日私私私私ががががおおおお話話話話ししししさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますのますのますのますのはははは、、、、ちょうちょうちょうちょうどどどど 1月月月月 28 日日日日にににに、、、、もうもうもうもうででででききききたたたたばばばばかりのかりのかりのかりの報告書報告書報告書報告書ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、産産産産業業業業構構構構造造造造審審審審議議議議会会会会のののの中中中中でででで、、、、地地地地域域域域循環循環循環循環ビビビビジネスジネスジネスジネス専専専専門門門門委員委員委員委員会会会会といといといというもうもうもうもののののののののレポレポレポレポートをまとートをまとートをまとートをまとめさせめさせめさせめさせていたていたていたていただだだだいていていていておおおおりますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれは、、、、私私私私どどどどもももも、、、、平平平平成成成成 9 年年年年からエコタからエコタからエコタからエコタウウウウンンンン事業事業事業事業といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、宮城宮城宮城宮城県県県県もももも、、、、鶯沢鶯沢鶯沢鶯沢町町町町ににににエコタエコタエコタエコタウウウウンがンがンがンがああああるるるるわけわけわけわけででででござござござございまいまいまいましてしてしてして、、、、ここここここここらららら辺辺辺辺のののの資資資資料料料料はははは、、、、ここここのののの青青青青いパンフいパンフいパンフいパンフレレレレットのットのットのットの、、、、大大大大ききききくくくく開開開開いていたいていたいていたいていただだだだいたいたいたいた左左左左側側側側ののののほほほほううううのののの下下下下にににに日本地日本地日本地日本地図図図図ががががあああありますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、全全全全国国国国 19 地地地地域域域域ににににエコタエコタエコタエコタウウウウンンンン事業事業事業事業をををを実実実実施施施施してしてしてしてござござござございましいましいましいましてててて、、、、自治自治自治自治体体体体のののの方方方方々々々々にににに補補補補助助助助金金金金をををを交交交交付付付付してしてしてして、、、、地地地地域域域域のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル事業事業事業事業をををを起起起起ここここしていたしていたしていたしていただこうだこうだこうだこうといといといというううう、、、、そうそうそうそういいいいうううう制制制制度度度度ででででござござござございますいますいますいます。。。。ちょうちょうちょうちょうどどどど 7 年年年年たたたたちちちちましてましてましてまして、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな私私私私どどどどもはこうもはこうもはこうもはこういいいいうううう支援支援支援支援ををををさせさせさせさせていたていたていたていただだだだくくくく企企企企業業業業のののの方方方方、、、、産産産産業業業業界界界界のののの方方方方、、、、ささささららららにはにはにはにはいいいいろろろろいいいいろろろろなななな市民市民市民市民活活活活動動動動のののの方方方方々々々々のののの動動動動きききき
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ななななんんんんかかかかもももも相相相相当当当当変変変変わっわっわっわっててててききききてててておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、そうそうそうそうしますとしますとしますとしますと、、、、我我我我々々々々のののの支援支援支援支援策自策自策自策自体体体体もももも見見見見直直直直しをしてしをしてしをしてしをしていかないかないかないかなききききゃゃゃゃいいいいけけけけないといないといないといないというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ここここののののレポレポレポレポートをまとートをまとートをまとートをまとめさせめさせめさせめさせていたていたていたていただだだだいたいたいたいた次次次次第第第第ででででござござござございいいいますますますます。。。。要要要要するするするするにににに、、、、昨昨昨昨年年年年のののの 10月月月月ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから議議議議論論論論をしているとをしているとをしているとをしているところころころころででででござござござございますいますいますいます。。。。     それそれそれそれでででで、、、、本日本日本日本日はこはこはこはこののののようようようようななななレレレレジジジジュメュメュメュメででででごごごご紹介紹介紹介紹介ををををさせさせさせさせていたていたていたていただだだだくくくくんんんんですがですがですがですが、、、、ままままずずずず第第第第 1 章章章章でででではははは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの国国国国内内内内でのでのでのでの現状現状現状現状ををををちょっちょっちょっちょっとととと量量量量的的的的にごにごにごにご説説説説明明明明をしをしをしをし、、、、第第第第 2 章章章章でででではははは、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクルビビビビジネスジネスジネスジネス、、、、どのどのどのどのようようようようななななビビビビジネスがジネスがジネスがジネスが世世世世のののの中中中中にににに、、、、例例例例えばえばえばえば法法法法律律律律にににに基基基基づづづづいてでいてでいてでいてでききききたたたたビビビビジネスジネスジネスジネスもござもござもござもございますしいますしいますしいますし、、、、以前以前以前以前でででで言言言言えばえばえばえば、、、、ああああまりリサイクルまりリサイクルまりリサイクルまりリサイクルビビビビジネスジネスジネスジネスにににに関関関関心心心心をををを持持持持っっっっていたていたていたていただけだけだけだけなかなかなかなかっっっったたたたようようようようなななな製製製製造造造造業業業業のののの方方方方々々々々がががが非常非常非常非常にににに熱熱熱熱心心心心ににににリサイクルをやらリサイクルをやらリサイクルをやらリサイクルをやられれれれるるるるようにようにようにようにななななっっっったといたといたといたというよううよううよううようななななおおおお話話話話やややや、、、、ささささららららにににに市民市民市民市民活活活活動動動動のののの方方方方々、々、々、々、地地地地域域域域におけにおけにおけにおけるコミるコミるコミるコミュニュニュニュニティティティティレレレレベベベベルでいルでいルでいルでいろろろろいいいいろろろろなななな
NPO のののの方方方方々々々々やややや市民市民市民市民活活活活動動動動団体団体団体団体のののの方方方方がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろなリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクルにににに取取取取りりりり組組組組むむむむようにようにようにようにななななっっっったといたといたといたというようようようよううううななななおおおお話話話話をををを第第第第 2章章章章でででで申申申申しししし上上上上げげげげ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。。。。     ささささららららにににに、、、、地地地地方方方方自治自治自治自治体体体体のののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが相相相相当当当当変変変変わっわっわっわっててててききききたといたといたといたというおうおうおうお話話話話をををを第第第第 3 章章章章ででででさせさせさせさせていたていたていたていただだだだききききますますますます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、環境行政環境行政環境行政環境行政のののの中中中中におきにおきにおきにおきましてましてましてましてはははは、、、、地地地地方方方方自治自治自治自治体体体体といといといというもうもうもうもののののはははは、、、、例例例例えばえばえばえば大大大大気気気気汚汚汚汚染染染染防止法防止法防止法防止法やややや水水水水質汚質汚質汚質汚濁濁濁濁防止法防止法防止法防止法ののののおおおお話話話話、、、、先先先先ほほほほどどどどもももも出出出出ましたがましたがましたがましたが、、、、規規規規制制制制官庁官庁官庁官庁ででででござござござございましたいましたいましたいました。。。。要要要要すすすするるるるにににに、、、、いかいかいかいかにににに法法法法律律律律をををを守守守守っっっっているかをているかをているかをているかを取取取取りりりり締締締締まるのがまるのがまるのがまるのが自治自治自治自治体体体体のののの仕仕仕仕事事事事ででででござござござございますいますいますいます。。。。たたたただだだだ、、、、昨昨昨昨今今今今、、、、そうそうそうそういいいいうううう規規規規制制制制的的的的なななな考考考考ええええ方方方方でででで行政行政行政行政をををを進進進進めめめめるのでるのでるのでるのでははははなくなくなくなく、、、、環境対策環境対策環境対策環境対策といといといというこうこうこうことをとをとをとを地地地地域域域域のののの 1つのつのつのつの大大大大ききききなななな政策課政策課政策課政策課題題題題にににに取取取取りりりり上上上上げげげげてててて、、、、それそれそれそれでででで地地地地域域域域のののの活活活活性性性性化化化化をををを進進進進めめめめたりたりたりたり、、、、企企企企業業業業誘誘誘誘致致致致をををを進進進進めめめめたりたりたりたり、、、、ささささららららにはそれにはそれにはそれにはそれでででで雇雇雇雇用用用用をををを拡拡拡拡大大大大していしていしていしていこうこうこうこうといといといというううう形形形形でででで、、、、非常非常非常非常にににに前向前向前向前向きにきにきにきに産産産産業業業業振興振興振興振興のののの中中中中のののの 1 つのつのつのつの大大大大ききききなななな柱柱柱柱としてとしてとしてとして環境環境環境環境問問問問題題題題をとらをとらをとらをとらええええるるるるようようようようなななな自治自治自治自治体体体体さんさんさんさんがががが非常非常非常非常にににに多多多多くなくなくなくなっっっっててててききききてててておおおおりますりますりますります。。。。そそそそののののようようようようなななな動動動動ききききをををを第第第第 3章章章章ででででごごごご説説説説明明明明しますしますしますします。。。。     第第第第 4 章章章章でででではははは、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたしましたしましたしましたようようようようなななな、、、、国国国国のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな支援支援支援支援制制制制度度度度、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる補補補補助助助助金金金金制制制制度度度度等等等等ももももいいいいろろろろいいいいろござろござろござろございましていましていましていまして、、、、そそそそののののようようようようなななな概概概概要要要要といといといといろろろろいいいいろろろろなななな課課課課題題題題にににについてついてついてついてごごごご説説説説明明明明をしをしをしをし、、、、最最最最後後後後にににに、、、、そそそそののののようようようようなななな国国国国のののの支援支援支援支援策策策策をををを今今今今後後後後どどどどうううういいいいうううう方向方向方向方向にににに持持持持っっっっていくかといていくかといていくかといていくかというううう点点点点にににに第第第第 5 章章章章ででででごごごご説説説説明明明明をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     それそれそれそれでででで、、、、ここここのののの資資資資料料料料ななななんんんんですがですがですがですが、、、、平平平平成成成成 12 年年年年にににに、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会形成推進形成推進形成推進形成推進基本基本基本基本法法法法といといといといううううのがでのがでのがでのができきききましたましたましたました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ちょうちょうちょうちょうどどどど 2000 年年年年ででででござござござございましていましていましていまして、、、、先先先先ほほほほどどどど 1970 年年年年、、、、これこれこれこれがががが昔昔昔昔はははは公公公公害害害害国会国会国会国会がががが成成成成立立立立したしたしたした時時時時期期期期ででででござござござございましていましていましていまして、、、、ちょうちょうちょうちょうどどどど 30 年年年年前前前前にににになるなるなるなるわけわけわけわけななななんんんんですがですがですがですが、、、、ああああるるるる意意意意味味味味でででで、、、、30年年年年後後後後のののの 2000 年年年年、、、、平平平平成成成成 12 年年年年がががが循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会形成形成形成形成基本基本基本基本法法法法ををををははははじじじじめめめめとしてとしてとしてとして、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル関係関係関係関係のののの法法法法律律律律がががが 7 本本本本ももももででででききききたたたた時時時時期期期期ででででござござござございますいますいますいます。。。。要要要要するするするするにににに、、、、公公公公害害害害国会国会国会国会以来以来以来以来のののの環境国会環境国会環境国会環境国会がががが 2000 年年年年にににに行行行行わわわわれれれれましたましたましたました。。。。そそそそのののの中中中中ででででささささままままざざざざまなまなまなまな法法法法律律律律がががが出出出出ててててききききたたたたわけわけわけわけででででござござござございましていましていましていまして、、、、そうそうそうそういいいいうううう法法法法律律律律でででで、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、産産産産業廃棄物業廃棄物業廃棄物業廃棄物ののののそれそれそれそれぞぞぞぞれれれれのののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ごごごごととととににににいいいいろろろろいいいいろろろろなリサイクルルールがなリサイクルルールがなリサイクルルールがなリサイクルルールが決決決決めめめめらららられれれれててててききききてててておおおおりますりますりますります。。。。ささささららららにはにはにはには、、、、それそれそれそれをををを将将将将来来来来どのどのどのどのようにようにようにように減減減減少少少少させさせさせさせていくかていくかていくかていくか、、、、リサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルを進進進進めめめめていくかといていくかといていくかといていくかといううううのがのがのがのが廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物減減減減量量量量化化化化目目目目標標標標といといといというもうもうもうものでのでのでので、、、、平平平平成成成成 11 年年年年にににに閣閣閣閣議議議議決決決決定定定定されされされされてててておおおおりますりますりますりますがががが、、、、そうそうそうそういいいいうよううよううよううようなななな目目目目標標標標をををを国国国国としてとしてとしてとしてもももも講講講講じじじじてててておおおおりますりますりますります。。。。     そそそそのののの背景背景背景背景はははは、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物といといといといううううののののはははは中中中中間処間処間処間処理理理理されされされされてててて、、、、リサイクルでリサイクルでリサイクルでリサイクルでききききるるるるももももののののははははででででききききるるるるんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、最終最終最終最終処処処処分場分場分場分場にににに行行行行くくくく量量量量といといといといううううののののはははは非常非常非常非常にににに多多多多いいいいわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。たたたただだだだ、、、、そそそそのののの最終最終最終最終処処処処分分分分をするをするをするをする場所場所場所場所がががが、、、、もうもうもうもう国国国国内内内内にはにはにはにはかなりなくなかなりなくなかなりなくなかなりなくなっっっっててててききききてててておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、非常非常非常非常にににに東京東京東京東京地地地地域域域域、、、、関関関関東東東東首首首首都都都都圏圏圏圏ななななんんんんかでかでかでかではははは、、、、ああああとととともうもうもうもう二二二二、、、、三年三年三年三年でででで処処処処分場分場分場分場ははははオーバーフローをしかオーバーフローをしかオーバーフローをしかオーバーフローをしかねねねねないないないない
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といといといというよううよううよううようなななな状況状況状況状況ががががああああるるるるわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、ままままだだだだままままだだだだ埋埋埋埋めめめめ立立立立てするてするてするてする場所場所場所場所がががが国国国国内内内内にもあればにもあればにもあればにもあれば、、、、こうこうこうこういいいいうううう議議議議論論論論はははは出出出出なかなかなかなかっっっったのかたのかたのかたのかももももししししれれれれまままませんけれせんけれせんけれせんけれどどどどもももも、、、、非常非常非常非常にもうせっにもうせっにもうせっにもうせっぱぱぱぱ詰詰詰詰ままままっっっったたたた状況状況状況状況にににになななな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、、、、新新新新たたたたにににに最終最終最終最終処処処処分場分場分場分場をををを立地立地立地立地するとなするとなするとなするとなっっっっててててもももも、、、、非常非常非常非常にににに自治自治自治自治体体体体のののの方方方方々、々、々、々、ややややははははりりりり住民住民住民住民同意同意同意同意とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいうううう地地地地域域域域におけにおけにおけにおけるるるる協協協協力力力力がないとでがないとでがないとでがないとでききききないないないないもももものですからのですからのですからのですから、、、、そこはそこはそこはそこはなかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいしいしいしいわけわけわけわけででででござござござございましていましていましていまして、、、、ですからですからですからですから、、、、ででででききききるるるるだけだけだけだけ最終最終最終最終処処処処分分分分をするをするをするをする量量量量をををを減減減減らすたらすたらすたらすためにはめにはめにはめには、、、、ややややははははりりりり循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会、、、、要要要要するするするするににににリサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルを進進進進めめめめていていていていっっっったりたりたりたり、、、、そもそもごそもそもごそもそもごそもそもごみみみみにににになるなるなるなる部分部分部分部分をををを減減減減らしていくらしていくらしていくらしていく、、、、要要要要するするするするにににに発生発生発生発生のののの抑抑抑抑制制制制をしていくといをしていくといをしていくといをしていくというよううよううよううようななななこここことをとをとをとを進進進進めめめめななななけけけければればればればいいいいけけけけないといないといないといないといううううのがのがのがのが目目目目標標標標ででででござござござございますいますいますいます。。。。     じゃじゃじゃじゃ、、、、具具具具体体体体的的的的ににににどのどのどのどのようようようようなななな法法法法律律律律をつくをつくをつくをつくれれれれたかといたかといたかといたかといううううののののはははは、、、、ここここここここのののの法法法法律律律律ででででござござござございましていましていましていまして、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと細細細細かくてかくてかくてかくて見見見見えにえにえにえにくいですがくいですがくいですがくいですが、、、、上上上上からからからから、、、、環境基本環境基本環境基本環境基本法法法法、、、、これはこれはこれはこれは環境環境環境環境法制法制法制法制全体全体全体全体にわにわにわにわたるたるたるたる法法法法律律律律ででででござござござございましていましていましていまして、、、、平平平平成成成成 5 年年年年ににににででででききききたたたた法法法法律律律律ででででござござござございますいますいますいます。。。。次次次次にににに書書書書いていていていてああああるのがるのがるのがるのが、、、、循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会形成推進形成推進形成推進形成推進基本基本基本基本法法法法、、、、これはこれはこれはこれは循環循環循環循環法法法法ととととよよよよくくくく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、、、、平平平平成成成成 12 年年年年ににににででででききききたたたた法法法法律律律律ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、これこれこれこれがががが、、、、ややややははははりりりり廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発生発生発生発生のののの抑抑抑抑制制制制、、、、要要要要するするするするににににリデリデリデリデュュュュースをまースをまースをまースをまずずずず国国国国やややや国民国民国民国民、、、、ささささららららにはにはにはには企企企企業業業業のののの方方方方々々々々もももも進進進進めめめめていていていていききききましましましましょうょうょうょうとととと。。。。ささささららららにににに、、、、使使使使ええええるるるる資源資源資源資源ははははででででききききるるるるだけだけだけだけリリリリユユユユースースースース、、、、再再再再利用利用利用利用しまししまししまししましょうょうょうょう。。。。要要要要するするするするにににに、、、、使使使使っっっったたたたもももものをのをのをのを何何何何度度度度もももも使使使使おうおうおうおう、、、、ささささららららにはにはにはには、、、、1 つのつのつのつの製製製製品品品品をををを買買買買いかいかいかいかええええるのでるのでるのでるのでははははなくなくなくなく、、、、ででででききききるるるるだけだけだけだけ長長長長いいいい時間時間時間時間使使使使っっっっていていていていこうこうこうこうといといといといううううのがリのがリのがリのがリユユユユースのースのースのースの考考考考ええええ方方方方ででででござござござございいいいますますますます。。。。ささささららららににににリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ににににななななっっっったたたたもももものをのをのをのをもうもうもうもう一一一一度原度原度原度原料等料等料等料等にににに使使使使っっっっていていていていこうこうこうこうといといといといううううリリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを進進進進めめめめていていていていこうこうこうこうといといといというううう、、、、ままままああああ、、、、頭頭頭頭文文文文字字字字をとりましてをとりましてをとりましてをとりまして 3R（（（（スリースリースリースリーアアアアールールールール））））ととととよよよよくくくく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、、、、リデリデリデリデュュュュースースースース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルを進進進進めめめめていていていていこうこうこうこうといといといというううう考考考考ええええ方方方方ががががここここのののの循環循環循環循環法法法法のののの中中中中ににににででででききききててててききききててててござござござございますいますいますいます。。。。     ささささららららにににに、、、、ここここののののようようようようなななな法法法法律律律律のののの各各各各論論論論をいをいをいをいろろろろいいいいろろろろ進進進進めめめめていくたていくたていくたていくためにはめにはめにはめには、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれややややははははりリサイりリサイりリサイりリサイクルをクルをクルをクルを進進進進めめめめるルールやるルールやるルールやるルールや、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを少少少少なくするルールといなくするルールといなくするルールといなくするルールといううううかかかか、、、、技術技術技術技術といといといといううううののののはははは、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ製製製製品品品品やややや業業業業種種種種、、、、産産産産業業業業ごごごごととととによっによっによっによってててて違違違違いますのでいますのでいますのでいますので、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ法法法法律律律律にににに基基基基づづづづいてルールをいてルールをいてルールをいてルールを決決決決めめめめててててききききてててておおおおりますりますりますります。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、資源資源資源資源有効有効有効有効利用利用利用利用促促促促進進進進法法法法といといといというううう法法法法律律律律のののの中中中中でででではははは、、、、ややややははははりリサイクルをりリサイクルをりリサイクルをりリサイクルを進進進進めめめめるるるるべきべきべきべき製製製製品品品品とかとかとかとか、、、、例例例例えばえばえばえば廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを非常非常非常非常にににに多多多多くくくく出出出出すすすす産産産産業業業業界界界界のののの方方方方々々々々ににににででででききききるるるるだけだけだけだけ廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを少少少少ななななくしてくしてくしてくしてももももららららうよううよううよううようなななな施施施施設設設設ににににしてしてしてしてももももららららううううといといといというよううよううよううようななななこここことをとをとをとを義義義義務務務務づづづづけけけけをしているをしているをしているをしているようようようようなななな法法法法律律律律ででででござござござございますいますいますいます。。。。要要要要するするするするにににに、、、、生生生生産産産産段階段階段階段階におけにおけにおけにおけるるるるそうそうそうそういいいいうううう義義義義務務務務づづづづけけけけのルールのルールのルールのルールもももも法法法法律律律律上上上上対対対対応応応応されされされされているといているといているといているというこうこうこうことですとですとですとです。。。。ささささららららにににに、、、、消費消費消費消費、、、、使使使使用用用用段階段階段階段階におきにおきにおきにおきましてましてましてましてはははは、、、、グリーングリーングリーングリーン購購購購入法入法入法入法といといといというううう法法法法律律律律をををを求求求求めめめめましてましてましてまして、、、、これはこれはこれはこれは、、、、国国国国やややや地地地地方方方方自治自治自治自治体体体体、、、、特特特特にににに公公公公的的的的なななな機機機機関関関関ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、環環環環境境境境にににに配配配配慮慮慮慮したしたしたした製製製製品品品品、、、、これはこれはこれはこれは、、、、ままままああああ、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製製製製品品品品でででであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、省省省省エネのエネのエネのエネの製製製製品品品品といといといといううううここここととととにににになるなるなるなるわけわけわけわけででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、そうそうそうそういいいいうううう製製製製品品品品をををを率先率先率先率先的的的的にににに購購購購入入入入をするといをするといをするといをするというううう、、、、そうそうそうそういいいいうこうこうこうことをとをとをとを義義義義務務務務づづづづけけけけたたたた法法法法律律律律ででででござござござございますいますいますいます。。。。     ささささららららにににに、、、、ややややははははりりりり廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ににににななななっっっってしまてしまてしまてしまうううう部分部分部分部分といといといといううううののののはははは幾幾幾幾つかつかつかつかああああるるるるわけわけわけわけででででござござござございましていましていましていまして、、、、例例例例えばえばえばえば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にににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、後後後後ほほほほどどどどもちょっもちょっもちょっもちょっととととごごごご説説説説明明明明いたしますがいたしますがいたしますがいたしますが、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの中中中中にににに占占占占めめめめるるるる容容容容器器器器やややや包装包装包装包装のののの割割割割合合合合といといといといううううののののはははは非常非常非常非常にににに多多多多いいいいもももものですからのですからのですからのですから、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものをのをのをのを市民市民市民市民のののの方方方方々々々々にもごにもごにもごにもご協協協協力力力力いたいたいたいただきだきだきだき、、、、地地地地方方方方自治自治自治自治体体体体にもごにもごにもごにもご協協協協力力力力いたいたいたいただきだきだきだきながらながらながらながら、、、、そそそそのののの容容容容器器器器包包包包装装装装をををを製製製製造造造造、、、、使使使使用用用用するするするする業業業業界界界界のののの方方方方々々々々にににに費費費費用負用負用負用負担担担担をいたをいたをいたをいただだだだいていていていて、、、、リサイクルをつくリサイクルをつくリサイクルをつくリサイクルをつくっっっっていくといていくといていくといていくというううう、、、、そうそうそうそういいいいうううう法法法法律律律律ももももつくつくつくつくっっっっているているているているわけわけわけわけでででであああありますりますりますります。。。。ささささららららにはにはにはには家家家家電電電電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、これはこれはこれはこれは冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵
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庫庫庫庫やエやエやエやエアアアアコンコンコンコン等等等等 4 品品品品目目目目がリサイクルをがリサイクルをがリサイクルをがリサイクルを義義義義務務務務づづづづけけけけらららられれれれてててておおおおりますがりますがりますがりますが、、、、排出排出排出排出のののの段階段階段階段階でででで消費消費消費消費者者者者のののの方方方方にもにもにもにも費費費費用負用負用負用負担担担担をしていたをしていたをしていたをしていただきだきだきだきながらリサイクルをながらリサイクルをながらリサイクルをながらリサイクルを進進進進めめめめていくといていくといていくといていくといううううルールでルールでルールでルールでござござござございますいますいますいます。。。。ここここののののようようようようなななな法法法法律律律律がががが、、、、例例例例えばえばえばえば食品食品食品食品のののの生生生生ごごごごみでみでみでみであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、ああああととととはははは建築建築建築建築廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物等等等等にににについてついてついてついてももももリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法がでがでがでができきききているといているといているといているといううううこここことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。     現在現在現在現在、、、、またまたまたまたささささららららにににに具具具具体体体体的的的的なななな内内内内容容容容がががが今検討今検討今検討今検討されされされされてててておおおおりますのがりますのがりますのがりますのが、、、、自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、ここここののののようようようようなななな自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法のののの中中中中でででではははは、、、、ややややははははりいりいりいりいろろろろいいいいろろろろなななな製製製製品品品品、、、、自動自動自動自動車車車車ののののつくりつくりつくりつくり方方方方といといといといううううののののはメはメはメはメーカーーカーーカーーカーによっによっによっによってててて違違違違うわけうわけうわけうわけででででござござござございましていましていましていまして、、、、どのどのどのどの程程程程度度度度リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製製製製品品品品をををを使使使使っっっっているかといているかといているかといているかといううううののののもメもメもメもメーカーーカーーカーーカーによっによっによっによってかなりてかなりてかなりてかなり違違違違いますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものをのをのをのをででででききききるるるるだけだけだけだけ消費消費消費消費者者者者のののの方方方方々々々々ににににコストをコストをコストをコストを負負負負担担担担してしてしてしてももももららららわわわわないないないないようようようようなななな形形形形でででで、、、、競争競争競争競争をしながらリサをしながらリサをしながらリサをしながらリサイクルをイクルをイクルをイクルを進進進進めめめめていていていていこうこうこうこうといといといというよううよううよううようなななな考考考考ええええ方方方方もももも、、、、ここここのののの自動自動自動自動車車車車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法のののの中中中中にはにはにはには入入入入っっっっていていていているるるるわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。     次次次次のスライのスライのスライのスライドドドドににににいいいいききききますますますますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これはこれはこれはこれは、、、、我我我我がががが国国国国のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの状況状況状況状況ををををごごごご説説説説明明明明させさせさせさせていたていたていたていただだだだいているいているいているいている資資資資料料料料ででででござござござございますいますいますいます。。。。右右右右側側側側がががが産産産産業廃棄物業廃棄物業廃棄物業廃棄物ででででござござござございますいますいますいます。。。。年年年年間約間約間約間約 4 億億億億トントントントン出出出出ているているているているごごごごみでみでみでみでござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな業業業業種種種種からからからから発生発生発生発生されされされされているているているているわけわけわけわけななななんんんんですがですがですがですが、、、、大大大大ききききいいいいとととところころころころでいでいでいでいききききますとますとますとますと、、、、ややややははははりりりり建築建築建築建築業業業業、、、、これはこれはこれはこれは建築建築建築建築廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、全体全体全体全体のののの 2 割割割割、、、、ささささららららにはにはにはには農農農農業業業業系系系系がまがまがまがまずずずず 2 割割割割ででででござござござございますいますいますいます。。。。ささささららららにににに、、、、下下下下ののののほほほほうにはうにはうにはうには、、、、製製製製造造造造業業業業、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、紙紙紙紙パパパパ、、、、鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼、、、、化化化化学学学学、、、、工業工業工業工業といといといというよううよううよううようなとなとなとなところころころころがががが、、、、1 つのつのつのつの業業業業種種種種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生発生発生発生量量量量がががが多多多多いいいい業業業業種種種種ででででござござござございましていましていましていまして、、、、ささささららららにはにはにはには電電電電気気気気、、、、ガガガガスススス、、、、下水道下水道下水道下水道、、、、水道水道水道水道業業業業といといといというよううよううよううようななななももももののののもももも廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが出出出出ているとているとているとているといいいいうこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。     それそれそれそれぞぞぞぞれれれれのののの業業業業種種種種がががが排出排出排出排出するするするするごごごごみみみみににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれのののの法法法法律律律律がががが対対対対応応応応してしてしてしてござござござございましいましいましいましてててて、、、、極極極極力力力力リサイクルをするリサイクルをするリサイクルをするリサイクルをするようようようようなななな義義義義務務務務づづづづけけけけがながながながなされされされされているといているといているといているというううう状況状況状況状況ででででござござござございますいますいますいます。。。。一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ののののほほほほうにうにうにうにいいいいききききますとますとますとますと、、、、年年年年間間間間 5,000 万万万万トントントントン出出出出ているているているているわけわけわけわけででででござござござございましていましていましていまして、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには、、、、地地地地方方方方自治自治自治自治体体体体がががが焼却焼却焼却焼却をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てをしたりしててをしたりしててをしたりしててをしたりして処処処処理理理理をしているをしているをしているをしているわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、それにそれにそれにそれに専専専専らららら依依依依存存存存していたのでしていたのでしていたのでしていたのではははは、、、、地地地地方方方方自治自治自治自治体体体体のののの行政行政行政行政コストコストコストコストもももも高高高高まりますしまりますしまりますしまりますし、、、、そもそそもそそもそそもそもももも埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処処処処分場分場分場分場もそんもそんもそんもそんななななににににででででききききるるるる状況状況状況状況でででではござはござはござはございまいまいまいませんせんせんせんからからからから、、、、ででででききききるるるるだけだけだけだけリサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルをしていたしていたしていたしていただこうだこうだこうだこうといといといというよううよううよううようなななな法法法法律律律律ががががここここここここででででももももででででききききててててききききているているているているわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。     例例例例えばえばえばえば、、、、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でででではははは、、、、瓶瓶瓶瓶やややや缶缶缶缶ややややペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル、、、、紙紙紙紙、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック等等等等ににににつつつつききききましてましてましてまして、、、、市民市民市民市民のののの方方方方々々々々がががが排出排出排出排出ををををされされされされるるるる段階段階段階段階でででで分分分分別別別別をしていたをしていたをしていたをしていただだだだいているいているいているいている自治自治自治自治体体体体もござもござもござもございまいまいまいますしすしすしすし、、、、一一一一括括括括でででで自治自治自治自治体体体体さんさんさんさんががががおおおお集集集集めにめにめにめにならならならなられれれれてててて、、、、自治自治自治自治体体体体のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルセセセセンターでンターでンターでンターで分分分分別別別別ををををされされされされているているているている場合場合場合場合もももも、、、、いいいいろろろろいいいいろござろござろござろございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そもそもそもそもそもそもそもそもややややははははりりりり分分分分別別別別すすすすればそれればそれればそれればそれぞぞぞぞれれれれ資源資源資源資源にににになるなるなるなるもももものでのでのでのでござござござございますいますいますいますもももものですからのですからのですからのですから、、、、瓶瓶瓶瓶はもうはもうはもうはもう一一一一度度度度再再再再生生生生カカカカレレレレットットットットにににに戻戻戻戻してしてしてして瓶瓶瓶瓶にににになるなるなるなる場合場合場合場合ももももござござござございますしいますしいますしいますし、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル等等等等はははは、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック製製製製品品品品ににににリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルされされされされたりするといたりするといたりするといたりするというようようようよううううなリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクル事業事業事業事業がががが生生生生ままままれれれれているのがているのがているのがているのがここここのののの法法法法律律律律にににに基基基基づづづづいているといているといているといているところころころころででででござござござございますいますいますいます。。。。     ささささららららにににに、、、、ここここののののようようようようなななな廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物量量量量をををを今今今今後後後後どのどのどのどのようにようにようにようにしていくかといしていくかといしていくかといしていくかというううう国国国国のののの目目目目標標標標にににについてついてついてついてごごごご説説説説明明明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、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ななななんんんんででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、現在現在現在現在、、、、これはこれはこれはこれは平平平平成成成成 8 年年年年ベベベベースのースのースのースの数数数数字字字字ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、5,300 万万万万トンがトンがトンがトンが一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物でででで排出排出排出排出されされされされているているているているもももものをのをのをのを、、、、ややややははははりりりり今今今今、、、、大大大大体体体体 1 人人人人当当当当たりたりたりたり 1キキキキロロロロぐぐぐぐらいですからいですからいですからいですか、、、、1 日日日日当当当当たりたりたりたりごごごごみがみがみがみが出出出出ているといているといているといているというううう計計計計算算算算ななななんんんんですがですがですがですが、、、、そそそそれれれれをををを大大大大体体体体年年年年間間間間 5,000 万万万万トントントントンぐぐぐぐらいらいらいらいにににに、、、、そもそもそもそもそもそもそもそも排出排出排出排出量量量量をををを 5％％％％削減削減削減削減ししししようようようようででででははははないかないかないかないか。。。。ささささららららにににに、、、、
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一一一一番番番番重重重重要要要要なのなのなのなのはははは、、、、最終最終最終最終処処処処分分分分といといといといううううとととところころころころででででござござござございましていましていましていまして、、、、そそそそのののの最終最終最終最終処処処処分分分分量量量量をいかをいかをいかをいかにににに減減減減らすらすらすらすかといかといかといかといううううのがのがのがのが一一一一番番番番重重重重要要要要なななな部分部分部分部分ででででござござござございますいますいますいます。。。。そそそそのたのたのたのためにめにめにめに再再再再生利用生利用生利用生利用、、、、要要要要するするするするにににに、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルででででききききるるるるももももののののははははででででききききるるるるだけだけだけだけ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ししし、、、、焼却焼却焼却焼却をするといをするといをするといをするといううううののののはははは、、、、ダダダダイオイオイオイオキキキキシンシンシンシン問問問問題等題等題等題等ござござござございますからいますからいますからいますから、、、、量量量量的的的的にはにはにはには減減減減らしていくらしていくらしていくらしていくわけわけわけわけななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、発生発生発生発生量量量量をををを抑抑抑抑制制制制しししし、、、、ささささららららににににリサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルを増増増増やすやすやすやすここここととととによっによっによっによってててて最終最終最終最終処処処処分分分分をををを減減減減らすといらすといらすといらすといううううのがのがのがのが目目目目標標標標ででででござござござございますいますいますいます。。。。2010 にににに向向向向けけけけてのてのてのての目目目目標標標標。。。。それそれそれそれがががが最終最終最終最終処処処処分場分場分場分場のののの延延延延命化命化命化命化にもにもにもにもつながるつながるつながるつながるだろうだろうだろうだろうといといといというううう、、、、そうそうそうそういいいいうううう問問問問題題題題意意意意識識識識ででででござござござございますいますいますいます。。。。     じゃじゃじゃじゃ、、、、産産産産業廃棄物業廃棄物業廃棄物業廃棄物ははははどどどどううううかとかとかとかと申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、ややややははははりりりり産産産産業廃棄物業廃棄物業廃棄物業廃棄物はははは、、、、これはこれはこれはこれは生生生生産活産活産活産活動動動動にににに基基基基づづづづいていていていて発生発生発生発生するといするといするといするというよううよううよううようなななな側面側面側面側面がががが若干若干若干若干ああああるるるるもももものですからのですからのですからのですから、、、、平平平平成成成成 8 年年年年当時当時当時当時のののの国国国国のののの目目目目標標標標上上上上はははは、、、、発生発生発生発生量量量量自自自自体体体体ははははややややははははりりりり増増増増加加加加せざせざせざせざるをるをるをるを得得得得ないないないないんんんんじゃじゃじゃじゃないかといないかといないかといないかというううう目目目目標標標標をををを立立立立てててててててておおおおりますりますりますります。。。。要要要要すすすするるるるにににに、、、、4億億億億トントントントンだっだっだっだったたたたもももものがのがのがのが 4億億億億 8,000 万万万万トントントントンにににに、、、、約約約約 13％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらい増増増増加加加加するするするする。。。。ででででもももも、、、、これこれこれこれででででもももも増増増増加加加加量量量量をををを抑抑抑抑ええええたたたたようようようようなななな見見見見通通通通ししししににににななななっっっっているているているているんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これはこれはこれはこれは、、、、個個個個々々々々のののの企企企企業業業業さんさんさんさんのののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの中中中中でででではははは、、、、企企企企業業業業のののの中中中中でのでのでのでの廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを処処処処理理理理するコストといするコストといするコストといするコストというもうもうもうもののののはははは非常非常非常非常ににににややややははははりりりり最近最近最近最近大大大大ききききくなくなくなくなっっっっててててききききているているているているもももものですしのですしのですしのですし、、、、ささささららららにににに、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄問問問問題等題等題等題等がががが非常非常非常非常ににににクロークロークロークローズズズズアアアアップップップップされされされされてててているいるいるいる中中中中でででで、、、、排出者排出者排出者排出者のののの責任責任責任責任をををを問問問問ううううといといといというううう議議議議論論論論がががが最近非常最近非常最近非常最近非常にににに多多多多くなくなくなくなっっっっててててききききているているているているもももものですからのですからのですからのですから、、、、ここここのののの見見見見通通通通しがしがしがしがそそそそのとのとのとのとおおおおりりりり進進進進むむむむかどかどかどかどううううかといかといかといかといううううののののはははは、、、、再再再再度度度度議議議議論論論論がががが必要必要必要必要なとなとなとなところだころだころだころだととととはははは思思思思いまいまいまいますがすがすがすが、、、、そそそそのののの当時当時当時当時はははは増増増増ええええるるるるようようようようなななな目目目目標標標標でしたでしたでしたでした。。。。個個個個々々々々のののの企企企企業業業業さんにさんにさんにさんについてついてついてついて見見見見てみますとてみますとてみますとてみますと、、、、これこれこれこれほほほほどどどど増増増増ええええるのかなといるのかなといるのかなといるのかなというううう気気気気ももももしないでしないでしないでしないでははははないですがないですがないですがないですが、、、、ままままああああ、、、、こうこうこうこういいいいうううう目目目目標標標標ですですですです。。。。     それそれそれそれをををを、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル量量量量をでをでをでをでききききるるるるだけだけだけだけ減減減減らしてらしてらしてらして、、、、最終最終最終最終処処処処分分分分量量量量をををを、、、、ささささららららにこれにこれにこれにこれもももも同同同同じじじじようにようにようにように減減減減らしていくといらしていくといらしていくといらしていくといううううのがのがのがのが国国国国のののの目目目目標標標標ですですですです。。。。それそれそれそれでででで、、、、現現現現にににに、、、、現在現在現在現在までのまでのまでのまでの状況状況状況状況をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、平平平平成成成成 8年年年年当時当時当時当時、、、、これこれこれこれをををを見見見見ますとますとますとますと、、、、7,000 万万万万からからからから 8,000 万万万万トントントントンぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが最終最終最終最終処処処処分分分分量量量量だっだっだっだったたたたわけわけわけわけななななんんんんでででですすすすけれけれけれけれどどどどもももも、、、、直直直直近近近近のデータでのデータでのデータでのデータで見見見見ていていていていききききますとますとますとますと、、、、平平平平成成成成 12 年年年年、、、、13 年年年年ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの資資資資料料料料をををを見見見見てみますてみますてみますてみますとととと、、、、相相相相当当当当最終最終最終最終処処処処分分分分量量量量がががが減減減減っっっっててててききききていますていますていますています。。。。これはこれはこれはこれは、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたしましたしましたしました、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなリサイなリサイなリサイなリサイクルクルクルクル法制法制法制法制にににに基基基基づづづづいてリサイクルがいてリサイクルがいてリサイクルがいてリサイクルが進進進進んんんんででででききききているといているといているといているというもうもうもうものとのとのとのと、、、、ややややははははりりりり分分分分別別別別がががが進進進進んんんんででででききききてててていますのでいますのでいますのでいますので、、、、ででででききききるるるるだけだけだけだけ既既既既存存存存のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル業業業業界界界界ののののほほほほうにごうにごうにごうにごみがみがみがみが回回回回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こうこうこうことがとがとがとがごごごござざざざいいいいましてましてましてまして、、、、8,000 万万万万トントントントンだっだっだっだったのがたのがたのがたのが現在現在現在現在はもうはもうはもうはもう 5,000 万万万万トンをトンをトンをトンを切切切切っっっっているているているているんんん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いいいいうぐうぐうぐうぐらいらいらいらい、、、、相相相相当当当当最終最終最終最終処処処処分分分分量量量量がががが削減削減削減削減しているしているしているしている効効効効果果果果といといといといううううのがのがのがのが見見見見ええええててててききききているといているといているといているというこうこうこうことがとがとがとが言言言言ええええるかとるかとるかとるかと思思思思いますいますいますいます。。。。     それそれそれそれでででではははは、、、、第第第第 2 章章章章ののののほほほほうにうにうにうに移移移移りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思うんうんうんうんですがですがですがですが、、、、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ビビビビジネスがどジネスがどジネスがどジネスがどううううななななっっっっているかといているかといているかといているかというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。それそれそれそれでででで、、、、ここここのリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルビビビビジネスなジネスなジネスなジネスなんんんんですがですがですがですが、、、、ああああるるるる意意意意味味味味でででではははは、、、、国国国国のののの法法法法律律律律ががががビビビビジネスをつくジネスをつくジネスをつくジネスをつく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ううう部分部分部分部分がががが幾幾幾幾つかつかつかつかござござござございますいますいますいます。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、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ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、例例例例えばえばえばえば先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたしましたしましたしました瓶瓶瓶瓶とかとかとかとか缶缶缶缶とかとかとかとか、、、、ああああととととははははペペペペッッッットトトトボボボボトルトルトルトル、、、、ささささららららにはにはにはには、、、、通通通通常常常常リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルされされされされなかなかなかなかっっっったたたた古古古古紙紙紙紙、、、、おおおお菓子菓子菓子菓子のののの箱箱箱箱とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうもののののななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、全体全体全体全体でででで、、、、14 年度年度年度年度でででで 130 万万万万トントントントンぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが集集集集ままままっっっっているているているているわけわけわけわけななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、全体全体全体全体としてリサイクルとしてリサイクルとしてリサイクルとしてリサイクルビビビビジネスがジネスがジネスがジネスが、、、、ここここのののの法法法法律律律律だけだけだけだけででででもももも 500 億円億円億円億円規規規規模模模模ののののビビビビジネスがでジネスがでジネスがでジネスができきききててててききききているといているといているといているというううう統統統統計計計計ががががござござござございますいますいますいます。。。。家家家家電電電電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルもそうもそうもそうもそうででででござござござございましていましていましていまして、、、、年年年年間約間約間約間約 1,000万万万万トンのトンのトンのトンの家家家家電電電電がががが集集集集ままままっっっっててててききききてててておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、雇雇雇雇用用用用もももも全全全全国国国国でででで 1,700 人人人人以上以上以上以上のののの雇雇雇雇用用用用がががが発生発生発生発生しししし、、、、リサリサリサリサイクルイクルイクルイクル事業事業事業事業規規規規模模模模としてとしてとしてとしてもももも数数数数百億円百億円百億円百億円ベベベベースースースースににににななななっっっっててててききききているのかなとているのかなとているのかなとている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。。。。ささささらららら
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にににに、、、、自動自動自動自動車車車車リサリサリサリサイクルイクルイクルイクルににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、非常非常非常非常ににににややややははははりりりり大大大大ききききななななビビビビッグッグッグッグビビビビジネスジネスジネスジネスにににになりつつなりつつなりつつなりつつあああありましてりましてりましてりまして、、、、1兆円兆円兆円兆円ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのビビビビジネスジネスジネスジネス規規規規模模模模にににになるのでなるのでなるのでなるのでははははないかといないかといないかといないかというううう形形形形でででで今今今今議議議議論論論論がががが進進進進んんんんででででおおおおりりりりますますますます。。。。食品食品食品食品やややや建建建建設設設設リサイクルなどリサイクルなどリサイクルなどリサイクルなどもももも、、、、ここここののののようようようようなリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクル法制法制法制法制なりなりなりなり、、、、ごごごごみのみのみのみの流流流流れれれれるルーるルーるルーるルートをつくるトをつくるトをつくるトをつくるここここととととによっによっによっによってててて、、、、1 つのつのつのつのビビビビジネスがつくらジネスがつくらジネスがつくらジネスがつくられれれれていくといていくといていくといていくというこうこうこうことがとがとがとがあああありましてりましてりましてりまして、、、、従従従従来来来来、、、、どどどどちちちちらかといらかといらかといらかといううううとととと、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処処処処理理理理、、、、公公公公共事業共事業共事業共事業とかとかとかとか、、、、公公公公的的的的なななな負負負負担担担担をををを進進進進めめめめてててて、、、、処処処処分場分場分場分場ななななんんんんかをかをかをかをつくらつくらつくらつくられれれれているているているている自治自治自治自治体体体体さんもさんもさんもさんも非常非常非常非常にににに多多多多いいいいわけわけわけわけななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ややややははははりりりりああああるるるる種種種種、、、、みみみみんんんんなでなでなでなで費費費費用分用分用分用分担担担担するするするするここここととととによっによっによっによってててて、、、、非常非常非常非常にににに効効効効率率率率的的的的ににににごごごごみがリサイクルみがリサイクルみがリサイクルみがリサイクルされされされされているルールがているルールがているルールがているルールが個個個個々々々々ににににででででききききつつつつつつつつああああるといるといるといるというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。     2 つつつつ目目目目にににに、、、、製製製製造造造造事業事業事業事業者者者者のののの 3R のののの現状現状現状現状といといといというこうこうこうことでとでとでとでちょっちょっちょっちょっととととごごごご説説説説明明明明したいとしたいとしたいとしたいと思思思思うんうんうんうんですがですがですがですが、、、、ここここここここまでまでまでまで、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、ここにここにここにここに鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼業業業業とかとかとかとか、、、、非非非非鉄鉄鉄鉄金金金金属属属属業業業業とかとかとかとか、、、、製紙業製紙業製紙業製紙業とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ書書書書いていていていてごごごござざざざいますいますいますいます。。。。例例例例えばえばえばえば製紙製紙製紙製紙産産産産業業業業などなどなどなどはははは、、、、昔昔昔昔からからからから古古古古紙紙紙紙のリサイクルといのリサイクルといのリサイクルといのリサイクルといううううののののはははは非常非常非常非常ににににややややははははりりりり熱熱熱熱心心心心ににににややや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、、、、従従従従来来来来からからからから古古古古紙紙紙紙のののの利用利用利用利用率率率率といといといといううううののののはははは 50％％％％とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいうううう流流流流れだっれだっれだっれだったたたたんんんんですがですがですがですが、、、、年年年年々々々々ややややははははりリサイクルりリサイクルりリサイクルりリサイクル技術技術技術技術といといといといううううののののもももも転転転転換換換換してしてしてしてござござござございましていましていましていまして、、、、古古古古紙紙紙紙にににについてついてついてついてはははは、、、、もうもうもうもう 60％％％％近近近近いリサイクルいリサイクルいリサイクルいリサイクル率率率率ににににななななりつつりつつりつつりつつああああるといるといるといるというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。例例例例えばえばえばえば鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼ななななんんんんかかかかももももそうそうそうそうななななんんんんですがですがですがですが、、、、鉄鉄鉄鉄のスクラップのみならのスクラップのみならのスクラップのみならのスクラップのみならずずずず、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなコークスなコークスなコークスなコークス炉炉炉炉でででであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、鉄鉄鉄鉄をををを生生生生産産産産するするするする高高高高炉炉炉炉におにおにおにおいていていていて、、、、従従従従来来来来はははは石石石石炭炭炭炭をををを使使使使っっっっていたていたていたていた部分部分部分部分がががが、、、、石石石石炭炭炭炭ででででははははなくてなくてなくてなくて、、、、廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックとかックとかックとかックとか、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものをのをのをのを燃料燃料燃料燃料としてとしてとしてとして鉄鉄鉄鉄をつくるといをつくるといをつくるといをつくるというよううよううよううようななななビビビビジネスジネスジネスジネスにににに非常非常非常非常にににに熱熱熱熱心心心心にににに取取取取りりりり組組組組むむむむようにようにようにようにななななっっっっててててききききたといたといたといたといううううののののもござもござもござもございますいますいますいます。。。。ささささららららにはにはにはには、、、、非非非非鉄鉄鉄鉄金金金金属属属属精精精精錬錬錬錬業業業業、、、、これはこれはこれはこれは、、、、例例例例えばえばえばえば宮城宮城宮城宮城県県県県のののの鶯沢鶯沢鶯沢鶯沢町町町町のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンンンン事業事業事業事業もそうもそうもそうもそうななななんんんんででででござござござございますいますいますいますけけけけどどどど、、、、昔昔昔昔のののの鉱鉱鉱鉱山山山山のののの鉱鉱鉱鉱石石石石をををを精精精精錬錬錬錬していたしていたしていたしていた施施施施設設設設にににについてついてついてついて、、、、例例例例えばえばえばえば家家家家電電電電のののの電電電電子部子部子部子部品品品品のののの部分部分部分部分でででであああありますりますりますりますとかとかとかとか、、、、携帯携帯携帯携帯電話電話電話電話のののの電電電電子子子子部部部部品品品品のののの部分部分部分部分などをなどをなどをなどを、、、、精精精精錬錬錬錬のののの中中中中ででででもうもうもうもう一一一一度度度度精精精精錬錬錬錬してしてしてして、、、、金金金金やややや銀銀銀銀やややや、、、、銅銅銅銅とかとかとかとかアアアアルミをルミをルミをルミを回回回回収収収収するとするとするとするといいいいうよううよううよううようななななこここことととともももも非常非常非常非常にににに熱熱熱熱心心心心ににににやらやらやらやられれれれるるるるようにようにようにようにななななっっっっててててききききたといたといたといたというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。セメセメセメセメントントントント製製製製造造造造業業業業もももも、、、、例例例例えばえばえばえば一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの焼却焼却焼却焼却灰灰灰灰とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいうううう廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ををををセメセメセメセメントのントのントのントの原原原原料料料料ににににするするするするようようようようなななな方向方向方向方向性性性性もももも非常非常非常非常にににに出出出出ててててききききてててておおおおりますりますりますります。。。。ここここののののようにようにようにように、、、、非常非常非常非常にににに、、、、何何何何といといといというんうんうんうんでしでしでしでしょうょうょうょうかかかか、、、、
10 年年年年前前前前でででではははは考考考考ええええらららられれれれなかなかなかなかっっっったたたたようようようようないないないないろろろろいいいいろろろろなななな製製製製造造造造事業事業事業事業者者者者さんさんさんさんのリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルビビビビジネスジネスジネスジネスへへへへのののの展展展展開開開開といといといといううううののののもももも非常非常非常非常にににに多多多多くなくなくなくなっっっっててててききききているといているといているといているといううううのがのがのがのが最近最近最近最近のののの流流流流れれれれかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。     ささささららららにににに、、、、3番番番番ののののほほほほうにうにうにうにいいいいききききましてましてましてまして、、、、地地地地域域域域におけにおけにおけにおけるコミるコミるコミるコミュニュニュニュニティティティティレレレレベベベベルのいルのいルのいルのいろろろろいいいいろろろろなななな循環循環循環循環ビビビビジネスジネスジネスジネス、、、、これはこれはこれはこれは、、、、ビビビビジネスとジネスとジネスとジネスと言言言言っっっってしまてしまてしまてしまううううとととと怒怒怒怒らららられれれれてしまてしまてしまてしまううううのかのかのかのかももももししししれれれれまままませんせんせんせんがががが、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をリサイクルしたりをリサイクルしたりをリサイクルしたりをリサイクルしたり、、、、ごごごごみをみをみをみを少少少少なくしなくしなくしなくしようようようようとするとするとするとするようようようようないないないないろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが多多多多くなくなくなくなっっっっててててききききてててておおおおりますりますりますります。。。。後後後後ほほほほどどどどちょっちょっちょっちょっとととと事事事事例例例例ななななんんんんかかかかもごもごもごも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うんうんうんうんですがですがですがですが、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、商商商商店店店店街街街街のののの方方方方とかとかとかとか、、、、商商商商工会工会工会工会議議議議所所所所などのなどのなどのなどの経済経済経済経済団体団体団体団体のののの方方方方々々々々がががが、、、、環境環境環境環境保全保全保全保全といといといというこうこうこうことでとでとでとで地地地地域域域域にににに社会社会社会社会貢献貢献貢献貢献をしをしをしをしようようようようといといといというよううよううよううようなななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを、、、、非常非常非常非常にににに経済的経済的経済的経済的なななな付付付付加価値加価値加価値加価値、、、、要要要要するするするするにににに、、、、自分自分自分自分のののの事業事業事業事業なりなりなりなりビビビビジネスジネスジネスジネスにもにもにもにも効効効効果果果果ががががああああるるるるようようようようなななな形形形形でやらでやらでやらでやられれれれているているているているようようようようなななな例例例例もももも非常非常非常非常にににに多多多多くなくなくなくなっっっっててててまいりましたまいりましたまいりましたまいりました。。。。     ささささららららにはにはにはには、、、、市民市民市民市民団体団体団体団体のののの方方方方々々々々がががが、、、、ああああるるるる種種種種、、、、NPO をつくらをつくらをつくらをつくられれれれたりたりたりたり、、、、地地地地域域域域のののの関係関係関係関係者者者者のののの取取取取りりりり組組組組みみみみをネットをネットをネットをネットワワワワークークークーク化化化化してしてしてして、、、、ままままささささしくしくしくしく地地地地域域域域のののの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のシステムをのシステムをのシステムをのシステムを市民市民市民市民サイサイサイサイドドドドからつくりからつくりからつくりからつくり上上上上げようげようげようげようといといといというよううよううよううようなななな地地地地域域域域もももも出出出出ててててききききてててておおおおりますりますりますります。。。。ささささららららにににに、、、、市民市民市民市民へへへへ、、、、循環型循環型循環型循環型のののの社会社会社会社会構築構築構築構築にににに際際際際すすすするるるるささささままままざざざざまなまなまなまな情情情情報報報報提提提提供供供供でででであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、普及普及普及普及啓啓啓啓発発発発活活活活動動動動をををを行行行行われわれわれわれるるるるようようようようなななな市民市民市民市民活活活活動動動動のグルーのグルーのグルーのグルー
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プのプのプのプの方方方方もももも地地地地域域域域によっによっによっによっててててはははは非常非常非常非常にににに多多多多くなくなくなくなっっっっててててききききたといたといたといたというこうこうこうことがとがとがとがござござござございますいますいますいます。。。。     ここここののののようにようにようにように、、、、非常非常非常非常にににに多多多多くのくのくのくの方方方方々々々々なりなりなりなり、、、、多多多多くのくのくのくの主主主主体体体体のののの方方方方々々々々がががが循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに取取取取りりりり組組組組むむむむようにようにようにようにななななっっっっててててききききたといたといたといたというこうこうこうことがとがとがとがああああるるるるわけわけわけわけででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、これこれこれこれががががここここのままのままのままのまま発発発発展展展展すすすすればればればればいいいいいいいいわけわけわけわけななななんんんんですがですがですがですが、、、、なかなかやなかなかやなかなかやなかなかやははははりりりりそうはそうはそうはそうはいかないいかないいかないいかない、、、、課課課課題題題題もあもあもあもあるといるといるといるというこうこうこうことでとでとでとで、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、企企企企業業業業におにおにおにおけけけけるるるる循環循環循環循環ビビビビジネスジネスジネスジネス上上上上のののの課課課課題題題題としてとしてとしてとしてはははは、、、、実実実実際際際際そこそこそこそこでリサイクルのでリサイクルのでリサイクルのでリサイクルのビビビビジネスをやるとなるとジネスをやるとなるとジネスをやるとなるとジネスをやるとなると、、、、ややややははははりりりり工場工場工場工場のののの施施施施設設設設とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいうこうこうこうことがとがとがとが必要必要必要必要ににににななななっっっってくるてくるてくるてくるわけわけわけわけでででであああありましてりましてりましてりまして、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたしましたしましたしました鉄鉄鉄鉄とかとかとかとか非非非非鉄鉄鉄鉄精精精精錬錬錬錬業業業業やややや製製製製糸糸糸糸業業業業もそうもそうもそうもそうななななんんんんですがですがですがですが、、、、昔昔昔昔はごはごはごはごみがみがみがみが搬搬搬搬入入入入されされされされなかなかなかなかっっっったとたとたとたところにごころにごころにごころにごみがみがみがみが搬搬搬搬入入入入されされされされてくるといてくるといてくるといてくるというよううよううよううようななななこここことととともももも、、、、ややややははははりりりり社会的社会的社会的社会的なななな変変変変化化化化としてとしてとしてとしてああああるるるるわわわわけけけけででででござござござございましていましていましていまして、、、、そうそうそうそういいいいうよううよううよううようなななな方方方方々々々々にににに地地地地域域域域社会社会社会社会からのからのからのからの賛賛賛賛同同同同がががが得得得得らららられれれれるかどるかどるかどるかどううううかといかといかといかといううううようようようようなななな問問問問題題題題といといといといううううののののもももも、、、、これはあこれはあこれはあこれはあるるるるわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。     ささささららららにはにはにはには、、、、例例例例えばえばえばえば経営経営経営経営上上上上のコンプライのコンプライのコンプライのコンプライアアアアンスンスンスンス、、、、要要要要するするするするにににに、、、、きちんきちんきちんきちんとととと法法法法律律律律をををを守守守守っっっってやてやてやてやっっっってててているかどいるかどいるかどいるかどううううかかかか、、、、ささささららららにはそにはそにはそにはそのののの地地地地域域域域のののの方方方方々々々々にににに、、、、ややややっっっっているているているている事業事業事業事業ががががきちんきちんきちんきちんとととと情情情情報報報報提提提提供供供供されされされされていていていているかどるかどるかどるかどううううかといかといかといかというこうこうこうこととととにににに対対対対してしてしてしてもももも、、、、地地地地域域域域のののの社会社会社会社会からからからから理解理解理解理解をををを得得得得らららられれれれるかといるかといるかといるかというこうこうこうことととととととと裏裏裏裏腹腹腹腹ででででああああるといるといるといるというこうこうこうことととともあろうもあろうもあろうもあろうかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。     ささささららららにににに、、、、ややややははははりりりり市民市民市民市民 NPO とととと連連連連携携携携をするをするをするをするここここととととによっによっによっによっていていていていろろろろいいいいろろろろなななな原原原原材材材材料料料料のののの調調調調達達達達等等等等ののののビビビビジネジネジネジネスがスがスがスが効効効効率率率率化化化化するといするといするといするというううう面面面面もあもあもあもあるるるるわけわけわけわけででででござござござございましいましいましいましてててて、、、、そうそうそうそういいいいうううう課課課課題題題題がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか連連連連携携携携ががががううううままままくいかないといくいかないといくいかないといくいかないというこうこうこうことととともござもござもござもございますしいますしいますしいますし、、、、ああああととととはははは、、、、事業事業事業事業活活活活動動動動、、、、要要要要するするするするにににに、、、、これこれこれこれまでとまでとまでとまでと違違違違っっっったたたたビビビビジネスをジネスをジネスをジネスをそそそそのののの地地地地域域域域でやるでやるでやるでやるにににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、ささささままままざざざざまなまなまなまな自治自治自治自治体体体体のののの環境環境環境環境規規規規制制制制とのとのとのとの関係関係関係関係でででで、、、、自自自自治治治治体体体体のののの中中中中でのでのでのでの産産産産業業業業振興振興振興振興政策政策政策政策とととと環境政策環境政策環境政策環境政策とのとのとのとの連連連連携携携携みたいなみたいなみたいなみたいなもももものがなのがなのがなのがなされされされされないないないない場合場合場合場合にににに、、、、そうそうそうそういいいいうこうこうこうことがとがとがとが課課課課題題題題にににになるなるなるなる部分部分部分部分もござもござもござもございますいますいますいます。。。。     ささささららららにににに、、、、地地地地域域域域におけにおけにおけにおけるるるる循環循環循環循環ビビビビジネスといジネスといジネスといジネスというこうこうこうことでとでとでとで、、、、先先先先ほほほほどいどいどいどいろろろろいいいいろろろろなななな市民市民市民市民団体団体団体団体のののの方方方方々々々々のののの活活活活動動動動等等等等ののののおおおお話話話話ももももしましたがしましたがしましたがしましたが、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、そうそうそうそういいいいうううう活活活活動動動動がががが持続可能持続可能持続可能持続可能なななな形形形形ににににななななっっっっているかどているかどているかどているかどううううかかかか。。。。ああああるるるる種種種種、、、、社会社会社会社会システムをつくシステムをつくシステムをつくシステムをつくっっっっていくていくていくていくわけわけわけわけですからですからですからですから、、、、1 つつつつ安定安定安定安定的的的的にににに事業事業事業事業がががが進進進進めめめめらららられれれれななななければければければければいいいいけけけけないないないないんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ややややははははりりりりボボボボランティランティランティランティアアアア的的的的なななな活活活活動動動動ですとですとですとですと長続長続長続長続ききききしないといしないといしないといしないというううう面面面面もあもあもあもありましてりましてりましてりまして、、、、それそれそれそれをどをどをどをどうううう考考考考ええええるかといるかといるかといるかというううう話話話話とととと、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな地地地地元元元元のののの行政行政行政行政やややや、、、、ああああととととはははは地地地地元元元元のののの企企企企業業業業のののの方方方方々々々々とととと連連連連携携携携するするするするここここととととによっによっによっによってててて安定安定安定安定的的的的にににになるといなるといなるといなるというううう側面側面側面側面ももももないないないないわけわけわけわけじゃじゃじゃじゃないないないないんんんんですがですがですがですが、、、、連連連連携携携携するルートがするルートがするルートがするルートが限限限限らららられれれれているといているといているといているというううう部分部分部分部分ががががあろうあろうあろうあろうかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。     ちょっちょっちょっちょっとととと具具具具体体体体的的的的なななな事事事事例例例例をををを見見見見ていていていていききききますがますがますがますが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼業業業業におけにおけにおけにおけるるるる廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックの利利利利用用用用実実実実績績績績ななななんんんんですがですがですがですが、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、これはこれはこれはこれは容容容容器器器器包装包装包装包装リサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの廃廃廃廃プラなプラなプラなプラなんんんんですがですがですがですが、、、、ややややははははりりりり利用利用利用利用するするするする量量量量がががが国国国国内内内内のののの鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼業業業業でででで非常非常非常非常にににに多多多多くなくなくなくなっっっっててててききききているといているといているといているというううう統統統統計計計計ですですですです。。。。次次次次にににに、、、、非非非非鉄鉄鉄鉄金金金金属属属属精精精精錬錬錬錬業業業業、、、、これはこれはこれはこれは秋秋秋秋田県田県田県田県のののの小小小小坂坂坂坂町町町町のののの同同同同和和和和工業工業工業工業のののの例例例例をををを書書書書かかかかせせせせていたていたていたていただだだだいているいているいているいているんんんんですがですがですがですが、、、、全全全全国国国国からからからからここここののののようようようようなスクラップやなスクラップやなスクラップやなスクラップや、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな亜亜亜亜鉛鉛鉛鉛とかとかとかとか、、、、原原原原料料料料にににになるなるなるなるようようようようなななな家家家家電電電電とかとかとかとか、、、、コンコンコンコンピピピピュュュュータータータータ基基基基盤盤盤盤とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものがのがのがのが集集集集ままままっっっってててて、、、、昔昔昔昔はははは鉱鉱鉱鉱山山山山施施施施設設設設としてとしてとしてとして地地地地域域域域のののの鉱鉱鉱鉱石石石石をををを処処処処理理理理していしていしていしていたインフラがたインフラがたインフラがたインフラが、、、、ままままささささしくしくしくしく今今今今、、、、ここここののののようようようようなななな形形形形でででで循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築をするをするをするをするビビビビジネスジネスジネスジネスモモモモデルデルデルデルにににに転転転転換換換換されされされされててててききききているといているといているといているというううう例例例例ですですですです。。。。     ああああととととはははは、、、、セメセメセメセメントントントント業業業業界界界界でのでのでのでの例例例例ななななんんんんですがですがですがですが、、、、副産副産副産副産物物物物のののの使使使使用用用用例例例例といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、一一一一番下番下番下番下のとのとのとのとこここころだけちろだけちろだけちろだけちょっょっょっょっとととと見見見見ていたていたていたていただければだければだければだければいいといいといいといいと思思思思うんうんうんうんですがですがですがですが、、、、セメセメセメセメントントントント 1 トントントントン当当当当たりのたりのたりのたりの副産副産副産副産物物物物やややや、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの利用利用利用利用比率比率比率比率ででででござござござございますいますいますいます。。。。大大大大体体体体トントントントン当当当当たりたりたりたり 300 キキキキログラムログラムログラムログラムぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、大大大大体体体体 30％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらい
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だっだっだっだったたたたんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これこれこれこれをををを 2010 年年年年にににに向向向向けけけけてててて 40％％％％までまでまでまで拡拡拡拡大大大大ししししようようようようといといといといううううのがのがのがのがセメセメセメセメントントントント業業業業界界界界のののの今今今今のののの目目目目標標標標ででででござござござございますいますいますいます。。。。ささささららららにににに、、、、化化化化学業学業学業学業界界界界ににににつつつつききききましてましてましてましてもももも、、、、ややややははははりプりプりプりプチチチチススススチチチチックックックック、、、、石石石石油油油油からからからから出出出出されされされされるるるる石油石油石油石油製製製製品品品品ななななわけわけわけわけななななんんんんですがですがですがですが、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、ここここのののの帝帝帝帝人人人人のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの例例例例におにおにおにおいていていていてはははは、、、、そうそうそうそういいいいうううう既既既既存存存存のののの石油石油石油石油精精精精製製製製、、、、石油石油石油石油製製製製品品品品生生生生産産産産技術技術技術技術といといといといううううのをのをのをのを利用利用利用利用しましてしましてしましてしまして、、、、ペペペペットットットットボボボボトルをトルをトルをトルをももももうううう一一一一度度度度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ににに再再再再生生生生ししししようようようようといといといというこうこうこうことでとでとでとでござござござございましていましていましていまして、、、、そうそうそうそういいいいうこうこうこうことととともビもビもビもビジネスとジネスとジネスとジネスとしてしてしてして新新新新たたたたにににに展展展展開開開開されされされされるるるる企企企企業業業業もももも多多多多くなくなくなくなっっっっててててききききていますていますていますています。。。。     ささささららららにににに、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理業理業理業理業ににににつつつつききききましてましてましてましてもももも、、、、何何何何といといといというんうんうんうんでしでしでしでしょうょうょうょう、、、、単単単単なるなるなるなる中中中中間処間処間処間処理理理理をしてをしてをしてをして、、、、焼却焼却焼却焼却をしてをしてをしてをして、、、、それそれそれそれをををを最終最終最終最終処処処処分分分分にににに持持持持っっっっていくといていくといていくといていくというよううよううよううようななななビビビビジネスジネスジネスジネスだけだけだけだけででででははははなくてなくてなくてなくて、、、、具具具具体体体体的的的的にににに産産産産業廃棄物業廃棄物業廃棄物業廃棄物のののの処処処処理業自理業自理業自理業自体体体体ももももゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション型型型型にににになななな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よううよううよううようなななな流流流流れれれれがががが結結結結構構構構ごごごござざざざいますいますいますいます。。。。それはそれはそれはそれは、、、、ででででききききるるるるだけだけだけだけリサイクルでリサイクルでリサイクルでリサイクルでききききるるるるももももののののははははリサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルを回回回回しながらしながらしながらしながら、、、、最終最終最終最終処処処処分分分分量量量量にににに少少少少なくななくななくななくなっっっっていくていくていくていくようようようようなななな産産産産業廃棄物業廃棄物業廃棄物業廃棄物処処処処理理理理をやをやをやをやっっっっているているているているようようようようなななな企企企企業業業業ののののほほほほううううがががが、、、、むむむむししししろろろろ排出排出排出排出事業事業事業事業者者者者からからからから好好好好感感感感をををを持持持持たたたたれれれれるといるといるといるというよううよううよううようなななな流流流流れにれにれにれにななななっっっっててててききききているているているている 1 つのつのつのつの事事事事例例例例じゃじゃじゃじゃないのないのないのないのかといかといかといかといううう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。。。。     ああああととととはははは、、、、地地地地域域域域レレレレベベベベルでのいルでのいルでのいルでの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としてみとしてみとしてみとして、、、、これはこれはこれはこれは東京東京東京東京のののの早早早早稲稲稲稲田田田田商商商商店店店店街街街街のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを挙挙挙挙げさせげさせげさせげさせていたていたていたていただだだだいているいているいているいているんんんんですがですがですがですが、、、、特特特特にににに都都都都会会会会系系系系ななななんんんんかですとかですとかですとかですと、、、、ややややははははりりりり分分分分別別別別排出排出排出排出をををを市民市民市民市民のののの方方方方々々々々におにおにおにお願願願願いするいするいするいするにににに当当当当たたたたっっっってててて、、、、なかなかなかなかなかなかなかなかちちちちゅゅゅゅうちょされうちょされうちょされうちょされるるるる自治自治自治自治体体体体さんさんさんさんがががが多多多多いいいいわけわけわけわけななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、例例例例えばこえばこえばこえばこのののの早早早早稲稲稲稲田田田田のののの場合場合場合場合ににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、こうこうこうこういいいいうううう瓶瓶瓶瓶とかとかとかとか缶缶缶缶とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものののののののの回回回回収収収収器器器器をををを商商商商店店店店街街街街のののの中中中中にににに設設設設けけけけてててて、、、、市民市民市民市民のののの方方方方々々々々ががががおおおお買買買買いいいい物物物物ついでついでついでついでにごにごにごにごみをみをみをみを持持持持っっっっててててききききててててももももららららっっっってててて、、、、そそそそのののの回回回回収収収収器器器器にごにごにごにごみをみをみをみを放放放放りりりり込込込込んんんんででででももももららららうううう。。。。そうそうそうそういいいいうこうこうこうことでとでとでとで、、、、おおおお客客客客さんさんさんさんがががが来来来来るしるしるしるし、、、、回回回回収収収収器器器器をををを出出出出したしたしたした中中中中でででではははは、、、、空空空空きききき缶缶缶缶をををを入入入入れれれれるとラッるとラッるとラッるとラッキキキキーーーーチチチチケケケケットがットがットがットが出出出出てててて、、、、それそれそれそれでででで商商商商店店店店街街街街でででで安安安安いいいい買買買買いいいい物物物物がでがでがでができきききるといるといるといるというよううよううよううようなななな形形形形でででで、、、、商商商商店店店店街街街街のののの活活活活動動動動としてのプラスのとしてのプラスのとしてのプラスのとしてのプラスの面面面面もあもあもあもありますしりますしりますしりますし、、、、ああああととととはははは、、、、消費消費消費消費者者者者のののの方方方方々々々々ににににととととっっっっててててもももも、、、、ごごごごみをみをみをみを有料化有料化有料化有料化するするするするようようようようなななな自治自治自治自治体体体体さんもさんもさんもさんも多多多多くなくなくなくなっっっっててててききききているているているている中中中中でででで、、、、こうこうこうこういいいいううううとととところにごころにごころにごころにごみをみをみをみを引引引引きききき取取取取っっっっててててももももららららええええるのでるのでるのでるのであればあればあればあれば、、、、それにそれにそれにそれに越越越越したしたしたしたここここととととははははないないないないといといといというううう形形形形でのでのでのでの、、、、消費消費消費消費者者者者ののののニニニニーーーーズズズズとととと商商商商店店店店街街街街側側側側ののののニニニニーーーーズズズズががががううううまくマッまくマッまくマッまくマッチチチチングしたングしたングしたングしたようようようようなななな例例例例ででででははははないのかなといないのかなといないのかなといないのかなといううううふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。     ここここれはれはれはれは名古名古名古名古屋屋屋屋のののの例例例例ななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、中部中部中部中部リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル市民運動市民市民運動市民市民運動市民市民運動市民のののの会会会会といといといといううううのがのがのがのがござござござございましていましていましていまして、、、、これはこれはこれはこれは NGO団体団体団体団体ななななんんんんですがですがですがですが、、、、地地地地域域域域のののの企企企企業業業業ななななんんんんかとかとかとかともももも連連連連携携携携をしてをしてをしてをして、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなリなリなリなリサイクルシステムサイクルシステムサイクルシステムサイクルシステム、、、、不不不不用用用用品品品品のリサイクルなどのリサイクルなどのリサイクルなどのリサイクルなどもももも、、、、行政行政行政行政がががが絡絡絡絡まないまないまないまない形形形形でででで市民市民市民市民活活活活動動動動ががががそうそうそうそういいいいうううう循環循環循環循環システムのシステムのシステムのシステムの構築構築構築構築にににに一役一役一役一役買買買買っっっっているているているている例例例例ででででござござござございますいますいますいます。。。。     これはこれはこれはこれは京都京都京都京都市市市市のののの例例例例ななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ごごごごみみみみ減減減減量量量量推進推進推進推進協協協協議議議議会会会会といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、これはこれはこれはこれはどどどどちちちちららららかといかといかといかといううううとととと普及普及普及普及啓啓啓啓蒙蒙蒙蒙型型型型のののの取取取取りりりり組組組組みみみみだだだだとととと思思思思うんうんうんうんですがですがですがですが、、、、買買買買いいいい物物物物袋袋袋袋持持持持参参参参キキキキャンャンャンャンペペペペーンとかーンとかーンとかーンとか、、、、そそそそうううういいいいうううう市民市民市民市民にににに対対対対してしてしてして循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに取取取取りりりり組組組組むむむむたたたためめめめのいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな活活活活動動動動をををを普普普普及及及及させようさせようさせようさせようといといといというううう取取取取りりりり組組組組みをしているとみをしているとみをしているとみをしているところころころころででででござござござございますいますいますいます。。。。     次次次次にににに、、、、自治自治自治自治体体体体のののの話話話話にににに行行行行ききき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。。。。先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたとしましたとしましたとしましたとおおおおりりりり、、、、地地地地方方方方自治自治自治自治体体体体、、、、これこれこれこれまでのまでのまでのまでの環境政策環境政策環境政策環境政策のののの中中中中におきにおきにおきにおきましてましてましてましてはははは、、、、どどどどちちちちらかといらかといらかといらかといううううとととと環境環境環境環境規規規規制制制制をするをするをするをする規規規規制制制制官庁官庁官庁官庁、、、、取取取取りりりり締締締締まりまりまりまり官庁官庁官庁官庁だっだっだっだったたたたわけわけわけわけななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、近近近近年年年年、、、、ここここのののの 2番番番番目目目目でででで、、、、「「「「先先先先進進進進自治自治自治自治体体体体におけにおけにおけにおけるるるる循環循環循環循環ビビビビジネスジネスジネスジネス取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの進展進展進展進展」」」」とととと書書書書かかかかせせせせていたていたていたていただだだだ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、、、、例例例例えばえばえばえば企企企企業業業業誘誘誘誘致致致致をををを、、、、何何何何といといといといううううんんんんでしでしでしでしょうょうょうょうかかかか、、、、地地地地域域域域をををを活活活活性性性性化化化化するたするたするたするためにはめにはめにはめにはややややははははりやらりやらりやらりやらんんんんといといといといけけけけないといないといないといないというこうこうこうことでとでとでとで、、、、そそそそのののの企企企企
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業業業業誘誘誘誘致致致致のののの政策政策政策政策とととと循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会形成形成形成形成政策政策政策政策をををを一体一体一体一体的的的的にににに展展展展開開開開しているしているしているしているようようようようなななな自治自治自治自治体体体体さんはござさんはござさんはござさんはございまいまいまいますすすす。。。。例例例例えばえばえばえば北九州北九州北九州北九州市市市市などなどなどなどもそうもそうもそうもそうなのかなのかなのかなのかももももししししれれれれまままませんせんせんせんがががが、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの、、、、ややややははははりりりりああああるるるる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をリをリをリをリサイクルするといサイクルするといサイクルするといサイクルするというよううよううよううようななななここここととととににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、集集集集中的中的中的中的にそうにそうにそうにそういいいいうううう産産産産業業業業をををを誘誘誘誘致致致致したしたしたしたほほほほううううががががメメメメリットがリットがリットがリットがああああるといるといるといるというううう面面面面ははははないないないないわけわけわけわけででででははははないないないないわけわけわけわけででででござござござございましていましていましていまして、、、、要要要要するするするするにににに、、、、企企企企業業業業誘誘誘誘致致致致政政政政策策策策のののの中中中中ででででもももも、、、、ででででききききるるるるだけそうだけそうだけそうだけそういいいいううううリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル型型型型のののの産産産産業業業業をををを誘誘誘誘致致致致するするするするここここととととによっによっによっによってててて相乗相乗相乗相乗効効効効果果果果をををを生生生生もうもうもうもうじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと。。。。それそれそれそれでででで、、、、地地地地域域域域からからからから発生発生発生発生するするするする廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物もももも、、、、ででででききききるるるるだけだけだけだけ外外外外にににに出出出出すのですのですのですのでははははななななくてくてくてくて、、、、域内域内域内域内ででででそうそうそうそういいいいうううう企企企企業業業業ににににリサイクルしてリサイクルしてリサイクルしてリサイクルしてももももららららおうおうおうおうじゃじゃじゃじゃないかといないかといないかといないかというよううよううよううようなななな発発発発想想想想でででで企企企企業業業業誘誘誘誘致致致致ををををやらやらやらやられれれれるるるるようようようようなななな自治自治自治自治体体体体さんもさんもさんもさんも多多多多くなくなくなくなっっっっててててききききてててておおおおりますりますりますります。。。。ささささららららにはにはにはには、、、、地地地地域域域域のののの産産産産業業業業構構構構造造造造をををを生生生生かしたかしたかしたかした循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会形成形成形成形成といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの宮城宮城宮城宮城県県県県のののの鶯沢鶯沢鶯沢鶯沢町町町町ななななんんんんかのかのかのかの例例例例はそうはそうはそうはそうななななんんんんですがですがですがですが、、、、要要要要するするするするにににに、、、、鉱鉱鉱鉱山山山山がががが持持持持っっっっていたインフラがていたインフラがていたインフラがていたインフラが、、、、鉱鉱鉱鉱山山山山がががが閉山閉山閉山閉山してしましてしましてしましてしまううううとととと、、、、地地地地域域域域はははは疲疲疲疲弊弊弊弊をしてしまをしてしまをしてしまをしてしまううううといといといというこうこうこうこととととははははどどどどここここののののあれあれあれあれででででもあもあもあもあるるるるんんんんですがですがですがですが、、、、例例例例えばえばえばえば 1 つのつのつのつの工場工場工場工場がががが移転移転移転移転をするをするをするをする、、、、閉閉閉閉鎖鎖鎖鎖されされされされるといるといるといるというこうこうこうことがとがとがとがああああるるるるんんんんですがですがですがですが、、、、たたたただだだだ、、、、そそそそのののの持持持持っっっっているインフラているインフラているインフラているインフラ、、、、工場工場工場工場のののの設備設備設備設備とかとかとかとか機機機機械械械械がががが、、、、ももももしかしたらリサイクルしかしたらリサイクルしかしたらリサイクルしかしたらリサイクルにににに役役役役立立立立つのかつのかつのかつのかももももししししれれれれないないないないわけわけわけわけですですですです。。。。そうそうそうそうしますとしますとしますとしますと、、、、そうそうそうそういいいいうこうこうこうことをとをとをとを、、、、例例例例えばえばえばえば自治自治自治自治体体体体もももも応援応援応援応援をしなをしなをしなをしながらがらがらがら、、、、昔昔昔昔はははは、、、、普普普普通通通通のののの製製製製品品品品をををを使使使使っっっっていたていたていたていた工場工場工場工場ななななんだんだんだんだけれけれけれけれどどどどもももも、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルにににに役役役役立立立立つといつといつといつというこうこうこうことでとでとでとで、、、、社会的社会的社会的社会的なインフラとしてなインフラとしてなインフラとしてなインフラとして使使使使っっっっていていていていこうこうこうこうじゃじゃじゃじゃないかといないかといないかといないかというよううよううよううようななななこここことをとをとをとを考考考考ええええるるるる自治自治自治自治体体体体さんもさんもさんもさんも非常非常非常非常にににに多多多多くなくなくなくなっっっっててててききききているているているているわけわけわけわけでででであああありますりますりますります。。。。     ささささららららにににに、、、、先先先先ほほほほどどどどもももも申申申申しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな市民市民市民市民活活活活動動動動のののの方方方方々々々々がががが熱熱熱熱心心心心ににににややややっっっっているているているている地地地地域域域域ももももああああるるるるわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。そうそうそうそういいいいうううう活活活活動動動動をををを、、、、むむむむししししろろろろ自治自治自治自治体体体体がががが逆逆逆逆にににに応援応援応援応援をするをするをするをするここここととととによっによっによっによってててて、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をつくるといをつくるといをつくるといをつくるというこうこうこうことととともももも考考考考ええええらららられれれれているているているている自治自治自治自治体体体体もござもござもござもございますいますいますいます。。。。ささささららららにににに、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの調調調調達達達達、、、、これはこれはこれはこれは、、、、例例例例えばえばえばえば一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの分分分分別別別別でででであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、事業事業事業事業系系系系のののの、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなオフィスなオフィスなオフィスなオフィスからからからから出出出出てくるてくるてくるてくるごごごごみのみのみのみの分分分分別別別別・・・・回回回回収収収収システムをつくりながらシステムをつくりながらシステムをつくりながらシステムをつくりながら、、、、冒冒冒冒頭頭頭頭申申申申しましたグリーンしましたグリーンしましたグリーンしましたグリーン購購購購入入入入、、、、ででででききききるるるるだけだけだけだけリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製製製製品品品品をををを地地地地域域域域でででで買買買買っっっっていていていていこうこうこうこうといといといというよううよううよううようなななな出口出口出口出口対策対策対策対策ななななんんんんかをかをかをかをあわせあわせあわせあわせてててて地地地地域域域域のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル産産産産業業業業をををを振興振興振興振興ししししようようようようといといといというよううよううよううようなななな自治自治自治自治体体体体さんもさんもさんもさんも出出出出ててててききききてててておおおおりますりますりますります。。。。     そうそうそうそういいいいうよううよううよううようなななな、、、、ままままああああ、、、、自治自治自治自治体体体体のののの環境政策自環境政策自環境政策自環境政策自体体体体のののの考考考考ええええ方方方方もももも相相相相当当当当変変変変わっわっわっわっててててききききているといているといているといているといううううようようようようなななな世世世世のののの中中中中ででででござござござございますいますいますいます。。。。そそそそのののの事事事事例例例例をををを幾幾幾幾つかつかつかつか出出出出したいしたいしたいしたいんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これはこれはこれはこれは東京東京東京東京ののののベベベベッッッッドドドドタタタタウウウウンのンのンのンの日日日日野野野野市市市市のののの例例例例ななななんんんんですがですがですがですが、、、、例例例例にににに漏漏漏漏れずれずれずれず、、、、リサイクルステーションリサイクルステーションリサイクルステーションリサイクルステーションにごにごにごにごみをいみをいみをいみをいっっっっぱぱぱぱいいいい出出出出してしてしてしておおおおけばけばけばけば、、、、地地地地元元元元のののの自治自治自治自治体体体体はははは回回回回収収収収してくしてくしてくしてくれれれれるるるるわけわけわけわけななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ややややははははりりりり焼却焼却焼却焼却場場場場もござもござもござもございまいまいまいませんせんせんせんしししし、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処処処処分場分場分場分場ももももなくななくななくななくなっっっってまいりますとてまいりますとてまいりますとてまいりますと、、、、それそれそれそれでででではもうはもうはもうはもう全全全全然済然済然済然済まなまなまなまないいいいわけわけわけわけななななんんんんですですですですねねねね。。。。それそれそれそれでででで、、、、非常非常非常非常にににに多多多多摩摩摩摩地地地地域域域域ででででもワもワもワもワーストーストーストーストワワワワンでンでンでンで、、、、ごごごごみのみのみのみの排出排出排出排出量量量量がががが多多多多かかかかっっっったたたた町町町町がががが、、、、市長市長市長市長さんもさんもさんもさんもみみみみずずずずからからからから先頭先頭先頭先頭にににに立立立立っっっってててて、、、、市民市民市民市民にそうにそうにそうにそういいいいうこうこうこうことのとのとのとの課課課課題題題題ををををごごごご説説説説明明明明してしてしてして、、、、ででででききききるるるるだけだけだけだけ小分小分小分小分けにけにけにけにしてしてしてして排出排出排出排出をしていたをしていたをしていたをしていただだだだくくくくようようようようなリサイクルシステムをなリサイクルシステムをなリサイクルシステムをなリサイクルシステムを地地地地域域域域にににに導入導入導入導入されされされされてててて、、、、
1 人人人人当当当当たりのたりのたりのたりのごごごごみのみのみのみの排出排出排出排出量量量量をををを非常非常非常非常にににに少少少少なくしてなくしてなくしてなくして、、、、非常非常非常非常にににに町自町自町自町自体体体体もきれもきれもきれもきれいいいいににににななななっっっったたたた。。。。要要要要するするするするにににに、、、、町町町町からからからからごごごごみのステーションがなくなみのステーションがなくなみのステーションがなくなみのステーションがなくなっっっったたたた。。。。町町町町もきれもきれもきれもきれいいいいににににななななっっっったしたしたしたし、、、、行政行政行政行政コストコストコストコストももももなくななくななくななくなっっっったしたしたしたし、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルもうもうもうもうまくいまくいまくいまくい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ううう、、、、そうそうそうそういいいいうこうこうこうことをとをとをとを取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる町町町町ででででござござござございいいいますますますます。。。。 ささささららららにににに、、、、地地地地元元元元ですのでですのでですのでですので、、、、仙仙仙仙台台台台市市市市のののの例例例例ななななんんんんかかかかもごもごもごもご説説説説明明明明いたしますがいたしますがいたしますがいたしますが、、、、どどどどちちちちらかといらかといらかといらかといううううとととと、、、、仙仙仙仙台台台台のののの産産産産業業業業構構構構造造造造はははは、、、、第第第第 3 次産次産次産次産業中業中業中業中心心心心のののの産産産産業業業業ででででござござござございますからいますからいますからいますから、、、、もちろんもちろんもちろんもちろんリサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルをされされされされ



 133

ているているているている既既既既存存存存のののの産産産産業業業業界界界界もあもあもあもあるるるるわけわけわけわけななななんんんんですがですがですがですが、、、、ででででききききるるるるだけだけだけだけグリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入をををを地地地地域域域域のののの企企企企業業業業のののの中中中中でででで熱熱熱熱心心心心ににににやりながらやりながらやりながらやりながら、、、、そこそこそこそこからからからから出出出出てくるてくるてくるてくる事業事業事業事業系系系系のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ももももででででききききるるるるだけだけだけだけ分分分分別別別別をしていたをしていたをしていたをしていただだだだいていていていて、、、、古古古古紙紙紙紙とかとかとかとか、、、、瓶瓶瓶瓶とかとかとかとか、、、、缶缶缶缶とかとかとかとか、、、、それそれそれそれをををを既既既既存存存存のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル産産産産業業業業にににに回回回回しながしながしながしながらららら地地地地元元元元のののの産産産産業業業業振興振興振興振興にににに役役役役立立立立ててててようようようようじゃじゃじゃじゃないかといないかといないかといないかというよううよううよううようなななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをされされされされているているているている例例例例もござもござもござもございますいますいますいます。。。。 ここここののののようようようようなななな、、、、製製製製造造造造業業業業のののの方方方方々々々々のののの考考考考ええええ方方方方ももももいいいいろろろろいいいいろろろろ変変変変わっわっわっわってまいりましたしてまいりましたしてまいりましたしてまいりましたし、、、、市民市民市民市民活活活活動動動動のののの取取取取りりりり組組組組みといみといみといみといううううののののもももも相相相相当当当当ややややははははりりりり循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを重重重重視視視視するするするするようようようようなななな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが進進進進んんんんででででききききているているているている中中中中でででで、、、、国国国国のやのやのやのやっっっっててててききききているいているいているいているいろろろろいいいいろろろろなななな制制制制度自度自度自度自体体体体もちょっもちょっもちょっもちょっとととと考考考考ええええていかないといていかないといていかないといていかないといけけけけ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かといかといかといかといううううのがのがのがのが第第第第 4章章章章ででででござござござございますいますいますいます。。。。 ちょっちょっちょっちょっとととと 1 枚枚枚枚、、、、次次次次にににに行行行行ききききたいたいたいたいんんんんですがですがですがですが、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン支援支援支援支援制制制制度度度度といといといといううううのをのをのをのを私私私私どどどどもはもはもはもは講講講講じじじじてててておおおおりますりますりますります。。。。平平平平成成成成 9 年年年年からからからから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。。。。これはこれはこれはこれはどどどどうううういいいいうううう制制制制度度度度かとかとかとかと申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、自治自治自治自治体体体体のののの方方方方々、々、々、々、これはこれはこれはこれは都都都都道道道道府府府府県県県県かかかか政政政政令令令令指指指指定都定都定都定都市市市市ななななんんんんですがですがですがですが、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンプランといンプランといンプランといンプランといううううのをのをのをのをおおおおつくつくつくつくりいたりいたりいたりいただきだきだきだきますますますます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、要要要要するするするするにににに、、、、みみみみずずずずからのからのからのからの町町町町がいかがいかがいかがいかにににに循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をつくるたをつくるたをつくるたをつくるためにめにめにめにどどどどうううういいいいうこうこうこうことをやとをやとをやとをやっっっっていくかていくかていくかていくか、、、、ささささららららにはにはにはにはゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション型型型型のののの町町町町ににににするたするたするたするためにはめにはめにはめにはどどどどうううういいいいうううう取取取取りりりり組組組組みをやみをやみをやみをやっっっっていくかといていくかといていくかといていくかというううう計画計画計画計画をつくをつくをつくをつくっっっっていたていたていたていただだだだくくくくわけわけわけわけでででであああありますりますりますります。。。。そそそそのののの計画計画計画計画をををを経済経済経済経済産産産産業省業省業省業省とととと環境省環境省環境省環境省がががが共共共共同同同同でででで承認承認承認承認ををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきましてましてましてまして、、、、そそそそのプランののプランののプランののプランの中中中中でででで、、、、入入入入りつりつりつりつけけけけらららられれれれてててているいるいるいるささささままままざざざざまなリサイクルまなリサイクルまなリサイクルまなリサイクル施施施施設設設設のののの整備整備整備整備でででであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな市民市民市民市民参加参加参加参加型型型型のののの活活活活動動動動等等等等ににににつつつつききききましてましてましてまして、、、、ハハハハーーーードドドド事業事業事業事業ととととしてしてしてしてははははリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル施施施施設設設設のののの整備整備整備整備にににに環境省環境省環境省環境省、、、、経済省経済省経済省経済省でででで補補補補助助助助金金金金をををを交交交交付付付付したりしたりしたりしたり、、、、ささささららららにはにはにはにはソソソソフトフトフトフト事業事業事業事業としてとしてとしてとして、、、、例例例例えばえばえばえばリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製製製製品品品品をををを市民市民市民市民のののの方方方方々々々々にににに買買買買っっっっていたていたていたていただだだだくたくたくたくためめめめのののの展展展展示示示示会会会会とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなデータなデータなデータなデータベベベベースをつくるといースをつくるといースをつくるといースをつくるというよううよううよううようななななももももののののにににに対対対対してしてしてして経済経済経済経済産産産産業省業省業省業省がががが補補補補助助助助金金金金をををを交交交交付付付付しているといしているといしているといしているというよううよううよううようなななな制制制制度度度度ででででござござござございますいますいますいます。。。。 ちょっちょっちょっちょっととととももももととととにににに戻戻戻戻るるるるんんんんですがですがですがですが、、、、そうそうそうそういいいいうよううよううよううようなななな施施施施設設設設としてとしてとしてとして、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの青青青青いパンフいパンフいパンフいパンフレレレレットットットットのののの日本地日本地日本地日本地図図図図にあにあにあにありますとりますとりますとりますとおおおおりりりり、、、、現在現在現在現在 19 地地地地域域域域がエコタがエコタがエコタがエコタウウウウンプランのンプランのンプランのンプランの承認承認承認承認地地地地域域域域としてとしてとしてとしてござござござございまいまいまいますすすす。。。。それそれそれそれでででで、、、、ここここのののの統統統統計計計計をとをとをとをとっっっったとたとたとたときはきはきはきは全全全全国国国国でででで 39ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのハハハハーーーードドドド施施施施設設設設がががが国国国国のののの補補補補助助助助金金金金ををををベベベベースースースースにににに整備整備整備整備されされされされているているているているんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクル施施施施設設設設がどがどがどがどうううういいいいうううう背景背景背景背景でででで整備整備整備整備されされされされていたかといていたかといていたかといていたかといううううのをのをのをのを今今今今回回回回ちょっちょっちょっちょっといといといといろろろろいいいいろろろろ分分分分析析析析をしたをしたをしたをしたわけわけわけわけでででであああありますりますりますります。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、法法法法規規規規制制制制対対対対応応応応。。。。法法法法規規規規制制制制対対対対応応応応といといといといううううののののはははは、、、、先先先先ほほほほどどどど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、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな容容容容器器器器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とかとかとかとか、、、、家家家家電電電電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものをのをのをのを背景背景背景背景としたとしたとしたとした設備設備設備設備。。。。ささささららららにはにはにはには、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの適適適適正正正正処処処処理理理理。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、自治自治自治自治体体体体がががが一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを燃燃燃燃やしたやしたやしたやした後後後後にににに出出出出るるるる焼却焼却焼却焼却灰灰灰灰ををををセメセメセメセメントントントントににににするとかするとかするとかするとか、、、、建建建建材材材材ににににするといするといするといするというよううよううよううようななななビビビビジネスでジネスでジネスでジネスであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、ああああととととはははは難難難難処処処処理物理物理物理物ですですですですねねねね。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、蛍蛍蛍蛍光光光光灯灯灯灯とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものといのといのといのといううううののののはははは、、、、水水水水銀銀銀銀がががが入入入入っっっっていたりしてていたりしてていたりしてていたりして、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか処処処処理理理理がががが難難難難しいしいしいしいようようようようなななな製製製製品品品品ななななんんんんですがですがですがですが、、、、そうそうそうそういいいいうううう非常非常非常非常ににににリスクのリスクのリスクのリスクの高高高高いリサイクルいリサイクルいリサイクルいリサイクルにににについてついてついてついて支援支援支援支援をしたりするをしたりするをしたりするをしたりする例例例例ももももござござござございますしいますしいますしいますし、、、、地地地地域域域域特特特特有有有有のののの資源資源資源資源のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、これはこれはこれはこれは青青青青森森森森県県県県ななななんんんんかのかのかのかの例例例例ななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、非常非常非常非常にににに海海海海産産産産物物物物がとがとがとがとれれれれるるるる、、、、ホホホホタテのタテのタテのタテの水水水水産産産産業業業業がががが盛盛盛盛んんんんなななな町町町町ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、要要要要するするするするにににに、、、、そそそそののののホホホホタテのタテのタテのタテの貝貝貝貝殻殻殻殻がががが年年年年間数間数間数間数万万万万トントントントンもももも出出出出ればればればれば、、、、それはそれはそれはそれは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして相相相相当当当当社会社会社会社会問問問問題題題題にににになるなるなるなるわけわけわけわけでででであああありましてりましてりましてりまして、、、、それそれそれそれをいかをいかをいかをいかににににリサイクルするかといリサイクルするかといリサイクルするかといリサイクルするかというもうもうもうもののののにににについてついてついてついてもももも支援支援支援支援ををををさせさせさせさせていたていたていたていただだだだいていていていておおおおりますりますりますります。。。。 ささささららららにににに、、、、循環循環循環循環ビビビビジネスジネスジネスジネス形成形成形成形成にににに活活活活用用用用されされされされたたたた地地地地域域域域資源資源資源資源といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、いかいかいかいかにそうにそうにそうにそういいいいううううエコタエコタエコタエコタウウウウンプランをンプランをンプランをンプランを活活活活用用用用されされされされたたたた自治自治自治自治体体体体がががが地地地地域域域域にににに持持持持っっっっているているているている資源資源資源資源をををを活活活活用用用用してしてしてしてそうそうそうそういいいいうううう施施施施設設設設をををを応援応援応援応援しししし
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ているかといているかといているかといているかというこうこうこうことをとをとをとをちょっちょっちょっちょっととととごごごご説説説説明明明明したいしたいしたいしたいんんんんですがですがですがですが、、、、既既既既存施存施存施存施設設設設活活活活用型用型用型用型、、、、これはこれはこれはこれは、、、、例例例例えばえばえばえば宮城宮城宮城宮城県県県県のののの鶯沢鶯沢鶯沢鶯沢町町町町もそうもそうもそうもそうななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、細細細細倉倉倉倉鉱鉱鉱鉱山山山山がががが持持持持っっっっていたていたていたていた精精精精錬錬錬錬施施施施設設設設をををを活活活活用用用用したリサしたリサしたリサしたリサイクルイクルイクルイクルビビビビジネスなジネスなジネスなジネスなんんんんですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、そうそうそうそういいいいうううう過過過過去去去去のののの産産産産業業業業インフラをいかインフラをいかインフラをいかインフラをいかにににに活活活活用用用用するかとするかとするかとするかといいいいうこうこうこうことでとでとでとで、、、、ででででききききるるるるだけだけだけだけコストのコストのコストのコストの安安安安いリサイクルいリサイクルいリサイクルいリサイクルビビビビジネスをつくるジネスをつくるジネスをつくるジネスをつくるこここことがでとがでとがでとができきききるるるるわけわけわけわけですですですです。。。。ささささららららにはにはにはには、、、、既既既既存存存存のののの商流商流商流商流活活活活用型用型用型用型。。。。これはこれはこれはこれは、、、、例例例例えばえばえばえばプラスプラスプラスプラスチチチチックックックック生生生生産産産産・・・・加加加加工業工業工業工業さんさんさんさんがががが、、、、例例例例えばえばえばえばこれこれこれこれまでまでまでまではははは使使使使っっっっててててここここなかなかなかなかっっっったたたた一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のリサイクルをやのリサイクルをやのリサイクルをやのリサイクルをやっっっっててててもももも、、、、同同同同じじじじプラスプラスプラスプラスチチチチックックックック製製製製品品品品ににににするのでするのでするのでするのであればあればあればあれば、、、、そうそうそうそういいいいううううプラスプラスプラスプラスチチチチックックックック製製製製品品品品のののの販販販販路路路路、、、、売売売売りりりり先先先先、、、、マーマーマーマーケケケケットといットといットといットというもうもうもうものをのをのをのを持持持持っっっっていたていたていたていたほほほほううううがががが、、、、それはそれはそれはそれはリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルビビビビジネスとしてジネスとしてジネスとしてジネスとして持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性がががが高高高高いいいいわけわけわけわけですですですですねねねね。。。。ですですですですからからからから、、、、そうそうそうそういいいいうううう、、、、ままままああああ、、、、何何何何かしらかしらかしらかしら強強強強みをみをみをみを持持持持っっっっているているているているようようようようなななな企企企企業業業業さんさんさんさんがががが中中中中心心心心的的的的なななな役割役割役割役割をををを負負負負っっっっているているているている場合場合場合場合ががががござござござございますいますいますいます。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル団団団団地型地型地型地型、、、、これはこれはこれはこれは、、、、ああああるるるる種種種種、、、、集集集集積積積積メメメメリットをリットをリットをリットを考考考考ええええたたたたもももものでのでのでのでござござござございますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの企企企企業業業業誘誘誘誘致致致致のののの考考考考ええええ方方方方とととと似似似似ているているているているんんんんですがですがですがですが、、、、ででででききききるるるるだけだけだけだけ 1つのつのつのつの団団団団地地地地にそうにそうにそうにそういいいいううううリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工場工場工場工場をををを集集集集積積積積させさせさせさせるるるるここここととととによっによっによっによってててて、、、、全全全全国的国的国的国的にににに集集集集ままままっっっってくるてくるてくるてくる廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを一体一体一体一体的的的的にそこにそこにそこにそこでででで処処処処理理理理、、、、リサイクルしていリサイクルしていリサイクルしていリサイクルしていこうこうこうこうじゃじゃじゃじゃないかといないかといないかといないかというううう考考考考ええええ方方方方もござもござもござもございますいますいますいます。。。。 ささささららららにににに、、、、市民市民市民市民参加参加参加参加型型型型といといといといっっっってててて、、、、市民市民市民市民ににににででででききききるるるるだけだけだけだけ分分分分別別別別排出排出排出排出などをしていたなどをしていたなどをしていたなどをしていただきだきだきだきながらながらながらながらリサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルを進進進進めめめめていくといていくといていくといていくというううう、、、、そうそうそうそういいいいううううタイプタイプタイプタイプもござもござもござもございますいますいますいます。。。。ああああととととはははは、、、、製製製製造造造造されされされされるるるるリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製製製製品品品品のタイプとしてのタイプとしてのタイプとしてのタイプとして、、、、既既既既存存存存製製製製品品品品ををををそれにそれにそれにそれに置置置置ききききかかかかええええるるるるようようようようなタイプなタイプなタイプなタイプもござもござもござもございいいいますしますしますしますし、、、、新新新新規規規規製製製製品品品品型型型型といといといといううううののののもござもござもござもございますいますいますいます。。。。……………………ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、どどどどうううういいいいうううう悩悩悩悩みみみみをををを持持持持っっっっているかといているかといているかといているかといううううのをいのをいのをいのをいろろろろいいいいろアろアろアろアンンンンケケケケートートートート調調調調査査査査したしたしたしたわけわけわけわけななななんんんんですがですがですがですが、、、、例例例例えばえばえばえば減減減減量量量量のののの量量量量的的的的品品品品質質質質をををを確保確保確保確保するといするといするといするというううう面面面面がやがやがやがやははははりリスクがりリスクがりリスクがりリスクが大大大大ききききいといいといいといいといううううのがのがのがのが循環循環循環循環ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの特特特特徴徴徴徴ですですですです。。。。ささささららららにににに、、、、メメメメンテンテンテンテナナナナンスンスンスンス、、、、ユユユユーティリティーのーティリティーのーティリティーのーティリティーの費費費費用用用用のののの削減削減削減削減、、、、これはこれはこれはこれはコストコストコストコスト削減削減削減削減ですからですからですからですから、、、、これはこれはこれはこれは一一一一般般般般企企企企業業業業ははははどどどどここここででででもももも考考考考ええええらららられれれれるるるるこここことなのでとなのでとなのでとなので、、、、これにこれにこれにこれに特特特特化化化化したしたしたした話話話話ででででははははないないないないんだんだんだんだとととと思思思思うんうんうんうんですがですがですがですが、、、、たたたただだだだ、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製製製製品品品品のののの販販販販路路路路、、、、これはこれはこれはこれは、、、、従従従従来来来来からからからからそうそうそうそういいいいううううマーマーマーマーケケケケットをットをットをットを持持持持っっっっ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企企企企業業業業さんさんさんさんがやるがやるがやるがやる場合場合場合場合でででで、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製製製製品品品品をしたをしたをしたをした場合場合場合場合はははは、、、、ああああるるるる程程程程度度度度顧顧顧顧客客客客のののの同意同意同意同意などなどなどなどもももも得得得得らららられれれれやすいやすいやすいやすいんんんんでしでしでしでしょうけれょうけれょうけれょうけれどどどどもももも、、、、新新新新規規規規製製製製品品品品をををを新新新新たたたたにににに市場市場市場市場にににに導入導入導入導入するするするする場合場合場合場合のリスクといのリスクといのリスクといのリスクといううううののののはははは、、、、ややややははははりりりり相相相相当当当当大大大大ききききいいいいもももものですからのですからのですからのですから、、、、そうそうそうそういいいいううううもももものがやのがやのがやのがやははははりりりり悩悩悩悩みとしてみとしてみとしてみとして挙挙挙挙げげげげらららられれれれてててておおおおりますりますりますります。。。。行政行政行政行政へへへへのののの要望要望要望要望としてとしてとしてとして、、、、原原原原料料料料のののの安定化支安定化支安定化支安定化支援援援援、、、、要要要要するするするするにににに、、、、量量量量的的的的なななな確保確保確保確保といといといというもうもうもうものののののののの安定化支援安定化支援安定化支援安定化支援とととと、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製製製製品品品品のののの需需需需要要要要対策対策対策対策、、、、これにこれにこれにこれについてがついてがついてがついてが、、、、ややややははははりりりり一一一一番番番番大大大大ききききなななな課課課課題題題題ににににななな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。。。。 ああああるるるる意意意意味味味味でででで、、、、そうそうそうそういいいいううううとととところにころにころにころについてついてついてついてはははは、、、、熱熱熱熱心心心心なななな自治自治自治自治体体体体さんにさんにさんにさんについてついてついてついてはははは、、、、グリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入をををを熱熱熱熱心心心心ににににややややっっっったりたりたりたり、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製製製製品品品品のののの認認認認定定定定制制制制度度度度などをなどをなどをなどを設設設設けけけけてててて熱熱熱熱心心心心ににににリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル産産産産業業業業をををを応援応援応援応援されされされされるるるる。。。。だれだれだれだれがががが主人主人主人主人公公公公ででででももももいいいいいいいいんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ややややははははりりりり地地地地域域域域ののののそうそうそうそういいいいうううう市民市民市民市民活活活活動動動動のののの方方方方々々々々とととと産産産産業業業業界界界界のののの方方方方々々々々がががが連連連連携携携携するするするするここここととととによっによっによっによっててててビビビビジネスジネスジネスジネスリスクがリスクがリスクがリスクが下下下下がるといがるといがるといがるというううう面面面面がががが結結結結構構構構大大大大ききききいいいいんんんんでででですすすすねねねね。。。。そうそうそうそういいいいうこうこうこうことをとをとをとをおおおお手手手手伝伝伝伝いしいしいしいしようようようようといといといといううううのがのがのがのがここここのコミのコミのコミのコミュニュニュニュニティティティティビビビビジネスジネスジネスジネス事業事業事業事業ですですですです。。。。     それそれそれそれでででで、、、、ここここのののの青青青青いパンフいパンフいパンフいパンフレレレレットットットットにもにもにもにも書書書書いていていていてござござござございますといますといますといますとおおおおりりりり、、、、ここここのののの事業事業事業事業はははは、、、、全全全全国国国国からからからから提提提提案案案案をををを公公公公募募募募してしてしてして、、、、審査審査審査審査員員員員ををををももももととととにににに採択採択採択採択されされされされているているているている、、、、そうそうそうそういいいいうううう提提提提案案案案公公公公募募募募型型型型のののの制制制制度度度度にさせにさせにさせにさせていたていたていたていただだだだいていていていておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、16 年度年度年度年度ににににつつつつききききましてましてましてましてもももも、、、、今今今今月月月月のののの 20 日日日日ぐぐぐぐらいからまたらいからまたらいからまたらいからまた公公公公募募募募をををを行行行行うううう予定予定予定予定ででででござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、ごごごご関関関関心心心心ののののああああるるるる方方方方はははは、、、、ぜひごぜひごぜひごぜひご提提提提案案案案をををを私私私私どのどのどのどのほほほほうにうにうにうに出出出出していたしていたしていたしていただければだければだければだければといといといとい
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ううううふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。     それそれそれそれでででで、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと時間時間時間時間がががが追追追追っっっっててててききききましたがましたがましたがましたが、、、、最最最最後後後後にににに、、、、そそそそののののようようようようなななな国国国国のののの支援支援支援支援策策策策がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろああああるるるる中中中中でででで、、、、今今今今後後後後ここここののののようようようようなリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクルビビビビジネスをジネスをジネスをジネスを応援応援応援応援していくしていくしていくしていく行政行政行政行政のののの役割役割役割役割としてとしてとしてとしてははははどどどどうううういいいいうこうこうこうことをとをとをとを考考考考ええええていていていていっっっったらいいかといたらいいかといたらいいかといたらいいかというこうこうこうことなとなとなとなんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ややややははははりりりり循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をつくをつくをつくをつくっっっっていくていくていくていく上上上上でででで、、、、公公公公共関共関共関共関与与与与でつくでつくでつくでつくっっっっていていていていっっっっててててもももも、、、、これはこれはこれはこれは持続可能持続可能持続可能持続可能なななな形形形形にににになりまなりまなりまなりませんせんせんせんのでのでのでので、、、、行政行政行政行政コストコストコストコストもももも高高高高まりますからまりますからまりますからまりますから、、、、いかいかいかいかにビにビにビにビジネスとしてジネスとしてジネスとしてジネスとしてひひひひとりとりとりとり立立立立ちちちちしていくしていくしていくしていくようようようようなななな企企企企業業業業をどをどをどをどんんんんどどどどんんんん育育育育てていくかといてていくかといてていくかといてていくかといううううののののはははは重重重重要要要要なななな視点視点視点視点ななななわけわけわけわけななななんんんんですですですです。。。。     そそそそのののの中中中中でででで、、、、「「「「多多多多様様様様なななな循環循環循環循環ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの萌芽萌芽萌芽萌芽」」」」とととと書書書書いていていていてござござござございますがいますがいますがいますが、、、、動動動動脈脈脈脈産産産産業業業業のののの方方方方々々々々もももも非常非常非常非常にににに熱熱熱熱心心心心にににになるなるなるなるようにようにようにようになりましたなりましたなりましたなりましたしししし、、、、地地地地域域域域のののの中中中中ででででささささままままざざざざまなまなまなまな経済経済経済経済団体団体団体団体、、、、市民市民市民市民のののの方方方方もももも非常非常非常非常ににににややややるるるるようにようにようにようにななななっっっっててててききききたたたた。。。。ああああととととはははは、、、、自治自治自治自治体体体体のののの環境政策環境政策環境政策環境政策のののの考考考考ええええ方方方方もももも変変変変わっわっわっわっててててききききたといたといたといたというこうこうこうことをとをとをとを受受受受けけけけましてましてましてまして、、、、現現現現行行行行のののの循環循環循環循環ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの課課課課題題題題でででであっあっあっあったたたた原原原原料料料料調調調調達達達達のののの問問問問題題題題やややや、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製製製製品品品品のののの需需需需要要要要開開開開拓拓拓拓のののの問問問問題題題題などをでなどをでなどをでなどをでききききるるるるだけだけだけだけ解解解解決決決決するするするするようようようようななななこここことをとをとをとを地地地地域域域域でででで考考考考ええええていたていたていたていただけだけだけだけるるるるようようようようなとなとなとなところころころころをををを積積積積極極極極的的的的にににに国国国国もももも応援応援応援応援ししししようようようようででででははははないかといないかといないかといないかといううううのがのがのがのが今今今今回回回回のののの流流流流れれれれででででござござござございますいますいますいます。。。。そうそうそうそういいいいうこうこうこうこととととからからからから考考考考ええええますとますとますとますと、、、、ややややははははりりりり地地地地方方方方自治自治自治自治体体体体のののの役割役割役割役割といといといといううううののののはははは非常非常非常非常にににに大大大大ききききくくくくああああるるるるわけわけわけわけででででござござござございましいましいましいましてててて、、、、これはこれはこれはこれ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のののの許許許許認認認認可可可可権権権権限限限限をををを自治自治自治自治体体体体がががが持持持持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うううこここことととともござもござもござもございましていましていましていまして、、、、非常非常非常非常にににに大大大大ききききいいいいわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。     それそれそれそれでででで、、、、次次次次にににに、、、、ここここここここでででではははは、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、自治自治自治自治体体体体にににに全全全全部部部部ややややっっっっていたていたていたていただだだだくといくといくといくというわけにもうわけにもうわけにもうわけにもいいいいききききまままませせせせんもんもんもんものですからのですからのですからのですから、、、、ややややははははりりりり企企企企業業業業のののの方方方方々々々々やややや産産産産業業業業界界界界のののの方方方方々々々々にににに期待期待期待期待するするするする部分部分部分部分といといといといううううののののもももも当当当当然然然然ああああるるるるわわわわけけけけですしですしですしですし、、、、市民市民市民市民のののの方方方方々々々々にににに期待期待期待期待するするするする部分部分部分部分といといといといううううののののもあもあもあもあるるるるわけわけわけわけででででござござござございますしいますしいますしいますし、、、、我我我我々々々々国国国国のののの行政行政行政行政がやるがやるがやるがやるべきべきべきべき部分部分部分部分といといといといううううののののはあはあはあはあるるるるわけわけわけわけででででござござござございましていましていましていまして、、、、これこれこれこれをををを整理整理整理整理したしたしたした資資資資料料料料ででででござござござございますいますいますいます。。。。     ままままずずずず、、、、ややややははははりリサイクルりリサイクルりリサイクルりリサイクル企企企企業業業業やややや産産産産業業業業界界界界のののの方方方方々々々々にはにはにはにはででででききききるるるるだけだけだけだけ民民民民間企間企間企間企業業業業のののの創創創創意意意意工工工工夫夫夫夫によっによっによっによってててて安定安定安定安定性性性性ののののああああるるるる持続可能持続可能持続可能持続可能ななななビビビビジネスジネスジネスジネスモモモモデルといデルといデルといデルといううううのをやのをやのをやのをやははははりりりり考考考考ええええていたていたていたていただだだだかなかなかなかなききききゃゃゃゃいいいいけけけけまままませんせんせんせんしししし、、、、地地地地域域域域社会社会社会社会にににに対対対対してしてしてしてそうそうそうそういいいいうううう社会社会社会社会貢献貢献貢献貢献をしているをしているをしているをしているんだんだんだんだといといといというよううよううよううようななななこここことをとをとをとをきちんきちんきちんきちんとととと情情情情報公報公報公報公開開開開してしてしてしてももももららららわわわわななななききききゃゃゃゃいいいいけけけけないといないといないといないというこうこうこうこととととだだだだ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。。。。ややややははははりりりり地地地地方方方方自治自治自治自治体体体体にににに対対対対してしてしてしてはははは、、、、ででででききききるるるるだけだけだけだけ 3R といといといというううう循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの精精精精神神神神にににに鑑鑑鑑鑑みたみたみたみた廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発生発生発生発生抑抑抑抑制制制制やややや回回回回収収収収システシステシステシステムのムのムのムの構築構築構築構築でででであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、ああああととととはははは、、、、先先先先ほほほほどからどからどからどから申申申申しましたしましたしましたしましたようにようにようにように、、、、ででででききききるるるるだけだけだけだけ地地地地域域域域資源資源資源資源とととといいいいうもうもうもうものをのをのをのを活活活活用用用用したしたしたしたようようようようなななな支援支援支援支援策策策策といといといというもうもうもうものをのをのをのを考考考考ええええていたていたていたていただければだければだければだければとととと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、ああああととととはははは出口出口出口出口対策対策対策対策としてのグリーンとしてのグリーンとしてのグリーンとしてのグリーン購購購購入入入入といといといというよううよううよううようななななこここことととともももも考考考考ええええていたていたていたていただければだければだければだければとととと。。。。ささささららららにににに、、、、地地地地域域域域のののの市民市民市民市民やややや NPOにににに対対対対するするするする期待期待期待期待としてとしてとしてとしてもももも、、、、ささささままままざざざざまなまなまなまな活活活活動動動動がががが出出出出ててててきききき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、、、、そうそうそうそういいいいううううももももののののにににに対対対対してしてしてして、、、、よよよよりりりり持続可能持続可能持続可能持続可能なななな形形形形でやでやでやでやっっっっていたていたていたていただだだだくといいますかくといいますかくといいますかくといいますか、、、、ででででききききるるるるだけごだけごだけごだけご協協協協力力力力をいをいをいをいたたたただだだだくといくといくといくというこうこうこうことととともももも大事大事大事大事かとかとかとかと。。。。 ああああととととはははは、、、、国国国国のののの役割役割役割役割としてとしてとしてとしてもももも、、、、こうこうこうこういいいいううううリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事業事業事業事業のののの支援支援支援支援策策策策といといといといううううののののはははは、、、、ええええてしますてしますてしますてしますとととと、、、、大大大大量量量量排出排出排出排出・・・・大大大大量量量量リサイクルをリサイクルをリサイクルをリサイクルを誘誘誘誘導導導導するするするするようようようようなななな制制制制度度度度にににになりかなりかなりかなりかねねねねないないないないんんんんですですですですねねねね。。。。これはこれはこれはこれは循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会のののの本本本本意意意意でででではござはござはござはございまいまいまいませんせんせんせんのでのでのでので、、、、ででででききききるるるるだけそだけそだけそだけそのののの地地地地域域域域におにおにおにおいていていていて 3R、、、、排出排出排出排出のののの抑抑抑抑制制制制にもにもにもにもごごごご努力努力努力努力いたいたいたいただきだきだきだきながらながらながらながら、、、、ままままああああ、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか減減減減らないらないらないらない部分部分部分部分にににについてついてついてついてははははリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルももももしていたしていたしていたしていただだだだくといくといくといくというううう、、、、そうそうそうそういいいいうううう循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの基本的基本的基本的基本的なとなとなとなところころころころといといといといううううののののははははややややははははりりりり押押押押さえさえさえさえていたていたていたていただだだだかなかなかなかなききききゃゃゃゃいいいいけけけけないのかなといないのかなといないのかなといないのかなというこうこうこうことでとでとでとでござござござございましていましていましていまして、、、、そうそうそうそういいいいうこうこうこうことをとをとをとをきちんきちんきちんきちんとととと考考考考ええええていたていたていたていただだだだいたいたいたいた地地地地域域域域なりなりなりなり自治自治自治自治体体体体さんさんさんさんといといといといううううのをやのをやのをやのをやははははりりりり応援応援応援応援していかなしていかなしていかなしていかなききききゃゃゃゃいいいいけけけけないといないといないといないというううう、、、、そうそうそうそういいいいうううう考考考考ええええ
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方方方方ででででござござござございますいますいますいます。。。。 ああああととととはははは、、、、ややややははははりリサイクルりリサイクルりリサイクルりリサイクルビビビビジネスジネスジネスジネス、、、、リスクリスクリスクリスクもあもあもあもありますのでりますのでりますのでりますので、、、、そそそそのリスクをのリスクをのリスクをのリスクを下下下下げげげげるたるたるたるためめめめのののの地地地地域域域域資源資源資源資源をでをでをでをでききききるるるるだけだけだけだけ活活活活用用用用するとかするとかするとかするとか、、、、ああああとととと、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななビビビビジネスジネスジネスジネス創創創創出出出出にににに関連関連関連関連するするするする制制制制度度度度、、、、ああああととととはははは環境環境環境環境規規規規制制制制とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろあろあろあろあるるるるわけわけわけわけななななんんんんですですですですけけけけどどどど、、、、そうそうそうそういいいいうこうこうこうことをでとをでとをでとをでききききるるるるだけだけだけだけ産産産産業業業業振振振振興興興興とととと環境環境環境環境規規規規制制制制とのとのとのとの両両両両面面面面でバでバでバでバランスをとランスをとランスをとランスをとっっっっていたていたていたていただだだだくといくといくといくというよううよううよううようななななこここことがとがとがとが重重重重要要要要なのでなのでなのでなのでははははないないないないかとかとかと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。。。。 それそれそれそれでででで、、、、最最最最後後後後ななななんんんんですがですがですがですが、、、、ここここのエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンンンン事業事業事業事業のののの見見見見直直直直しをしをしをしを 16 年度年度年度年度にににに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してりましてりましてりまして、、、、主主主主ななななポポポポイントとしてイントとしてイントとしてイントとしてはははは、、、、自治自治自治自治体体体体をををを主主主主体体体体としたとしたとしたとした支援支援支援支援策策策策のののの設計設計設計設計といといといというこうこうこうことでとでとでとでござござござございいいいましてましてましてまして、、、、これこれこれこれまでまでまでまで都都都都道道道道府府府府県県県県やややや政政政政令令令令指指指指定都定都定都定都市中市中市中市中心心心心だっだっだっだったたたたんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななソソソソフトフトフトフト的的的的なななな事業事業事業事業などなどなどなどもあもあもあもありますのでりますのでりますのでりますので、、、、一一一一般般般般的的的的なななな市町村市町村市町村市町村などなどなどなどもごもごもごもご提提提提案案案案いたいたいたいただけだけだけだけるるるるようようようようなななな形形形形にににに見見見見直直直直すすすす予定予定予定予定ででででござござござございますいますいますいます。。。。ささささららららにににに、、、、地地地地域域域域資源資源資源資源をををを最最最最大大大大限活限活限活限活用用用用したしたしたした独独独独自性自性自性自性、、、、先導先導先導先導性性性性ののののああああるるるるビビビビジネスジネスジネスジネスモモモモデルといデルといデルといデルといううううのをどのをどのをどのをどんんんんどどどどんんんん地地地地域域域域ででででおおおおつくつくつくつくりいたりいたりいたりいただだだだいていていていて、、、、それそれそれそれをををを他他他他のののの地地地地域域域域ののののおおおお手手手手本本本本ににににしていたしていたしていたしていただだだだくといくといくといくというよううよううよううようなななな形形形形をををを考考考考ええええていますていますていますています。。。。ささささららららにはにはにはには、、、、産産産産業廃棄物業廃棄物業廃棄物業廃棄物はははは特特特特にそうにそうにそうにそうななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、広域広域広域広域連連連連携携携携といといといといううううののののははははややややははははりりりり重重重重要要要要ででででござござござございましていましていましていまして、、、、そうそうそうそういいいいうこうこうこうことをいかとをいかとをいかとをいかにににに考考考考ええええていくかといていくかといていくかといていくかというこうこうこうことととともももも制制制制度度度度のののの中中中中でででで盛盛盛盛りりりり込込込込みたいとみたいとみたいとみ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。。。。 ああああととととはははは、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな企企企企業業業業とととと地地地地元元元元のののの方方方方々々々々のパートのパートのパートのパートナナナナーシップといいますかーシップといいますかーシップといいますかーシップといいますか、、、、産産産産業業業業とととと社会社会社会社会がががが一体一体一体一体となとなとなとなっっっったたたたようようようようなななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを構築構築構築構築するするするするようようようようなななな支援支援支援支援といといといといううううののののもももも考考考考ええええていていていていこうこうこうこう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。。。。具具具具体体体体的的的的にはにはにはには、、、、政策政策政策政策評評評評価価価価をををを徹底徹底徹底徹底するといするといするといするというこうこうこうことでとでとでとで、、、、これもこれもこれもこれも公公公公募募募募制制制制度度度度をををを導入導入導入導入したいとしたいとしたいとしたい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、、、、それそれそれそれをををを審査審査審査審査委員会委員会委員会委員会等等等等をををを通通通通じじじじてててて審査審査審査審査ををををさせさせさせさせていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、補補補補助助助助金金金金先先先先をををを決決決決めめめめていくといていくといていくといていくというよううよううよううようなななな形形形形をとりたいとをとりたいとをとりたいとをとり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。。。。これにこれにこれにこれにつつつつききききましてましてましてましてもももも、、、、今今今今年年年年のののの 3 月月月月ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから公公公公募募募募をををを行行行行うううう予定予定予定予定ででででござござござございましていましていましていまして、、、、全全全全国国国国 8 ブブブブロックロックロックロックぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで公公公公募募募募説説説説明明明明会会会会をやりたをやりたをやりたをやり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。。。。またまたまたまた、、、、仙仙仙仙台台台台ににににつつつつききききましてましてましてましてもももも、、、、3月月月月のののの中中中中旬旬旬旬かかかか下下下下旬旬旬旬ぐぐぐぐらいらいらいらいににににまたまたまたまたここここののののようようようようななななおおおお話話話話ををををさせさせさせさせていたていたていたていただだだだくくくく機機機機会会会会ががががああああるのかなといるのかなといるのかなといるのかなといううう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。。。。 すみますみますみますみませんせんせんせん、、、、若干若干若干若干時間時間時間時間がオーバーしてがオーバーしてがオーバーしてがオーバーして恐恐恐恐縮縮縮縮でしたでしたでしたでしたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、以上以上以上以上でででで、、、、私私私私からのからのからのからの地地地地域域域域循環循環循環循環ビビビビジネスジネスジネスジネス支援支援支援支援のののの今今今今後後後後のののの方向方向方向方向性性性性にににについてのついてのついてのついてのおおおお話話話話をををを終終終終了了了了させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。どどどどうもごうもごうもごうもご清清清清聴聴聴聴あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 國友様國友様國友様國友様、、、、あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。     それそれそれそれでででではははは、、、、会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様からのからのからのからのごごごご質質質質問問問問をををを受受受受けさせけさせけさせけさせていたていたていたていただきだきだき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。。。。ごごごご質質質質問問問問ののののああああるるるる方方方方はははは手手手手をををを上上上上げげげげてててて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。。。。 

 質質質質問問問問         東東東東北北北北大学大学大学大学、、、、若若若若生生生生とととと言言言言いますいますいますいます。。。。大大大大変変変変、、、、循環型事業循環型事業循環型事業循環型事業といといといといううううののののはうはうはうはうまいまいまいまい話話話話だだだだなとなとなと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けれけれけれけれどどどどもももも、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、回回回回るたるたるたるためにはめにはめにはめには、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー的的的的にににに、、、、輪輪輪輪のののの中中中中でででで可能可能可能可能なのかなのかなのかなのか、、、、かかかかつまたつまたつまたつまたそこにはそこにはそこにはそこには行政行政行政行政のののの何何何何かエネルギーがかエネルギーがかエネルギーがかエネルギーが、、、、支援支援支援支援ななななんんんんかがかがかがかが必要必要必要必要なのかなのかなのかなのか、、、、そそそそのののの辺辺辺辺ををををちょっちょっちょっちょっとととと……………………。。。。 
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國友國友國友國友室長室長室長室長 事廃棄物事廃棄物事廃棄物事廃棄物にににに関関関関してしてしてしてはははは、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは基基基基本的本的本的本的にこれにこれにこれにこれまでまでまでまで行政関行政関行政関行政関与与与与ですですですですべべべべてててて処処処処理理理理してしてしてしてききききたたたた世世世世界界界界ですですですですよねよねよねよね。。。。産産産産業廃棄物業廃棄物業廃棄物業廃棄物にににについてついてついてついてもももも、、、、一一一一部部部部ややややははははりりりり行政行政行政行政がががが関関関関与与与与してしてしてして処処処処理理理理をしてをしてをしてをしてききききたたたた部分部分部分部分といといといといううううのがのがのがのがあああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、それはそれはそれはそれは個個個個々々々々のののの地地地地域域域域、、、、自治自治自治自治体体体体によっによっによっによってててて関関関関与与与与のののの仕仕仕仕方方方方がががが全全全全くくくく異異異異なりますなりますなりますなります。。。。ですからですからですからですから、、、、とりとりとりとりあえずはそあえずはそあえずはそあえずはそのののの地地地地域域域域ごごごごととととにににに、、、、今今今今のののの産産産産業業業業構構構構造造造造なりなりなりなり、、、、公公公公的的的的なななな関関関関与与与与のののの度合度合度合度合いをいをいをいを踏踏踏踏ままままええええながらながらながらながら、、、、効効効効率率率率的的的的ななななビビビビジネスジネスジネスジネスモモモモデルをデルをデルをデルを考考考考ええええていたていたていたていただだだだくしかないくしかないくしかないくしかないんだんだんだんだとととと思思思思うんうんうんうんですですですです。。。。ですかですかですかですからららら、、、、それはそれはそれはそれは地地地地域域域域によっによっによっによってててて一一一一般般般般解解解解ははははないないないないんだんだんだんだ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。。。。もうもうもうもう特特特特殊殊殊殊解解解解ばばばばかりかりかりかりだだだだ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。。。。それはもうそれはもうそれはもうそれはもう、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな先先先先進進進進的的的的なななな事事事事例例例例ののののごごごご紹介紹介紹介紹介はははは、、、、我我我我々々々々ももももいいいいろろろろいいいいろろろろなななな場場場場をををを通通通通じじじじてしたいとてしたいとてしたいとてしたいと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、ああああととととはははは、、、、地地地地域域域域のののの中中中中でででではははは地地地地域域域域のののの中中中中でやでやでやでやははははりりりり考考考考ええええていたていたていたていただだだだかなかなかなかなききききゃゃゃゃいいいいけけけけないないないない部分部分部分部分もあもあもあもあるのかなといるのかなといるのかなといるのかなといううう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。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。 

 司司司司会会会会 それそれそれそれでででではははは、、、、時間時間時間時間がががが参参参参りましたのでりましたのでりましたのでりましたので、、、、これこれこれこれでででで國友様國友様國友様國友様ののののごごごご講演講演講演講演をををを終終終終わわわわりりりりにににに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。。。。國友様國友様國友様國友様にもうにもうにもうにもう一一一一度度度度拍拍拍拍手手手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。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手））））     ここここここここでででで、、、、休憩休憩休憩休憩時間時間時間時間をををを設設設設けさせけさせけさせけさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。勝勝勝勝手手手手でででではござはござはござはございますがいますがいますがいますが、、、、多少多少多少多少時間時間時間時間がががが押押押押しししし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、、、、予定予定予定予定でででではははは 14 時時時時 50 分分分分からといからといからといからというこうこうこうことでとでとでとで考考考考ええええ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、、、、恐恐恐恐れれれれ入入入入りまりまりまりますがすがすがすが、、、、3時時時時からからからから事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介をまたをまたをまたをまた再再再再開開開開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。。。。とととといいいいうこうこうこうことでとでとでとで、、、、3時時時時にこちにこちにこちにこちららららののののほほほほうにおうにおうにおうにお戻戻戻戻りりりり願願願願いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よろよろよろよ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。。。。     会場会場会場会場入入入入りりりり口前口前口前口前のロのロのロのロビビビビーでーでーでーではははは、、、、宮城宮城宮城宮城県県県県内内内内のののの企企企企業業業業によによによによるるるる、、、、「「「「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションへへへへのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、県県県県内内内内のゼロエミッションをのゼロエミッションをのゼロエミッションをのゼロエミッションを達達達達成成成成したしたしたした、、、、ああああるいるいるいるいはははは達達達達成成成成をををを目指目指目指目指しているしているしているしているこここことをとをとをとを公公公公表表表表されされされされているているているている企企企企業業業業のののの紹介展紹介展紹介展紹介展をををを開開開開催催催催してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。展展展展示示示示はははは午午午午後後後後 5時時時時 30 分分分分までまでまでまで行行行行っっっっててて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、、、、皆様皆様皆様皆様にはにはにはには、、、、休憩休憩休憩休憩時間時間時間時間のののの間間間間、、、、ああああるいるいるいるいははははフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム終終終終了了了了後後後後にににに、、、、ここここのののの企企企企業業業業紹介展紹介展紹介展紹介展ののののほほほほううううもごもごもごもごららららんんんん願願願願いたいといたいといたいとい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。。。。     またまたまたまた、、、、おおおお手元手元手元手元にアにアにアにアンンンンケケケケートートートート用紙用紙用紙用紙ををををおおおお配配配配りしてりしてりしてりしておおおおりますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ごごごご記入記入記入記入いたいたいたいただきだきだきだきましたましたましたました後後後後はははは、、、、フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム終終終終了了了了後後後後、、、、会場会場会場会場出口出口出口出口でででで係員係員係員係員におにおにおにお渡渡渡渡しししし願願願願いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よろよろよろよろしくしくしくしくごごごご協協協協力力力力ののののほほほほどどどど、、、、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    ）））） 

 

＜＜＜＜事例紹介事例紹介事例紹介事例紹介＞＞＞＞ 

 司司司司会会会会 皆様皆様皆様皆様、、、、席席席席ののののほほほほうにおうにおうにおうにお着着着着きききき願願願願いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     それそれそれそれでででではははは、、、、再再再再開開開開させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。これこれこれこれからからからから事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介にににに入入入入ららららせせせせていたていたていたていただきだきだきだきますがますがますがますが、、、、ここここここここからのからのからのからの進進進進行行行行はははは、、、、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佐佐佐佐々々々々木木木木プログラムコーディネータプログラムコーディネータプログラムコーディネータプログラムコーディネータにおにおにおにお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 司司司司会会会会（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木・・・・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）））） 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。。。。たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただきだきだきだきましたましたましたました、、、、事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介のののの進進進進行行行行役役役役をををを務務務務めさせめさせめさせめさせてててて
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いたいたいたいただきだきだきだきますますますます、、、、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佐佐佐佐々々々々木木木木とととと申申申申しますしますしますします。。。。     実実実実はははは私私私私、、、、きょうきょうきょうきょう、、、、企企企企業業業業紹介展紹介展紹介展紹介展にににに参加参加参加参加させさせさせさせていたていたていたていただだだだいていていていておおおおりますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、東東東東北北北北リコーリコーリコーリコー株株株株式式式式会社会社会社会社、、、、ああああるいるいるいるいははははリコーリコーリコーリコー東東東東北北北北といといといというううう、、、、グループグループグループグループ会社会社会社会社ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、株株株株式式式式会社会社会社会社リコリコリコリコーといーといーといーといううううとととところころころころからからからから社会社会社会社会貢献貢献貢献貢献のののの一一一一環環環環としてとしてとしてとして国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミッションフォーラムののゼロエミッションフォーラムののゼロエミッションフォーラムののゼロエミッションフォーラムのおおおお手手手手伝伝伝伝いをいをいをいをさせさせさせさせていたていたていたていただだだだいていていていておおおおりますりますりますります。。。。     それそれそれそれでででではははは、、、、事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介にににに入入入入りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、最最最最初初初初にににに、、、、きょうきょうきょうきょう講演講演講演講演をををを行行行行っっっっていたていたていたていただだだだくくくく 3 氏氏氏氏のののの講講講講師師師師のののの方方方方をををを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。。。。     ままままずずずず、、、、最最最最初初初初にににに、、、、テーマテーマテーマテーマ「「「「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実現実現実現実現にににに向向向向けけけけたたたた環境環境環境環境ビビビビジネスジネスジネスジネスのののの展展展展開開開開とととと金融金融金融金融のののの役割役割役割役割」」」」にににについてついてついてついてごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただきだきだきだきますますますます、、、、日本政策日本政策日本政策日本政策投投投投資資資資銀銀銀銀行政策行政策行政策行政策企企企企画部長画部長画部長画部長、、、、前前前前田田田田正尚様正尚様正尚様正尚様ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

2 番番番番目目目目のテーマのテーマのテーマのテーマ、、、、「「「「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会形成形成形成形成のののの中中中中でのでのでのでの環境環境環境環境ビビビビジネスジネスジネスジネス分分分分野野野野におけにおけにおけにおけるるるる地地地地域域域域経済経済経済経済とのとのとのとの関連関連関連関連もももも交交交交ええええたたたた新新新新たなたなたなたな可能性可能性可能性可能性－－－－京都府丹後京都府丹後京都府丹後京都府丹後でのでのでのでの実証実験実証実験実証実験実証実験－」－」－」－」といといといというこうこうこうこととととにににについてついてついてついてごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただきだきだきだきますますますます、、、、アアアアミタミタミタミタ株株株株式式式式会社代表会社代表会社代表会社代表取締役取締役取締役取締役社長社長社長社長、、、、熊野熊野熊野熊野英英英英介様介様介様介様ででででござござござございますいますいますいます。。。。     そそそそしてしてしてして、、、、本日本日本日本日のののの最最最最後後後後のののの講演講演講演講演にににになりますなりますなりますなりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、「「「「建建建建設設設設現現現現場場場場におけにおけにおけにおけるゼロエミッションのるゼロエミッションのるゼロエミッションのるゼロエミッションの取取取取りりりり組組組組みみみみ－－－－電通電通電通電通本社本社本社本社ビビビビルルルル－」－」－」－」といといといというこうこうこうこととととにににについてついてついてついてごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただきだきだきだきますますますます、、、、株株株株式式式式会社大林会社大林会社大林会社大林組東組東組東組東京京京京本社地球環境室長本社地球環境室長本社地球環境室長本社地球環境室長、、、、塩塩塩塩田田田田泰泰泰泰之之之之様様様様ででででござござござございますいますいますいます。。。。     きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、ここここのののの3氏氏氏氏によによによによるるるる事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介ををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきたいとたいとたいとたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、3氏氏氏氏のののの講講講講師師師師のののの方方方方々々々々のののの略略略略歴歴歴歴ににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんののののおおおお手元手元手元手元にあにあにあにありますパンフのりますパンフのりますパンフのりますパンフの裏裏裏裏側側側側にににに載載載載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、、、、省省省省略略略略ををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだき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。。。。     それそれそれそれでででではははは、、、、早早早早速速速速事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介にににに入入入入りますがりますがりますがりますが、、、、「「「「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会実現実現実現実現にににに向向向向けけけけたたたた環境環境環境環境ビビビビジネジネジネジネスのスのスのスの展展展展開開開開とととと金融金融金融金融のののの役割役割役割役割」」」」にににについてといついてといついてといついてというこうこうこうことでとでとでとで、、、、前前前前田田田田様様様様におにおにおにお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それそれそれそれでででではははは、、、、よろよろよろよ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。。。。 

 

＜＜＜＜事例紹介事例紹介事例紹介事例紹介１１１１＞＞＞＞ 前前前前田部長田部長田部長田部長 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。。。。たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただきだきだきだきましたましたましたました、、、、日本政策日本政策日本政策日本政策投投投投資資資資銀銀銀銀行行行行のののの前前前前田田田田とととと申申申申しましましましますすすす。。。。どどどどううううぞぞぞぞよろよろよろよ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。。。。     日本政策日本政策日本政策日本政策投投投投資資資資銀銀銀銀行行行行といといといというううう、、、、ままままだおだおだおだお名名名名前前前前をををを聞聞聞聞ききききななななれれれれないないないない方方方方ももももいらいらいら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、、、、政政政政府府府府系系系系金融機金融機金融機金融機関関関関ででででござござござございましていましていましていまして、、、、環境環境環境環境やややや、、、、地地地地域活域活域活域活性性性性化化化化にににに役役役役立立立立つつつつようようようようなプロジなプロジなプロジなプロジェェェェクトのクトのクトのクトの調調調調査査査査、、、、企企企企画画画画、、、、そそそそしてしてしてして投融投融投融投融資資資資をををを行行行行っっっっているているているている銀銀銀銀行行行行ででででござござござございますいますいますいます。。。。本日本日本日本日はははは、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会実現実現実現実現にににに向向向向けけけけたいたいたいたいろろろろいいいいろろろろななななビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの紹介紹介紹介紹介とととと、、、、私私私私どどどどもももも金融機金融機金融機金融機関関関関がどがどがどがどうううう対対対対応応応応していくかといしていくかといしていくかといしていくかというこうこうこうこととととででででおおおお話話話話ししししさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだき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。。。。     最最最最初初初初にににに、、、、環境環境環境環境ビビビビジネスジネスジネスジネス全体全体全体全体といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、今今今今までまでまでまでももももいいいいろろろろいいいいろおろおろおろお話話話話ががががござござござございましたがいましたがいましたがいましたが、、、、ももももうううう一一一一度見度見度見度見ていたていたていたていただだだだききききますとますとますとますと、、、、経済経済経済経済産産産産業省業省業省業省のののの調調調調査査査査でででではははは、、、、2010 年年年年にににに 38 兆円兆円兆円兆円、、、、環境省環境省環境省環境省でででではははは 47 兆兆兆兆円円円円といといといというよううよううよううようなななな市場市場市場市場予予予予測測測測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。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの國友國友國友國友室長室長室長室長ののののおおおお話話話話にもあにもあにもあにもありましたりましたりましたりましたようにようにようにように、、、、市場市場市場市場のののの形成形成形成形成といといといといううううののののはははは、、、、環境環境環境環境規規規規制制制制、、、、規規規規制制制制緩緩緩緩和和和和、、、、それそれそれそれからからからから法法法法律律律律とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな政策政策政策政策にににに非常非常非常非常にににに密接密接密接密接にににに関連関連関連関連してしてしてして、、、、そうそうそうそういいいいうううう中中中中でででで新新新新たなたなたなたなビビビビジネスがジネスがジネスがジネスが出出出出てくるてくるてくるてくる可能性可能性可能性可能性がががが高高高高まままま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うううこここことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。 
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    具具具具体体体体的的的的なななな分分分分野野野野としましてとしましてとしましてとしましてはははは、、、、先先先先ほほほほどどどどおおおお話話話話ががががあっあっあっあったたたた循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに加加加加ええええてててて、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化対策対策対策対策、、、、そそそそれれれれからからからから過過過過去去去去のののの負負負負のののの遺遺遺遺産産産産のののの処処処処理理理理ががががああああるかとるかとるかとるかと思思思思いますいますいますいます。。。。温暖温暖温暖温暖化化化化対策対策対策対策ににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、ロシロシロシロシアアアアがががが批准批准批准批准をすをすをすをすればればればれば、、、、京都議京都議京都議京都議定定定定書書書書がががが発発発発効効効効するといするといするといするというううう状況状況状況状況にににになりますがなりますがなりますがなりますが、、、、ままままだだだだロシロシロシロシアアアアのののの状況状況状況状況ははっははっははっははっききききりいたしまりいたしまりいたしまりいたしませんせんせんせんがががが、、、、いいいいずれにずれにずれにずれに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ももも、、、、新新新新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、バイオマスとかバイオマスとかバイオマスとかバイオマスとか、、、、省省省省エネエネエネエネ、、、、エスコエスコエスコエスコ事業事業事業事業、、、、それそれそれそれからからからから個個個個々々々々のののの企企企企業業業業によによによによりますりますりますります排出排出排出排出量量量量のののの取取取取引引引引といといといというよううよううよううようなななな新新新新しいしいしいしいビビビビジネスがジネスがジネスがジネスが出出出出ててててききききているといているといているといているというううう状況状況状況状況かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。     それそれそれそれからからからから、、、、過過過過去去去去のののの負負負負のののの遺遺遺遺産産産産のののの処処処処理理理理ですがですがですがですが、、、、これもこれもこれもこれも去去去去年年年年、、、、土土土土壌壌壌壌汚汚汚汚染染染染対策対策対策対策法法法法といといといといううううのがのがのがのが 2 月月月月ににににででででききききましてましてましてまして、、、、これにこれにこれにこれに基基基基づづづづいていていていてささささままままざざざざまなまなまなまな企企企企業業業業、、、、業業業業種種種種からからからから新新新新しいしいしいしい土土土土壌壌壌壌汚汚汚汚染染染染のののの調調調調査査査査、、、、それそれそれそれかかかからららら修修修修復復復復ののののビビビビジネスがジネスがジネスがジネスが出出出出ててててききききているといているといているといているというううう状況状況状況状況ですですですです。。。。ここここののののようようようようなななな過過過過去去去去のののの負負負負のののの遺遺遺遺産産産産のののの処処処処理理理理ににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、単単単単なるなるなるなる対策対策対策対策ににににとどまらとどまらとどまらとどまらずずずず、、、、生生生生態系態系態系態系をををを一一一一部部部部破破破破壊壊壊壊しているといしているといしているといしているというこうこうこうことがとがとがとがござござござございまいまいまいますからすからすからすから、、、、そうそうそうそういいいいうううう生生生生態系態系態系態系をををを修修修修復復復復するするするするようようようようなななな新新新新しいしいしいしい環境環境環境環境創創創創造造造造事業事業事業事業といといといというよううよううよううようななななこここことととともビもビもビもビジネジネジネジネスとしてスとしてスとしてスとして出出出出ててててききききているといているといているといているというううう状況状況状況状況ですですですです。。。。     こうこうこうこういいいいうううう、、、、主主主主にににに 3 つのつのつのつの分分分分野野野野ががががござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ささささららららにににに新新新新しいしいしいしい動動動動ききききとしましてとしましてとしましてとしましてはははは、、、、マネジマネジマネジマネジメメメメントといントといントといントというこうこうこうことがとがとがとが非常非常非常非常にににに重重重重要要要要ににににななななっっっっててててききききてててておおおおりますりますりますります。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、EU規規規規制制制制がががが有害化有害化有害化有害化学物質学物質学物質学物質のののの管管管管理理理理等等等等でででで強強強強まままま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、、、、2006 年年年年にはにはにはには、、、、鉛鉛鉛鉛等等等等、、、、有害有害有害有害 6 物質物質物質物質のののの規規規規制制制制がががが始始始始まりますまりますまりますまります。。。。こうこうこうこういいいいうううう中中中中でででで、、、、ソソソソニニニニーーーー、、、、キキキキャャャャノノノノンンンン、、、、NEC 等等等等はははは、、、、それにそれにそれにそれに先先先先駆駆駆駆けけけけてててて、、、、物質物質物質物質のののの調調調調達達達達にににについてついてついてついて、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな企企企企業業業業にそうにそうにそうにそういいいいうううう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義義義義務務務務づづづづけけけけていくといていくといていくといていくというううう動動動動ききききがががが早早早早速速速速出出出出ててててききききてててておおおおりますりますりますります。。。。     それそれそれそれからからからから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ大大大大ききききなななな動動動動ききききとしましてとしましてとしましてとしましてはははは、、、、CSR とかとかとかとか SRI といといといというううう言葉言葉言葉言葉をををを聞聞聞聞かかかかれれれれるるるる方方方方もももも多多多多いかといかといかといかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、CSRはははは corporate social responsibility、、、、企企企企業業業業のののの社会的社会的社会的社会的責任責任責任責任といといといというううう言葉言葉言葉言葉ですですですです。。。。それそれそれそれからからからから、、、、SRIはははは、、、、social responsible investment といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、社会的社会的社会的社会的責任責任責任責任投投投投資資資資。。。。企企企企業業業業がががが社会的社会的社会的社会的責任責任責任責任をををを果果果果たすといたすといたすといたすというこうこうこうことがとがとがとが大大大大変変変変重重重重要要要要ににににななななっっっっててててきききき、、、、それにそれにそれにそれに向向向向けけけけてててておおおお金金金金もももも、、、、そうそうそうそういいいいうううう企企企企業業業業とかプロジとかプロジとかプロジとかプロジェェェェクトクトクトクトにににに動動動動くといくといくといくというううう、、、、こうこうこうこういいいいうううう動動動動ききききがががが非常非常非常非常にににに強強強強ままままっっっっててててききききてててておおおおりますりますりますります。。。。 いいいいずれにずれにずれにずれに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ももも、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題、、、、全体全体全体全体 40兆兆兆兆近近近近くといくといくといくというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ビビビビジネスがジネスがジネスがジネスが期待期待期待期待されされされされてててていますがいますがいますがいますが、、、、そうそうそうそういいいいうううう中中中中でででで、、、、企企企企業業業業のののの環境経営環境経営環境経営環境経営のののの全体全体全体全体がどがどがどがどううううななななっっっっているかといているかといているかといているかというこうこうこうことをとをとをとを見見見見てみてみてみてみ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。。。。     ここここのののの絵絵絵絵はははは、、、、企企企企業業業業のののの、、、、主主主主にににに製製製製造造造造業業業業をイをイをイをイメメメメージしてージしてージしてージしておおおおりますがりますがりますがりますが、、、、インプットからインプットからインプットからインプットからアアアアウウウウトプットプットプットプットといトといトといトというううう各各各各工工工工程程程程におけにおけにおけにおけるるるる活活活活動動動動、、、、生生生生みみみみ出出出出すすすす製製製製品品品品・プロジ・プロジ・プロジ・プロジェェェェクトクトクトクト、、、、それそれそれそれからからからから負負負負のののの遺遺遺遺産産産産といといといというようようようよううううななななこここことをとをとをとを全体全体全体全体としてとしてとしてとして図図図図ににににしたしたしたしたもももものですのですのですのです。。。。今今今今までのまでのまでのまでのおおおお話話話話にござにござにござにございましたいましたいましたいましたようにようにようにように、、、、ででででききききるるるるだだだだけけけけ企企企企業業業業はははは調調調調達段階達段階達段階達段階ででででははははリデリデリデリデュュュュースースースース、、、、なるなるなるなるべべべべくくくく物物物物をををを買買買買わわわわないといいますかないといいますかないといいますかないといいますか、、、、減減減減らしてらしてらしてらして調調調調達達達達すすすするるるる、、、、それそれそれそれからグリーンからグリーンからグリーンからグリーン調調調調達達達達をしていくといをしていくといをしていくといをしていくというこうこうこうことがとがとがとが重重重重要要要要ですしですしですしですし、、、、設計設計設計設計段階段階段階段階でででではははは、、、、ままままさにさにさにさにリリリリユユユユースしやすいースしやすいースしやすいースしやすい製製製製品品品品、、、、長寿長寿長寿長寿命命命命とかとかとかとか、、、、転転転転活活活活用用用用しやすいしやすいしやすいしやすい製製製製品品品品といといといというよううよううよううようななななこここことをとをとをとを見見見見込込込込んんんんでででで設計設計設計設計するするするするようようようようなななな、、、、エコデエコデエコデエコデザザザザインといインといインといインというこうこうこうことがとがとがとが必要必要必要必要ににににななななっっっっててててききききますますますます。。。。生生生生産産産産過過過過程程程程、、、、流流流流通通通通販売販売販売販売過過過過程程程程でででではははは、、、、当当当当然然然然、、、、環境環境環境環境エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの負荷負荷負荷負荷をいかをいかをいかをいかにににに抑抑抑抑制制制制していくかといしていくかといしていくかといしていくかというこうこうこうことがとがとがとが重重重重要要要要ににににななななっっっってくるてくるてくるてくるわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいます。。。。     こうこうこうこういいいいうううう中中中中でででで、、、、製製製製品品品品にににについてついてついてついてははははででででききききるるるるだけだけだけだけリリリリユユユユースしていくといースしていくといースしていくといースしていくというこうこうこうことでとでとでとで、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、フフフフジフィルムのジフィルムのジフィルムのジフィルムの「「「「写写写写るるるるんんんんですですですです」」」」ののののようようようようなななな、、、、inverse manufacturing、、、、逆逆逆逆工場工場工場工場といといといというよううよううよううようなななな言言言言いいいい方方方方をしますがをしますがをしますがをしますが、、、、そうそうそうそういいいいうよううよううよううようなななな形形形形でやでやでやでやっっっっていくていくていくていく。。。。それそれそれそれからからからから、、、、どどどどううううしてしてしてしてもももも出出出出たたたた廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にににについてついてついてついてはははは、、、、企企企企業業業業のののの中中中中、、、、それそれそれそれからからからから工業工業工業工業団団団団地地地地とかとかとかとか地地地地域域域域でででで、、、、ゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ぐぐぐぐるるるるぐぐぐぐるるるる
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回回回回していくしていくしていくしていく。。。。ああああるるるる企企企企業業業業でででで出出出出たたたたアアアアウウウウトプットをトプットをトプットをトプットを、、、、自社自社自社自社のののの中中中中ににににまたインプットでまたインプットでまたインプットでまたインプットで回回回回すとかすとかすとかすとか、、、、他他他他業業業業種種種種のののの中中中中にににに回回回回していくとかしていくとかしていくとかしていくとか、、、、そうそうそうそういいいいううううゼロエミッションがゼロエミッションがゼロエミッションがゼロエミッションが重重重重要要要要ににににななななっっっってくるとてくるとてくるとてくると思思思思いますいますいますいます。。。。そうそうそうそういいいいうううう形形形形でででで企企企企業業業業、、、、それそれそれそれからからからから地地地地域域域域のののの環境環境環境環境効効効効率率率率性性性性とかとかとかとか、、、、資源生資源生資源生資源生産産産産性性性性をををを高高高高めめめめていくといていくといていくといていくというこうこうこうこととととがががが大大大大切切切切ですですですです。。。。     それそれそれそれからからからから、、、、負負負負のののの遺遺遺遺産産産産のののの処処処処理理理理といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、従従従従来来来来、、、、70 年代年代年代年代はははは、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる公公公公害害害害問問問問題題題題だっだっだっだったたたたわわわわけけけけですがですがですがですが、、、、現在現在現在現在でででではははは土土土土壌壌壌壌汚汚汚汚染染染染、、、、CO2 のののの排出排出排出排出、、、、それそれそれそれからいからいからいからいろろろろいいいいろろろろなななな生生生生態系態系態系態系やコやコやコやコモモモモンンンンズズズズがががが崩崩崩崩壊壊壊壊しているといしているといしているといしているというこうこうこうことがとがとがとがあああありますがりますがりますがりますが、、、、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ようにようにようにように、、、、ここここののののようようようようなななな負負負負のののの遺遺遺遺産産産産にににについついついついててててはははは、、、、修修修修復復復復、、、、新新新新しいしいしいしい環境環境環境環境をををを創創創創造造造造するといするといするといするというよううよううよううようなななな形形形形でででで新新新新規規規規のののの事業事業事業事業としてとしてとしてとして参参参参入入入入もももも起起起起こっこっこっこっていていていているといるといるといるというよううよううよううようなななな状況状況状況状況かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。     ささささてててて、、、、具具具具体体体体的的的的にににに、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションににににつつつつききききましてましてましてまして見見見見てみたいとてみたいとてみたいとてみたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ここここのののの表表表表はははは、、、、セメセメセメセメントントントント産産産産業業業業をををを中中中中心心心心にににに、、、、従従従従来来来来セメセメセメセメントントントント産産産産業業業業がががが鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼とかとかとかとか紙紙紙紙パパパパ、、、、それそれそれそれからからからから非非非非鉄鉄鉄鉄産産産産業業業業等等等等のののの、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる副産副産副産副産物物物物、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを受受受受けけけけ入入入入れれれれていたていたていたていたわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、それそれそれそれがががが現在現在現在現在変変変変わっわっわっわっててててききききているといているといているといているというこうこうこうことをとをとをとをああああららららわわわわしてしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。ままままさにさにさにさに建建建建設工事設工事設工事設工事がががが減減減減少少少少してしてしてして、、、、セメセメセメセメントントントント生生生生産産産産量量量量自自自自体体体体もももも減減減減っっっっていくていくていくていく。。。。それそれそれそれからからからから、、、、鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼とかとかとかとか各各各各業業業業種種種種自自自自体体体体がががが副産副産副産副産物物物物そそそそののののもももものをのをのをのを発生発生発生発生をををを抑抑抑抑制制制制していくといしていくといしていくといしていくというこうこうこうこととととににににななななっっっっててててききききていましてていましてていましてていまして、、、、そうそうそうそういいいいうううう中中中中でででで、、、、セメセメセメセメントントントント産産産産業自業自業自業自体体体体もももも生生生生きききき残残残残りりりり競争競争競争競争がががが大大大大変厳変厳変厳変厳しくなしくなしくなしくなっっっっていていていているといるといるといるというううう状況状況状況状況ですですですです。。。。     そうそうそうそういいいいうううう中中中中でででで、、、、右右右右ののののほほほほううううですがですがですがですが、、、、新新新新たたたたにににに都都都都市市市市ごごごごみのみのみのみの焼却焼却焼却焼却灰灰灰灰、、、、それそれそれそれからからからから下水下水下水下水汚泥汚泥汚泥汚泥などをなどをなどをなどを入入入入れれれれたたたた、、、、よよよよりりりり処処処処理理理理困困困困難難難難物物物物ををををセメセメセメセメントントントント産産産産業業業業がががが受受受受けけけけ入入入入れれれれていくといていくといていくといていくというこうこうこうことがとがとがとが課課課課題題題題ににににななななっっっっててててききききてててておおおおりますりますりますります。。。。そそそそのたのたのたのためにはめにはめにはめには、、、、新新新新しくしくしくしく技術技術技術技術をををを入入入入れれれれてててて、、、、設備設備設備設備投投投投資資資資等等等等もももも追加投追加投追加投追加投資資資資でででで、、、、前処前処前処前処理理理理とかとかとかとか高高高高度度度度化化化化していくしていくしていくしていくこここことがとがとがとが必要必要必要必要ににににななななっっっっててててききききますますますます。。。。こうこうこうこういいいいうううう中中中中でででで、、、、特特特特ににににエコエコエコエコセメセメセメセメントといントといントといントというこうこうこうことでとでとでとで、、、、市原市原市原市原エコエコエコエコセメセメセメセメントでントでントでントではははは、、、、都都都都市市市市ごごごごみみみみ焼却焼却焼却焼却灰灰灰灰をををを 50％％％％入入入入れれれれましてましてましてまして、、、、それそれそれそれをををを売売売売りりりり物物物物ににににしているといしているといしているといしているというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。ここここののののようにようにようにように、、、、新新新新しくしくしくしく、、、、先先先先ほほほほどどどどもももも國友國友國友國友室長室長室長室長のののの話話話話にあにあにあにありましたりましたりましたりましたようにようにようにように、、、、基基基基礎礎礎礎素素素素材材材材型型型型産産産産業業業業がががが従従従従来来来来のののの技術技術技術技術、、、、それそれそれそれからからからから設備設備設備設備をををを生生生生かしてかしてかしてかして、、、、こうこうこうこういいいいうううう資源循環資源循環資源循環資源循環産産産産業業業業にににに出出出出ててててききききているといているといているといているというこうこうこうことがとがとがとが新新新新しいしいしいしい動動動動ききききでででであああありますととりますととりますととりますとともにもにもにもに、、、、強強強強みみみみにににになななな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うううとととところころころころですですですです。。。。     市原市原市原市原エコエコエコエコセメセメセメセメントントントント事業事業事業事業ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これはこれはこれはこれは、、、、千千千千葉葉葉葉県県県県のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンンンンにににに位位位位置置置置づづづづけけけけらららられれれれたたたた施施施施設設設設でででで、、、、太太太太平平平平洋洋洋洋セメセメセメセメントとントとントとントと三井物三井物三井物三井物産産産産がががが共共共共同同同同出出出出資資資資しているしているしているしているもももものでのでのでのでござござござございますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、国国国国のののの補補補補助助助助金金金金もももも入入入入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こうこうこうことですがとですがとですがとですが、、、、当当当当行行行行もももも、、、、これにこれにこれにこれについてついてついてついてはははは世世世世界初界初界初界初のののの商商商商業業業業化化化化プラントとプラントとプラントとプラントといいいいうこうこうこうことでとでとでとで、、、、審査審査審査審査をしてをしてをしてをして、、、、地地地地方銀方銀方銀方銀行行行行ととととももももどどどどもももも融融融融資資資資をしているといをしているといをしているといをしているというううう事事事事例例例例ででででござござござございますいますいますいます。。。。     それそれそれそれからからからから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、青青青青森森森森のののの八八八八戸戸戸戸のゼロエミッションでのゼロエミッションでのゼロエミッションでのゼロエミッションでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、ここここここここのののの非常非常非常非常におにおにおにおももももししししろろろろいいいい特徴特徴特徴特徴はははは、、、、従従従従来来来来、、、、八八八八戸戸戸戸にあにあにあにありますりますりますります東京東京東京東京鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼、、、、太太太太平平平平洋洋洋洋金金金金属属属属、、、、八八八八戸戸戸戸精精精精錬錬錬錬といといといというううう 3 社社社社、、、、ここここれもれもれもれも基基基基礎礎礎礎素素素素材材材材型型型型産産産産業業業業ですがですがですがですが、、、、これこれこれこれがががが有機有機有機有機的的的的にににに連連連連携携携携したゼロエミッションをつくしたゼロエミッションをつくしたゼロエミッションをつくしたゼロエミッションをつくっっっっているとているとているとているといいいいうこうこうこうことととととととと、、、、工業工業工業工業系系系系とととと生生生生活活活活系系系系、、、、ささささららららにににに、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる水水水水産産産産系系系系、、、、ホホホホタテのタテのタテのタテの貝貝貝貝殻殻殻殻をををを入入入入れれれれたたたた、、、、そうそうそうそういいいいうううう複複複複合的合的合的合的なインプットとなインプットとなインプットとなインプットとアアアアウウウウトプットをつくりトプットをつくりトプットをつくりトプットをつくり出出出出しているといしているといしているといしているといううううとととところにころにころにころに特徴特徴特徴特徴ががががござござござございまいまいまいますすすす。。。。具具具具体体体体的的的的にはにはにはには、、、、東京東京東京東京鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼がががが廃廃廃廃家家家家電電電電、、、、それそれそれそれからからからから自動自動自動自動車車車車のシのシのシのシュレュレュレュレッッッッダダダダーーーーダダダダストストストスト、、、、それそれそれそれからからからから食食食食品品品品トトトトレレレレーーーー、、、、漁網漁網漁網漁網関係関係関係関係をををを入入入入れれれれましてましてましてまして、、、、それそれそれそれでででで電力電力電力電力をををを取取取取りりりり出出出出しししし、、、、そこそこそこそこからカーからカーからカーからカーボボボボンンンン等等等等がががが出出出出ててててききききますますますます。。。。これこれこれこれらをらをらをらをささささららららにににに太太太太平平平平洋洋洋洋金金金金属属属属がががが一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、それそれそれそれからからからからホホホホタテのタテのタテのタテの貝貝貝貝殻殻殻殻をををを加加加加ええええましたましたましたました、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル施施施施設設設設をつくをつくをつくをつくっっっっていますていますていますています。。。。ここここここここからからからから出出出出ててててききききますますますます亜亜亜亜鉛鉛鉛鉛をををを含含含含有有有有したしたしたした溶溶溶溶融融融融飛灰飛灰飛灰飛灰をををを八八八八戸戸戸戸精精精精錬錬錬錬がリサイクルをするといがリサイクルをするといがリサイクルをするといがリサイクルをするというこうこうこうことでとでとでとで、、、、亜亜亜亜鉛鉛鉛鉛とかとかとかとかセメセメセメセメントントントント原原原原料料料料ををををアアアアウウウウトプットプットプットプットとしてトとしてトとしてトとして出出出出すといすといすといすとい
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うううう形形形形でででで全体全体全体全体としてとしてとしてとして循環循環循環循環させさせさせさせているといているといているといているというよううよううよううようなプロジなプロジなプロジなプロジェェェェクトですクトですクトですクトです。。。。こうこうこうこういいいいうううう形形形形でででで、、、、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ようにようにようにように、、、、自然自然自然自然系系系系もももも含含含含めめめめたたたた形形形形、、、、それそれそれそれからからからから地地地地元元元元のののの企企企企業業業業がががが連連連連携携携携したしたしたした形形形形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といといといといううううとととところころころころがががが特徴特徴特徴特徴ででででござござござございますいますいますいます。。。。     今今今今までまでまでまで、、、、主主主主にににに基基基基礎礎礎礎素素素素材材材材型型型型をををを見見見見ててててききききましたましたましたましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、建建建建設社会資本設社会資本設社会資本設社会資本にににについてついてついてついてもももも、、、、後後後後でででで大林大林大林大林組組組組さんさんさんさんからからからから建建建建設業設業設業設業のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみのごごごご説説説説明明明明ががががござござござございますがいますがいますがいますが、、、、一一一一般般般般的的的的なななな話話話話をををを申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、従従従従来来来来ははははつくつくつくつくっっっっててててはははは壊壊壊壊すといすといすといすというこうこうこうこととととだっだっだっだったたたたわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、これこれこれこれををををぐぐぐぐるるるるぐぐぐぐるるるる回回回回していくしていくしていくしていく必要必要必要必要ががががああああるるるる、、、、ままままさにさにさにさに循環循環循環循環させさせさせさせていくていくていくていく必要必要必要必要ががががああああるといるといるといるというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。新新新新しくしくしくしくつくるつくるつくるつくるももももののののははははででででききききるるるるだだだだけけけけ長寿長寿長寿長寿命命命命にににに、、、、既既既既存存存存ののののももももののののはははは、、、、ででででききききるるるるだけだけだけだけ転転転転活活活活用用用用ででででききききるるるるようようようようなななな設計設計設計設計をををを最最最最初初初初からしていくといからしていくといからしていくといからしていくというこうこうこうことがとがとがとが重重重重要要要要かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。     具具具具体体体体的的的的なななな事事事事例例例例としましてとしましてとしましてとしましてはははは、、、、これはこれはこれはこれは九州九州九州九州のののの大分県大分県大分県大分県のののの宇宇宇宇目町目町目町目町といといといといううううとととところころころころでででで、、、、従従従従来来来来、、、、林業林業林業林業のののの宿宿宿宿泊泊泊泊施施施施設設設設だっだっだっだったたたたもももものをのをのをのを役役役役場場場場にににに変変変変ええええたたたた例例例例ででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、青青青青木木木木茂茂茂茂といといといというううう、、、、地地地地元元元元大分大分大分大分のののの建築建築建築建築家家家家がががが設計設計設計設計をしてをしてをしてをしておおおおりますがりますがりますがりますが、、、、リフリフリフリファァァァインインインイン建築建築建築建築といといといというううう言言言言いいいい方方方方を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。。。。これによこれによこれによこれによりまりまりまりますとすとすとすと、、、、自治自治自治自治体体体体がががが、、、、財政的財政的財政的財政的にもにもにもにも苦苦苦苦しいしいしいしいわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、ここここのリフのリフのリフのリファァァァインインインイン建築建築建築建築ですとですとですとですと、、、、新新新新しくつくしくつくしくつくしくつくるとるとるとるときにきにきにきに比比比比べべべべてててて工事工事工事工事費費費費がががが半半半半分分分分、、、、工工工工期期期期もももも約約約約半半半半分分分分にににになるといなるといなるといなるというこうこうこうことでとでとでとでござござござございいいいますますますます。。。。それそれそれそれからからからから、、、、新新新新しいしいしいしいビビビビルルルルににににしますのでしますのでしますのでしますので、、、、当当当当然然然然耐耐耐耐震震震震ビビビビルルルルにににになりますのでなりますのでなりますのでなりますので、、、、そうそうそうそういいいいうううう意意意意味味味味でででで防防防防災災災災にもにもにもにも役役役役立立立立つつつつといといといというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。ここここのののの青青青青木木木木茂茂茂茂といといといというううう方方方方はははは、、、、2002 年年年年のののの建築建築建築建築学会学会学会学会賞賞賞賞をををを受受受受賞賞賞賞してしてしてしておおおおりまりまりまりましてしてしてして、、、、ここここのリフのリフのリフのリファァァァインインインイン建築建築建築建築といといといというううう方式方式方式方式がががが注注注注目目目目をををを浴浴浴浴びびびび、、、、当当当当行行行行ででででもももも、、、、支援支援支援支援のののの融融融融資資資資制制制制度度度度をををを設設設設けけけけてててておおおおりますりますりますります。。。。     以上以上以上以上、、、、製製製製造造造造業業業業、、、、それそれそれそれからからからから建建建建設業設業設業設業のののの例例例例をををを申申申申しししし上上上上げげげげましたがましたがましたがましたが、、、、ここここののののようようようようなゼロエミッションなゼロエミッションなゼロエミッションなゼロエミッションをどをどをどをどううううややややっっっっていくかといていくかといていくかといていくかというこうこうこうことでとでとでとで、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学とととと私私私私どどどどもももも日本政策日本政策日本政策日本政策投投投投資資資資銀銀銀銀行行行行でマでマでマでマニュアニュアニュアニュアルをつルをつルをつルをつくりましたくりましたくりましたくりました。。。。すみますみますみますみませんせんせんせん、、、、画画画画面面面面下下下下ののののほほほほううううがががが切切切切れれれれてててておおおおりますがりますがりますがりますが、、、、従従従従来来来来、、、、1企企企企業業業業でゼロエミッでゼロエミッでゼロエミッでゼロエミッシシシションョンョンョン、、、、それそれそれそれからからからから工業工業工業工業団団団団地地地地とかとかとかとか、、、、異異異異業業業業種種種種、、、、地地地地域域域域とととと、、、、ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを広広広広げげげげていていていていっっっっているているているているわわわわけけけけででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、こうこうこうこういいいいうううう中中中中でででで、、、、具具具具体体体体的的的的ににににどどどどううううややややっっっったらいいかといたらいいかといたらいいかといたらいいかというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ママママニュアニュアニュアニュアルをつくルをつくルをつくルをつくっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれは ISO14001 ののののようようようようなななな、、、、PDCA サイクルをサイクルをサイクルをサイクルを回回回回すすすすようようようようなななな形形形形でつくでつくでつくでつくっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。     例例例例えばえばえばえば工業工業工業工業団団団団地地地地とかとかとかとか地地地地域域域域でででで、、、、どどどどこにアこにアこにアこにアウウウウトプットがトプットがトプットがトプットがあっあっあっあってててて、、、、それそれそれそれをををを必要必要必要必要としているインとしているインとしているインとしているインプットプットプットプットははははどどどどこにあこにあこにあこにあるかといるかといるかといるかというううう、、、、マテリマテリマテリマテリアアアアルフローのルフローのルフローのルフローの把握把握把握把握をするといをするといをするといをするというこうこうこうことがとがとがとが一一一一番番番番重重重重要要要要だだだだとととといいいいうこうこうこうことがとがとがとが書書書書いていていていてあああありますりますりますります。。。。それそれそれそれからからからから、、、、一一一一度度度度ににににすすすすべべべべてゼロエミッションてゼロエミッションてゼロエミッションてゼロエミッションにににに持持持持っっっっていくていくていくていくわわわわけけけけででででははははなくてなくてなくてなくて、、、、段階段階段階段階的的的的にににに、、、、ややややれれれれるとるとるとるところころころころからやからやからやからやっっっっていくといていくといていくといていくというよううよううよううようななななこここことをとをとをとを、、、、具具具具体体体体的的的的なななな、、、、山山山山梨梨梨梨のののの国国国国母母母母工業工業工業工業団団団団地地地地等等等等をををを参考参考参考参考にににに書書書書いていていていてあああありますりますりますります。。。。     以上以上以上以上、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの話話話話ですがですがですがですが、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、先先先先ほほほほどどどど鈴鈴鈴鈴木木木木先先先先生生生生からからからからもおもおもおもお話話話話ががががあああありましりましりましりましたたたた、、、、エエエエレレレレクトロラックスクトロラックスクトロラックスクトロラックス社社社社ののののようようようようなななな、、、、物物物物をををを所所所所有有有有しないでしないでしないでしないで機機機機能能能能をををを売売売売るといるといるといるというよううよううよううようなななな方式方式方式方式ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれはリリリリユユユユースといいますかースといいますかースといいますかースといいますか、、、、ままままさにさにさにさに新新新新しいしいしいしい、、、、これこれこれこれからのからのからのからの 1 つのつのつのつのビビビビジネスジネスジネスジネスモモモモデデデデルルルルにににになるのでなるのでなるのでなるのでははははないかとないかとないかとないかと私私私私もももも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。。。。要要要要するするするするにににに、、、、洗濯洗濯洗濯洗濯機機機機をををを買買買買わわわわないでないでないでないで、、、、そそそそのののの洗濯洗濯洗濯洗濯といといといというううう使使使使用用用用量量量量にににに応応応応じじじじてててておおおお金金金金をををを払払払払うううう、、、、新製新製新製新製品品品品がががが出出出出たとたとたとたときはきはきはきは、、、、自動的自動的自動的自動的にににに取取取取りかりかりかりかええええをしてくをしてくをしてくをしてくれれれれるるるるといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、利用利用利用利用者者者者はははは廃棄廃棄廃棄廃棄をしなくていいといをしなくていいといをしなくていいといをしなくていいというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。たたたただだだだ、、、、これにこれにこれにこれについついついついててててはははは、、、、社会社会社会社会システムのシステムのシステムのシステムの変変変変革革革革、、、、それそれそれそれからからからから、、、、私私私私どどどどもももものののの意意意意識識識識のののの変変変変革革革革がががが必要必要必要必要といといといというこうこうこうことかととかととかととかと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。 
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    以上申以上申以上申以上申しししし上上上上げげげげましたましたましたましたようにようにようにように、、、、環境環境環境環境ビビビビジネスをジネスをジネスをジネスを行行行行っっっっていくていくていくていくうえうえうえうえでででで、、、、技術技術技術技術、、、、市場市場市場市場、、、、それそれそれそれからからからからシステムシステムシステムシステム、、、、こうこうこうこういいいいうもうもうもうものがのがのがのが今今今今後後後後大大大大変変変変重重重重要要要要ににににななななっっっってくるといてくるといてくるといてくるというこうこうこうことかととかととかととかと思思思思いますいますいますいます。。。。ゼロエミゼロエミゼロエミゼロエミッションをッションをッションをッションを実現実現実現実現していくしていくしていくしていく上上上上ででででもももも、、、、ここここのののの 3 つのつのつのつのポポポポイントがイントがイントがイントが重重重重要要要要かとかとかと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。。。。     以上以上以上以上、、、、少少少少しししし工業工業工業工業系系系系のののの話話話話をしましたがをしましたがをしましたがをしましたが、、、、続続続続ききききましてましてましてまして、、、、自然自然自然自然系系系系のののの循環循環循環循環のののの話話話話をををを 1 例例例例だけだけだけだけ話話話話させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。阿蘇阿蘇阿蘇阿蘇のののの事事事事例例例例ですがですがですがですが、、、、阿蘇阿蘇阿蘇阿蘇、、、、皆様皆様皆様皆様もももも草草草草千千千千里里里里といといといというこうこうこうことでとでとでとで雄大雄大雄大雄大なななな風景風景風景風景ををををよよよよくくくくごごごご存存存存じじじじとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ああああのののの草草草草原原原原はははは、、、、実実実実ははははいつからいつからいつからいつから草草草草原原原原だっだっだっだったたたたこここことがとがとがとがわわわわかかかかっっっっているかといいているかといいているかといいているかといいますとますとますとますと、、、、1,000 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい前前前前からからからから草草草草原原原原だだだだといといといというこうこうこうことがとがとがとが「「「「日本日本日本日本書記書記書記書記」」」」等等等等にににに書書書書かかかかれれれれていますていますていますています。。。。実実実実はははは今今今今、、、、ここここのののの草草草草原原原原がががが森森森森にににに戻戻戻戻ろうろうろうろうとしてとしてとしてとしておおおおりますりますりますります。。。。何何何何でででで草草草草原原原原がががが森森森森にににに戻戻戻戻るかといるかといるかといるかといううううとととと、、、、ままままさにさにさにさに牛牛牛牛馬馬馬馬をををを飼飼飼飼育育育育してしてしてして、、、、飼飼飼飼料料料料としてのとしてのとしてのとしての草草草草をををを生生生生やすやすやすやす。。。。そそそそのたのたのたのためにはめにはめにはめには野野野野焼焼焼焼ききききをするといをするといをするといをするというよううよううよううようなななな循環循環循環循環をををを毎毎毎毎年年年年毎毎毎毎年年年年繰繰繰繰りりりり返返返返してしてしてして草草草草原原原原ににににななななっっっっているているているているわけわけわけわけですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、牛牛牛牛肉肉肉肉のののの自自自自由由由由化化化化といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、畜畜畜畜産産産産農農農農家家家家がががが減減減減っっっってててて、、、、飼飼飼飼料料料料としてのとしてのとしてのとしての草草草草のののの需需需需要要要要もももも減減減減るるるる。。。。高高高高齢齢齢齢化化化化してしてしてして、、、、野野野野焼焼焼焼ききききとかのとかのとかのとかの人人人人手手手手ももももいないといないといないといないといいいいうこうこうこうことでとでとでとで、、、、草草草草原原原原がががが森森森森にににに戻戻戻戻ろうろうろうろうとしていますとしていますとしていますとしています。。。。森森森森にににに戻戻戻戻っっっったたたたほほほほううううがいいといがいいといがいいといがいいといううううディープエコディープエコディープエコディープエコロジストのロジストのロジストのロジストの方方方方ももももいたいたいたいたわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、地地地地元元元元でででで議議議議論論論論したしたしたした結果結果結果結果、、、、人人人人間間間間のののの手手手手をををを入入入入れれれれてててて維維維維持持持持してしてしてしてききききたたたた草草草草原原原原をやをやをやをやははははりりりり守守守守ろうろうろうろうといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、現在現在現在現在運動運動運動運動がががが起起起起こっこっこっこってててておおおおりますりますりますります。。。。     どどどどううううややややっっっってててて草草草草原原原原をををを護護護護ろうろうろうろうとしているかといとしているかといとしているかといとしているかというこうこうこうことですがとですがとですがとですが、、、、ままままずずずず、、、、牛牛牛牛肉肉肉肉自自自自由由由由化化化化でででで、、、、輸入輸入輸入輸入牛牛牛牛がががが入入入入っっっっててててききききているているているているわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、ややややははははりりりり国国国国産産産産牛牛牛牛、、、、ここはここはここはここは赤赤赤赤牛牛牛牛ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ヘヘヘヘルシーなルシーなルシーなルシーな赤赤赤赤牛牛牛牛をでをでをでをでききききるるるるだけだけだけだけ食食食食べべべべててててももももららららおうおうおうおうといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、輸入輸入輸入輸入牛牛牛牛よよよよりりりりはははは高高高高いのですいのですいのですいのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、生協生協生協生協等等等等でででで販売販売販売販売をしていくをしていくをしていくをしていくといといといというこうこうこうこととととににににしていますしていますしていますしています。。。。そうそうそうそういいいいうううう形形形形でででで畜畜畜畜産産産産業業業業をををを回回回回復復復復しししし、、、、それそれそれそれからからからから、、、、毎毎毎毎年年年年毎毎毎毎年年年年野野野野焼焼焼焼ききききをしていかなをしていかなをしていかなをしていかなければければければければいいいいけけけけないないないないわけわけわけわけですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そそそそのたのたのたのためにはめにはめにはめには、、、、高高高高齢齢齢齢化化化化してしてしてして人人人人手手手手ががががあああありまりまりまりませんせんせんせんのでのでのでので、、、、都都都都会会会会からからからから、、、、ボボボボランティランティランティランティアアアアといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、熊熊熊熊本本本本とかとかとかとか福福福福岡岡岡岡、、、、東京東京東京東京などかなどかなどかなどかららららもももも毎毎毎毎年年年年野野野野焼焼焼焼ききききのののの手手手手伝伝伝伝いいいいにににに現在現在現在現在 1,000 人人人人ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが毎毎毎毎年年年年参加参加参加参加しているといしているといしているといしているというううう大大大大変変変変なななな規規規規模模模模ににににななな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。。。。 こうこうこうこういいいいうううう形形形形でででで草草草草原原原原をををを維維維維持持持持するといするといするといするというよううよううよううようなななな運動運動運動運動をををを 1995 年年年年ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから具具具具体体体体的的的的にににに行行行行っっっっててててききききてててておおおおりますりますりますります。。。。農農農農業業業業者者者者、、、、地地地地方方方方自治自治自治自治体体体体、、、、企企企企業業業業等等等等がががが NPO 的的的的なななな財財財財団団団団をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、各各各各主主主主体体体体がががが連連連連携携携携してしてしてして行行行行っっっっているているているているこここことがとがとがとが大大大大変変変変貴貴貴貴重重重重なななな点点点点かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。たたたただだだだ、、、、これもこれもこれもこれも、、、、今今今今のとのとのとのところころころころ、、、、ボボボボランティランティランティランティアアアアなどなどなどなどもももも無無無無償償償償でででで参加参加参加参加していますのでしていますのでしていますのでしていますので、、、、事業的事業的事業的事業的ににににどどどどううううややややっっっってててて継継継継続続続続していくかといしていくかといしていくかといしていくかというこうこうこうことがとがとがとがこれこれこれこれからからからから大事大事大事大事なとなとなとなところころころころかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。 以上以上以上以上、、、、工業工業工業工業系系系系とととと自然自然自然自然系系系系のゼロエミッションをのゼロエミッションをのゼロエミッションをのゼロエミッションを中中中中心心心心におにおにおにお話話話話ししましたがししましたがししましたがししましたが、、、、以以以以下下下下、、、、金融金融金融金融のののの視視視視点点点点といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、金融機金融機金融機金融機関関関関ががががこうこうこうこういいいいうもうもうもうもののののにににに対対対対してしてしてして今今今今どどどどうううういいいいうううう取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めめめめているかとているかとているかとているかといいいいうこうこうこうことでとでとでとでおおおお話話話話ししししさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだき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。。。。 ままままずずずず、、、、環境環境環境環境とととと金融金融金融金融といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ももももととととももももとととと非常非常非常非常ににににななななじじじじみがみがみがみが薄薄薄薄いいいい両両両両者者者者なのでなのでなのでなのでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、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げげげましたましたましたましたようにようにようにように、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななビビビビジネスがジネスがジネスがジネスが出出出出ててててききききてててておおおおりりりりますのでますのでますのでますので、、、、金融機金融機金融機金融機関関関関側側側側はははは土土土土壌壌壌壌汚汚汚汚染染染染、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション等等等等ののののビビビビジネスジネスジネスジネスにににに対対対対しいしいしいしいろろろろいいいいろろろろなななな商品商品商品商品をををを開発開発開発開発しししし出出出出しているといしているといしているといしているというううう状況状況状況状況ででででござござござございますいますいますいます。。。。 それそれそれそれからからからから、、、、一方一方一方一方、、、、ままままさにさにさにさに環境環境環境環境リスクがリスクがリスクがリスクが非常非常非常非常にににに企企企企業業業業ににににととととっっっっててててもももも高高高高ままままっっっっててててききききているといているといているといているというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。金融機金融機金融機金融機関関関関、、、、特特特特にににに銀銀銀銀行行行行はははは、、、、土土土土地地地地をををを担担担担保保保保にににに取取取取っっっっているているているている例例例例がががが多多多多うござうござうござうございますのいますのいますのいますのでででで、、、、そそそそのののの土土土土地地地地ががががももももしししし土土土土壌壌壌壌汚汚汚汚染染染染されされされされていますとていますとていますとていますと、、、、担担担担保価値保価値保価値保価値ががががほほほほととととんんんんどゼロどゼロどゼロどゼロにににになるといなるといなるといなるというこうこうこうこととととでででで、、、、金融機金融機金融機金融機関関関関ののののほほほほうもうもうもうも、、、、融融融融資資資資しているしているしているしている企企企企業業業業のののの環境環境環境環境リスクをリスクをリスクをリスクを気気気気ににににしししし始始始始めめめめたといたといたといたというこうこうこうことがとがとがとがござござござござ
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いますいますいますいます。。。。 それそれそれそれからからからから、、、、3 点点点点目目目目にはにはにはには、、、、ままままさにおさにおさにおさにお金金金金をををを出出出出しているしているしているしている一一一一番番番番大大大大ももももとのとのとのとの預預預預金者金者金者金者のののの方方方方とかとかとかとか、、、、投投投投資資資資家家家家、、、、こうこうこうこういいいいうううう方方方方たたたたちちちちがががが、、、、環境環境環境環境ににににいいプロジいいプロジいいプロジいいプロジェェェェクトクトクトクトにににに投投投投資資資資をしたいとかをしたいとかをしたいとかをしたいとか、、、、環境環境環境環境にににに配配配配慮慮慮慮しているしているしているしている金金金金融機融機融機融機関関関関にににに預預預預金金金金をををを預預預預けけけけたいといたいといたいといたいというよううよううよううようなななな動動動動ききききがががが少少少少ししししずずずずつつつつ出出出出ててててききききてててておおおおりますりますりますります。。。。こうこうこうこういいいいうううう 3 つのつのつのつの背景背景背景背景ををををももももととととににににしましてしましてしましてしまして、、、、金融機金融機金融機金融機関関関関はははは新新新新しいしいしいしい企企企企業業業業のののの環境環境環境環境配配配配慮慮慮慮をををを促促促促すすすす金融金融金融金融商品商品商品商品のののの開発開発開発開発、、、、それそれそれそれかかかからららら企企企企業業業業のののの環境環境環境環境リスクリスクリスクリスク評評評評価価価価、、、、それそれそれそれからからからから自自自自身身身身のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな環境環境環境環境リスクマネジリスクマネジリスクマネジリスクマネジメメメメントントントントにににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいくといでいくといでいくといでいくというううう状況状況状況状況ででででござござござございますいますいますいます。。。。 当当当当行行行行ののののこここことをとをとをとを少少少少ししししだけおだけおだけおだけお話話話話ししししさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますとますとますとますと、、、、私私私私どどどどもももも、、、、99 年年年年にににに新新新新しいしいしいしい銀銀銀銀行行行行としてとしてとしてとして出出出出発発発発しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、2001 年年年年 6 月月月月にはにはにはには、、、、UNEP（（（（国国国国連環境計画連環境計画連環境計画連環境計画））））にににに、、、、金融金融金融金融とととと環境環境環境環境のイのイのイのイニニニニシシシシアアアアチチチチブブブブががががあああありますがりますがりますがりますが、、、、そこにそこにそこにそこに当当当当行行行行はははは、、、、ままままずずずず参加参加参加参加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。。。。2002 年年年年にににに ISO をををを取取取取得得得得しましてしましてしましてしまして、、、、今今今今年度年度年度年度にににに入入入入りましてりましてりましてりまして、、、、社会環境社会環境社会環境社会環境報告書報告書報告書報告書のののの発行発行発行発行、、、、それそれそれそれからからからから、、、、去去去去年年年年 10月月月月にににに、、、、UNEP のののの世世世世界界界界会会会会議議議議をををを東京東京東京東京でででで開開開開ききききましたましたましたました。。。。それそれそれそれからからからから、、、、後後後後ででででごごごご説説説説明明明明しますしますしますします、、、、新新新新しいしいしいしい環境環境環境環境格格格格付付付付をををを利用利用利用利用したしたしたした融融融融資資資資制制制制度度度度といといといといううううののののもももも始始始始めめめめてててておおおおりますりますりますります。。。。 ここここのののの UNEP フィフィフィフィナナナナンシャルインシャルインシャルインシャルイニニニニシシシシアアアアチチチチブブブブででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、リオサミットのとリオサミットのとリオサミットのとリオサミットのときにきにきにきに始始始始まりまりまりまりましてましてましてまして、、、、世世世世界界界界 50 カカカカ国国国国、、、、約約約約 260機機機機関関関関がががが現在現在現在現在でででではははは参加参加参加参加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、、、、たたたただだだだ、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、日日日日本本本本ででででははははままままだだだだ 13 社社社社ががががこれにこれにこれにこれに参加参加参加参加ししししているといているといているといているというううう状況状況状況状況ででででござござござございますいますいますいます。。。。去去去去年年年年のののの秋秋秋秋のののの会会会会議議議議でででではははは、、、、こここここにこにこにこに参加参加参加参加したしたしたした機機機機関関関関がががが東京東京東京東京宣宣宣宣言言言言をををを採択採択採択採択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、、、、ここここのとのとのとのとききききのテーマがのテーマがのテーマがのテーマが、、、、「「「「Sustaining 

value」」」」といといといというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。ちょっちょっちょっちょっとととと聞聞聞聞ききききななななれれれれないないないない言葉言葉言葉言葉かとかとかとかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる
sustainable development とかとかとかとか、、、、sustainability、、、、持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性にににに配配配配慮慮慮慮したしたしたした活活活活動動動動がががが重重重重要要要要だだだだといといといというこうこうこうことととととととと、、、、そうそうそうそういいいいうううう活活活活動動動動をしていくをしていくをしていくをしていくこここことがとがとがとが企企企企業業業業、、、、それそれそれそれからからからから金融機金融機金融機金融機関関関関ににににととととっっっっててててもももも持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性ををををささささららららにににに高高高高めめめめるるるる、、、、バリバリバリバリュュュューをーをーをーを高高高高めめめめるといるといるといるというううう両両両両方方方方のののの意意意意味味味味をををを込込込込めめめめててててこうこうこうこういいいいううううテーマがテーマがテーマがテーマが設設設設定定定定されされされされてててておおおおりりりりますますますます。。。。 今今今今申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたましたようにようにようにように、、、、企企企企業業業業にににに限限限限りまりまりまりませんせんせんせんがががが、、、、金融機金融機金融機金融機関関関関、、、、それそれそれそれからからからからああああららららゆゆゆゆるるるる事業主事業主事業主事業主体体体体もそうもそうもそうもそうですがですがですがですが、、、、経済経済経済経済、、、、環境環境環境環境、、、、社会社会社会社会、、、、ここここのののの 3 つつつつにににに配配配配慮慮慮慮したしたしたした活活活活動動動動をしていをしていをしていをしていこうこうこうこうといといといというううう、、、、トリプトリプトリプトリプルルルルボボボボトムラインとトムラインとトムラインとトムライン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、、、、現在現在現在現在こうこうこうこういいいいうこうこうこうことがとがとがとが非常非常非常非常にににに欧欧欧欧米米米米でででで強強強強くくくくううううたたたたわれわれわれわれていまていまていまていますすすす。。。。ここここのののの経済経済経済経済、、、、環境環境環境環境、、、、社会社会社会社会ををををひっひっひっひっくるくるくるくるめめめめてててて持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性といといといというよううよううよううようなななな言葉言葉言葉言葉でででで言言言言われわれわれわれていますていますていますています。。。。最最最最初初初初にににに申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました企企企企業業業業のののの社会的社会的社会的社会的責任責任責任責任といといといというよううよううよううようなななな言葉言葉言葉言葉もももも、、、、こうこうこうこういいいいうううう中中中中身身身身をををを具具具具体体体体的的的的ににににどどどどううううしていくかといしていくかといしていくかといしていくかというよううよううよううようななななこここことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。アメアメアメアメリカとかイギリスでリカとかイギリスでリカとかイギリスでリカとかイギリスではははは、、、、こうこうこうこういいいいうよううよううよううようなとなとなとなところにころにころにころに投投投投資資資資がかなりがかなりがかなりがかなり向向向向かかかか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ううう状況状況状況状況ででででござござござございますいますいますいます。。。。日本日本日本日本でででではははは、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、ままままだだだだエコフエコフエコフエコファァァァンンンンドドドド等等等等のののの残残残残高高高高がががが 700 億億億億ぐぐぐぐらいですがらいですがらいですがらいですが、、、、今今今今後後後後こうこうこうこういいいいうううう企企企企業業業業とかプロジとかプロジとかプロジとかプロジェェェェクトクトクトクトにににに投投投投資資資資がががが向向向向かかかかううううといといといというこうこうこうこととととははははかなりかなりかなりかなり必必必必須須須須のののの状況状況状況状況かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。そうそうそうそういいいいうこうこうこうことでとでとでとで、、、、格格格格付付付付けけけけ、、、、今今今今までまでまでまではははは財財財財務務務務でででで企企企企業業業業をををを審査審査審査審査するといするといするといするというこうこうこうことですがとですがとですがとですが、、、、これこれこれこれからからからからはははは環境環境環境環境、、、、それそれそれそれからからからから先先先先にはにはにはには、、、、こうこうこうこういいいいうううう経済経済経済経済、、、、環境環境環境環境、、、、社会社会社会社会をトータルでをトータルでをトータルでをトータルで企企企企業業業業をををを評評評評価価価価ししししようようようようといといといというううう動動動動ききききがががが出出出出ててててききききているているているている状況状況状況状況ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 こうこうこうこういいいいうもうもうもうものをのをのをのを評評評評価価価価するするするする情情情情報報報報開開開開示示示示のののの媒媒媒媒体体体体としてとしてとしてとして環境環境環境環境報告書報告書報告書報告書といといといといううううのがのがのがのがああああるるるるわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、これもこれもこれもこれも今今今今、、、、環境環境環境環境報告書報告書報告書報告書からからからから社会環境社会環境社会環境社会環境報告書報告書報告書報告書といといといというううう流流流流れにれにれにれに変変変変わっわっわっわっててててききききていましてていましてていましてていまして、、、、CSR のののの体体体体制制制制、、、、ガガガガババババナナナナンスをンスをンスをンスを記記記記述述述述するするするする、、、、それそれそれそれからからからから社会社会社会社会貢献貢献貢献貢献とかとかとかとか、、、、倫倫倫倫理理理理面面面面とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいうもうもうもうものをのをのをのを記記記記述述述述すすすするといるといるといるというううう形形形形にににに現在現在現在現在ちょうちょうちょうちょうどどどど変変変変わっわっわっわっているといているといているといているというううう状況状況状況状況ででででござござござございますいますいますいます。。。。 
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私私私私どどどどももももがががが今今今今年年年年のののの 4 月月月月からからからから新新新新たたたたにににに始始始始めようめようめようめようとしていますとしていますとしていますとしています環境環境環境環境格格格格付付付付のののの融融融融資資資資制制制制度度度度にににについてついてついてついてごごごご説説説説明明明明させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、市原市原市原市原エコエコエコエコセメセメセメセメントでントでントでントでごごごご説説説説明明明明しましたしましたしましたしましたようにようにようにように、、、、私私私私どどどどもはもはもはもは、、、、企企企企業業業業をををを財財財財務務務務面面面面でででで評評評評価価価価しししし、、、、それそれそれそれからプロジからプロジからプロジからプロジェェェェクトのクトのクトのクトの事業性事業性事業性事業性をををを評評評評価価価価してしてしてして、、、、それそれそれそれでででで従従従従来投融来投融来投融来投融資資資資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。。。。今今今今回新回新回新回新たたたたにににに、、、、ままままだだだだ 1 つのつのつのつの制制制制度度度度としてでとしてでとしてでとしてでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、企企企企業業業業のののの環境環境環境環境配配配配慮慮慮慮ををををスクリースクリースクリースクリーニニニニングングングングしてしてしてして、、、、企企企企業業業業のののの環境関連環境関連環境関連環境関連のののの投投投投資資資資にににに対対対対してしてしてして融融融融資資資資をしていをしていをしていをしていこうこうこうこうといといといというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。経営経営経営経営全全全全般般般般、、、、事業関連事業関連事業関連事業関連、、、、環境環境環境環境パフォーマンスといパフォーマンスといパフォーマンスといパフォーマンスというううう、、、、大大大大ききききくくくく 3 つのつのつのつのここここととととにににについてついてついてついて約約約約
130項項項項目目目目ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの質質質質問問問問項項項項目目目目をををを用用用用意意意意しましてしましてしましてしまして、、、、それによっそれによっそれによっそれによってスコてスコてスコてスコアアアアリングしましてリングしましてリングしましてリングしまして、、、、そそそそのののの段階段階段階段階にににに応応応応じじじじてててて金金金金利利利利をををを変変変変ええええててててごごごご融融融融資資資資をしをしをしをしようようようようといといといというううう制制制制度度度度ででででござござござございますいますいますいます。。。。いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる環境環境環境環境にににに非常非常非常非常にににに前前前前向向向向ききききなななな大大大大企企企企業業業業はははは問問問問題題題題ははははないとないとないとないと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ででででききききるるるるだけだけだけだけ中中中中堅堅堅堅・・・・中小中小中小中小企企企企業業業業のののの環境環境環境環境配配配配慮慮慮慮をををを支援支援支援支援すすすするるるるようようようようなななな設計設計設計設計をををを現在考現在考現在考現在考ええええているとているとているとているところころころころででででござござござございますいますいますいます。。。。 以上以上以上以上、、、、主主主主にににに環境環境環境環境とととと金融金融金融金融のののの関係関係関係関係ののののおおおお話話話話ををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたました。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、金融金融金融金融とととといいいいうこうこうこうことでとでとでとではははは、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる地地地地方方方方でででで、、、、ままままさにきょうはさにきょうはさにきょうはさにきょうは循環循環循環循環といといといといううううのがテーマですがのがテーマですがのがテーマですがのがテーマですが、、、、おおおお金金金金がががが回回回回っっっっていていていていないといないといないといないというううう状況状況状況状況ががががござござござございますいますいますいます。。。。ここここのののの表表表表はははは、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる預預預預貸貸貸貸率率率率といといといというううう表表表表ななななんんんんですがですがですがですが、、、、預預預預金金金金にににに対対対対してしてしてして貸貸貸貸しししし付付付付けけけけがどのがどのがどのがどのぐぐぐぐらいらいらいらいああああるかといるかといるかといるかというこうこうこうことでとでとでとで、、、、通通通通常常常常、、、、100 でででであればあればあればあれば、、、、そそそそのののの地地地地域域域域ででででおおおお金金金金がががが
100％％％％回回回回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こうこうこうことでとでとでとでござござござございますがいますがいますがいますが、、、、地地地地方方方方圏圏圏圏でででではははは、、、、65％％％％といといといというこうこうこうことですからとですからとですからとですから、、、、残残残残りりりりのののの 35％％％％ははははどどどどここここかかかか、、、、例例例例えばえばえばえば東京東京東京東京とかとかとかとか、、、、海外海外海外海外とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいううううとととところにおころにおころにおころにお金金金金がががが出出出出ていていていていっっっっているとているとているとているといいいいうこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。ちちちちなみなみなみなみにににに、、、、東京東京東京東京はははは 140％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。ですからですからですからですから、、、、東京東京東京東京のののの中中中中のののの 1.4倍倍倍倍ののののおおおお金金金金がががが集集集集ままままっっっっててててききききているといているといているといているというううう状況状況状況状況ででででござござござございますいますいますいます。。。。 こうこうこうこういいいいうううう状況状況状況状況をどをどをどをどううううややややっっっってててて変変変変ええええていくかといていくかといていくかといていくかというこうこうこうことでとでとでとで、、、、当当当当行行行行としてとしてとしてとしてはははは幾幾幾幾つかつかつかつか事事事事例例例例をををを開発開発開発開発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 つつつつはははは、、、、神神神神戸戸戸戸でででで行行行行っっっったコミたコミたコミたコミュニュニュニュニティクティクティクティクレレレレジットといジットといジットといジットといううううやりやりやりやり方方方方ですがですがですがですが、、、、1 社社社社 1社社社社ですとですとですとですと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか地地地地銀銀銀銀さんもさんもさんもさんも融融融融資資資資がしがしがしがしづづづづらいといらいといらいといらいというよううよううよううようなとなとなとなときにきにきにきに、、、、借借借借りりりり入入入入れれれれ企企企企業業業業をまとをまとをまとをまとめめめめてててて、、、、地地地地域域域域のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな企企企企業業業業のののの方方方方がががが保証保証保証保証したりしてしたりしてしたりしてしたりして、、、、応援応援応援応援してしてしてしてももももららららっっっってててて、、、、融融融融資資資資をしをしをしをしようようようようとととといいいいうううう地地地地域域域域のののの信頼信頼信頼信頼をををを金融金融金融金融技術技術技術技術にににに置置置置ききききかかかかええええていくといていくといていくといていくというよううよううよううようなやりなやりなやりなやり方方方方をををを 1 つやつやつやつ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。。。。 それそれそれそれからからからから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、これはこれはこれはこれはついついついつい最近最近最近最近ですがですがですがですが、、、、富富富富山山山山のののの例例例例ですがですがですがですが、、、、ややややははははりりりりこれもこれもこれもこれも、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか社社社社債債債債とかとかとかとか借借借借りりりり入入入入れれれれがしがしがしがしづづづづらいらいらいらい企企企企業業業業がががが、、、、私私私私どどどどももももがががが社社社社債債債債にににに対対対対しししし保証保証保証保証するするするするここここととととによっによっによっによってててて、、、、そそそそれれれれをををを地地地地元元元元のののの信信信信用用用用金金金金庫庫庫庫などなどなどなどにににに引引引引きききき受受受受けけけけててててももももららららううううといといといというよううよううよううようなななな形形形形でででで、、、、地地地地元元元元ででででででででききききるるるるだけおだけおだけおだけお金金金金をををを回回回回していしていしていしていこうこうこうこうといといといというよううよううよううようなななな仕仕仕仕組組組組みでみでみでみでござござござございますいますいますいます。。。。 以上申以上申以上申以上申しししし上上上上げげげげましたましたましたましたようにようにようにように、、、、こうこうこうこういいいいうううう形形形形でででで、、、、環境環境環境環境にににに限限限限ららららずずずず、、、、地地地地域域域域でどでどでどでどううううややややっっっってててておおおお金金金金をををを回回回回していくかといしていくかといしていくかといしていくかというこうこうこうことがとがとがとが非常非常非常非常にににに重重重重要要要要ななななポポポポイントかとイントかとイントかとイント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。。。。 最最最最後後後後、、、、まとまとまとまとめめめめででででござござござございますがいますがいますがいますが、、、、今今今今までまでまでまで申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたましたようにようにようにように、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな、、、、政政政政府府府府、、、、地地地地方方方方自治自治自治自治体体体体、、、、企企企企業業業業、、、、それそれそれそれからからからから金融機金融機金融機金融機関関関関とかとかとかとか NPO、、、、こうこうこうこういいいいうそれうそれうそれうそれぞぞぞぞれれれれのののの主主主主体体体体がががが環境環境環境環境ににににつつつつききききましてましてましてまして、、、、政政政政府府府府でででであればあればあればあればデジデジデジデジュレュレュレュレスタンスタンスタンスタンダダダダーーーードドドド、、、、企企企企業業業業でででであればあればあればあればデフデフデフデファァァァクトスタンクトスタンクトスタンクトスタンダダダダーーーードドドドといといといというよううよううよううようななななこここことでとでとでとで、、、、競争競争競争競争力力力力をををを強強強強めめめめてててて、、、、日本日本日本日本ででででででででききききるるるるだけだけだけだけグローバルスタングローバルスタングローバルスタングローバルスタンダダダダーーーードドドドをつくをつくをつくをつくっっっっていくといていくといていくといていくというこうこうこうことがとがとがとが重重重重要要要要かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。鈴鈴鈴鈴木木木木先先先先生生生生ののののおおおお話話話話にあにあにあにありましたりましたりましたりましたようにようにようにように、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションはははは日日日日本発本発本発本発でででで始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。ママママニュアニュアニュアニュアルルルルももももつくりましてつくりましてつくりましてつくりまして、、、、今今今今後後後後中国中国中国中国、、、、それそれそれそれからからからから世世世世界界界界ににににまたまたまたまたささささららららにににに広広広広めめめめていていていていききききたいとたいとたいとたいと思思思思っっっっていますがていますがていますがていますが、、、、ここここのののの宮城宮城宮城宮城といといといというううう地地地地域域域域ででででもぜひもぜひもぜひもぜひ取取取取りりりり組組組組んんんんでいたでいたでいたでいただきだきだきだきたいたいたいたいととと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。。。。 企企企企業業業業だけにだけにだけにだけに限限限限ららららずずずず、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな事業主事業主事業主事業主体体体体がががが、、、、今今今今までまでまでまで申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたましたようにようにようにように、、、、持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性
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がががが外外外外からからからから評評評評価価価価さささされれれれるるるる鍵鍵鍵鍵ででででござござござございますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、各各各各事業主事業主事業主事業主体体体体のののの経営経営経営経営にににに、、、、こうこうこうこういいいいうううう持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性のののの戦略戦略戦略戦略をどをどをどをどうううう取取取取りりりり込込込込んんんんでいくかといでいくかといでいくかといでいくかというこうこうこうことがとがとがとが大大大大変変変変重重重重要要要要ですですですです。。。。ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションもももも、、、、ままままささささにそにそにそにそののののようようようようなななな戦略戦略戦略戦略のののの中中中中のののの 1 つのつのつのつの大大大大ききききなななな柱柱柱柱としてとしてとしてとして考考考考ええええていくていくていくていくこここことがとがとがとが重重重重要要要要かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私どどどどもももももももも、、、、参加参加参加参加しているしているしているしている UNEP のののの局長局長局長局長からからからから、、、、金融機金融機金融機金融機関関関関のなかでのなかでのなかでのなかで追追追追随随随随するのでするのでするのでするのでははははなくリーなくリーなくリーなくリーダダダダーーーーににににななななれれれれとととと言言言言われわれわれわれてててて、、、、そうそうそうそういいいいうううう意意意意識識識識でででで取取取取りりりり組組組組んんんんででででおおおおりますがりますがりますがりますが、、、、ぜひこぜひこぜひこぜひこのののの宮城宮城宮城宮城のののの地地地地におにおにおにおいていていていてもももも、、、、もうもうもうもう既既既既ににににいいいいろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみがされされされされてててておおおおりますがりますがりますがりますが、、、、ささささららららにににに一一一一層層層層、、、、リーリーリーリーダダダダーーーーににににななななっっっっていたていたていたていただだだだききききたくたくたくたく、、、、頑張頑張頑張頑張っっっっていたていたていたていただきだきだき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。。。。 どどどどうもごうもごうもごうもご清清清清聴聴聴聴あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     前前前前田田田田様様様様、、、、どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。     それそれそれそれでででではははは、、、、会場会場会場会場のののの皆様皆様皆様皆様からからからから二二二二、、、、三三三三、、、、ごごごご質質質質問問問問をををを受受受受けけけけ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。。。。どなたかいらどなたかいらどなたかいらどなたかいらっっっっししししゃゃゃゃいまいまいまいませんせんせんせんでしでしでしでしょうょうょうょうかかかか。。。。     ちょっちょっちょっちょっとととと補補補補足足足足させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますとますとますとますと、、、、先先先先ほほほほどどどど前前前前田田田田さんさんさんさんからからからからごごごご紹介紹介紹介紹介ががががあああありましたゼロエミりましたゼロエミりましたゼロエミりましたゼロエミッションマッションマッションマッションマニュアニュアニュアニュアルといルといルといルというおうおうおうお話話話話ががががあっあっあっあったとたとたとたと思思思思いますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、我我我我々、々、々、々、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ゼロエゼロエゼロエミッションフォーラムでミッションフォーラムでミッションフォーラムでミッションフォーラムで、、、、年年年年にににに大大大大体体体体三三三三、、、、四四四四冊冊冊冊、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションにににに関関関関するするするする本本本本をををを発発発発刊刊刊刊してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。一一一一般般般般のののの書書書書店店店店でででで売売売売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、、、、ももももしししし興興興興味味味味ががががああああるるるる方方方方がいらがいらがいらがいらっっっっししししゃゃゃゃっっっったらたらたらたら、、、、ぜひぜひぜひぜひごごごご購購購購入入入入願願願願いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     ごごごご質質質質問問問問、、、、どなたかどなたかどなたかどなたかござござござございまいまいまいませんせんせんせんでしでしでしでしょうょうょうょうかかかか。。。。 

 質質質質問問問問 先先先先ほほほほどどどど質質質質問問問問しましたしましたしましたしましたセセセセキキキキスイスイスイスイハウハウハウハウスのスのスのスの石石石石神神神神ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、私私私私、、、、環境会計環境会計環境会計環境会計といといといというううう仕仕仕仕事事事事もちもちもちもちょっょっょっょっとやとやとやとやっっっっているているているているんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、現在現在現在現在はははは、、、、それそれそれそれをとらまをとらまをとらまをとらまええええてみてみてみてみればればればれば、、、、圧圧圧圧倒倒倒倒的的的的にににに赤字赤字赤字赤字ですですですです、、、、収収収収支支支支からからからから見見見見ますとますとますとますと。。。。ままままああああ、、、、幸幸幸幸いいいいににににしてしてしてして、、、、会社自会社自会社自会社自体体体体はははは利利利利益益益益がががが上上上上ががががっっっっていますのでていますのでていますのでていますので、、、、そうそうそうそういいいいううううももももののののもももも含含含含めめめめてててて、、、、プラスプラスプラスプラスににににななななっっっっててててはおはおはおはおりますりますりますりますんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、将将将将来来来来、、、、そうそうそうそういいいいうこうこうこうことがプラスとがプラスとがプラスとがプラスにににになるといなるといなるといなるといううううふふふふうにうにうにうに持持持持っっっっていかなくていかなくていかなくていかなくちちちちゃゃゃゃいいいいけけけけないとないとないとないと思思思思うんうんうんうんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、可能性可能性可能性可能性としてとしてとしてとしてははははどどどどうううういいいいううううふふふふううううなななな感感感感じじじじななななんんんんでしでしでしでしょょょょううううかかかか。。。。ちょっちょっちょっちょっとととと、、、、先先先先生生生生ががががわわわわかかかかればればればれば、、、、おおおお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたいんんんんですですですですけけけけれれれれどどどどもももも。。。。 

 前前前前田部長田部長田部長田部長     大大大大変難変難変難変難しいしいしいしい質質質質問問問問でででで今今今今のののの環境会計環境会計環境会計環境会計ですとですとですとですと、、、、多多多多分分分分赤字赤字赤字赤字にににになるなるなるなる企企企企業業業業ががががほほほほととととんんんんどどどどだだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、例例例例えばえばえばえば環境負荷分環境負荷分環境負荷分環境負荷分のののの付付付付加価値加価値加価値加価値、、、、性能性能性能性能とかとかとかとか、、、、売売売売りりりり上上上上げげげげとかとかとかとか、、、、利利利利益益益益とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり方方方方ががががああああるとるとるとると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そうそうそうそういいいいうううう環境負荷分環境負荷分環境負荷分環境負荷分のののの付付付付加価値加価値加価値加価値がががが向上向上向上向上していくといしていくといしていくといしていくというよううよううよううようなななな、、、、例例例例えばえばえばえばそうそうそうそういいいいうううう動動動動態態態態的的的的なななな視点視点視点視点をををを入入入入れれれれてててて、、、、金融機金融機金融機金融機関関関関側側側側ですとですとですとですと、、、、企企企企業業業業をををを評評評評価価価価するとかするとかするとかするとか、、、、何何何何かかかか動動動動態態態態的的的的なななな仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要なのかなとなのかなとなのかなとな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。。。。 

 

＜＜＜＜事例紹介事例紹介事例紹介事例紹介 II＞＞＞＞ 司司司司会会会会 
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それそれそれそれでででではははは、、、、次次次次のテーマのテーマのテーマのテーマにににに入入入入ららららせせせせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。「「「「循環循環循環循環型社会型社会型社会型社会形成形成形成形成のののの中中中中でのでのでのでの環境環境環境環境ビビビビジネスジネスジネスジネス分分分分野野野野におけにおけにおけにおけるるるる地地地地域域域域経済経済経済経済とのとのとのとの関連関連関連関連もももも交交交交ええええたたたた新新新新たなたなたなたな可能性可能性可能性可能性－－－－京都府丹後京都府丹後京都府丹後京都府丹後でのでのでのでの実証実験実証実験実証実験実証実験－」－」－」－」といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、アアアアミタミタミタミタ株株株株式式式式会社会社会社会社のののの熊野様熊野様熊野様熊野様におにおにおにお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よろよろよろよろしくしくしくしく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。。。。 

 熊野熊野熊野熊野社長社長社長社長 たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介にあずにあずにあずにあずかりましたかりましたかりましたかりました、、、、アアアアミタのミタのミタのミタの熊野熊野熊野熊野とととと申申申申しますしますしますします。。。。よろよろよろよろしくしくしくしく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。。。。     私私私私どどどどもはもはもはもは、、、、1977 年年年年創創創創業業業業のののの環境事業環境事業環境事業環境事業をををを展展展展開開開開しているしているしているしている会社会社会社会社ででででござござござございますいますいますいます。。。。今今今今回回回回、、、、ここここのののの新新新新たなたなたなたな可能性可能性可能性可能性といといといといううううテーマでテーマでテーマでテーマでおおおお話話話話ししししさせさせさせさせていたていたていたていただだだだくくくくんんんんですがですがですがですが、、、、実実実実はははは、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのメメメメンバンバンバンバーーーーにににに、、、、京都府京都府京都府京都府、、、、そそそそしてしてしてして富士富士富士富士電機電機電機電機、、、、そそそそしてしてしてしてきょうもきょうもきょうもきょうも講演講演講演講演されされされされますますますます大林大林大林大林組組組組さんさんさんさん、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたた仲仲仲仲間間間間のののの人人人人たたたたちちちちとととと、、、、新新新新しいしいしいしい取取取取りりりり組組組組みをどみをどみをどみをどううううしていしていしていしていけばけばけばけばいいのかといいいのかといいいのかといいいのかというううう話話話話をををを日日日日ごろごろごろごろややややっっっってててておおおおりまりまりまりましてしてしてして、、、、前前前前段段段段でででで、、、、鈴鈴鈴鈴木木木木先先先先生生生生のののの非常非常非常非常にににに高高高高いいいい理理理理念念念念とととと、、、、それそれそれそれからからからから國友國友國友國友室長室長室長室長さんさんさんさんのののの現実現実現実現実のののの問問問問題題題題、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたた問問問問題題題題をををを解解解解決決決決するするするするにはにはにはには、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりやりやりやりやっっっってみないとてみないとてみないとてみないと解解解解ららららんだろうんだろうんだろうんだろうとととと。。。。とととと申申申申しますのしますのしますのしますのはははは、、、、非常非常非常非常にににに矛盾矛盾矛盾矛盾もあっもあっもあっもあったりたりたりたり、、、、試試試試行行行行錯誤錯誤錯誤錯誤のののの中中中中でででで、、、、俗俗俗俗にににに言言言言うううう鶏鶏鶏鶏・・・・卵卵卵卵論論論論、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたもももものがのがのがのがあああありますりますりますりますのでのでのでので、、、、ままままずずずずややややろうろうろうろうとととと。。。。企企企企業業業業といといといというもうもうもうもののののはははは、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん収収収収益益益益がががが大事大事大事大事ななななんんんんですがですがですがですが、、、、そそそそのののの源源源源泉泉泉泉はははは、、、、市場市場市場市場のののの満満満満足足足足をををを得得得得るるるる、、、、ここここのののの原原原原点点点点にににに立立立立ちちちち返返返返っっっったとたとたとたときにきにきにきに、、、、特特特特にににに環境環境環境環境といといといといううううののののはははは、、、、社会社会社会社会ニニニニーーーーズズズズをどをどをどをどうううう商品商品商品商品化化化化するかといするかといするかといするかというこうこうこうことでまとでまとでまとでまずずずずややややっっっってみてみてみてみようようようようといといといというこうこうこうことがとがとがとが発発発発端端端端ででででござござござございましたいましたいましたいました。。。。そうそうそうそういいいいっっっったたたた議議議議論論論論をををを追追追追いかいかいかいかけけけけながらながらながらながら、、、、ここここのののの実証実証実証実証研研研研究究究究ののののおおおお話話話話ををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだき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。。。。     前前前前段段段段ででででもござもござもござもございましたいましたいましたいましたようにようにようにように、、、、豊豊豊豊かかかかににににななななっっっっていくていくていくていく、、、、1 人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの GNP がががが増増増増加加加加すすすすればればればればするするするするほほほほどどどど、、、、自自自自殺殺殺殺とかとかとかとか、、、、殺殺殺殺人人人人とかとかとかとか、、、、交通交通交通交通問問問問題等題等題等題等々々々々のののの社会社会社会社会コストがコストがコストがコストが広広広広がるがるがるがる。。。。こうこうこうこういいいいっっっったたたたこここことをとをとをとをににににららららむむむむにににに、、、、今今今今後後後後 21世世世世紀紀紀紀にににに向向向向かかかかっっっってのてのてのての市場市場市場市場のののの求求求求めめめめるるるる豊豊豊豊かとかとかとかとはははは何何何何かといかといかといかというこうこうこうことがとがとがとが企企企企業業業業ににににととととっっっっててててはははは非非非非常常常常にににに大事大事大事大事にににになるなるなるなる。。。。我我我我がががが国日本国日本国日本国日本、、、、非常非常非常非常にににに豊豊豊豊かなかなかなかなんんんんですがですがですがですが、、、、ごごごご存存存存じじじじののののようにようにようにように、、、、小学生小学生小学生小学生のののの 8 割割割割ははははアアアアトトトトピピピピーでーでーでーで苦苦苦苦ししししんんんんでいるでいるでいるでいる。。。。2 年年年年前前前前のののの朝朝朝朝日新日新日新日新聞聞聞聞にはにはにはには、、、、新生新生新生新生児児児児ののののへそへそへそへそのののの緒緒緒緒からからからから基準基準基準基準値値値値をををを超超超超ええええるるるる環環環環境境境境ホホホホルルルルモモモモンがンがンがンが出出出出たとたとたとたと。。。。こうこうこうこういいいいっっっったたたた現実現実現実現実のののの中中中中ででででほほほほんんんんととととううううのののの豊豊豊豊かかかかささささととととはははは何何何何かかかか。。。。そそそそしてしてしてして、、、、今今今今國友國友國友國友さんもおさんもおさんもおさんもお話話話話ががががあああありましたりましたりましたりましたようにようにようにように、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指そうそうそうそうとととと言言言言っっっっているているているているんんんんですがですがですがですが、、、、どどどどううううしてしてしてしてもももも従従従従来来来来型型型型のののの、、、、ススススケケケケールールールールメメメメリットをリットをリットをリットを追追追追いかいかいかいかけけけけるるるる、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量消費量消費量消費量消費、、、、大大大大量量量量リサイクルとリサイクルとリサイクルとリサイクルと。。。。これはこれはこれはこれは循環型循環型循環型循環型しやすいしやすいしやすいしやすいんんんんですがですがですがですが、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能ででででははははないのないのないのないのだだだだととととわわわわかりながらやかりながらやかりながらやかりながらやっっっっているているているている。。。。こうこうこうこういいいいっっっったたたた問問問問題題題題にににに対対対対してどしてどしてどしてどううううすすすすればればればればいいのかいいのかいいのかいいのか。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、解解解解決決決決するたするたするたするためにめにめにめにとととと考考考考ええええたたたた瞬瞬瞬瞬間間間間にににに、、、、またまたまたまた錯錯錯錯誤誤誤誤がががが生生生生ままままれれれれているているているている。。。。それはそれはそれはそれは、、、、環境管理社会環境管理社会環境管理社会環境管理社会のののの中中中中でででで循環型循環型循環型循環型をををを創創創創出出出出すすすすればればればればいいのいいのいいのいいのかかかか。。。。循環型社循環型社循環型社循環型社会会会会のののの中中中中でででで環境管理環境管理環境管理環境管理をしをしをしをしっっっっかりすかりすかりすかりすればればればればいいのかいいのかいいのかいいのか。。。。こうこうこうこういいいいっっっったたたた錯誤錯誤錯誤錯誤がががが非常非常非常非常にににに悩悩悩悩ましいましいましいましい。。。。ここにここにここにここにはははは、、、、もうもうもうもう答答答答ええええががががペケペケペケペケとマルとマルとマルとマルににににななな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、、、、これはあこれはあこれはあこれはあくまでくまでくまでくまで私私私私のののの思思思思っっっっているているているているこここことですとですとですとです。。。。     とととと申申申申しますのしますのしますのしますのもももも、、、、環境管理型環境管理型環境管理型環境管理型のののの社会社会社会社会のののの中中中中でででで循環型循環型循環型循環型をするといをするといをするといをするというもうもうもうもののののはははは、、、、いいいいわばわばわばわば計画計画計画計画されされされされたたたた経済経済経済経済をリーをリーをリーをリードドドドしているしているしているしている。。。。計画経済的計画経済的計画経済的計画経済的なななな話話話話ににににななななっっっっていくていくていくていく。。。。しかししかししかししかし、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの中中中中でででで環境環境環境環境管理管理管理管理をするといをするといをするといをするというもうもうもうもののののはははは、、、、市場経済市場経済市場経済市場経済をコントロールしていくをコントロールしていくをコントロールしていくをコントロールしていく。。。。こうこうこうこういいいいうううう違違違違いがいがいがいがああああるるるるんんんんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。とととと申申申申しますのしますのしますのしますのもももも、、、、今今今今までまでまでまで公公公公害害害害問問問問題題題題からからからから現在現在現在現在にににに至至至至るまでるまでるまでるまで、、、、細細細細かいかいかいかい字字字字でででで恐恐恐恐縮縮縮縮ななななんんんんですですですですがががが、、、、おおおお手元手元手元手元のののの資資資資料料料料をををを眺眺眺眺めめめめながらながらながらながら聞聞聞聞いていたいていたいていたいていただきだきだきだきたいとたいとたいとたいと思思思思うんうんうんうんですがですがですがですが、、、、鈴鈴鈴鈴木木木木先先先先生生生生もおっもおっもおっもおっししししゃゃゃゃいましたいましたいましたいましたようにようにようにように、、、、1972 年年年年のののの段階段階段階段階でででで、、、、ローマクラローマクラローマクラローマクラブはブはブはブは成成成成長長長長のののの限界限界限界限界をををを発表発表発表発表したりしたりしたりしたり、、、、国連人国連人国連人国連人間間間間環環環環
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境会境会境会境会議議議議でででではははは人人人人間間間間のののの尊尊尊尊厳厳厳厳にににについてついてついてついて話話話話しししし合合合合っっっっててててききききたたたた。。。。そそそそしてしてしてして、、、、経済学経済学経済学経済学者者者者のシのシのシのシュュュュンンンンペペペペーターーターーターーター、、、、「「「「Small is beautiful」」」」をををを書書書書いたシいたシいたシいたシュュュューマッーマッーマッーマッハハハハにににに至至至至っっっっててててはははは、、、、経済経済経済経済がががが社会社会社会社会のののの貧貧貧貧困困困困やややや、、、、自自自自殺殺殺殺やややや、、、、そそそそしてしてしてして精精精精神神神神的的的的ノノノノイローゼをイローゼをイローゼをイローゼを助助助助長長長長するするするするようようようようななななこここことがとがとがとが大大大大前提前提前提前提ににににななななっっっったたたた豊豊豊豊かなかなかなかな市場市場市場市場をををを認認認認めめめめるるるるようようようようなななな経済経済経済経済ならならならならばばばば、、、、それはそれはそれはそれはすすすすぐにぐにぐにぐに捨捨捨捨てたてたてたてたほほほほううううがいいとがいいとがいいとがいいと言言言言いいいい出出出出したしたしたした時時時時代代代代がががが、、、、もうもうもうもう 30 年年年年以上以上以上以上もももも前前前前ににににななななりますりますりますります。。。。そそそそのののの中中中中でででで、、、、我我我我々々々々ががががややややっっっっててててききききたたたたこここことととと、、、、これはこれはこれはこれは私私私私ののののああああくまでくまでくまでくまで振振振振りりりり返返返返っっっってててて思思思思うこうこうこうことなとなとなとなんんんんですがですがですがですが、、、、根根根根本的本的本的本的にににに、、、、そそそそののののメメメメカカカカニニニニズズズズムムムムにににに焦焦焦焦点点点点をををを合合合合わせわせわせわせたのかたのかたのかたのか、、、、それそれそれそれとととともももも公公公公害害害害がががが発生発生発生発生してしてしてして、、、、環環環環境基準境基準境基準境基準をををを厳厳厳厳しくしてしくしてしくしてしくして、、、、対対対対処処処処型型型型にににに対対対対応応応応してしてしてしてききききたのかたのかたのかたのか。。。。ここここのののの施施施施策策策策のののの方方方方法法法法ででででヨヨヨヨーロッパとーロッパとーロッパとーロッパと日本日本日本日本がががが大大大大ききききくくくく分分分分かかかかれれれれていていていていっっっったのでたのでたのでたのでははははないかといないかといないかといないかといううううふふふふうにうにうにうに感感感感じじじじますますますます。。。。     そそそそのののの証証証証拠拠拠拠にににに、、、、冷戦冷戦冷戦冷戦がががが終終終終わわわわりましたらすりましたらすりましたらすりましたらすぐにぐにぐにぐにリオのリオのリオのリオの環境環境環境環境サミットがサミットがサミットがサミットが始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。何何何何よよよよりりりりもももも、、、、翌翌翌翌年年年年、、、、ここにはちょっここにはちょっここにはちょっここにはちょっとととと漏漏漏漏れれれれているているているているんんんんですがですがですがですが、、、、1993 年年年年にににに欧欧欧欧州州州州裁裁裁裁判判判判所所所所のののの判判判判例例例例がががが出出出出てててておおおおりりりりますますますます。。。。それそれそれそれがががが、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題はははは経済経済経済経済問問問問題題題題もももも優優優優先先先先するするするするんだんだんだんだといといといというううう判判判判例例例例ででででござござござございますいますいますいます。。。。ここここのののの判判判判例例例例ののののももももととととにににになりましたのなりましたのなりましたのなりましたのはははは、、、、冷戦冷戦冷戦冷戦がががが終終終終わっわっわっわってててて、、、、今今今今でででで言言言言うううう EU ですがですがですがですが、、、、そそそそのののの当時当時当時当時のののの EC がががが、、、、グローグローグローグローバルバルバルバル経済経済経済経済にさにさにさにさららららされされされされたたたた。。。。デンマークといデンマークといデンマークといデンマークというううう小小小小ささささなななな国国国国がががが、、、、ババババドドドドワワワワイイイイザザザザーやコカ・コーラーやコカ・コーラーやコカ・コーラーやコカ・コーラ、、、、エエエエビアビアビアビアンといンといンといンというよううよううよううようなグローバルなグローバルなグローバルなグローバル経済経済経済経済がががが席席席席巻巻巻巻してしてしてしてききききたたたた。。。。しかししかししかししかし、、、、デンマークデンマークデンマークデンマークはははは、、、、飲飲飲飲料料料料水水水水はははは瓶瓶瓶瓶、、、、ボボボボトルでトルでトルでトルで販売販売販売販売しているしているしているしている。。。。中小中小中小中小・・・・零零零零細細細細のののの飲飲飲飲料料料料メメメメーカーがーカーがーカーがーカーが非常非常非常非常にににに経営的経営的経営的経営的にににに困困困困難難難難にににになるなるなるなる。。。。デンマデンマデンマデンマークークークーク政政政政府府府府はははは、、、、瓶瓶瓶瓶ははははリサイクルでリサイクルでリサイクルでリサイクルでききききるからるからるからるから、、、、デンマークデンマークデンマークデンマーク国国国国内内内内はははは瓶瓶瓶瓶ににににしてくしてくしてくしてくれれれれといといといといううううふふふふうにうにうにうに法法法法律律律律でででで決決決決めめめめたらたらたらたら、、、、それはそれはそれはそれは、、、、そそそそのののの当時当時当時当時のののの GATT 違反違反違反違反じゃじゃじゃじゃないかといないかといないかといないかというううう、、、、自自自自由貿易由貿易由貿易由貿易をををを阻阻阻阻害害害害するするするするもももものでのでのでのでああああるといるといるといるというこうこうこうことでとでとでとで、、、、欧欧欧欧州州州州裁裁裁裁判判判判所所所所にににに提提提提訴訴訴訴されされされされましたましたましたました。。。。そそそそのののの判判判判例例例例のののの結果結果結果結果、、、、デンマークデンマークデンマークデンマークはははは勝勝勝勝ちちちちでででで、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題はははは経済経済経済経済問問問問題題題題よよよよりりりりもももも優優優優先先先先するするするするんだんだんだんだといといといというううう判判判判例例例例がががが 93 年年年年にににに決決決決まりましたまりましたまりましたまりました。。。。それそれそれそれをををを見見見見ていたていたていたていた隣隣隣隣接接接接したオランしたオランしたオランしたオランダダダダ、、、、ドドドドイイイイツツツツ、、、、ススススウェウェウェウェーデンーデンーデンーデン、、、、皆皆皆皆さんごさんごさんごさんご存存存存じじじじののののようにようにようにように、、、、一一一一斉斉斉斉にににに容容容容器器器器包装包装包装包装法法法法をををを施施施施行行行行してしてしてして、、、、我我我我がががが圏圏圏圏内内内内でででで商品商品商品商品をををを販売販売販売販売するとするとするとするときにはきにはきにはきには、、、、そそそそのパッのパッのパッのパッケケケケージージージージはははは環境環境環境環境ににににいいいいいいいいももももののののににににしてくしてくしてくしてくれれれれ、、、、リサイクルしてくリサイクルしてくリサイクルしてくリサイクルしてくれれれれといといといといううううふふふふうにうにうにうに言言言言いいいい出出出出したしたしたした。。。。私私私私はははは、、、、振振振振りりりり返返返返っっっってみるのてみるのてみるのてみるのにににに、、、、ここここのののの瞬瞬瞬瞬間間間間にににに、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題がががが衛衛衛衛生生生生問問問問題題題題からからからから産産産産業業業業問問問問題題題題にににに変変変変わっわっわっわったたたた瞬瞬瞬瞬間間間間じゃじゃじゃじゃないかないかないかないか、、、、そうそうそうそういいいいううううふふふふううううにににに思思思思われわれわれわれますますますます。。。。そそそそしてしてしてして、、、、ISO14000 がががが 96 年年年年にににに施施施施行行行行されされされされ、、、、今今今今現在現在現在現在にににに至至至至っっっっているているているている。。。。 我我我我がががが国国国国はははは、、、、そうそうそうそういいいいうううう対対対対応応応応をしていをしていをしていをしていっっっっているているているているんんんんですがですがですがですが、、、、ややややははははりりりり公公公公害害害害といといといというううう意意意意識識識識、、、、ここここここここのののの商商商商品品品品化化化化、、、、そそそそのののの延延延延長長長長線線線線上上上上でででで、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てるてるてるてるよよよよりリサイクルするりリサイクルするりリサイクルするりリサイクルするほほほほううううがいいがいいがいいがいい、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたようにようにようにように議議議議論論論論がががが進進進進んんんんでいるのででいるのででいるのででいるのでははははないかないかないかないか。。。。ほほほほんんんんととととうはうはうはうは、、、、例例例例えばえばえばえば機機機機械械械械工業工業工業工業からからからから自動自動自動自動車車車車産産産産業業業業がががが 1 つつつつ独独独独立立立立ししししたたたたようにようにようにように、、、、環境環境環境環境産産産産業業業業はははは独独独独立立立立するするするするんだろうんだろうんだろうんだろうかかかか。。。。私私私私はははは、、、、環境環境環境環境産産産産業業業業はははは独独独独立立立立するするするするもももものでのでのでのでははははないとないとないとないと思思思思いますいますいますいます。。。。産産産産業業業業をををを環境環境環境環境化化化化していくしていくしていくしていく、、、、そそそそしてしてしてして社会社会社会社会をををを環境環境環境環境化化化化していくといしていくといしていくといしていくというよううよううよううようなななな、、、、1 つのつのつのつの価値価値価値価値をををを提提提提供供供供するするするする、、、、そうそうそうそういいいいうううう技術技術技術技術ににににななななっっっっていくていくていくていくんんん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。。。。     それそれそれそれをををを実験実験実験実験したしたしたしたいといいといいといいというこうこうこうことでとでとでとで、、、、今今今今回回回回のののの実証実証実証実証のテストがのテストがのテストがのテストがああああるるるるんんんんですがですがですがですが、、、、これこれこれこれからのからのからのからの物物物物づづづづくりといいますのくりといいますのくりといいますのくりといいますのはははは、、、、つくつくつくつくっっっったたたたもももものをのをのをのを売売売売っっっってててて、、、、商品商品商品商品でででで満満満満足足足足させさせさせさせるといるといるといるというメうメうメうメカカカカニニニニズズズズムでムでムでムでははははななななくてくてくてくて、、、、満満満満足足足足をををを商品商品商品商品化化化化するするするするメメメメカカカカニニニニズズズズムといいますかムといいますかムといいますかムといいますか、、、、本本本本来来来来、、、、先先先先ほほほほどどどど物質的物質的物質的物質的にはにはにはには豊豊豊豊かかかかににににななななっっっったたたたけれけれけれけれどどどどもももも精精精精神神神神的的的的にはにはにはには貧貧貧貧困困困困だだだだといといといというおうおうおうお話話話話ををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、企企企企業業業業のバランスのバランスのバランスのバランスシートのシートのシートのシートの資資資資産産産産のののの部部部部にににに、、、、経営資源経営資源経営資源経営資源ののののうちうちうちうち金金金金とととと物物物物しかしかしかしか載載載載らないらないらないらないんんんんですですですですよねよねよねよね。。。。人人人人ははははどどどどこにあこにあこにあこにあるるるるんんんんだだだだとととと一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命探探探探したらしたらしたらしたら、、、、損益損益損益損益計計計計算書算書算書算書のののの経経経経費費費費のののの欄欄欄欄のののの人人人人件費件費件費件費でしかでしかでしかでしか載載載載っっっっていないていないていないていない。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ややややははははりりりり産産産産業業業業革革革革命以命以命以命以降降降降、、、、人人人人のののの主主主主役役役役からからからから機機機機械械械械のののの主主主主役役役役ににににななななっっっってててて、、、、効効効効率率率率的的的的にににに、、、、安安安安くていいくていいくていいくていいもももものをつくのをつくのをつくのをつくっっっっててててききききたたたたメメメメカカカカニニニニズズズズムムムム、、、、それそれそれそれのののの結果結果結果結果、、、、冒冒冒冒頭頭頭頭にににに申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたましたようにようにようにように、、、、先先先先進進進進国国国国はははは確確確確かかかかにににに豊豊豊豊かなかなかなかな
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んんんんですですですです。。。。そそそそのののの豊豊豊豊かかかかささささのののの、、、、60 億億億億のののの 1 割割割割のののの 6 億億億億のののの人人人人間間間間がががが、、、、そそそそのののの他他他他のののの多多多多くのエネルギーくのエネルギーくのエネルギーくのエネルギー、、、、資源資源資源資源、、、、食食食食糧糧糧糧のののの 8 倍倍倍倍もももも使使使使っっっってててて豊豊豊豊かかかかだだだだとととと。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、機機機機械械械械損損損損失失失失といといといというううう工業工業工業工業ののののメメメメカカカカニニニニズズズズムのムのムのムの中中中中でででで、、、、常常常常にににに産産産産業廃棄物業廃棄物業廃棄物業廃棄物がががが今今今今注注注注目目目目されされされされているているているているんんんんですがですがですがですが、、、、実実実実はははは、、、、貴貴貴貴重重重重なエネルギーとなエネルギーとなエネルギーとなエネルギーと資源資源資源資源をををを使使使使っっっってててて、、、、100必要必要必要必要なのなのなのなのにににに、、、、120 つくつくつくつくっっっっているているているている。。。。ここここのののの 20 はごはごはごはごみみみみにににになるでなるでなるでなるであろうあろうあろうあろうといといといというううう前提前提前提前提でエネルギーをでエネルギーをでエネルギーをでエネルギーを使使使使っっっっているているているている、、、、そそそそのののの総総総総和和和和がががが、、、、何何何何とととと 8 倍倍倍倍ももももエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー資源資源資源資源等等等等々々々々をををを消費消費消費消費しているしているしているしている。。。。ここここののののメメメメカカカカニニニニズズズズムをムをムをムを変変変変ええええないとないとないとないと、、、、特特特特にににに日本日本日本日本はははは、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーはははは 100％％％％輸入輸入輸入輸入ですですですですよねよねよねよね。。。。食食食食糧糧糧糧もももも、、、、需需需需給給給給率率率率 37 ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいですかすかすかすか。。。。ドドドドイイイイツツツツ、、、、イギリスイギリスイギリスイギリスはははは、、、、同同同同じじじじ先先先先進進進進国国国国ででででもももも 100 をををを超超超超ええええていますていますていますています。。。。資源資源資源資源にににに至至至至っっっっててててもももも、、、、自自自自給給給給ででででききききているのているのているのているのはははは石石石石灰灰灰灰石石石石ぐぐぐぐらいですからいですからいですからいですか。。。。ほほほほととととんんんんどどどど輸入輸入輸入輸入しているしているしているしている。。。。     こうこうこうこういいいいっっっったたたた我我我我がががが国国国国のののの未未未未来来来来をををを考考考考ええええるとるとるとるときにきにきにきに、、、、今今今今までどまでどまでどまでどおおおおりでいいといりでいいといりでいいといりでいいといううううふふふふうにうにうにうに思思思思ううううのかどのかどのかどのかどううううかかかか。。。。ややややははははりりりり人人人人がががが主主主主役役役役ににににななななっっっってててて、、、、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ようにようにようにように、、、、満満満満足足足足をををを形形形形ににににするたするたするたするためにめにめにめに商品商品商品商品ををををつくりつくりつくりつくり出出出出すといすといすといすというよううよううよううようななななここここととととはははは、、、、ややややははははりりりり人人人人がががが主主主主役役役役でないとなかなかでないとなかなかでないとなかなかでないとなかなかわわわわからないとからないとからないとからないと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今までまでまでまではははは、、、、プロプロプロプロダダダダクトクトクトクトアアアアウウウウトとトとトとトと言言言言われわれわれわれるるるるようにようにようにように、、、、安安安安くていいくていいくていいくていいももももののののさえさえさえさえつくつくつくつくっっっったらたらたらたら、、、、買買買買っっっっててててくくくくれれれれるでるでるでるであろうあろうあろうあろうといといといというこうこうこうことでとでとでとで売売売売っっっっててててききききたたたたもももものからのからのからのから、、、、特特特特にににに環境環境環境環境とかとかとかとか、、、、福福福福祉祉祉祉といといといというもうもうもうものののの、、、、カスカスカスカスタマータマータマータマーアアアアウウウウトトトト、、、、福福福福祉祉祉祉のののの問問問問題題題題はははは一一一一人人人人一一一一人人人人満満満満足足足足がががが違違違違いますいますいますいます。。。。環境環境環境環境のののの問問問問題題題題はははは、、、、そそそそのののの市場市場市場市場のののの中中中中でででで、、、、最最最最大大大大公公公公約数約数約数約数のイエスのイエスのイエスのイエスはははは取取取取れれれれるるるるはずはずはずはずですですですです。。。。そうそうそうそういいいいっっっったマーたマーたマーたマーケケケケットットットットアアアアウウウウトをトをトをトを考考考考ええええてててて、、、、これこれこれこれでいでいでいでいいですかいですかいですかいですか、、、、これはこれはこれはこれはどどどどううううですかといですかといですかといですかといううううののののはははは、、、、ややややははははりりりり人人人人のののの力力力力でないとでないとでないとでないと難難難難しいのでしいのでしいのでしいのでははははないかないかないかないか。。。。特特特特にそうにそうにそうにそういいいいうううう社会的社会的社会的社会的ニニニニーーーーズズズズはははは、、、、今今今今までのまでのまでのまでの工業工業工業工業のののの商品商品商品商品ででででははははなくてなくてなくてなくて、、、、利利利利他他他他的的的的欲欲欲欲求求求求といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、世世世世のののの中中中中のたのたのたのためにめにめにめに、、、、人人人人のたのたのたのためにめにめにめにといといといというううう利利利利他他他他的的的的欲欲欲欲求求求求をどをどをどをどうううう商品商品商品商品化化化化するかするかするかするか、、、、どどどどうううう事事事事業業業業化化化化するかするかするかするか、、、、ここにここにここにここに大大大大ききききなななな付付付付加価値加価値加価値加価値のののの源源源源泉泉泉泉ががががああああるといるといるといるといううううふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。     じゃじゃじゃじゃ、、、、そそそそのののの産産産産業基業基業基業基盤盤盤盤をどをどをどをどううううつくるのかつくるのかつくるのかつくるのか。。。。もうもうもうもう少少少少しししし辛抱辛抱辛抱辛抱していたしていたしていたしていただきだきだきだきたいたいたいたいんんんんですがですがですがですが、、、、そそそそのののの議議議議論論論論がががが非常非常非常非常にににに難難難難しかしかしかしかっっっったたたたんんんんですですですです。。。。ままままずずずず、、、、ななななぜこうぜこうぜこうぜこうななななっっっったかたかたかたか。。。。人人人人はははは、、、、環境教環境教環境教環境教育育育育がががが大事大事大事大事だだだだととととよよよよくくくく言言言言われわれわれわれますがますがますがますが、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、教教教教育育育育すすすすればればればれば環境環境環境環境ががががよよよよくなるのかくなるのかくなるのかくなるのか。。。。不不不不必要必要必要必要ととととはははは思思思思いまいまいまいませんせんせんせん。。。。それそれそれそれががががすすすすべべべべてなのかとてなのかとてなのかとてなのかと考考考考ええええたとたとたとたときにきにきにきに、、、、そうそうそうそういいいいうこうこうこうことでとでとでとで人人人人がががが倫倫倫倫理理理理をををを取取取取りりりり戻戻戻戻すのならすのならすのならすのならばばばば、、、、いまいまいまいまだにだにだにだに戦戦戦戦争争争争もももも、、、、殺殺殺殺人人人人ももももないないないないはずはずはずはずでででで、、、、何何何何かかかかそこにだけそこにだけそこにだけそこにだけ期待期待期待期待するのでするのでするのでするのでははははないないないない方方方方法法法法がないかがないかがないかがないか。。。。     例例例例えばえばえばえば、、、、今今今今、、、、ここここののののようにようにようにように寒寒寒寒いといといといときききき、、、、昔昔昔昔、、、、教教教教育育育育もももも受受受受けけけけていていていていなかなかなかなかっっっったたたたおおおおじじじじいいいいさんさんさんさん、、、、おばあさおばあさおばあさおばあさんんんんがががが、、、、孫孫孫孫にににに向向向向かかかかっっっってててて、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、山山山山ににににししししばばばばをををを取取取取っっっっててててここここいといといといと言言言言うううう。。。。「「「「取取取取りりりり過過過過ぎぎぎぎるなるなるなるなよよよよ。。。。山山山山のののの神神神神ささささんんんん、、、、怒怒怒怒るるるるぞぞぞぞ」」」」といといといというようにうようにうようにうように言言言言っっっったたたたにににに違違違違いないいないいないいないわけわけわけわけですですですです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、生生生生活活活活圏圏圏圏とととと経済経済経済経済圏圏圏圏といといといというもうもうもうものがのがのがのが一体一体一体一体だっだっだっだったたたたわけわけわけわけですですですです。。。。経済経済経済経済のたのたのたのためにめにめにめに、、、、やりやりやりやり過過過過ぎぎぎぎたたたたこここことをすとをすとをすとをすればればればれば、、、、生生生生活活活活もももも壊壊壊壊れれれれてしまてしまてしまてしまうううう。。。。おばあさんおばあさんおばあさんおばあさんですらですらですらですら、、、、「「「「沼沼沼沼をををを汚汚汚汚すなすなすなすな。。。。罰罰罰罰がががが当当当当たるたるたるたるぞぞぞぞ」」」」とととと、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたこここことでとでとでとで、、、、当当当当たりたりたりたり前前前前ののののこここことととととしてとしてとしてとしてわわわわかかかかっっっっていたていたていたていた。。。。それそれそれそれがががが、、、、産産産産業業業業革革革革命命命命ににににななななっっっってててて、、、、工業工業工業工業化化化化しししし、、、、機機機機械械械械化化化化するするするするここここととととによっによっによっによってててて、、、、おおおおじじじじいいいいさんさんさんさんみみみみずずずずからからからから、、、、孫孫孫孫にににに向向向向かかかかっっっってててて、、、、「「「「ここここのまのまのまのまきききき、、、、すすすすごごごごいいいいだろうだろうだろうだろう。。。。安安安安かかかかっっっったたたたんだんだんだんだ」」」」といといといといううううふふふふうにうにうにうに、、、、自分自分自分自分のとのとのとのところころころころのののの山山山山がががが、、、、環境環境環境環境がががが守守守守らららられれれれていたらていたらていたらていたら、、、、ここここのまのまのまのまききききがどがどがどがどここここかかかか環境環境環境環境破破破破壊壊壊壊をしていをしていをしていをしているといるといるといるというううう当当当当事事事事者者者者意意意意識識識識ははははないままないままないままないまま、、、、生生生生活活活活がががが豊豊豊豊かかかかににににななななっっっっていくていくていくていく。。。。こうこうこうこういいいいううううふふふふうにうにうにうに、、、、共共共共通通通通のののの価値価値価値価値がががが分分分分かかかかれれれれていていていていっっっったたたたんだろうんだろうんだろうんだろうとととと。。。。 そそそそのとのとのとのときにもきにもきにもきにも冗冗冗冗談談談談でででで――――――――これはあこれはあこれはあこれはあくまでくまでくまでくまで冗冗冗冗談談談談ですですですです――――――――言言言言っっっったたたたんんんんですがですがですがですが、、、、学生学生学生学生時時時時代代代代にににに相相相相思思思思相相相相愛愛愛愛でででで結結結結婚婚婚婚してしてしてして、、、、「「「「おおおおままままえはずごえはずごえはずごえはずごいいいい」」」」、、、、「「「「いやいやいやいや、、、、ああああなたなたなたなたももももすすすすごごごごいいいい」」」」とととと言言言言いながらいながらいながらいながら結結結結婚婚婚婚したしたしたした夫婦夫婦夫婦夫婦がががが、、、、男男男男はははは、、、、一一一一般般般般的的的的にはにはにはには経済経済経済経済ののののほほほほうにうにうにうにコミットしますコミットしますコミットしますコミットします。。。。経済経済経済経済のののの社会社会社会社会といといといといううううののののはははは、、、、変変変変化化化化がががが常態常態常態常態ですからですからですからですから、、、、それにそれにそれにそれについていくついていくついていくついていく。。。。向上心向上心向上心向上心ががががあっあっあっあってててて、、、、よよよよくくくくそこそこそこそこまでいまでいまでいまでいっっっったなとたなとたなとたなと。。。。一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命認認認認めめめめ
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らららられれれれるるるるこここことがとがとがとが、、、、ややややははははりりりり人人人人間間間間、、、、うれうれうれうれしいですからしいですからしいですからしいですから、、、、ややややっっっっていくていくていくていく。。。。家家家家庭庭庭庭にににに専専専専業主業主業主業主婦婦婦婦ににににななななっっっったらたらたらたら、、、、子子子子供供供供をををを育育育育てててててててて、、、、近近近近所所所所とととと付付付付きききき合合合合っっっったりたりたりたり、、、、維維維維持管理持管理持管理持管理をしていくをしていくをしていくをしていく。。。。20 年年年年後後後後にににに、、、、「「「「おおおおままままええええ、、、、ひひひひとつとつとつとつもももも変変変変わっわっわっわっていないなていないなていないなていないな」」」」とととと。。。。「「「「いやいやいやいや、、、、そんそんそんそんななななこここことととと言言言言うあうあうあうあなたがなたがなたがなたが変変変変わっわっわっわったたたた」」」」とととと。。。。こうこうこうこういいいいうううう議議議議論論論論がががが、、、、冗冗冗冗談談談談ののののようにそようにそようにそようにそのとのとのとのときにきにきにきに話話話話されされされされたたたたんんんんですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、家家家家庭庭庭庭のののの話話話話ででででははははなくてなくてなくてなくて、、、、都都都都市市市市とととと地地地地方方方方のののの問問問問題題題題、、、、近近近近代代代代とととと伝統伝統伝統伝統のののの問問問問題題題題。。。。私私私私はははは、、、、ひひひひいていていていてはははは 2 年年年年前前前前にににに起起起起ききききたたたた 9.11 のテロののテロののテロののテロの問問問問題題題題、、、、あれもあれもあれもあれも価値価値価値価値がががが共共共共有化有化有化有化ででででききききていないていないていないていない。。。。価値価値価値価値がががが共共共共有化有化有化有化ででででききききていなかていなかていなかていなかっっっったらたらたらたら、、、、理解理解理解理解がでがでがでができきききないないないない。。。。理解理解理解理解がでがでがでができきききななななければければければければ信頼信頼信頼信頼がでがでがでができきききないないないない。。。。信頼信頼信頼信頼がでがでがでができきききななななければければければければ不不不不信信信信にににになるなるなるなる。。。。不不不不信信信信がががが憎憎憎憎悪悪悪悪にににになるなるなるなる。。。。こうこうこうこういいいいうううう連連連連鎖鎖鎖鎖反反反反応応応応がががが 21世世世世紀紀紀紀ににににななななっっっってどてどてどてどんんんんどどどどんんんん進進進進んんんんでいるでいるでいるでいるようようようようなななな気気気気がしますがしますがしますがします。。。。     じゃじゃじゃじゃ、、、、どどどどううううするかするかするかするか。。。。ほほほほんんんんととととううううのののの持続型社会持続型社会持続型社会持続型社会といといといといううううののののはははは、、、、ややややははははりりりり価値価値価値価値をををを共共共共有有有有するするするする、、、、そうそうそうそういいいいううううベベベベースがないといかースがないといかースがないといかースがないといかんんんん。。。。そそそそのたのたのたのためにめにめにめに、、、、コミコミコミコミュニュニュニュニティティティティ。。。。ここここここここでででで、、、、生生生生活活活活圏圏圏圏のののの及及及及ぶぶぶぶ範囲範囲範囲範囲でででで経済経済経済経済圏圏圏圏をををを確確確確立立立立ででででききききないかないかないかないか。。。。特特特特ににににエネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを自立自立自立自立ででででききききないかないかないかないか。。。。資源資源資源資源をををを自立自立自立自立ででででききききないかないかないかないか。。。。食食食食をををを自自自自立立立立ででででききききないかないかないかないか。。。。こうこうこうこういいいいううううチチチチャャャャレレレレンジがンジがンジがンジが必要必要必要必要にににになるなるなるなるねねねねとととと。。。。ややややっっっってみないとてみないとてみないとてみないとわわわわからないからないからないからないねねねねといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、京都京都京都京都でででで行行行行おうよおうよおうよおうよとととと。。。。     もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、産産産産業業業業のコミのコミのコミのコミュニュニュニュニティティティティ化化化化、、、、これもこれもこれもこれも少少少少ししししだけだけだけだけ述述述述べさせべさせべさせべさせていたていたていたていただきだきだきだきますがますがますがますが、、、、今今今今
ISO14000 といといといというもうもうもうものでのでのでので、、、、製製製製造造造造現現現現場場場場でででで特特特特にににに投投投投入入入入されされされされていますがていますがていますがていますが、、、、常常常常識識識識的的的的にはにはにはには、、、、製製製製造造造造現現現現場場場場といといといといううううののののはははは非非非非効効効効率率率率的的的的なななな価値価値価値価値をををを入入入入れれれれるといるといるといるというこうこうこうこととととははははタタタタブブブブーなーなーなーなんんんんですですですですねねねね。。。。あえあえあえあえてててて入入入入れれれれててててききききているているているている。。。。たたたただだだだ、、、、製製製製造造造造現現現現場場場場だけだけだけだけがががが疲疲疲疲労労労労してしてしてしてももももいかいかいかいかんんんんのですのですのですのですねねねね。。。。バリバリバリバリュュュューーーーチェチェチェチェーンーンーンーン、、、、物物物物づづづづくりのくりのくりのくりの、、、、買買買買うううう、、、、つくるつくるつくるつくる、、、、流流流流通通通通させさせさせさせてててて、、、、売売売売っっっってててて、、、、消費消費消費消費してしてしてして、、、、回回回回収収収収するといするといするといするといううううバリバリバリバリュュュューーーーににににななななっっっっててててこそこそこそこそ価値観価値観価値観価値観がががが共共共共有有有有してしてしてして、、、、販売販売販売販売するするするする効効効効率率率率をををを高高高高めめめめるるるるよよよよりりりりもももも、、、、つくつくつくつくっっっったたたたもももものがのがのがのが売売売売りやすくなるといりやすくなるといりやすくなるといりやすくなるというううう確確確確立立立立にににに持持持持っっっっていくていくていくていくメメメメカカカカニニニニズズズズムがムがムがムが、、、、ままままだだだだどどどどこもこれはこもこれはこもこれはこもこれはつくらつくらつくらつくられれれれていないていないていないていない。。。。ここここのののの実験実験実験実験ももももしたいといしたいといしたいといしたいというこうこうこうことでとでとでとで、、、、これはこれはこれはこれは神奈神奈神奈神奈川県川県川県川県ななななんんんんですがですがですがですが、、、、今今今今取取取取りりりり組組組組んんんんででででおおおおりますりますりますります。。。。     それそれそれそれでででで、、、、ややややっっっっとととと京都京都京都京都のののの話話話話ななななんんんんですがですがですがですが、、、、京都京都京都京都にこにこにこにこのプロジのプロジのプロジのプロジェェェェクトをするクトをするクトをするクトをする前前前前にににに、、、、実実実実はははは、、、、2 年年年年前前前前にににに、、、、風風風風のののの学学学学校校校校京都京都京都京都といといといというううう、、、、公公公公設民営型設民営型設民営型設民営型でででで、、、、自治自治自治自治体体体体のののの人人人人にににに建建建建ててててててててももももららららっっっってててて、、、、中中中中のののの運営運営運営運営をををを民民民民間間間間がやるといがやるといがやるといがやるといううううののののにににに我我我我々々々々がががが参参参参画画画画してしてしてして、、、、風風風風のののの学学学学校校校校京都京都京都京都といといといというもうもうもうものをつくりましたのをつくりましたのをつくりましたのをつくりました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、デデデデンマークンマークンマークンマークにににに住住住住んんんんでいらでいらでいらでいらっっっっししししゃゃゃゃるるるる日日日日系系系系のステフのステフのステフのステファァァァン・スン・スン・スン・スズキズキズキズキさんさんさんさんといといといというううう人人人人がががが、、、、風風風風力力力力発発発発電電電電のののの説説説説明明明明をするをするをするをするセセセセミミミミナナナナールームをールームをールームをールームを、、、、自社自社自社自社でででで開開開開放放放放してしてしてして、、、、風風風風のののの学学学学校校校校といといといというもうもうもうものをつくらのをつくらのをつくらのをつくられれれれていましたていましたていましたていました。。。。そそそそのカリのカリのカリのカリキキキキュュュュラムがラムがラムがラムが、、、、風風風風力力力力発発発発電電電電のののの説説説説明明明明をするをするをするをするんんんんですがですがですがですが、、、、ななななぜぜぜぜデンマークがデンマークがデンマークがデンマークが風風風風力力力力をををを進進進進めめめめたのたのたのたのかといかといかといかというこうこうこうことをとをとをとを説説説説明明明明しなしなしなしなききききゃゃゃゃいかいかいかいかんんんん。。。。デンマークのデンマークのデンマークのデンマークの国国国国のののの形形形形をををを説説説説明明明明しなしなしなしなききききゃゃゃゃいかいかいかいかんんんん。。。。デンマデンマデンマデンマークのークのークのークの国国国国のののの形形形形といといといといううううののののはははは、、、、ごごごご存存存存じじじじののののようにようにようにように、、、、福福福福祉祉祉祉国国国国家家家家ですからですからですからですから、、、、デンマークのデンマークのデンマークのデンマークの国国国国家家家家をををを圧圧圧圧迫迫迫迫するのするのするのするのはははは、、、、国民国民国民国民のののの不健不健不健不健康康康康がががが増増増増ええええたらたらたらたら医療医療医療医療費費費費がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん出出出出てくるてくるてくるてくるわけわけわけ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、、、、デンデンデンデンマークといマークといマークといマークというううう国国国国はははは、、、、きれきれきれきれいないないないな水水水水、、、、きれきれきれきれいないないないな空空空空気気気気、、、、きれきれきれきれいないないないな土土土土をををを担担担担保保保保しないとしないとしないとしないと国国国国家家家家がががが疲疲疲疲弊弊弊弊すすすするといるといるといるというこうこうこうことでとでとでとで、、、、いくらいくらいくらいくら収収収収益益益益をををを上上上上げげげげるるるる企企企企業業業業ででででもももも、、、、空空空空気気気気をををを汚汚汚汚したりしたりしたりしたり、、、、水水水水をををを汚汚汚汚したらしたらしたらしたら、、、、出出出出ていていていていっっっってくてくてくてくれれれれててててもももも構構構構わんわんわんわんといといといというううう国国国国づづづづくりをやくりをやくりをやくりをやっっっっているているているている。。。。そうそうそうそうななななっっっったとたとたとたときにきにきにきに、、、、国国国国をををを挙挙挙挙げげげげてててて応援応援応援応援すすすするエネルギーるエネルギーるエネルギーるエネルギー、、、、自立自立自立自立のエネルギーをのエネルギーをのエネルギーをのエネルギーを考考考考ええええたとたとたとたときにきにきにきに、、、、風風風風力力力力がががが一一一一番番番番よよよよかかかかっっっったたたた。。。。こうこうこうこういいいいっっっったたたた話話話話ををををもっもっもっもっとととともっもっもっもっととととわわわわかりやすくかりやすくかりやすくかりやすく、、、、論論論論理的理的理的理的にににに話話話話されされされされるのでるのでるのでるので、、、、こうこうこうこういいいいうううう考考考考ええええ方方方方はははは日本日本日本日本にににに要要要要るなといるなといるなといるなというこうこうこうことでとでとでとで、、、、誘誘誘誘致致致致してつくしてつくしてつくしてつくっっっったのがたのがたのがたのが、、、、ここここのののの風風風風のののの学学学学校校校校京都京都京都京都ででででござござござございますいますいますいます。。。。     つくつくつくつくっっっったからたからたからたからにはにはにはには、、、、そこそこそこそこのののの価値価値価値価値のののの発発発発信信信信にににに基基基基づづづづいていていていて、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言っっっったたたたようようようようなコミなコミなコミなコミュニュニュニュニティのティのティのティの産産産産業業業業化化化化がでがでがでができきききないかないかないかないか。。。。そそそそのシンのシンのシンのシンボボボボルルルルににににしたいといしたいといしたいといしたいというこうこうこうことでとでとでとで、、、、次次次次にににに考考考考ええええましたのがましたのがましたのがましたのが電力電力電力電力のののの自自自自
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立立立立とととと資源資源資源資源のののの自立自立自立自立ががががそこそこそこそこのののの地地地地域域域域ででででメメメメカカカカニニニニズズズズムがムがムがムが生生生生ままままれれれれないかとないかとないかとないかと。。。。冒冒冒冒頭頭頭頭にににに申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたましたようようようようにににに、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたた話話話話にににに、、、、いついついついつももももややややっっっっているゼロエミッションているゼロエミッションているゼロエミッションているゼロエミッションメメメメンバーンバーンバーンバーにににに声声声声をかをかをかをかけけけけてててて、、、、チチチチームームームームをををを組組組組んんんんでででで、、、、ここここのののの京都京都京都京都のののの地地地地でやでやでやでやっっっったたたたわけわけわけわけですですですです。。。。     自然自然自然自然エネルギーといエネルギーといエネルギーといエネルギーといううううののののはははは非常非常非常非常にににに不不不不安定安定安定安定ななななんんんんですですですです。。。。國友國友國友國友室長室長室長室長さんもおっさんもおっさんもおっさんもおっししししゃゃゃゃっっっっていたていたていたていたよよよようにうにうにうに、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事業事業事業事業はははは難難難難しいとしいとしいとしいとおっおっおっおっししししゃゃゃゃっっっっていましたていましたていましたていましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、つまりつまりつまりつまり、、、、すすすすべべべべてててて同同同同じじじじメメメメカカカカニニニニズズズズムなムなムなムなんんんんですですですです。。。。太陽太陽太陽太陽もももも、、、、風風風風力力力力もももも、、、、そそそそしてしてしてして資源資源資源資源もももも、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルはははは不不不不安定安定安定安定ななななんんんんですですですです。。。。当当当当ててててににににならないならないならないならないもももものなのなのなのなんんんんですですですです。。。。当当当当ててててににににならないならないならないならないもももものをどのをどのをどのをどうううう当当当当ててててににににするするするするメメメメカカカカニニニニズズズズムがムがムがムが必要必要必要必要なのかなのかなのかなのかといといといというこうこうこうことがとがとがとがポポポポイントイントイントイントにににになりますなりますなりますなります。。。。風風風風力力力力もももも、、、、例例例例えばえばえばえば 1 本本本本でかいのをでかいのをでかいのをでかいのを立立立立てててててててて、、、、1 本本本本だけだけだけだけでしたでしたでしたでしたらららら、、、、風風風風がががが吹吹吹吹かなかかなかかなかかなかっっっったらたらたらたら、、、、もうもうもうもう置置置置物物物物みたいなみたいなみたいなみたいなもももものですのですのですのです。。。。そそそそのののの風風風風力力力力発発発発電電電電もももも、、、、1 本本本本からからからから 10 本本本本、、、、
10 本本本本からからからから 100 本本本本、、、、100 からからからから 1,000 本本本本ににににななななっっっったらたらたらたら、、、、どどどどここここかがかがかがかが動動動動ききききますますますます。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの曲曲曲曲線線線線がががが、、、、きれきれきれきれいないないないなベベベベルルルル曲曲曲曲線線線線をををを描描描描くくくく。。。。そそそそのののの曲曲曲曲線線線線をををを投投投投資資資資のののの事業事業事業事業のののの基本基本基本基本とととと置置置置けばけばけばけば回回回回っっっっていくていくていくていく。。。。とととといいいいうこうこうこうことがとがとがとが、、、、今今今今ヨヨヨヨーロッパでやらーロッパでやらーロッパでやらーロッパでやられれれれているているているているこここことですとですとですとです。。。。当当当当ててててににににならないならないならないならないもももものをのをのをのを当当当当ててててににににしていしていしていしていっっっっているているているているわけわけわけわけですですですです。。。。     こうこうこうこういいいいっっっったたたた不不不不安定安定安定安定ななななもももものをどのをどのをどのをどうううう安定安定安定安定させさせさせさせるかるかるかるか。。。。今今今今回回回回はははは、、、、ここにここにここにここに書書書書いていますいていますいていますいていますようにようにようにように、、、、NEDOのののの新新新新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー地地地地域域域域集集集集中中中中実証実証実証実証研研研研究究究究といといといというううう委委委委託託託託事業事業事業事業としてとしてとしてとして受受受受けけけけてててておおおおるるるるわけわけわけわけななななんんんんですがですがですがですが、、、、これこれこれこれがががが、、、、新新新新聞聞聞聞ににににもももも発表発表発表発表されされされされましたのでましたのでましたのでましたのでごごごご存存存存じじじじだだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、先先先先ほほほほどどどどももももエコタエコタエコタエコタウウウウンのンのンのンのごごごご説説説説明明明明ががががあああありましたりましたりましたりましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、八八八八戸戸戸戸市市市市とととと、、、、そそそそしてしてしてして来来来来年開年開年開年開かかかかれれれれますますますます環境万博環境万博環境万博環境万博のののの愛愛愛愛知知知知万博会場万博会場万博会場万博会場、、、、そそそそしてしてしてしてここここのののの京都京都京都京都市市市市、、、、ここここのののの 3 市市市市がががが選選選選ばればればればれてててて、、、、今今今今からからからから四四四四、、、、五五五五年年年年かかかかけけけけてててて、、、、自立自立自立自立電電電電源源源源ののののメメメメカカカカニニニニズズズズムをしてムをしてムをしてムをしていくいくいくいく。。。。一一一一言言言言にこにこにこにこのプロジのプロジのプロジのプロジェェェェクトをクトをクトをクトを言言言言いますといますといますといますと、、、、需需需需要電要電要電要電源源源源、、、、どのどのどのどのぐぐぐぐらいらいらいらい電電電電気気気気をををを使使使使ううううかといかといかといかといううううののののはははは、、、、きょうきょうきょうきょうのののの電電電電気気気気のののの曲曲曲曲線線線線ととととああああしたのしたのしたのしたの電電電電気気気気のののの曲曲曲曲線線線線はそうはそうはそうはそう変変変変わわわわりまりまりまりませんせんせんせん。。。。しかししかししかししかし、、、、変変変変動動動動電電電電源源源源といといといといううううののののはははは、、、、ででででここここぼぼぼぼここここ、、、、ででででここここぼぼぼぼこあこあこあこありますりますりますります。。。。風風風風がたくがたくがたくがたくさんさんさんさん吹吹吹吹いたらたくいたらたくいたらたくいたらたくさんさんさんさんででででききききるるるる。。。。天天天天気気気気ががががよよよよかかかかっっっったらたらたらたら電電電電気気気気がでがでがでができきききるるるる。。。。しかししかししかししかし、、、、風風風風がががが吹吹吹吹かかかかなかなかなかなかっっっったらでたらでたらでたらでききききないないないない。。。。ででででここここぼぼぼぼここここしていますしていますしていますしています。。。。そそそそのののの「「「「ででででここここ」」」」をををを 2次電次電次電次電源源源源、、、、つまりつまりつまりつまり蓄蓄蓄蓄電電電電池池池池でででで蓄蓄蓄蓄ええええるるるる。。。。「「「「ぼぼぼぼここここ」」」」をををを、、、、今今今今回回回回ははははバイオバイオバイオバイオガガガガスをスをスをスを原原原原料料料料にににに追追追追いかいかいかいかけけけけていくていくていくていく。。。。そそそそしてしてしてして、、、、需需需需要要要要曲曲曲曲線線線線ににににどどどどうううう合合合合わせわせわせわせていくかていくかていくかていくか。。。。そうそうそうそういいいいうううう実験実験実験実験ですですですです。。。。     ちょっちょっちょっちょっととととあれあれあれあれななななんんんんですがですがですがですが、、、、我我我我々々々々ががががチチチチャャャャレレレレンジンジンジンジ項項項項目目目目としてとしてとしてとして置置置置いていますのいていますのいていますのいていますのはははは、、、、3 分分分分間間間間にににに同同同同時時時時同量同量同量同量、、、、微微微微妙妙妙妙にずれにずれにずれにずれているのをているのをているのをているのを、、、、3 分分分分間間間間のののの間間間間にににに調整調整調整調整していくといしていくといしていくといしていくというこうこうこうことをとをとをとをチチチチャャャャレレレレンジしていまンジしていまンジしていまンジしていますすすす。。。。今今今今、、、、実証実証実証実証テストでテストでテストでテストで 30 分分分分間間間間同同同同時時時時同量同量同量同量といといといといううううののののははははででででききききるるるるようにようにようにようにななななっっっっているているているているんんんんですがですがですがですが、、、、それそれそれそれのののの 10 分分分分のののの 1 のののの 3 分分分分ででででででででききききるるるる。。。。 こうこうこうこういいいいっっっったたたたメメメメカカカカニニニニズズズズムがどムがどムがどムがどうううう役役役役にににに立立立立つのかとつのかとつのかとつのかといいいいうこうこうこうことなとなとなとなんんんんですがですがですがですが、、、、今今今今、、、、電力電力電力電力会社会社会社会社さんさんさんさんのののの大大大大ききききなななな電電電電気気気気のののの海海海海のののの中中中中でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな電電電電気気気気をををを我我我我々々々々はははは使使使使っっっっていますていますていますています。。。。ですからですからですからですから、、、、もももものすのすのすのすごごごごくくくく安定安定安定安定しているしているしているしている。。。。品品品品質質質質がいいがいいがいいがいいわけわけわけわけですですですです。。。。そうそうそうそういいいいうううう安定安定安定安定しているとしているとしているとしているところにころにころにころに、、、、少少少少々々々々品品品品質質質質のののの悪悪悪悪いいいい、、、、ででででここここぼぼぼぼここここするするするするもももものをまのをまのをまのをまぜぜぜぜててててもももも、、、、ままままああああままままああああ使使使使ええええるるるるわけわけわけわけななななんんんんですですですです。。。。今今今今後後後後日本日本日本日本がががが自立自立自立自立していくのしていくのしていくのしていくのににににででででここここぼぼぼぼここここののののもももものがのがのがのが多多多多くくくく放放放放りりりり込込込込みみみみ過過過過ぎぎぎぎたらたらたらたら、、、、ごごごご年年年年配配配配のののの方方方方はははは記憶記憶記憶記憶にあにあにあにあるかるかるかるかもわもわもわもわかりまかりまかりまかりませんせんせんせんがががが、、、、いいいいききききなりなりなりなり電電電電気気気気ががががちちちちららららちちちちらしたりらしたりらしたりらしたり、、、、昔昔昔昔はあっはあっはあっはあったたたたんんんんですがですがですがですが、、、、今今今今はそんはそんはそんはそんななななここここととととほほほほととととんんんんどどどどござござござございまいまいまいませせせせんけれんけれんけれんけれどどどどもももも、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたた品品品品質質質質のののの悪悪悪悪いいいい電電電電気気気気ににににななななっっっってしまてしまてしまてしまうううう。。。。そうそうそうそうななななればればればれば、、、、IT 社会社会社会社会はははは動動動動ききききまままませせせせんんんんしししし、、、、高高高高度度度度なななな医療医療医療医療機機機機器器器器もももも動動動動かないかないかないかない。。。。そそそそのののの品品品品質質質質をどをどをどをどうううう担担担担保保保保していくかしていくかしていくかしていくか、、、、そそそそしてしてしてして不不不不安定安定安定安定ななななももももののののううううどどどどうううう取取取取りりりり込込込込むむむむかといかといかといかというこうこうこうことがとがとがとが大事大事大事大事にににになりますなりますなりますなります。。。。そそそそのののの地地地地域域域域、、、、地地地地域域域域でででで、、、、ばばばばららららばばばばらでらでらでらでははははなくてなくてなくてなくて、、、、安定安定安定安定したしたしたした固固固固まりをたくまりをたくまりをたくまりをたくさんさんさんさんつくつくつくつくっっっったらたらたらたら、、、、ままままだだだだコントロールしやすいコントロールしやすいコントロールしやすいコントロールしやすい。。。。こうこうこうこういいいいっっっったたたた目的目的目的目的ののののもももも
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ととととにににに、、、、今今今今チチチチャャャャレレレレンジしてンジしてンジしてンジしておおおおるるるるんんんんですがですがですがですが、、、、世世世世界界界界的的的的にににに見見見見ててててもももも、、、、日本日本日本日本ががががこれだけこれだけこれだけこれだけ実証実証実証実証のののの具具具具体体体体的的的的ににににややややっっっったのたのたのたのはははは世世世世界界界界ででででもももも初初初初めめめめてでてでてでてでははははないでしないでしないでしないでしょうょうょうょうかかかか。。。。こうこうこうこういいいいっっっったたたた技術技術技術技術がががが日本日本日本日本にはにはにはには潜潜潜潜在在在在的的的的にあにあにあにあるるるる。。。。 そうそうそうそういいいいっっっったたたたこここことでとでとでとで、、、、私私私私どどどどもはここにもはここにもはここにもはここにほほほほんんんんととととうにうにうにうにチチチチャャャャレレレレンジしてンジしてンジしてンジして、、、、想想想想像像像像するするするするだけだけだけだけででででもわもわもわもわくくくくわわわわくするくするくするくするんんんんですがですがですがですが、、、、例例例例えばえばえばえば 100％％％％資源資源資源資源をををを輸入輸入輸入輸入しているしているしているしているここここのののの日本日本日本日本がががが半半半半分自立分自立分自立分自立ででででききききたらたらたらたら、、、、半半半半分分分分、、、、化化化化石石石石燃料燃料燃料燃料にににに頼頼頼頼らなからなからなからなかっっっったらたらたらたら、、、、外外外外国国国国のののの資源資源資源資源にににに頼頼頼頼らなからなからなからなかっっっったらたらたらたら、、、、今今今今国会国会国会国会ででででもめもめもめもめているいているいているいているいろろろろいいいいろろろろななななこここことととともももも多多多多分分分分判断判断判断判断ががががもももものすのすのすのすごごごごくくくく変変変変わっわっわっわったとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。近近近近代代代代化化化化といといといといううううののののはははは、、、、ごごごご存存存存じじじじののののようにようにようにように、、、、大大大大ききききなななな港港港港湾湾湾湾をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、道道道道をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、鉄鉄鉄鉄道道道道をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、発発発発電電電電所所所所をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、電電電電線線線線をををを走走走走ららららせせせせてててて、、、、ややややっっっっとととと近近近近代代代代化化化化がががが始始始始ままままっっっっていくていくていくていく。。。。ででででもももも、、、、多多多多くのくのくのくの国国国国々々々々はははは、、、、牧牧牧牧畜畜畜畜、、、、農農農農業業業業でででで暮暮暮暮らしているとらしているとらしているとらしているところころころころががががああああるるるる。。。。鈴鈴鈴鈴木木木木先先先先生生生生のののの話話話話じゃじゃじゃじゃないですがないですがないですがないですが、、、、猛烈猛烈猛烈猛烈なななな人人人人口爆口爆口爆口爆発発発発がががが起起起起ききききているているているている。。。。そうそうそうそういいいいっっっったたたた国国国国々々々々にににに教教教教育育育育とかとかとかとか、、、、衛衛衛衛生生生生とかといとかといとかといとかというもうもうもうものののの、、、、熱熱熱熱とととと電電電電気気気気、、、、我我我我々、々、々、々、バイバイバイバイオオオオガガガガスススス発発発発電電電電はははは、、、、未未未未利用利用利用利用有機有機有機有機資源資源資源資源、、、、簡簡簡簡単単単単にににに言言言言いますといますといますといますと、、、、残飯残飯残飯残飯ですとかですとかですとかですとか、、、、畜畜畜畜産産産産のののの排排排排泄泄泄泄とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたた、、、、利用利用利用利用されされされされないないないないもももものでのでのでのでメメメメタンタンタンタンガガガガスをスをスをスを取取取取りますりますりますります。。。。月月月月大大大大体体体体 2,000 トントントントン計画計画計画計画してしてしてして、、、、ガガガガスのスのスのスの発生発生発生発生量量量量をををを 3,700 からからからから 4,000 立立立立米米米米計計計計算算算算ししししていますていますていますています。。。。そそそそののののガガガガスがスがスがスが発生発生発生発生すすすすればればればれば、、、、500キキキキロロロロワワワワットットットット以上以上以上以上のののの発発発発電電電電をををを計画計画計画計画していますしていますしていますしています。。。。こうこうこうこういいいいっっっったたたた、、、、農農農農業業業業、、、、畜畜畜畜産産産産、、、、林業林業林業林業、、、、1次産次産次産次産業業業業にににに出出出出てくるてくるてくるてくるもももものをのをのをのを燃料燃料燃料燃料ににににするするするする、、、、そうそうそうそういいいいううううシステムがでシステムがでシステムがでシステムができきききたたたたらららら、、、、一一一一番番番番喜喜喜喜んんんんででででももももららららええええるるるる ODAにににになるなるなるなるんんんんじゃじゃじゃじゃないでしないでしないでしないでしょうょうょうょうかかかか。。。。ままままだだだだ電電電電気気気気をををを見見見見たたたたこここことがないとがないとがないとがない子子子子供供供供、、、、いいいいっっっっぱぱぱぱいいるいいるいいるいいる。。。。 ここここのののの間間間間、、、、テテテテレビレビレビレビをををを見見見見てててて思思思思っっっったたたたんんんんですがですがですがですが、、、、ああああ、、、、なるなるなるなるほほほほどどどど、、、、男男男男はははは気気気気がつかなかがつかなかがつかなかがつかなかっっっったとたとたとたと思思思思っっっったたたたんんんんですがですがですがですが、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光でででで産産産産婦婦婦婦人科人科人科人科にににに電電電電気気気気がとがとがとがともっもっもっもったたたた。。。。そそそそのののの瞬瞬瞬瞬間間間間、、、、夜夜夜夜ののののおおおお産産産産がががが安心安心安心安心してでしてでしてでしてでききききるるるる。。。。こうこうこうこういいいいうううう国国国国々々々々がたくがたくがたくがたくさんあさんあさんあさんあるるるるわけわけわけわけですですですです。。。。日本日本日本日本がやがやがやがやははははりりりり今今今今後後後後海外海外海外海外とととと切切切切っっっっててててもももも切切切切れれれれないないないない関係関係関係関係ををををするならするならするならするなら、、、、こうこうこうこういいいいうううう技術技術技術技術のののの開発開発開発開発のののの中中中中でででで、、、、そちそちそちそちららららにににに技術技術技術技術をををを出出出出すといすといすといすというこうこうこうことがとがとがとが大事大事大事大事にににになるなるなるなるんんんんじじじじゃゃゃゃないかといないかといないかといないかといううううふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 少少少少ししししだけこだけこだけこだけこのののの産産産産業業業業のコミのコミのコミのコミュニュニュニュニティティティティ化化化化のののの話話話話でででで、、、、バリバリバリバリュュュューーーーチェチェチェチェーンをつくりましーンをつくりましーンをつくりましーンをつくりましょうょうょうょうとととと。。。。今今今今、、、、冒冒冒冒頭頭頭頭にににに言言言言いましたいましたいましたいましたようにようにようにように、、、、環境管理環境管理環境管理環境管理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をつくるのかをつくるのかをつくるのかをつくるのか、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの中中中中でででで環環環環境管理境管理境管理境管理をするのかといをするのかといをするのかといをするのかというううう話話話話をををを出出出出してしてしてして、、、、私私私私はははは、、、、環境管理環境管理環境管理環境管理のののの中中中中のののの循環型循環型循環型循環型ををををペケペケペケペケににににしましたしましたしましたしましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、28 年年年年間間間間、、、、建前建前建前建前的的的的にはにはにはには褒褒褒褒めめめめていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、仕仕仕仕事事事事をををを非常非常非常非常ににににやりやすくしているやりやすくしているやりやすくしているやりやすくしているんんんんですがですがですがですが、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物といといといというこうこうこうこととととはははは、、、、私私私私はははは、、、、例例例例えばここえばここえばここえばここのののの時時時時計計計計、、、、腕腕腕腕ににににするからするからするからするから商品商品商品商品とととと全全全全員員員員がががが思思思思っっっっててててももももららららええええるとるとるとると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、これこれこれこれがががが山山山山にににに落落落落ちちちちていたらていたらていたらていたら、、、、商品商品商品商品とととと思思思思うんうんうんうんでしでしでしでしょうょうょうょうかかかか。。。。ごごごごみですみですみですみですよねよねよねよね。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、どのどのどのどのようようようようななななもももものでのでのでのでもももも、、、、利用利用利用利用するかするかするかするか、、、、利用利用利用利用しないかなしないかなしないかなしないかなんんんんですですですですねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、「「「「私私私私はははは要要要要りまりまりまりませんよせんよせんよせんよ」」」」といといといというううう産産産産業廃棄物業廃棄物業廃棄物業廃棄物よよよよりりりりもももも、、、、「「「「それそれそれそれ、、、、下下下下ささささいいいい」」」」といといといというこうこうこうこととととにににに対対対対してしてしてして、、、、形形形形だけだけだけだけににににとらとらとらとらわれわれわれわれてててて、、、、それはだめそれはだめそれはだめそれはだめじゃじゃじゃじゃないかといないかといないかといないかというよううよううよううようななななこここことをやとをやとをやとをやっっっっているているているている以上以上以上以上、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん世世世世界界界界からからからからおおおおくくくくれれれ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。。。。といいますのといいますのといいますのといいますのもももも、、、、EU はははは今今今今、、、、バーゼルバーゼルバーゼルバーゼル条条条条約約約約ななななんんんんかのかのかのかの問問問問題提起題提起題提起題提起でででで、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの国境国境国境国境間間間間移移移移動動動動をなくをなくをなくをなくそうそうそうそうといといといといううううふふふふうにうにうにうにどどどどんんんんどどどどんんんんしていますしていますしていますしていますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、今今今今のののの EU のののの考考考考ええええ方方方方はははは、、、、有害有害有害有害物物物物とととと危危危危険険険険物物物物にににに分分分分けようけようけようけよう。。。。いくらいくらいくらいくら有害有害有害有害物物物物とととと言言言言っっっっててててもももも、、、、リサイクルでリサイクルでリサイクルでリサイクルでききききるならるならるならるなら、、、、そそそそれれれれをををを防防防防ぐようぐようぐようぐようなななな施施施施策策策策ははははとらないとらないとらないとらないようにようにようにようにししししようようようようといといといというううう、、、、そうそうそうそういいいいうううう EU ルールでルールでルールでルールで、、、、資源資源資源資源のののの大事大事大事大事ささささをををを回回回回していしていしていしていっっっっているているているているわけわけわけ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、、、、ややややははははりりりり循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの中中中中でででで環境管理環境管理環境管理環境管理をしをしをしをしっっっっかりやかりやかりやかりやるるるる。。。。1 万人万人万人万人のののの交通交通交通交通事事事事故故故故がががが起起起起ききききてててて、、、、交通交通交通交通死死死死者者者者ががががああああるからといるからといるからといるからといっっっってててて、、、、車車車車のののの免免免免許許許許のののの発行発行発行発行をををを少少少少なくすなくすなくすなくするといるといるといるといっっっったらたらたらたら、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、それそれそれそれでいいとでいいとでいいとでいいと思思思思われわれわれわれるのかどるのかどるのかどるのかどううううかといかといかといかというこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。ややややははははりりりり分分分分けけけけてててて議議議議論論論論をするをするをするをする。。。。 
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そうそうそうそういいいいっっっったたたたこここことがとがとがとが大事大事大事大事じゃじゃじゃじゃないかといないかといないかといないかというこうこうこうことでとでとでとで、、、、神奈神奈神奈神奈川川川川のとのとのとのところにはころにはころにはころには、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会におにおにおにおけけけけるるるる産産産産業業業業をつくりやすくするたをつくりやすくするたをつくりやすくするたをつくりやすくするためにめにめにめに 4 つつつつおおおお願願願願いしているいしているいしているいしているこここことがとがとがとがあああありますりますりますります。。。。そうそうそうそういいいいっっっったたたたここここととととがやりやすいがやりやすいがやりやすいがやりやすい環境経済環境経済環境経済環境経済特特特特区区区区をつくをつくをつくをつくっっっってくてくてくてくれれれれとととと。。。。そそそそしてしてしてして、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを出出出出すといすといすといすというこうこうこうこととととにににに抑抑抑抑制制制制ををををかかかかけけけけるたるたるたるためめめめのののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物税税税税をををを施施施施行行行行してくしてくしてくしてくれれれれとととと。。。。そそそそのののの経済経済経済経済圏圏圏圏のののの中中中中からからからから発生発生発生発生したしたしたしたもももものをのをのをのを、、、、グリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入とかとかとかとか、、、、きょうもきょうもきょうもきょうも宮城宮城宮城宮城県県県県さんにさんにさんにさんに教教教教ええええていたていたていたていただだだだいたいたいたいたんんんんですがですがですがですが、、、、ニュニュニュニューーーーヨヨヨヨークのークのークのークの市市市市条条条条例例例例といといといといううううのがのがのがのがあああありますりますりますります。。。。それはそれはそれはそれは、、、、ニュニュニュニューーーーヨヨヨヨークークークーク市市市市はははは、、、、ニュニュニュニューーーーヨヨヨヨークークークーク市市市市内内内内からからからから出出出出ててててききききたたたた廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物でつでつでつでつくくくくっっっったたたた、、、、50％％％％含含含含ままままれれれれてててて商品商品商品商品化化化化がでがでがでができきききたたたたももももののののにににについてついてついてついてはははは、、、、上限上限上限上限 15％％％％高高高高くてくてくてくてもももも買買買買ううううのをのをのをのを義義義義務務務務化化化化しているしているしているしているわけわけわけわけですですですです。。。。ここここのののの瞬瞬瞬瞬間間間間にににに、、、、税税税税金金金金でででで焼焼焼焼いたりいたりいたりいたり埋埋埋埋めめめめたりするたりするたりするたりする社会社会社会社会コストがコストがコストがコストが産産産産業業業業育育育育成成成成のイのイのイのインンンンセセセセンティンティンティンティブにブにブにブに回回回回るるるるわけわけわけわけですですですです。。。。それそれそれそれがががが産産産産業業業業ににににつながつながつながつながっっっってててて、、、、雇雇雇雇用用用用をををを促促促促進進進進しししし、、、、所所所所得得得得がががが発生発生発生発生しししし、、、、またまたまたまた税税税税金金金金にににに回回回回るるるる。。。。こうこうこうこういいいいうこうこうこうことをとをとをとをチチチチャャャャレレレレンジンジンジンジ、、、、たしかたしかたしかたしか 3 年年年年前前前前ぐぐぐぐらいからやらいからやらいからやらいからやっっっっているているているているはずはずはずはずななななんんんんですですですです。。。。どどどどうせうせうせうせグリーングリーングリーングリーン購購購購入入入入をををを進進進進めめめめるならるならるならるなら、、、、いいいいっそっそっそっそののののこここことととと、、、、そうそうそうそういいいいうううう先先先先進進進進的的的的なリサイクルなリサイクルなリサイクルなリサイクル条条条条例例例例をををを出出出出してくしてくしてくしてくれれれれとととと。。。。そうそうそうそういいいいうううう機機機機運運運運ににににななななっっっったらたらたらたら、、、、規規規規制制制制緩緩緩緩和和和和されされされされたたたた小小小小規規規規模模模模事業事業事業事業債債債債でででで環境事業環境事業環境事業環境事業債債債債をををを発行発行発行発行してくしてくしてくしてくれれれれないかとないかとないかとないかと。。。。ここここのののの 4 つをしてくつをしてくつをしてくつをしてくれればれればれればれれば、、、、ああああととととはははは民民民民間間間間がががが、、、、何何何何がががが何何何何ででででももももつくるつくるつくるつくるよよよよといといといというよううよううよううようななななこここことでとでとでとで、、、、2 年年年年間間間間ややややっっっっててててききききたたたた結果結果結果結果、、、、refurbish、、、、これはこれはこれはこれは今今今今、、、、中中中中古古古古自動自動自動自動車車車車はははは、、、、排出排出排出排出規規規規制制制制がががが難難難難しいのでしいのでしいのでしいので、、、、排出規排出規排出規排出規制制制制ににににパスするエンジンのパスするエンジンのパスするエンジンのパスするエンジンの積積積積みかみかみかみかええええをやをやをやをやっっっってててて、、、、中中中中古古古古車車車車以上以上以上以上のののの中中中中古古古古車車車車をつくるをつくるをつくるをつくる。。。。エコエネルギーエコエネルギーエコエネルギーエコエネルギー、、、、これもこれもこれもこれも自然自然自然自然エネルギーでエネルギーでエネルギーでエネルギーで実実実実施施施施ででででききききないかないかないかないか。。。。 エコデエコデエコデエコデザザザザインインインイン、、、、これはこれはこれはこれは、、、、ままままああああ、、、、一一一一言言言言でででで言言言言ううううとととと、、、、エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの省資源省資源省資源省資源でででで生生生生産産産産性性性性をををを向上向上向上向上ででででききききないかないかないかないか。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろなななな事事事事例例例例ががががああああるるるるんんんんですがですがですがですが、、、、一一一一言言言言でででで言言言言ううううとととと、、、、製製製製造造造造業業業業でででではははは、、、、製製製製品品品品をつくるといをつくるといをつくるといをつくるというこうこうこうこととととななななんんんんですがですがですがですが、、、、実実実実はははは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ももももつくつくつくつくっっっっているているているているわけわけわけわけですですですですねねねね。。。。ででででもももも、、、、そそそそのののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが、、、、そそそそのののの発発発発生生生生品品品品といといといというもうもうもうものがのがのがのがほほほほかのかのかのかの利用利用利用利用価値価値価値価値ににににしやすいしやすいしやすいしやすいようにようにようにように生生生生産産産産工工工工程程程程のののの中中中中ででででででででききききまままませんせんせんせんかとかとかとかと。。。。例例例例ええええばばばば、、、、セメセメセメセメントリサイクルのントリサイクルのントリサイクルのントリサイクルの話話話話、、、、先先先先ほほほほどどどどされされされされていましたていましたていましたていましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、塩塩塩塩素素素素がががが高高高高かかかかっっっったらたらたらたら、、、、セメセメセメセメントントントント会社会社会社会社はははは使使使使わわわわないないないないんんんんですですですですねねねね。。。。ここここのののの塩塩塩塩素素素素、、、、どどどどここここからからからから入入入入っっっっててててききききているているているているんんんんですかといですかといですかといですかといっっっったらたらたらたら、、、、塩塩塩塩酸酸酸酸をををを使使使使っっっったたたた結果結果結果結果、、、、塩塩塩塩素素素素がががが入入入入っっっっているかているかているかているかもわもわもわもわからないからないからないからない。。。。塩塩塩塩酸酸酸酸しかしかしかしかだめだめだめだめななななんんんんですかとですかとですかとですかと。。。。いやいやいやいや、、、、硫硫硫硫酸酸酸酸ででででももももいいですいいですいいですいいですよよよよ。。。。硫硫硫硫酸酸酸酸をををを使使使使えばえばえばえば、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは、、、、塩塩塩塩素素素素がなくながなくながなくながなくなっっっったたたた瞬瞬瞬瞬間間間間にににに、、、、セメセメセメセメントントントントににににいいいいききききやすくなるかやすくなるかやすくなるかやすくなるかもわもわもわもわからないからないからないからない。。。。トータルトータルトータルトータルでプロでプロでプロでプロセセセセスをデスをデスをデスをデザザザザインするインするインするインするここここととととによっによっによっによっててててそうそうそうそういいいいうううう道道道道がががが開開開開けけけけるるるる。。。。商品商品商品商品もそうもそうもそうもそうですですですです。。。。商品商品商品商品もももも、、、、売売売売りりりりっっっっ放放放放しなしなしなしなんんんんですがですがですがですが、、、、リサイクルしなリサイクルしなリサイクルしなリサイクルしなききききゃゃゃゃいかいかいかいかんんんんといといといというこうこうこうこととととににににななななっっっったらたらたらたら、、、、リサイクルしやすいリサイクルしやすいリサイクルしやすいリサイクルしやすいようようようようなプラスなプラスなプラスなプラスチチチチックをックをックをックを使使使使っっっっていますかていますかていますかていますか、、、、解解解解体体体体のののの方方方方法法法法をしていますかといをしていますかといをしていますかといをしていますかというよううよううよううようなななな、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたた総合的総合的総合的総合的にににに提提提提案案案案をやをやをやをやっっっっていていていていこうこうこうこうといといといといううううののののががががここここのエコデのエコデのエコデのエコデザザザザインインインイン事業事業事業事業ですですですです。。。。IC タタタタブブブブ利用事業利用事業利用事業利用事業、、、、これもこれもこれもこれも、、、、今今今今分科会分科会分科会分科会でなかなかでなかなかでなかなかでなかなかおもおもおもおもししししろろろろいいいいんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、事業事業事業事業モモモモデルがなかなかデルがなかなかデルがなかなかデルがなかなか難難難難しくてしくてしくてしくて、、、、わわわわいいいいわわわわいいいい、、、、がやがややがやがややがやがややがやがややっっっっていますていますていますています。。。。ここここうううういいいいっっっったたたたこここことがとがとがとが、、、、社会社会社会社会のののの制制制制度度度度をををを再再再再構築構築構築構築してしてしてしてももももららららうこうこうこうこととととによっによっによっによってててて徐徐徐徐々々々々にににに生生生生ままままれれれれててててききききてててておおおおりまりまりまりますすすす。。。。制制制制度度度度をををを再再再再構築構築構築構築とととと言言言言いながらいながらいながらいながら、、、、これこれこれこれ、、、、ままままだだだだ難難難難しくてでしくてでしくてでしくてでききききていないていないていないていないんんんんですがですがですがですが、、、、ぜひぜひぜひぜひ宮城宮城宮城宮城県県県県さんさんさんさんななななんんんんかでかでかでかでもももも、、、、勇勇勇勇気気気気をををを持持持持っっっっててててここここのののの辺辺辺辺をやをやをやをやっっっっていたていたていたていただければだければだければだければ、、、、民民民民間間間間はわっはわっはわっはわっとととと期待期待期待期待をををを持持持持つとつとつとつと、、、、間間間間違違違違いなくいなくいなくいなく私私私私はははは自自自自信信信信をををを持持持持っっっってててて言言言言ええええるるるるんんんんですがですがですがですが。。。。 ここここののののようにようにようにように、、、、我我我我々々々々のののの実験実験実験実験といといといというもうもうもうもののののはははは、、、、拡拡拡拡散散散散していくといしていくといしていくといしていくというもうもうもうものをのをのをのをハハハハーーーードドドドウウウウエエエエアアアア、、、、ソソソソフフフフトトトトウウウウエエエエアアアアでででで収収収収束束束束させさせさせさせていくていくていくていく、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたたメメメメカカカカニニニニズズズズムがないとムがないとムがないとムがないと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなかほほほほんんんんととととううううのののの意意意意味味味味ででででのののの環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷はははは少少少少なくならなくならなくならなくならんんんんののののだろうだろうだろうだろうとととと。。。。京都京都京都京都大学大学大学大学のののの内内内内藤藤藤藤正明正明正明正明名名名名誉誉誉誉教授教授教授教授さんはさんはさんはさんは、、、、ハハハハーーーードドドドウウウウエエエエアアアアととととソソソソフトフトフトフトウウウウエエエエアアアアのののの融融融融合合合合をををを「「「「ハハハハートートートートウウウウエエエエアアアア」」」」といといといというううう言葉言葉言葉言葉をををを使使使使われわれわれわれていますがていますがていますがていますが、、、、非常非常非常非常ににににいいいいいいいい
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言葉言葉言葉言葉だだだだなとなとなとなと。。。。ここここののののようようようようなななな、、、、工業技術工業技術工業技術工業技術だけだけだけだけででででははははなくてなくてなくてなくて社会技術社会技術社会技術社会技術、、、、そうそうそうそういいいいっっっったたたた開発開発開発開発がががが我我我我々々々々ににににととととっっっっててててはははは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事にににになるなるなるなるんんん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。。。。工業的工業的工業的工業的なななな人人人人はははは、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルはははは環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷がががが高高高高くなくなくなくなるとるとるとると。。。。確確確確かかかかにそうにそうにそうにそうななななんんんんですですですです。。。。エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを使使使使いますいますいますいます。。。。ででででもももも、、、、総総総総和和和和ですからですからですからですから、、、、量量量量、、、、掛掛掛掛けけけけるるるる負負負負荷荷荷荷ですからですからですからですから、、、、負荷負荷負荷負荷がががが高高高高くなるくなるくなるくなるこここことでとでとでとで量量量量がががが減減減減ればればればれば、、、、総総総総和和和和としてとしてとしてとしてはよはよはよはよくなくなくなくなっっっっていていていていききききますしますしますしますし、、、、当当当当事事事事者者者者意意意意識識識識がががが生生生生ままままれれれれてててて、、、、不不不不必要必要必要必要ななななもももものをなくすのをなくすのをなくすのをなくすこここことのとのとのとのほほほほううううがががが、、、、僕僕僕僕ははははいいいいいいいいんんん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ますますます。。。。基本的基本的基本的基本的なななな産産産産業基業基業基業基盤盤盤盤ののののメメメメカカカカニニニニズズズズムとしてムとしてムとしてムとしてはははは、、、、今今今今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でーンでーンでーンで、、、、ああああしたどのくらしたどのくらしたどのくらしたどのくらいのいのいのいの商商商商品品品品がががが売売売売れれれれるでるでるでるであろうあろうあろうあろうといといといというううう予予予予測測測測をををを IT でででで管理管理管理管理するするするする時時時時代代代代にににになりましたなりましたなりましたなりました。。。。そうそうそうそういいいいっっっったたたた需需需需要要要要予予予予測測測測とととと、、、、それそれそれそれからからからから物物物物がががが出出出出ていくていくていくていく廃棄廃棄廃棄廃棄予予予予測測測測といといといといううううのがのがのがのがわわわわかるかるかるかるようにようにようにようになりましたなりましたなりましたなりました。。。。わわわわかるかるかるかるんだんだんだんだけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そそそそのののの情情情情報報報報管理管理管理管理のののの中中中中でマッでマッでマッでマッチチチチングがでングがでングがでングができきききていまていまていまていませんせんせんせん。。。。ここここののののようようようようななななもももものがのがのがのが出出出出るといるといるといるというううう予予予予測測測測がでがでがでができきききたらたらたらたら、、、、だっだっだっだったらたらたらたら使使使使いますいますいますいますよよよよといといといというううう需需需需要予要予要予要予測測測測とマッとマッとマッとマッチチチチングをングをングをングを情情情情報報報報とすとすとすとすればればればれば、、、、決決決決してしてしてして廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは迷惑迷惑迷惑迷惑もももものでのでのでのでははははなくてなくてなくてなくて、、、、地地地地下下下下資源資源資源資源ででででははははなくてなくてなくてなくて地地地地上上上上のののの資源資源資源資源ななななんんんんですですですですねねねね。。。。そうそうそうそういいいいっっっったたたた知知知知恵恵恵恵比比比比べべべべがががが始始始始ままままっっっっていくていくていくていくんんんんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。ここここののののようにようにようにように、、、、仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを変変変変ええええるるるるこここことでとでとでとで社会社会社会社会にににに対対対対ししししてててて当当当当事事事事者者者者意意意意識識識識をををを醸醸醸醸造造造造するといするといするといするというこうこうこうことがとがとがとが、、、、もうもうもうもう一一一一度人度人度人度人とととと人人人人とのとのとのとの信頼信頼信頼信頼関係関係関係関係をををを構築構築構築構築していくしていくしていくしていく。。。。ああああなたなたなたなたにににに出出出出会会会会っっっっててててよよよよかかかかっっっったといたといたといたというよううよううよううようなななな社会社会社会社会ににににななななっっっっていくていくていくていくこここことがとがとがとがほほほほんんんんととととううううのゼロエミッショのゼロエミッショのゼロエミッショのゼロエミッションのンのンのンの理理理理念念念念のののの達達達達成成成成にににに近近近近いのでいのでいのでいのでははははないかないかないかないか。。。。     今今今今後後後後、、、、21 世世世世紀紀紀紀ははははいいいいろろろろいいいいろろろろなななな意意意意味味味味でででで制制制制約約約約条件条件条件条件ががががあああありますりますりますります。。。。そそそそのののの制制制制約約約約条件条件条件条件のののの中中中中でででで豊豊豊豊かをどかをどかをどかをどうううう演演演演出出出出するかといするかといするかといするかというもうもうもうものがのがのがのが一一一一番番番番ポポポポイントイントイントイントにににになるとなるとなるとなると思思思思いますいますいますいます。。。。そうそうそうそうななななればればればれば、、、、人人人人、、、、物物物物、、、、金金金金がががが良循良循良循良循環環環環でででで動動動動きききき出出出出してしてしてして、、、、新新新新しいしいしいしい雇雇雇雇用用用用やややや、、、、新新新新しいしいしいしい技術開発技術開発技術開発技術開発、、、、こうこうこうこういいいいっっっったたたたもももものがのがのがのが間間間間違違違違いなくいなくいなくいなく生生生生ままままれれれれるるるるとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ままままああああ、、、、そそそそののののようようようようなななな実現実現実現実現にこにこにこにこのののの宮城宮城宮城宮城県県県県さんもぜひさんもぜひさんもぜひさんもぜひ参加参加参加参加していたしていたしていたしていただだだだいていていていて、、、、ゼロエゼロエゼロエゼロエミッションのミッションのミッションのミッションの世世世世界界界界的的的的なななな先先先先進進進進地地地地域域域域ににににななななっっっっていたていたていたていただければだければだければだければ、、、、多多多多くのくのくのくの人人人人ががががここにここにここにここに集集集集まるまるまるまるこここことととと間間間間違違違違いないといないといないといないと思思思思いますいますいますいます。。。。どどどどうもごうもごうもごうもご清清清清聴聴聴聴あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 熊野様熊野様熊野様熊野様、、、、どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。京都府京都府京都府京都府弥弥弥弥栄栄栄栄町町町町のののの事事事事例例例例をををを交交交交ええええながらながらながらながら、、、、エコエコエコエコ産産産産業業業業のののの進進進進めめめめ方方方方にににについてのついてのついてのついてのおおおお話話話話だっだっだっだったとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。少少少少ししししごごごご質質質質問問問問をををを受受受受けけけけ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けれけれけれけれどどどどもももも、、、、どなたかいらどなたかいらどなたかいらどなたかいらっっっっししししゃゃゃゃいますでしいますでしいますでしいますでしょうょうょうょうかかかか。。。。 

 質質質質問問問問 東東東東北北北北経済連合会経済連合会経済連合会経済連合会のののの山山山山口口口口とととと言言言言いますいますいますいます。。。。ここここのののの丹後丹後丹後丹後のエネルギーののエネルギーののエネルギーののエネルギーの自立自立自立自立のののの実証実証実証実証プロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクト、、、、非常非常非常非常にににに興興興興味味味味深深深深くくくく聞聞聞聞かかかかせせせせていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたましたんんんんですがですがですがですが、、、、ここここのプロジのプロジのプロジのプロジェェェェクトでクトでクトでクトで、、、、これはこれはこれはこれは実証実証実証実証ですですですですからからからから、、、、ああああるるるる一一一一部分部分部分部分ななななんだけれんだけれんだけれんだけれどどどどもももも、、、、これこれこれこれをををを最終最終最終最終的的的的にににに、、、、例例例例えばこえばこえばこえばこのののの丹後丹後丹後丹後のののの地地地地方方方方でででで太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電装装装装置置置置ををををああああるるるる程程程程度物理的度物理的度物理的度物理的ににににででででききききるとるとるとるところころころころまでやるまでやるまでやるまでやる。。。。風風風風力力力力もももも同同同同じじじじとととと。。。。バイオバイオバイオバイオガガガガススススはははは、、、、当当当当然然然然ののののこここことながらとながらとながらとながら、、、、家家家家畜糞尿畜糞尿畜糞尿畜糞尿からからからから取取取取りりりり出出出出すからすからすからすから、、、、どどどどれだけれだけれだけれだけ家家家家畜糞尿畜糞尿畜糞尿畜糞尿がががが発生発生発生発生すすすすべきべきべきべきかとかとかとかと。。。。そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、ああああるるるる程程程程度度度度、、、、経済的経済的経済的経済的にににに、、、、物理的物理的物理的物理的にににに電電電電気気気気ををををこうこうこうこういいいいうううう形形形形でででで供供供供給給給給したとしたとしたとしたとしたとしたとしたとしたとききききのののの最最最最大大大大のののの電電電電気気気気のののの供供供供給給給給量量量量はははは、、、、ここここのののの丹後丹後丹後丹後でででで今使今使今使今使っっっっているているているている電電電電気気気気のどのくらいまでのどのくらいまでのどのくらいまでのどのくらいまで達達達達するといするといするといするといううううふふふふうにうにうにうに、、、、そうそうそうそういいいいうようようようよううううなななな試試試試算算算算ををををされされされされたたたたここここととととはござはござはござはございまいまいまいませんせんせんせんですかですかですかですか。。。。 

 熊野熊野熊野熊野社長社長社長社長 
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ここここのののの弥弥弥弥栄栄栄栄町町町町といといといというううう町町町町はははは、、、、6,000 人人人人ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの小小小小ささささなななな、、、、過過過過疎疎疎疎のとのとのとのところころころころななななんんんんですですですです。。。。地地地地方方方方ででででよよよよくくくくああああるるるるようにようにようにように、、、、非常非常非常非常にににに老老老老齢齢齢齢化化化化がががが進進進進んんんんでいましてでいましてでいましてでいまして、、、、老老老老齢齢齢齢化化化化がががが進進進進んだんだんだんだ土土土土地地地地といといといといううううののののはははは、、、、ああああまりまりまりまり電電電電気気気気をををを使使使使わわわわないないないないんんんんですですですですよよよよ。。。。そうそうそうそういいいいうううう大大大大前提前提前提前提にににに立立立立っっっってのてのてのての試試試試算算算算ななななんんんんですがですがですがですが、、、、ここここのののの規規規規模模模模ののののもももものがのがのがのが――――――――ここここここここ、、、、バイオバイオバイオバイオだけだけだけだけでででで最最最最大大大大でででで 900 キキキキロロロロワワワワットットットットぐぐぐぐらいらいらいらい出出出出るるるるんんんんですですですですねねねね。。。。ああああとととと、、、、風風風風力力力力とととと太陽太陽太陽太陽光光光光をををを連連連連動動動動すすすすればればればれば、、、、1,000キキキキロロロロワワワワットットットットぐぐぐぐらいがらいがらいがらいがここここここここ 1 つでつでつでつで出出出出るるるるんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ままままああああ、、、、ううううまくいまくいまくいまくいけばけばけばけば、、、、
2 つつつつぐぐぐぐらいつくらいつくらいつくらいつくればればればれば 6,000 人人人人賄賄賄賄ええええるかなとるかなとるかなとるかなと。。。。ああああまりまりまりまり電電電電気気気気をををを使使使使いまいまいまいませんせんせんせんのでのでのでので。。。。そうそうそうそういいいいようようようようなななな試試試試算算算算はははは以前以前以前以前したしたしたしたこここことがとがとがとがあああありますりますりますります。。。。 それそれそれそれ以上以上以上以上にににに、、、、次次次次にににに手手手手ががががけけけけるのるのるのるのはははは、、、、焼却焼却焼却焼却炉炉炉炉をゼロをゼロをゼロをゼロににににででででききききないかといないかといないかといないかというこうこうこうこととととでででで、、、、せっせっせっせっかくバかくバかくバかくバイオでイオでイオでイオで熱熱熱熱をををを取取取取りりりり出出出出しししし、、、、電電電電気気気気をををを取取取取りりりり出出出出せせせせるのでるのでるのでるので、、、、集集集集めめめめたたたたもももものをのをのをのを分分分分別別別別するのでするのでするのでするのでははははなくてなくてなくてなくて、、、、ででででききききるるるるだけだけだけだけ家家家家庭庭庭庭にににに近近近近いといといといところころころころ、、、、隣隣隣隣組組組組ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの小小小小ささささなななな単単単単位位位位でプラスでプラスでプラスでプラスチチチチックックックック、、、、紙紙紙紙のたのたのたのたぐぐぐぐいのいのいのいのもももものののの、、、、それそれそれそれからからからから食品食品食品食品残残残残渣渣渣渣系系系系ののののもももものといのといのといのというもうもうもうものをのをのをのを分分分分けけけけるるるるここここととととによっによっによっによってててて、、、、ここここのののの地地地地域域域域からからからから出出出出てくるてくるてくるてくる、、、、俗俗俗俗にににに言言言言うううう一一一一般般般般ごごごごみといみといみといみというもうもうもうものをなくのをなくのをなくのをなくせせせせないかといないかといないかといないかというよううよううよううようなななな、、、、むむむむししししろろろろ今今今今のののの方向方向方向方向としてとしてとしてとしてはははは、、、、社会社会社会社会のインフラののインフラののインフラののインフラの再再再再構築構築構築構築といといといというううう視点視点視点視点ののののほほほほううううがががが今今今今強強強強くくくく議議議議論論論論されされされされてててて、、、、町民町民町民町民のののの方方方方もそれもそれもそれもそれをををを望望望望んんんんでいらでいらでいらでいらっっっっししししゃゃゃゃるるるるんんんんですですですです。。。。 

 質質質質問問問問 わわわわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。 

 司司司司会会会会 もうもうもうもう一一一一つつつつぐぐぐぐらいらいらいらいごごごご質質質質問問問問をををを受受受受けけけけ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けれけれけれけれどどどどもももも。。。。 よろよろよろよろしいでししいでししいでししいでしょうょうょうょうかかかか。。。。それそれそれそれでででではははは、、、、ごごごご講演講演講演講演ををををこれこれこれこれでででで終終終終わわわわりたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どどどどうもあうもあうもあうもありがりがりがりがととととうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 

＜＜＜＜事例紹介事例紹介事例紹介事例紹介 III＞＞＞＞ 司司司司会会会会 それそれそれそれでででではははは、、、、本日本日本日本日最最最最後後後後のののの事事事事例例例例発表発表発表発表にににになりますなりますなりますなりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、「「「「建建建建設設設設現現現現場場場場におけにおけにおけにおけるゼロエミッショるゼロエミッショるゼロエミッショるゼロエミッションンンンへへへへのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ－－－－電通電通電通電通本社本社本社本社ビビビビルルルル－」－」－」－」といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、大林大林大林大林組組組組のののの塩塩塩塩田田田田様様様様におにおにおにお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いいいいますますますます。。。。よろよろよろよ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。。。。 

 塩塩塩塩田室長田室長田室長田室長 大林大林大林大林組組組組のののの塩塩塩塩田田田田ででででござござござございますいますいますいます。。。。本日本日本日本日、、、、ここここのフォーラムでのフォーラムでのフォーラムでのフォーラムで私私私私どどどどもももものののの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みみみにににに関関関関ししししましてましてましてましてごごごご報告報告報告報告ををををさせさせさせさせていたていたていたていただだだだくくくく機機機機会会会会ををををちょうだちょうだちょうだちょうだいいたしましたいいたしましたいいたしましたいいたしました。。。。宮城宮城宮城宮城県県県県ののののごごごご関係関係関係関係のののの方方方方々々々々にににに厚厚厚厚くくくく御御御御礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。本日本日本日本日はははは、、、、「「「「建建建建設設設設現現現現場場場場におけにおけにおけにおけるゼロエミッションるゼロエミッションるゼロエミッションるゼロエミッションへへへへのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」とととといいいいううううタイトルでタイトルでタイトルでタイトルでおおおお話話話話ををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。 今今今今日日日日おおおお話話話話ををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますのますのますのますのはははは、、、、大大大大ききききくくくく 3 つのテーマがつのテーマがつのテーマがつのテーマがござござござございますいますいますいます。。。。ままままずずずず 1 つつつつ目目目目はははは、、、、私私私私どどどどももももがゼロエミッションがゼロエミッションがゼロエミッションがゼロエミッション活活活活動動動動にににに取取取取りりりり組組組組みましたみましたみましたみました背景背景背景背景にににについてついてついてついて簡簡簡簡単単単単におにおにおにお話話話話ををををさせさせさせさせていたていたていたていただだだだききききますますますます。。。。次次次次にににに、、、、電通電通電通電通本社本社本社本社ビビビビルルルル建建建建設設設設現現現現場場場場におけにおけにおけにおけるるるる取取取取りりりり組組組組みみみみにににに関関関関してしてしてして、、、、具具具具体体体体的的的的ににににどのどのどのどのようようようようななななこここことをしたのかといとをしたのかといとをしたのかといとをしたのかというこうこうこうことをとをとをとをおおおお話話話話ををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。これこれこれこれがががが今今今今日日日日ののののメメメメインインインインにににになりますなりますなりますなります。。。。
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そそそそしてしてしてして最最最最後後後後にににに、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション手手手手法法法法のののの全全全全国国国国展展展展開開開開といといといというこうこうこうこととととににににつつつつききききましてましてましてましてもももも簡簡簡簡単単単単にににに触触触触れされされされさせせせせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。     ままままずずずず、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション活活活活動動動動のののの背景背景背景背景ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、私私私私どどどどももももがゼロエミッションがゼロエミッションがゼロエミッションがゼロエミッションにににに取取取取りりりり組組組組みましたみましたみましたみました 1999 年度年度年度年度のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの状況状況状況状況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、、、、建建建建設廃棄物設廃棄物設廃棄物設廃棄物はははは、、、、全産全産全産全産業廃棄物業廃棄物業廃棄物業廃棄物のののの 19％％％％、、、、約約約約 2 割割割割をををを占占占占めめめめ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、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物もももも含含含含めめめめましてましてましてまして、、、、すすすすべべべべてのてのてのての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量量量量のやのやのやのやははははりりりり 19％％％％ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが建建建建設廃棄物設廃棄物設廃棄物設廃棄物ででででござござござございましたいましたいましたいました。。。。たたたただだだだ、、、、ここここのののの 1999 年度年度年度年度のののの数値数値数値数値とととと申申申申しますのしますのしますのしますのはははは、、、、実実実実はははは、、、、数数数数年年年年遅遅遅遅れれれれてててて発表発表発表発表されされされされるるるる数値数値数値数値ででででござござござございましていましていましていまして、、、、私私私私どどどどももももがががが取取取取りりりり組組組組みまみまみまみましたしたしたした 1999 年年年年にはにはにはには、、、、建建建建設廃棄物設廃棄物設廃棄物設廃棄物がががが最終最終最終最終処処処処分分分分量量量量のののの 4割割割割ぐぐぐぐらいらいらいらいをををを占占占占めめめめるといるといるといるといううううふふふふうにうにうにうに言言言言われわれわれわれていていていていたとたとたとたと記憶記憶記憶記憶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。。。。ここここののののようようようようなななな社会的社会的社会的社会的なななな背景背景背景背景ががががあああありましたりましたりましたりましたこここことがとがとがとが 1 つとつとつとつと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、企企企企業業業業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、、、、ちょうちょうちょうちょうどどどどそそそそののののころころころころからからからから環境会計環境会計環境会計環境会計といといといというもうもうもうもののののにににに取取取取りりりり組組組組みましたみましたみましたみました。。。。
1998 年度年度年度年度のコストをのコストをのコストをのコストを計計計計算算算算いたしましたといたしましたといたしましたといたしましたところころころころ、、、、環境環境環境環境コストコストコストコスト 270 億円億円億円億円ののののうちうちうちうち 119 億円億円億円億円がががが建建建建設設設設廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処処処処理理理理・・・・処処処処分分分分費費費費でしたでしたでしたでした。。。。これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに大大大大ききききなななな数数数数字字字字でででで、、、、これこれこれこれをををを何何何何とかでとかでとかでとかでききききないないないないだろうだろうだろうだろうかとかとかとかと。。。。私私私私どどどどもももも、、、、そそそそののののころはころはころはころは簡簡簡簡単単単単にににに考考考考ええええましてましてましてまして、、、、ももももししししこれこれこれこれをををを 1 割削減割削減割削減割削減をすをすをすをすればればればれば、、、、10 億円億円億円億円以上以上以上以上ででででははははないかといないかといないかといないかというよううよううよううようななななこここことをとをとをとを考考考考ええええましたましたましたました。。。。たたたただだだだ、、、、ここここのののの環境会計環境会計環境会計環境会計のののの建建建建設廃棄物設廃棄物設廃棄物設廃棄物ののののコストコストコストコストにににに占占占占めめめめますますますます中中中中身身身身といいますのといいますのといいますのといいますのはははは、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ複複複複雑雑雑雑でででであああありましてりましてりましてりまして、、、、実実実実はははは、、、、解解解解体体体体工事工事工事工事にににに伴伴伴伴うううう廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物といといといといううううのがのがのがのが非常非常非常非常にににに多多多多くくくくござござござございましていましていましていまして、、、、これはこれはこれはこれは企企企企業業業業がどがどがどがどうううう努力努力努力努力してしてしてしてもももも減減減減らすらすらすらすここここととととははははででででききききまままませせせせんんんん。。。。それそれそれそれとととともうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、建建建建設業設業設業設業のののの場合場合場合場合、、、、土土土土木木木木工事工事工事工事にににに多多多多いのですいのですいのですいのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、汚泥汚泥汚泥汚泥といといといというもうもうもうもののののがががが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。。。。これもこれもこれもこれも工事工事工事工事のののの種種種種類類類類によっによっによっによってててて非常非常非常非常ににににたくたくたくたくさんさんさんさん出出出出たりたりたりたり、、、、少少少少なかなかなかなかっっっったりしまたりしまたりしまたりしますからすからすからすから、、、、なかなかコントロールがでなかなかコントロールがでなかなかコントロールがでなかなかコントロールができきききないないないない。。。。今今今今回回回回私私私私どどどどももももがががが取取取取りりりり組組組組みましたみましたみましたみました新新新新築築築築工事工事工事工事のののの建建建建設設設設廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処処処処理理理理費費費費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、、、、2001 年度年度年度年度ですとですとですとですと 138 億円億円億円億円のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理理理理・・・・処処処処分分分分費費費費ののののうちうちうちうちのののの
53億円億円億円億円、、、、2002 年度年度年度年度ですとですとですとですと、、、、154億円億円億円億円ののののうちうちうちうちのののの 49億円億円億円億円、、、、約約約約 3 分分分分のののの 1 がががが新新新新築築築築工事工事工事工事でででで、、、、汚泥汚泥汚泥汚泥以以以以外外外外のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物だだだだといといといというこうこうこうことがとがとがとがわわわわかかかかっっっってまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました。。。。ままままずこずこずこずこののののああああたりをたりをたりをたりを攻攻攻攻めめめめるといるといるといるというこうこうこうことでとでとでとで、、、、現現現現場場場場のゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションにににに取取取取りりりり組組組組んだわけんだわけんだわけんだわけでででであああありますりますりますります。。。。     たたたただだだだ、、、、私私私私どどどどももももがががが 1999 年年年年にににに取取取取りりりり組組組組みましたとみましたとみましたとみましたときはきはきはきは、、、、ビビビビールールールール業業業業界界界界さんさんさんさんですとかですとかですとかですとか、、、、事事事事務務務務機機機機器器器器、、、、精密精密精密精密機機機機器器器器をつくらをつくらをつくらをつくられれれれ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さんさんさんさんのののの工場工場工場工場でゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションを達達達達成成成成したといしたといしたといしたというこうこうこうこととととはははは新新新新聞聞聞聞などのなどのなどのなどの報道報道報道報道でででで存存存存じじじじてててておおおおりましたりましたりましたりましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、建建建建設設設設現現現現場場場場でゼロエミッションといでゼロエミッションといでゼロエミッションといでゼロエミッションというよううよううよううようなななな発発発発想想想想ははははままままだござだござだござだございまいまいまいませんせんせんせんでしたでしたでしたでした。。。。むむむむししししろろろろ、、、、それよそれよそれよそれよりりりりはははは、、、、不不不不可能可能可能可能ででででははははなななないかといいかといいかといいかというよううよううよううようなななな考考考考ええええのののの方方方方がががが強強強強いいいい状状状状態態態態でででであああありましたりましたりましたりました。。。。ななななぜぜぜぜかとかとかとかと申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、ままままずずずず 1 つがつがつがつが、、、、建建建建設業設業設業設業がががが受受受受注注注注産産産産業業業業でででで、、、、1 カカカカ所所所所でででで同同同同じじじじもももものをのをのをのを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし生生生生産産産産するするするする産産産産業業業業ででででははははないといないといないといないというこうこうこうことととと。。。。2 つつつつ目目目目にににに、、、、膨膨膨膨大大大大なななな数数数数のののの作業員作業員作業員作業員のののの方方方方がががが仕仕仕仕事事事事にににに従従従従事事事事してくしてくしてくしてくださださださださいますいますいますいます。。。。しかしかしかしかもももも工工工工程程程程ごごごごととととにこにこにこにこのののの方方方方々々々々がががが入入入入れれれれかかかかわわわわるといるといるといるというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。3点点点点目目目目にににに、、、、ごごごご存存存存じじじじののののようにようにようにように、、、、建建建建設工事設工事設工事設工事はははは膨膨膨膨大大大大なななな種種種種類類類類とととと数数数数量量量量のののの資資資資材材材材をををを使使使使いますからいますからいますからいますから、、、、当当当当然廃棄物然廃棄物然廃棄物然廃棄物のののの種種種種類類類類、、、、量量量量もももも非常非常非常非常にににに多多多多くなるくなるくなるくなる。。。。4点点点点目目目目にににに、、、、これもこれもこれもこれも建建建建設業設業設業設業のののの特徴特徴特徴特徴ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる重重重重層層層層構構構構造造造造のののの生生生生産形産形産形産形態態態態をとるをとるをとるをとる。。。。私私私私どどどどもももも、、、、元元元元請請請請としてとしてとしてとして仕仕仕仕事事事事をををを受受受受けさせけさせけさせけさせていていていていたたたただきだきだきだきますますますますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、実実実実際際際際のののの工事工事工事工事はははは非常非常非常非常にににに多多多多くのくのくのくの協協協協力力力力会社会社会社会社のののの皆皆皆皆さんさんさんさんとととと工事工事工事工事ををををさせさせさせさせていたていたていたていただだだだくくくく。。。。ここここののののようようようようなななな生生生生産形産形産形産形態態態態をとりますのでをとりますのでをとりますのでをとりますので、、、、ゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションというよううよううよううようなななな活活活活動動動動にににに取取取取りりりり組組組組むむむむののののはははは非常非常非常非常にににに難難難難しいでしいでしいでしいであろうあろうあろうあろうといといといというよううよううよううようなななな考考考考ええええががががされされされされてててておおおおりましたりましたりましたりました。。。。     しかししかししかししかし、、、、そそそそののののようようようようなななな状況状況状況状況でででであっあっあっあっててててもももも、、、、何何何何とかとかとかとか廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの削減削減削減削減にににに取取取取りりりり組組組組まなまなまなまなければければければければいいいいけけけけないないないないといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、1999 年年年年にににに、、、、社社社社内内内内にににに研研研研究究究究開発開発開発開発グループといグループといグループといグループというもうもうもうものがのがのがのが設設設設置置置置されされされされましたましたましたました。。。。ここここのののの研研研研
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究究究究開発開発開発開発グループとグループとグループとグループと申申申申しますのしますのしますのしますのはははは、、、、私私私私どどどどもももものののの社社社社内内内内でででで、、、、テーマとテーマとテーマとテーマと期期期期間間間間とととと費費費費用用用用をををを限限限限りましてりましてりましてりまして、、、、社社社社内内内内からからからから横断横断横断横断的的的的にににに人人人人をををを集集集集めめめめてててて研研研研究究究究をするといをするといをするといをするというううう組組組組織織織織ななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここのののの研研研研究究究究開発開発開発開発グルーグルーグルーグループのプのプのプの 1 つつつつにににに、、、、「「「「建建建建設廃棄物設廃棄物設廃棄物設廃棄物削減削減削減削減システムシステムシステムシステム」」」」をををを考考考考ええええるグループがるグループがるグループがるグループが設設設設置置置置されされされされましたましたましたました。。。。そそそそのグルーのグルーのグルーのグループでプでプでプで、、、、現現現現場場場場のゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションにににに取取取取りりりり組組組組めめめめないないないないだろうだろうだろうだろうかといかといかといかというううう考考考考ええええがががが起起起起ききききたたたたわけわけわけわけでででであああありまりまりまりますすすす。。。。目目目目標標標標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はははは、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたしましたしましたしました、、、、社会的社会的社会的社会的なななな環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷としてのとしてのとしてのとしての建建建建設廃棄物設廃棄物設廃棄物設廃棄物をををを削減削減削減削減していしていしていしていききききたいといたいといたいといたいというこうこうこうことがとがとがとが 1 点点点点とととと、、、、環境会計環境会計環境会計環境会計からからからから見見見見ええええててててききききましたましたましたました建建建建設廃棄物設廃棄物設廃棄物設廃棄物のののの処処処処理理理理・・・・処処処処分分分分費費費費をををを削減削減削減削減するするするする、、、、これはこれはこれはこれは企企企企業業業業ににににととととっっっってててて少少少少なからなからなからなからずずずずプラスプラスプラスプラスにににになるなるなるなるはずはずはずはずででででああああるるるる。。。。ここここのののの 2 つをつをつをつを目目目目標標標標ににににしてしてしてして取取取取りりりり組組組組もうもうもうもうとととと考考考考ええええましたましたましたました。。。。 次次次次にににに、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの定定定定義義義義ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ゼロエミゼロエミゼロエミゼロエミッションのッションのッションのッションの構構構構想想想想はははは、、、、先先先先ほほほほどどどど鈴鈴鈴鈴木木木木先先先先生生生生からからからからもおもおもおもお話話話話ががががあああありましたりましたりましたりましたようにようにようにように、、、、1994 年年年年にににに国連大学国連大学国連大学国連大学からからからから発表発表発表発表されされされされたたたたわけわけわけわけでででであああありますりますりますりますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、当時当時当時当時（（（（1999 年年年年））））、、、、今今今今もももも大大大大ききききくくくくはははは変変変変わっわっわっわっていないとていないとていないとていないと思思思思いますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、産産産産業業業業界界界界でででで行行行行わわわわれれれれていますゼロエミッションといいますのていますゼロエミッションといいますのていますゼロエミッションといいますのていますゼロエミッションといいますのはははは、、、、生生生生産産産産過過過過程程程程からからからから出出出出ますますますます廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを 100％％％％再再再再資源資源資源資源化化化化するするするする、、、、言言言言いかいかいかいかええええますとますとますとますと、、、、最終最終最終最終処処処処分分分分、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処処処処分分分分量量量量をゼロをゼロをゼロをゼロににににするといするといするといするというううう形形形形でででで取取取取りりりり組組組組ままままれれれれてててておおおおりましたりましたりましたりました。。。。私私私私どどどどもももももももも、、、、ここここのののの定定定定義義義義にににに基基基基づづづづききききましてましてましてまして、、、、建建建建設設設設現現現現場場場場からからからから出出出出るるるる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを 100％％％％再再再再資源資源資源資源化化化化するするするする。。。。最終最終最終最終処処処処分分分分、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処処処処分分分分をゼロをゼロをゼロをゼロににににするといするといするといするというこうこうこうこととととにににに取取取取りりりり組組組組もうもうもうもうとととといいいいうううう定定定定義義義義づづづづけけけけををををいたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。たたたただだだだ、、、、当時当時当時当時、、、、汚泥汚泥汚泥汚泥にににに関関関関してしてしてしてははははリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクルの方方方方法法法法がががが非常非常非常非常にににに限限限限らららられれれれてててておおおおりましりましりましりましたのでたのでたのでたので、、、、ここここのののの現現現現場場場場でででではははは、、、、汚泥汚泥汚泥汚泥はははは対対対対象象象象ににににしないといしないといしないといしないというこうこうこうことでとでとでとで取取取取りりりり組組組組んんんんででででおおおおりますりますりますります。。。。 それそれそれそれからからからから、、、、方方方方法法法法論論論論ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、もちろんこれもちろんこれもちろんこれもちろんこれまでまでまでまでもももも各各各各現現現現場場場場でででで建建建建設廃棄物設廃棄物設廃棄物設廃棄物のののの削減削減削減削減にににに取取取取りりりり組組組組んんんんででででおおおおりましてりましてりましてりまして、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる 3R、、、、リデリデリデリデュュュュースースースース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルといリサイクルといリサイクルといリサイクルというこうこうこうことをとをとをとを行行行行っっっっててててききききたたたたわけわけわけわけですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここのののの活活活活動動動動をををを徹底徹底徹底徹底してしてしてして精精精精度度度度をををを上上上上げげげげていていていていこうこうこうこうといといといというこうこうこうことがとがとがとが 1 つのつのつのつの方方方方法法法法論論論論としてとしてとしてとしてござござござございましたいましたいましたいました。。。。それそれそれそれとととと、、、、もうもうもうもう一一一一点点点点はははは、、、、ガガガガスススス化化化化溶溶溶溶融融融融炉炉炉炉といといといというもうもうもうものがのがのがのが、、、、翌翌翌翌年年年年、、、、2000 年年年年のののの 4月月月月にににに、、、、当時当時当時当時のののの川崎川崎川崎川崎製製製製鉄鉄鉄鉄さんさんさんさんがががが事業事業事業事業化化化化するといするといするといするというこうこうこうことをとをとをとを発表発表発表発表されされされされてててておおおおりましたりましたりましたりました。。。。そそそそしてしてしてして、、、、建建建建設設設設現現現現場場場場からからからから出出出出るるるる、、、、どどどどううううしてしてしてしてもももも埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処処処処分分分分をしなをしなをしなをしなければければければければいいいいけけけけないないないない種種種種類類類類のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ををををここここののののガガガガスススス化化化化溶溶溶溶融融融融炉炉炉炉でででで引引引引きききき受受受受けけけけていたていたていたていただけだけだけだけるといるといるといるというこうこうこうことがとがとがとがわわわわかかかか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、、、、ここここのののの 2 つのつのつのつの方方方方法法法法でででで、、、、ガガガガスススス化化化化溶溶溶溶融融融融炉炉炉炉をををを使使使使いながらいながらいながらいながら 3R活活活活動動動動をををを徹底徹底徹底徹底していくといしていくといしていくといしていくというこうこうこうことでとでとでとで、、、、何何何何とかとかとかとか到到到到達達達達がでがでがでができきききるるるるんんんんででででははははないないないないだろうだろうだろうだろうかといかといかといかといううううのがのがのがのが、、、、ここここのののの研研研研究究究究開発開発開発開発グループのグループのグループのグループの結結結結論論論論でででであああありましたりましたりましたりました。。。。 それそれそれそれをををを受受受受けけけけてててて、、、、当時私当時私当時私当時私どどどどもももものののの看板看板看板看板現現現現場場場場でででであああありましたりましたりましたりました丸丸丸丸のののの内内内内ビビビビルディングとルディングとルディングとルディングと電通電通電通電通本社本社本社本社ビビビビルルルル、、、、ここここのののの 2 つのつのつのつの現現現現場場場場でゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションにににに取取取取りりりり組組組組むむむむ、、、、ここここのののの 2 つのつのつのつの現現現現場場場場でででで発生発生発生発生するするするする建建建建設廃棄物設廃棄物設廃棄物設廃棄物をををを
100％％％％再再再再資源資源資源資源化化化化をするといをするといをするといをするというこうこうこうことでとでとでとで、、、、2000 年年年年のののの 1月月月月にににに新新新新聞聞聞聞発表発表発表発表いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。どどどどちちちちららららもももも 1999年年年年にににに着着着着工工工工してしてしてして 2002 年年年年にににに竣竣竣竣工工工工するするするする予定予定予定予定でででであああありましたりましたりましたりました超超超超高層高層高層高層ののののビビビビルでルでルでルでござござござございますいますいますいます。。。。新新新新聞聞聞聞発表発表発表発表のののの後後後後はははは非常非常非常非常にににに多多多多くのくのくのくのメメメメディディディディアアアアのののの方方方方からからからから取取取取材材材材をををを受受受受けけけけたりたりたりたり、、、、ああああるいるいるいるいはははは関係関係関係関係のののの方方方方々々々々からからからからごごごご見学見学見学見学、、、、そそそそのののの他他他他おおおお越越越越しいたしいたしいたしいただだだだいたいたいたいた関係関係関係関係上上上上、、、、結果結果結果結果的的的的にはにはにはには、、、、ここここのののの現現現現場場場場のののの過過過過程程程程をををを社会社会社会社会にごにごにごにご報告報告報告報告をしながらをしながらをしながらをしながら進進進進めめめめていくといていくといていくといていくというよううよううよううようなななな状況状況状況状況にににになりましたなりましたなりましたなりました。。。。 それそれそれそれでででではははは、、、、具具具具体体体体的的的的にににに電通電通電通電通本社本社本社本社ビビビビルのルのルのルの現現現現場場場場でどのでどのでどのでどのようようようようなななな取取取取りりりり組組組組みをしたかといみをしたかといみをしたかといみをしたかというこうこうこうことをとをとをとをおおおお話話話話しいたしますしいたしますしいたしますしいたします。。。。 電通電通電通電通本社本社本社本社ビビビビルルルルはははは、、、、東東東東京京京京のののの汐汐汐汐留留留留といといといといううううとととところにころにころにころにててててござござござございましていましていましていまして、、、、再再再再開発地開発地開発地開発地域域域域ででででござござござございますいますいますいます。。。。銀銀銀銀座座座座にににに隣隣隣隣接接接接をしてをしてをしてをしておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、模模模模型型型型写写写写真真真真をををを今今今今おおおお見見見見せせせせしてしてしてしておおおおりますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、周辺周辺周辺周辺にににに数数数数本本本本のののの超超超超高層高層高層高層ビビビビルがルがルがルが林立林立林立林立するといするといするといするというよううよううよううようなななな再再再再開発地開発地開発地開発地域域域域にござにござにござにございますいますいますいます。。。。 
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ままままずずずず、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション活活活活動動動動へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みのプロみのプロみのプロみのプロセセセセスですスですスですスですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、4 つのプロつのプロつのプロつのプロセセセセスでスでスでスで取取取取りりりり組組組組んんんんでまいりましたでまいりましたでまいりましたでまいりました。。。。1 つつつつはははは意意意意識識識識のののの共共共共有有有有といといといというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。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げげげましたましたましたましたようにようにようにように、、、、現現現現場場場場でででではははは非常非常非常非常にににに多多多多くのくのくのくの方方方方がががが、、、、入入入入れれれれかかかかわわわわりりりり、、、、立立立立ちちちちかかかかわわわわりりりり作業作業作業作業にににに従従従従事事事事してくしてくしてくしてくださださださださいまいまいまいますのですのですのですので、、、、ここここのののの方方方方々々々々全全全全員員員員にににに共共共共有有有有のののの意意意意識識識識をををを持持持持っっっっててててももももららららうううう必要必要必要必要ががががあああありますりますりますります。。。。ままままずこずこずこずこのののの点点点点をををを重重重重視視視視しししし、、、、取取取取りりりり組組組組みましたみましたみましたみました。。。。ここここのたのたのたのためにはめにはめにはめには、、、、ししししっっっっかりしたかりしたかりしたかりした組組組組織織織織をつくをつくをつくをつくっっっってててて、、、、ししししっっっっかりとしたかりとしたかりとしたかりとした教教教教育育育育をすをすをすをするといるといるといるというこうこうこうこととととにににに重重重重点点点点をををを置置置置いていていていておおおおりますりますりますります。。。。 

2 つつつつ目目目目がががが、、、、発生発生発生発生抑抑抑抑制制制制ででででござござござございますいますいますいます。。。。ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの定定定定義義義義でででで申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、発生発生発生発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 100％％％％再再再再資源資源資源資源化化化化をすをすをすをすればればればれば、、、、そそそそのののの定定定定義義義義はははは満満満満たすたすたすたすわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ままままずずずず企企企企業業業業としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組むむむむたたたためにはめにはめにはめには、、、、ややややははははりコストといりコストといりコストといりコストというもうもうもうものがのがのがのがござござござございますいますいますいます。。。。コストのコストのコストのコストのこここことをとをとをとを考考考考ええええまままますとすとすとすと、、、、発生発生発生発生抑抑抑抑制制制制といといといというもうもうもうものがのがのがのが最最最最もももも重重重重要要要要ににににななななっっっってまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。先先先先ほほほほどどどど國友國友國友國友室長室長室長室長ののののおおおお話話話話にもごにもごにもごにもござざざざいましたいましたいましたいました、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの対策対策対策対策としてとしてとしてとしてはははは、、、、ややややははははりりりりここここのののの発生発生発生発生抑抑抑抑制制制制といといといといううううこここことがとがとがとが最最最最もももも重重重重要要要要ににににななななっっっっててててまいりますまいりますまいりますまいります。。。。私私私私どどどどもももももももも、、、、現現現現場場場場でででではははは発生発生発生発生抑抑抑抑制制制制といといといというこうこうこうこととととにににに最最最最もももも重重重重点点点点をををを置置置置いていていていて取取取取りりりり組組組組んんんんででででおおおおりりりりますますますます。。。。 

3番番番番目目目目がががが効効効効率率率率的分的分的分的分別別別別といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、発生発生発生発生したしたしたした廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは効効効効率率率率的的的的にににに分分分分別別別別していくしていくしていくしていく。。。。現現現現場場場場からからからから排排排排出出出出されされされされるるるる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物でででで最終最終最終最終処処処処分分分分されされされされますますますますももももののののはははは、、、、ほほほほととととんんんんどどどど混混混混合廃棄物合廃棄物合廃棄物合廃棄物とととと申申申申しましてしましてしましてしまして、、、、分分分分別別別別ををををさささされれれれないでないでないでないで出出出出ていていていていっっっったたたたもももものですのですのですのです。。。。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、、、、徹底徹底徹底徹底的的的的なななな分分分分別別別別をするをするをするをするこここことでゼロエミッシとでゼロエミッシとでゼロエミッシとでゼロエミッションョンョンョンにににに結結結結びびびびつつつつけけけけていていていていこうこうこうこう、、、、そそそそしてしてしてして分分分分別別別別したしたしたしたもももものをのをのをのを、、、、4 番番番番目目目目にににに、、、、再再再再資源資源資源資源化化化化施施施施設設設設にににに送送送送りりりり込込込込んんんんでででで、、、、リサイクルをしていリサイクルをしていリサイクルをしていリサイクルをしていこうこうこうこうといといといというううう方方方方法法法法をとをとをとをとっっっったたたたわけわけわけわけでででであああありますりますりますります。。。。 それそれそれそれでででではははは、、、、4 つのプロつのプロつのプロつのプロセセセセススススにににについてついてついてついて、、、、具具具具体体体体的的的的ににににどのどのどのどのようようようようなななな取取取取りりりり組組組組みをしたかみをしたかみをしたかみをしたか、、、、ままままずずずず発生発生発生発生抑抑抑抑制制制制からからからからおおおお話話話話ををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。 電通電通電通電通本社本社本社本社のののの現現現現場場場場でででで最最最最もももも特徴特徴特徴特徴的的的的ななななここここととととはははは、、、、ゼロエミシートといゼロエミシートといゼロエミシートといゼロエミシートといううううシートをシートをシートをシートを現現現現場場場場がががが発発発発案案案案いたいたいたいたしましたしましたしましたしました。。。。今今今今ごごごご覧覧覧覧いたいたいたいただだだだいていていていておおおおりますのがりますのがりますのがりますのがそそそそのシートですのシートですのシートですのシートですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、少少少少しししし細細細細かくてかくてかくてかくて見見見見ににににくくくくいかいかいかいかももももししししれれれれまままませんせんせんせん。。。。恐恐恐恐縮縮縮縮ですがですがですがですが、、、、おおおお許許許許しししし願願願願いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ここここのシートのシートのシートのシートはははは、、、、各各各各工事工事工事工事をすをすをすをするとるとるとるときにきにきにきに、、、、前前前前持持持持っっっってててて、、、、どのどのどのどのようようようようなななな工事工事工事工事をするのでをするのでをするのでをするので、、、、そそそそのとのとのとのときにきにきにきにどどどどんんんんなななな材材材材料料料料をどのをどのをどのをどのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの量量量量をををを現現現現場場場場にににに運運運運びびびび込込込込むむむむかかかか、、、、そそそそしてしてしてしてここここのののの工事工事工事工事にににに伴伴伴伴っっっってどのてどのてどのてどのようようようようなななな廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが出出出出てくるかといてくるかといてくるかといてくるかというこうこうこうことをまとをまとをまとをまずずずずチェチェチェチェックいたしックいたしックいたしックいたしますますますます。。。。今今今今ごごごご覧覧覧覧いたいたいたいただだだだいていていていておおおおりますのりますのりますのりますのはははは、、、、空空空空調設備工事調設備工事調設備工事調設備工事のののの例例例例ですですですですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、配配配配管管管管のののの材材材材料料料料ががががここにここにここにここに入入入入っっっってくるとかてくるとかてくるとかてくるとか、、、、スリースリースリースリーブブブブがががが入入入入っっっってくるとかてくるとかてくるとかてくるとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ材材材材料料料料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。。。。それにそれにそれにそれに伴伴伴伴いましていましていましていまして、、、、発生発生発生発生するするするする廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして、、、、梱梱梱梱包包包包材材材材がががが出出出出てくるとかてくるとかてくるとかてくるとか、、、、ああああるいるいるいるいははははダダダダクトのクトのクトのクトの残残残残材材材材がががが出出出出てくるてくるてくるてくる、、、、配配配配管管管管のののの残残残残材材材材がががが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。設備設備設備設備のののの場合場合場合場合はははは、、、、梱梱梱梱包包包包材材材材がががが非常非常非常非常にににに多多多多うござうござうござうございますいますいますいます。。。。これこれこれこれ、、、、ほほほほととととんんんんどがどがどがどが梱梱梱梱包包包包材材材材とととと出出出出てててておおおおりますりますりますります。。。。ここここののののようようようようななななもももものをまのをまのをまのをまずずずずチェチェチェチェッッッックいたしましてクいたしましてクいたしましてクいたしまして、、、、そそそそのののの次次次次にににに、、、、それそれそれそれでででではははは、、、、そこそこそこそこでででで出出出出てくるてくるてくるてくる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを削減削減削減削減するたするたするたするためにはめにはめにはめにはどどどどんんんんなななな方方方方法法法法ががががああああるかといるかといるかといるかというこうこうこうことをとをとをとを検討検討検討検討いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 ここにそここにそここにそここにそのののの検検検検討討討討をしたをしたをしたをした具具具具体体体体的的的的なななな対策対策対策対策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。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、段段段段ボボボボールのールのールのールの箱箱箱箱をやをやをやをやめめめめてててて、、、、何何何何度度度度もももも使使使使ええええるるるる、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる通通通通いいいい箱箱箱箱とととと呼呼呼呼ばればればればれるるるるももももののののににににするとかするとかするとかするとか、、、、ああああるいるいるいるいははははふふふふたたたたはははは再再再再利用利用利用利用するとするとするとするとかかかか、、、、工場工場工場工場でつくでつくでつくでつくっっっったたたたもももものをのをのをのを運運運運びびびび込込込込むむむむとかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな方方方方策策策策ががががここにここにここにここに書書書書かかかかれれれれててて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、、、、そそそそのののの結果結果結果結果としてとしてとしてとして、、、、当初予当初予当初予当初予想想想想されされされされていたていたていたていた廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ががががここここののののぐぐぐぐらいらいらいらい減減減減るるるる、、、、削減削減削減削減率率率率がどがどがどがどううううででででああああるといるといるといるというよううよううよううようななななこここことをとをとをとをチェチェチェチェックしますックしますックしますックします。。。。ここここのののの現現現現場場場場でででではははは、、、、工事工事工事工事にににに先先先先立立立立っっっってててて、、、、ここここのシートをのシートをのシートをのシートを運運運運用用用用してしてしてして、、、、可能可能可能可能なななな限限限限りりりり廃物廃物廃物廃物のののの削減削減削減削減をををを図図図図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。。。。 
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それそれそれそれでででではははは、、、、そそそそのののの削減削減削減削減のののの方方方方法法法法、、、、幾幾幾幾つかつかつかつか事事事事例例例例をををを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。。。。ままままずずずず、、、、発生発生発生発生抑抑抑抑制制制制ですですですですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、発生発生発生発生抑抑抑抑制制制制のののの方方方方法法法法といいますのといいますのといいますのといいますのはははは、、、、大大大大ききききくくくく分分分分けけけけてててて 3 つつつつござござござございますいますいますいます。。。。1 つつつつはははは、、、、仮仮仮仮設資設資設資設資材材材材をををを再使再使再使再使用用用用するするするする。。。。何何何何どどどどもももも繰繰繰繰りりりり返返返返しししし使使使使うううう。。。。2 つつつつ目目目目がががが、、、、梱梱梱梱包包包包材材材材。。。。現現現現場場場場でででではははは梱梱梱梱包包包包材材材材がががが非常非常非常非常にににに多多多多うござうござうござうございいいいますますますます。。。。ですからですからですからですから、、、、ここここのののの梱梱梱梱包包包包材材材材をををを削減削減削減削減していくしていくしていくしていく。。。。3 点点点点目目目目がががが、、、、本設資本設資本設資本設資材材材材、、、、材材材材料料料料のののの端端端端材材材材ですとかですとかですとかですとか、、、、そそそそののののようようようようななななもももものをのをのをの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。。。。余剰余剰余剰余剰資資資資材材材材とととと呼呼呼呼ばればればればれるるるるもももものをのをのをのを減減減減らしていくといらしていくといらしていくといらしていくというううう方方方方法法法法をとをとをとをとりますりますりますります。。。。今今今今ごごごご覧覧覧覧いたいたいたいただだだだいていていていておおおおりますのりますのりますのりますのはははは、、、、仮仮仮仮設資設資設資設資材再使材再使材再使材再使用用用用のののの一例一例一例一例ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、鉄鉄鉄鉄骨骨骨骨をををを溶溶溶溶接接接接しますとしますとしますとしますときにきにきにきに使使使使いますいますいますいますワワワワイイイイヤヤヤヤーをーをーをーを巻巻巻巻いていていていておおおおりますリールですりますリールですりますリールですりますリールです。。。。通通通通常常常常はははは、、、、すすすすべべべべててててワワワワイイイイヤヤヤヤーーーーをををを使使使使っっっってしまいますとてしまいますとてしまいますとてしまいますとここここののののリールリールリールリールはははは捨捨捨捨てててててててておっおっおっおったたたたんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここのののの現現現現場場場場でででではははは、、、、もうもうもうもう一一一一度業度業度業度業者者者者さんにおさんにおさんにおさんにお願願願願いしていしていしていして持持持持ちちちち帰帰帰帰っっっっててててももももらいらいらいらい、、、、またまたまたまたワワワワイイイイヤヤヤヤーをーをーをーを巻巻巻巻ききききつつつつけけけけてててて再使再使再使再使用用用用するといするといするといするといううううこここことをしていたとをしていたとをしていたとをしていただきだきだきだきましたましたましたました。。。。ここここのののの結果結果結果結果、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが 50ｍｍｍｍ3ほほほほどどどど削減削減削減削減ででででききききましたましたましたました。。。。 またまたまたまた、、、、同同同同じじじじ仮仮仮仮設資設資設資設資材材材材のののの再使再使再使再使用用用用のののの例例例例ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、現現現現場場場場でででではははは、、、、養養養養生生生生シートといシートといシートといシートといううううのをのをのをのを使使使使いいいいますますますます。。。。ここにここにここにここに出出出出てててておおおおりますのりますのりますのりますのはははは、、、、これこれこれこれがががが鉄鉄鉄鉄骨骨骨骨のののの梁梁梁梁ででででござござござございますいますいますいます。。。。ここここのののの鉄鉄鉄鉄骨骨骨骨のののの梁梁梁梁にににに耐耐耐耐火火火火被覆被覆被覆被覆、、、、火火火火事事事事ににににななななっっっったとたとたとたときにきにきにきに熱熱熱熱でででで鉄鉄鉄鉄骨骨骨骨がやらがやらがやらがやられれれれるるるるこここことをとをとをとを防防防防ぐぐぐぐ耐耐耐耐火火火火被覆被覆被覆被覆といといといといううううのをのをのをのを施施施施しますしますしますしますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そそそそのとのとのとのときにきにきにきに、、、、もうもうもうもう既既既既ににににでででできききき上上上上ががががっっっっているているているている壁壁壁壁をををを汚汚汚汚ささささなななないいいいようにようにようにようにといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、養養養養生生生生シートとシートとシートとシートといいいいうビニうビニうビニうビニールのシートをールのシートをールのシートをールのシートを張張張張りつりつりつりつけけけけますますますます。。。。従従従従来来来来のののの現現現現場場場場はははは、、、、ここここののののビニビニビニビニールールールール、、、、それそれそれそれほほほほどどどど厚厚厚厚くないくないくないくないもももものをのをのをのを使使使使用用用用してしてしてして 1 フロフロフロフロアアアア工事工事工事工事がががが終終終終わわわわりますとりますとりますとりますと、、、、すすすすべべべべてててて廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして捨捨捨捨てててててててておおおおりましたりましたりましたりました。。。。そそそそれれれれをををを、、、、ここここのののの現現現現場場場場でででではははは、、、、ブブブブルーシートといいましてルーシートといいましてルーシートといいましてルーシートといいまして、、、、少少少少しししし厚手厚手厚手厚手のシートのシートのシートのシート――――――――最近最近最近最近でででではははは、、、、公公公公園園園園などでなどでなどでなどでもブもブもブもブルーシートがルーシートがルーシートがルーシートがよよよよくくくく見見見見らららられれれれますのでますのでますのでますので、、、、ごごごご存存存存じじじじかとかとかとかと思思思思いますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも――――――――ここここののののブブブブルルルルーシートをーシートをーシートをーシートを使使使使いましていましていましていまして、、、、基準基準基準基準階階階階のののの 48 フロフロフロフロアアアアすすすすべべべべてでてでてでてで再使再使再使再使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。。。。基準基準基準基準階階階階といいまといいまといいまといいますのすのすのすのはははは、、、、オフィスオフィスオフィスオフィスビビビビルルルルはははは同同同同じじじじ形形形形をしてをしてをしてをしておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、ここここののののははははりのりのりのりの部分部分部分部分をををを切切切切りりりり込込込込んんんんでででであっあっあっあったりたりたりたり、、、、幾幾幾幾つかつかつかつか切切切切りりりり込込込込みがみがみがみがあああありますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、基準基準基準基準階階階階といといといといううううののののはこはこはこはこのののの切切切切りりりり込込込込みのみのみのみの形形形形がががが同同同同じじじじ形形形形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。。。。ですからですからですからですから、、、、再使再使再使再使用用用用するするするするこここことでとでとでとで、、、、こうこうこうこういいいいうううう切切切切りりりり込込込込むむむむ作業作業作業作業をををを繰繰繰繰りりりり返返返返ししししししししなくていいといなくていいといなくていいといなくていいというこうこうこうことでとでとでとで、、、、業業業業務務務務効効効効率率率率的的的的にもにもにもにも非常非常非常非常によによによによかかかかっっっったといたといたといたというこうこうこうことがとがとがとが現現現現場場場場からからからから報告報告報告報告としとしとしとしてててて上上上上ががががっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 発生発生発生発生抑抑抑抑制制制制のののの例例例例でででで、、、、次次次次はははは梱梱梱梱包包包包材材材材のののの削減削減削減削減ですですですです。。。。梱梱梱梱包包包包材材材材のののの削減削減削減削減のののの方方方方法法法法といいますのといいますのといいますのといいますのはははは 2 つつつつござござござございましていましていましていまして、、、、1 つつつつはははは、、、、資資資資材材材材のののの多多多多くがくがくがくが段段段段ボボボボールのールのールのールの箱箱箱箱にににに入入入入っっっってててて運運運運びびびび込込込込ままままれれれれますますますますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これこれこれこれをををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし使使使使用用用用がでがでがでができきききるプラスるプラスるプラスるプラスチチチチックックックック製製製製のののの、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる通通通通いいいい箱箱箱箱といといといというもうもうもうもののののにににに変変変変ええええるかるかるかるか、、、、梱梱梱梱包包包包材材材材そそそそののののももももののののをやをやをやをやめめめめてしまてしまてしまてしまううううといといといというううう方方方方法法法法をとりましたをとりましたをとりましたをとりました。。。。ままままずずずず、、、、今今今今ごごごご覧覧覧覧いたいたいたいただだだだいていていていておおおおりますりますりますりますここここのののの黒黒黒黒いいいいヘヘヘヘビビビビののののようようようようななななもももものですのですのですのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これはこれはこれはこれは、、、、ガガガガススススケケケケットといいましてットといいましてットといいましてットといいまして、、、、ガガガガラスをラスをラスをラスを外外外外壁壁壁壁にににに取取取取りつりつりつりつけけけけるるるる材材材材料料料料ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、通通通通常常常常はははは、、、、ここここののののようにようにようにように、、、、段段段段ボボボボールールールール箱箱箱箱でででで運運運運びびびび込込込込ままままれれれれてててて、、、、段段段段ボボボボールールールールがががが廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物となとなとなと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。。。。これこれこれこれをををを、、、、ここここののののブブブブルーのプラスルーのプラスルーのプラスルーのプラスチチチチックックックック製製製製のののの何何何何度度度度もももも使使使使用用用用ででででききききるるるる箱箱箱箱にににに変変変変ええええてててて、、、、現現現現場場場場にににに運運運運びびびび込込込込んんんんでいたでいたでいたでいただきだきだきだきましたましたましたました。。。。 ああああるいるいるいるいはははは、、、、小小小小ささささなななな金金金金物物物物、、、、小物小物小物小物をををを運運運運びびびび込込込込むむむむ段段段段ボボボボールールールール箱箱箱箱ももももややややめめめめてててて、、、、ちょっちょっちょっちょっととととごごごごららららんにんにんにんになりなりなりなりににににくいかくいかくいかくいかももももししししれれれれまままませんけれせんけれせんけれせんけれどどどどもももも、、、、布布布布製製製製のののの袋袋袋袋にににに変変変変ええええてててておおおおりますりますりますります。。。。しかしかしかしかもももも、、、、ここここのののの布布布布製製製製のののの袋袋袋袋はははは取取取取っっっっ手手手手がついてがついてがついてがついておおおおりましてりましてりましてりまして、、、、作業員作業員作業員作業員のののの方方方方がががが現現現現場場場場にににに金金金金物物物物をををを運運運運びこんびこんびこんびこんでででで、、、、そそそそのままのままのままのまま自分自分自分自分がががが作業作業作業作業をするとをするとをするとをするところにころにころにころに持持持持っっっっていくていくていくていく。。。。現現現現場場場場にににに入入入入っっっってててて入入入入れれれれかかかかええええたりしなくていいといたりしなくていいといたりしなくていいといたりしなくていいというううう工工工工夫夫夫夫までまでまでまでされされされされてててておおおおりますりますりますります。。。。 次次次次はははは、、、、同同同同じじじじ梱梱梱梱包包包包材材材材のののの削減削減削減削減でででで、、、、タイルカータイルカータイルカータイルカーペペペペットのットのットのットの例例例例ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、床床床床にににに張張張張りまりまりまりま
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すタイルカーすタイルカーすタイルカーすタイルカーペペペペットットットット、、、、従従従従来来来来、、、、20 枚枚枚枚がががが 1 つのつのつのつの梱梱梱梱包包包包にににになななな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、、、、200 枚枚枚枚搬搬搬搬入入入入しますとしますとしますとしますとこれだけこれだけこれだけこれだけのののの段段段段ボボボボールがールがールがールが発生発生発生発生するするするする状況状況状況状況ででででござござござございましたいましたいましたいました。。。。これこれこれこれをををを、、、、200 枚枚枚枚をををを 1 つのつのつのつの梱梱梱梱包包包包ににににしてしてしてして、、、、しかしかしかしかもももも底底底底のののの部分部分部分部分はははは何何何何度度度度もももも使使使使ええええるプラスるプラスるプラスるプラスチチチチックックックックにににに変変変変ええええていたていたていたていただだだだくくくくこここことでとでとでとで、、、、段段段段ボボボボールがールがールがールが 6 割以割以割以割以上上上上、、、、削減削減削減削減ででででききききましたましたましたました。。。。ここここのタイルカーのタイルカーのタイルカーのタイルカーペペペペットットットットにににに関関関関しましてしましてしましてしましてはははは、、、、業業業業者者者者さんさんさんさんがががが大大大大変変変変努力努力努力努力をしてをしてをしてをしてくくくくださださださださいましていましていましていまして、、、、最終最終最終最終的的的的にはにはにはには無無無無梱梱梱梱包包包包、、、、梱梱梱梱包包包包をしないでをしないでをしないでをしないで搬搬搬搬入入入入するとするとするとするところころころころまでまでまでまで実現実現実現実現してくしてくしてくしてくださださださださっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 同同同同じじじじようにようにようにように、、、、照照照照明明明明器具器具器具器具もももも、、、、従従従従来来来来はははは 1 つつつつひひひひとつとつとつとつ梱梱梱梱包包包包されされされされてててて現現現現場場場場にににに搬搬搬搬入入入入されされされされてててておっおっおっおったたたたんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これもこれもこれもこれも、、、、数数数数台台台台 1 セセセセットットットットににににしてしてしてして、、、、しかしかしかしかもももも端端端端部部部部だけだけだけだけをしをしをしをしっっっっかりかりかりかり押押押押さえさえさえさえてててて、、、、中中中中央央央央のののの部部部部分分分分はビニはビニはビニはビニールのールのールのールの簡簡簡簡易易易易のののの包装包装包装包装でででで搬搬搬搬入入入入するといするといするといするというよううよううよううようなななな方方方方法法法法でででで搬搬搬搬入入入入していたしていたしていたしていただきだきだきだきましたましたましたました。。。。ここここののののようようようようななななこここことでとでとでとで、、、、梱梱梱梱包包包包材材材材のののの大大大大幅幅幅幅なななな削減削減削減削減をををを図図図図りましたりましたりましたりました。。。。 次次次次にににに、、、、本設本設本設本設材材材材のののの余剰余剰余剰余剰資資資資材材材材、、、、端端端端材材材材などのなどのなどのなどの削減削減削減削減ですですですです。。。。1 つつつつはははは工場生工場生工場生工場生産産産産をををを多多多多用用用用していくしていくしていくしていく。。。。なるなるなるなるべべべべくくくく工場工場工場工場でつくでつくでつくでつくっっっったたたたもももものをのをのをのを運運運運びびびび込込込込むむむむ。。。。ああああるいるいるいるいはははは、、、、ププププレレレレカットといいましてカットといいましてカットといいましてカットといいまして、、、、現現現現場場場場でででで使使使使いますいますいますいます寸寸寸寸法法法法にににに切切切切っっっったたたたもももものをのをのをのを運運運運びびびび込込込込むむむむといといといというううう方方方方法法法法をををを採採採採用用用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。。。。これはこれはこれはこれはトイトイトイトイレレレレののののユユユユニニニニットのットのットのットの例例例例ででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、便便便便器器器器からからからから、、、、壁壁壁壁からからからから、、、、配配配配管管管管からからからから、、、、こうこうこうこういいいいうもうもうもうものをのをのをのを全全全全部工場部工場部工場部工場でつくでつくでつくでつくっっっってててて現現現現場場場場にににに持持持持ちちちち込込込込むむむむ。。。。そそそそのたのたのたのためにめにめにめに、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれのののの資資資資材材材材をををを持持持持ちちちち込込込込むむむむ梱梱梱梱包包包包材材材材がなかがなかがなかがなかっっっったりたりたりたり、、、、ああああるるるるいいいいはははは現現現現場場場場でででで工事工事工事工事をしてをしてをしてをして発生発生発生発生するするするする端端端端材材材材がががが出出出出ててててここここないといないといないといないというこうこうこうこととととににににななな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、、、、現現現現場場場場がががが始始始始ままままっっっってからてからてからてから、、、、現現現現場場場場がががが工工工工法法法法をををを変変変変更更更更したりしたりしたりしたり、、、、仕仕仕仕様様様様のののの変変変変更更更更をををを設計設計設計設計サイサイサイサイドドドドにおにおにおにお願願願願いをしていをしていをしていをして廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発生発生発生発生をををを削減削減削減削減したといしたといしたといしたというううう例例例例もござもござもござもございますいますいますいます。。。。今今今今ごごごご覧覧覧覧いたいたいたいただだだだいていていていておおおおりますのりますのりますのりますのはははは、、、、基準基準基準基準階階階階のののの床床床床、、、、スラスラスラスラブブブブのののの端端端端のののの部分部分部分部分ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、当初当初当初当初のののの設計設計設計設計はははは、、、、一一一一番番番番端端端端のののの部分部分部分部分までコンクリまでコンクリまでコンクリまでコンクリートをートをートをートを打打打打つといつといつといつというよううよううよううようなななな設計設計設計設計ににににななな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。。。。ここここここここまでまでまでまで型型型型枠枠枠枠をををを組組組組んんんんでででで、、、、コンクリートコンクリートコンクリートコンクリートをををを打打打打つつつつ。。。。これこれこれこれをををを、、、、現現現現場場場場からのからのからのからの提提提提案案案案でででで、、、、ここここのののの端端端端部部部部をををを工場工場工場工場でででで製作製作製作製作をするをするをするをする、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるプるプるプるプレレレレキキキキャスャスャスャストコンクリートといトコンクリートといトコンクリートといトコンクリートというもうもうもうもののののにににに変変変変ええええましてましてましてまして、、、、ここはここはここはここは工場工場工場工場でででで生生生生産産産産したコンクリートしたコンクリートしたコンクリートしたコンクリート製製製製品品品品をををを現現現現場場場場でででで取取取取りつりつりつりつけけけけるるるる。。。。現現現現場場場場でででで打打打打つコンクリートつコンクリートつコンクリートつコンクリートはここはここはここはここまでまでまでまでににににするといするといするといするというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ここここのののの端端端端部部部部のののの型型型型枠枠枠枠をなくすといをなくすといをなくすといをなくすというよううよううよううようななななこここことをしてとをしてとをしてとをしておおおおりますりますりますります。。。。同同同同時時時時にににに、、、、工工工工事事事事のスのスのスのスピピピピーーーードドドド、、、、ああああるいるいるいるいはははは安全安全安全安全性性性性とととといいいいうううう面面面面ででででもももも、、、、非常非常非常非常にににに貢献貢献貢献貢献をしたといをしたといをしたといをしたというこうこうこうことがとがとがとが、、、、現現現現場場場場がががが終終終終わっわっわっわってからてからてからてから報告報告報告報告がががが上上上上ががががっっっってててておおおおりまりまりまりますすすす。。。。 同同同同じじじじようにようにようにように、、、、工工工工法法法法をををを検討検討検討検討してしてしてして廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの削減削減削減削減をををを図図図図っっっったたたた例例例例ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここのののの窓窓窓窓のののの下下下下のののの壁壁壁壁のののの部分部分部分部分、、、、当初当初当初当初のののの設計設計設計設計でででではははは、、、、軽軽軽軽鉄鉄鉄鉄といいましてといいましてといいましてといいまして、、、、細細細細いいいい鉄鉄鉄鉄のののの下下下下地地地地にボにボにボにボーーーードドドドをををを張張張張りましてりましてりましてりまして、、、、それにそれにそれにそれにペペペペンンンンキキキキをををを塗塗塗塗るるるる、、、、軽軽軽軽鉄鉄鉄鉄のののの下下下下地地地地にににに、、、、ボボボボーーーードドドドにににに、、、、ペペペペンンンンキキキキ塗塗塗塗りのりのりのりの仕仕仕仕上上上上げげげげといといといといううううふふふふうにうにうにうにななななっっっってててておっおっおっおったたたたんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これもこれもこれもこれも現現現現場場場場からからからから、、、、工場工場工場工場でででで生生生生産産産産したしたしたした、、、、塗塗塗塗装装装装までまでまでまで済済済済まままませせせせたスたスたスたスチチチチールパネルをールパネルをールパネルをールパネルを現現現現場場場場でででで取取取取りつりつりつりつけけけけるるるるだけにだけにだけにだけにしてしてしてしてははははどどどどうだろううだろううだろううだろうかといかといかといかというううう提提提提案案案案がががが出出出出ましたましたましたました。。。。そそそそのののの提提提提案案案案がががが採採採採用用用用さささされれれれてててて、、、、現現現現場場場場でのでのでのでの加加加加工工工工がががが大大大大幅幅幅幅にににに減減減減りましてりましてりましてりまして、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの削減削減削減削減がががが図図図図れれれれたといたといたといたというううう結果結果結果結果ににににつながつながつながつながっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 ここここののののようにようにようにようにしてしてしてして、、、、今今今今ごごごご紹介紹介紹介紹介いたしましたのいたしましたのいたしましたのいたしましたのはははは幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの例例例例ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ままままずずずず発生発生発生発生抑抑抑抑制制制制にににに徹底徹底徹底徹底的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ。。。。たたたただだだだ、、、、そうはそうはそうはそうは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ももも、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは膨膨膨膨大大大大にににに出出出出てくるてくるてくるてくるわけわけわけわけでしてでしてでしてでして、、、、そそそそのののの出出出出ててててききききたたたた廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを、、、、次次次次はははは効効効効率率率率的的的的にににに分分分分別別別別をしをしをしをしようようようようででででははははないかといないかといないかといないかというううう取取取取りりりり組組組組みをしたみをしたみをしたみをしたわけわけわけわけですですですです。。。。現現現現場場場場ででででううううまくまくまくまく分分分分別別別別をするをするをするをする基本基本基本基本といいますのといいますのといいますのといいますのはははは、、、、「「「「わわわわかりやすかりやすかりやすかりやすささささ」」」」とととと「「「「捨捨捨捨てやすてやすてやすてやすささささ」」」」、、、、ここここのののの 2 つつつつにににに尽尽尽尽ききききるとるとるとると現現現現場場場場のののの担担担担当者当者当者当者がががが申申申申してしてしてしておおおおりましたりましたりましたりました。。。。ととととももももかくかくかくかくわわわわかりやすくかりやすくかりやすくかりやすく、、、、捨捨捨捨てやすてやすてやすてやす
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くするくするくするくするんだんだんだんだとととと。。。。そそそそののののたたたためにめにめにめに、、、、今今今今ごごごご覧覧覧覧いたいたいたいただだだだいていていていておおおおりますのりますのりますのりますのはははは、、、、各階各階各階各階にこにこにこにこのパのパのパのパレレレレットといットといットといットといううううもももものをのをのをのを置置置置ききききますますますます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれのののの分分分分別別別別するするするする品品品品目目目目別別別別ににににパパパパレレレレットをットをットをットを用用用用意意意意してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。こここここにこにこにこにどどどどんんんんどどどどんんんん、、、、そそそそのののの品品品品目目目目にににに合合合合わせわせわせわせてててて廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを捨捨捨捨てていくてていくてていくてていく。。。。そそそそしてしてしてして、、、、最終最終最終最終的的的的にはにはにはには、、、、地地地地上上上上階階階階ににににあああありますりますりますります、、、、ゼロエミステーションといいましてゼロエミステーションといいましてゼロエミステーションといいましてゼロエミステーションといいまして、、、、品品品品目目目目別別別別にににに用用用用意意意意をしたをしたをしたをした大大大大ききききなコンテなコンテなコンテなコンテナナナナにににに集集集集めめめめてててて、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ再再再再資源資源資源資源化化化化施施施施設設設設にににに送送送送りりりり込込込込むむむむといといといというううう方方方方法法法法をとをとをとをとっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 現現現現場場場場でででではははは、、、、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げげげましたましたましたましたようにようにようにように、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな人人人人がががが入入入入れれれれかかかかわわわわりりりり、、、、立立立立ちちちちかかかかわわわわりりりり作業作業作業作業をしてくをしてくをしてくをしてくださださださださいますのでいますのでいますのでいますので、、、、どどどどんんんんななななもももものをどのをどのをどのをどこにこにこにこに捨捨捨捨てるてるてるてるんだんだんだんだといといといというこうこうこうことがとがとがとが、、、、一一一一目目目目瞭瞭瞭瞭然然然然ののののももももののののもあもあもあもありますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、非常非常非常非常にににに迷迷迷迷っっっってしまてしまてしまてしまうもうもうもうもののののもあもあもあもあるといるといるといるというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ここにあここにあここにあここにありますりますりますりますようようようようにににに、、、、ここここのコンテのコンテのコンテのコンテナナナナにはこれはにはこれはにはこれはにはこれは捨捨捨捨ててててててててははははいいいいけけけけまままませんせんせんせんとかとかとかとか、、、、こうこうこうこういいいいうううう状状状状態態態態でででで捨捨捨捨てるてるてるてるんんんんですといですといですといですというううう、、、、絵絵絵絵のののの入入入入っっっったたたた、、、、非常非常非常非常にわにわにわにわかりやすいかりやすいかりやすいかりやすい掲掲掲掲示示示示をををを何何何何カカカカ所所所所かかかかににににつつつつけけけけるるるるここここととととによっによっによっによってててて、、、、間間間間違違違違いのないのないのないのないいいいようにようにようにようにといといといというううう運用運用運用運用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。。。。ここここのののの電通電通電通電通本社本社本社本社のののの現現現現場場場場でででではははは、、、、最最最最大大大大 21品品品品目目目目までまでまでまで分分分分別別別別ししししましたましたましたました。。。。 それそれそれそれからからからから、、、、もうもうもうもう一一一一点点点点、、、、ここここのののの分分分分別別別別にににに非常非常非常非常にににに効効効効果果果果をををを上上上上げげげげましたのがましたのがましたのがましたのが、、、、現現現現場場場場内内内内のののの物物物物流流流流システムシステムシステムシステムででででござござござございますいますいますいます。。。。私私私私どどどどもももも、、、、社社社社内内内内にににに「「「「物物物物流流流流セセセセンターンターンターンター」」」」とととと呼呼呼呼びびびびますますますます物物物物流流流流システムをシステムをシステムをシステムを有有有有してしてしてしておおおおりまりまりまりましてしてしてして、、、、ここここれはれはれはれは、、、、現現現現場場場場でででで動動動動ききききますますますます人人人人・・・・物物物物をすをすをすをすべべべべてててて一一一一括括括括コンコンコンコンピュピュピュピュータでータでータでータで管理管理管理管理をするシステムでをするシステムでをするシステムでをするシステムであああありますりますりますります。。。。資資資資材材材材のののの搬搬搬搬入入入入、、、、搬搬搬搬入入入入したしたしたした資資資資材材材材をををを上上上上のののの階階階階にににに上上上上げげげげていくていくていくていく揚揚揚揚重重重重。。。。それそれそれそれからからからから、、、、各階各階各階各階でででで発生発生発生発生しましたしましたしましたしました廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のパのパのパのパレレレレットをットをットをットを排出排出排出排出するするするする。。。。それそれそれそれからからからから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ非常非常非常非常にににに大大大大ききききいいいいここここととととはははは人人人人のののの動動動動ききききででででござござござございますいますいますいます。。。。工事中工事中工事中工事中はははは、、、、現現現現場場場場でででで仮仮仮仮設設設設のエのエのエのエレレレレベベベベーターといーターといーターといーターというもうもうもうものをのをのをのを使使使使っっっってててて上上上上下下下下しますしますしますしますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、エエエエレレレレベベベベーターーターーターーターはそれはそれはそれはそれほほほほどどどど数数数数がががが多多多多くくくくあああありまりまりまりませんせんせんせんのでのでのでので、、、、膨膨膨膨大大大大なななな数数数数のののの人人人人間間間間をどをどをどをどううううコントロコントロコントロコントロールするかといールするかといールするかといールするかというこうこうこうことととともももも非常非常非常非常にににに重重重重要要要要ににににななななっっっってまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。ここここのののの人人人人・・・・物物物物のののの動動動動ききききとととと、、、、それにそれにそれにそれに伴伴伴伴うううう伝伝伝伝票票票票そそそそのののの他他他他のののの動動動動ききききをををを一一一一括括括括でででで管理管理管理管理するするするする物物物物流流流流シシシシステムといステムといステムといステムというもうもうもうものがのがのがのがござござござございましていましていましていまして、、、、どのどのどのどの時時時時点点点点でででで、、、、どのどのどのどの階階階階ににににどのどのどのどのようようようようなパなパなパなパレレレレットをットをットをットを置置置置きききき、、、、そそそそしていつしていつしていつしていつそれそれそれそれをををを運運運運びびびび出出出出すといすといすといすというよううよううよううようななななここここととととはははは、、、、全全全全部部部部ここここのシステムでのシステムでのシステムでのシステムで管理管理管理管理をしてくをしてくをしてくをしてくれれれれますますますます。。。。現現現現場場場場でででで作業作業作業作業をするをするをするをする方方方方はははは、、、、ひひひひたすらたすらたすらたすらここにここにここにここに分分分分別別別別ををををしてしてしてして捨捨捨捨てていてていてていてていけばけばけばけばいいといいいといいいといいいというこうこうこうこととととにににになりますなりますなりますなります。。。。パパパパレレレレットのットのットのットのセセセセットですとかットですとかットですとかットですとか搬搬搬搬出出出出はははは、、、、ああああととととははははそそそそのののの物物物物流流流流システムのシステムのシステムのシステムのほほほほううううでででで面倒面倒面倒面倒をををを見見見見るといるといるといるというううう方方方方法法法法をとりましてをとりましてをとりましてをとりまして、、、、効効効効率率率率的的的的なななな分分分分別別別別がでがでがでができきききたとたとたとたといいいいうううう結果結果結果結果ににににななな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。。。。 そそそそのののの結果結果結果結果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、、、、少少少少しししし字字字字がががが小小小小ささささくてくてくてくて見見見見ににににくくてくくてくくてくくて恐恐恐恐縮縮縮縮ななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、個個個個々々々々のののの各各各各業業業業者者者者さんさんさんさんのののの名名名名前前前前までまでまでまで実実実実はははは入入入入っっっっているているているているんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、名名名名前前前前よよよよりりりり、、、、これだけこれだけこれだけこれだけのののの数数数数にににに分分分分別別別別ををををしたといしたといしたといしたというこうこうこうことをとをとをとをごごごご覧覧覧覧いたいたいたいただければだければだければだければとととと思思思思いますいますいますいます。。。。発生発生発生発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分分分分別別別別をしてをしてをしてをして、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ分分分分別別別別をしたをしたをしたをしたもももものをのをのをのを、、、、業業業業者者者者さんさんさんさんをををを通通通通してしてしてして、、、、これだけこれだけこれだけこれだけのののの再再再再資源資源資源資源化化化化施施施施設設設設にににに送送送送りりりり込込込込んだんだんだんだ。。。。そそそそしてリしてリしてリしてリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを図図図図っっっったたたた。。。。ここここのののの中中中中にににに、、、、ジャパンリサイクルといジャパンリサイクルといジャパンリサイクルといジャパンリサイクルというううう名名名名前前前前ががががあああありますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これこれこれこれがががが、、、、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げげげましたましたましたました、、、、川川川川鉄鉄鉄鉄さんさんさんさんがががが営業営業営業営業をををを開開開開始始始始いたしましたいたしましたいたしましたいたしましたガガガガスススス化化化化溶溶溶溶融融融融炉炉炉炉ででででござござござございまいまいまいますすすす。。。。後後後後にににに別別別別会社会社会社会社にされにされにされにされましたましたましたましたもももものですからのですからのですからのですから、、、、ジャパンリサイクルとジャパンリサイクルとジャパンリサイクルとジャパンリサイクルと書書書書いていていていてあああありますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここののののようようようようなななな形形形形でででで分分分分別別別別をしてをしてをしてをして再再再再資源資源資源資源化化化化をををを図図図図りましたりましたりましたりました。。。。 分分分分別別別別のののの方方方方法法法法はここはここはここはここまでまでまでまで続続続続いいいいてててておおおおりますりますりますります。。。。広域広域広域広域再再再再生利用指生利用指生利用指生利用指定定定定品品品品といいましてといいましてといいましてといいまして、、、、現現現現場場場場でででで出出出出たたたた廃廃廃廃材材材材でででで、、、、きれきれきれきれいないないないなももももののののはもうはもうはもうはもう一一一一度度度度メメメメーカーーカーーカーーカーさんさんさんさんがががが引引引引きききき取取取取っっっってくてくてくてくださださださださるるるる。。。。ロックロックロックロックウウウウールですールですールですールですとかとかとかとか、、、、グラスグラスグラスグラスウウウウールですとかールですとかールですとかールですとか、、、、岩岩岩岩綿吸綿吸綿吸綿吸音音音音板板板板ですとかですとかですとかですとか、、、、幾幾幾幾つかつかつかつかそそそそののののようようようようななななももももののののもござもござもござもございますいますいますいます。。。。ああああるいるいるいるいはははは、、、、金金金金属属属属くくくくずずずずののののようにようにようにように、、、、有価有価有価有価でででで処処処処理理理理をでをでをでをでききききるるるるようようようようななななももももののののもござもござもござもございますいますいますいます。。。。ここここののののようようようようなななな
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形形形形でででで分分分分別別別別をををを徹底徹底徹底徹底してしてしてして、、、、再再再再資源資源資源資源化化化化をををを図図図図っっっったといたといたといたというこうこうこうことでとでとでとでござござござございますいますいますいます。。。。 最最最最後後後後にににに、、、、意意意意識識識識のののの共共共共有有有有といといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、プロプロプロプロセセセセスとしてスとしてスとしてスとしてはははは最最最最初初初初ななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、今今今今おおおお話話話話しししししたしたしたしたようようようようななななこここことをとをとをとを徹底徹底徹底徹底的的的的にににに進進進進めめめめるたるたるたるためにめにめにめに意意意意識識識識のののの共共共共有有有有をををを図図図図っっっったたたたわけわけわけわけですですですです。。。。ままままずずずず、、、、組組組組織織織織づづづづくりくりくりくりですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここのののの現現現現場場場場でででではははは、、、、副副副副所長所長所長所長をトップをトップをトップをトップににににいたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、各各各各部部部部門門門門からからからから代表代表代表代表者者者者をををを出出出出しししし、、、、ああああるいるいるいるいはははは職職職職長長長長さんにもさんにもさんにもさんにも入入入入っっっっていたていたていたていただきだきだきだき、、、、ししししっっっっかりとしたかりとしたかりとしたかりとした組組組組織織織織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すりますりますります。。。。職職職職長長長長ささささんんんんとととと申申申申しますのしますのしますのしますのはははは、、、、建築建築建築建築のののの現現現現場場場場はははは、、、、鉄鉄鉄鉄筋筋筋筋工工工工のののの方方方方ですとかですとかですとかですとか、、、、大工大工大工大工さんさんさんさんですとかですとかですとかですとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな職職職職種種種種のののの方方方方がががが入入入入っっっってててておおおおらららられれれれますますますますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここのトップののトップののトップののトップの方方方方をををを職職職職長長長長さんさんさんさんとととと申申申申しましてしましてしましてしまして、、、、ここここのののの方方方方たたたたちちちちががががそれそれそれそれぞぞぞぞれれれれのののの職職職職種種種種をコントロールしてくをコントロールしてくをコントロールしてくをコントロールしてくださださださださいますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここのののの職職職職長長長長さんさんさんさんたたたたちにもちにもちにもちにも非常非常非常非常にごにごにごにご協協協協力力力力をいたをいたをいたをいただだだだいていていていておおおおりますりますりますります。。。。 それそれそれそれからからからから、、、、教教教教育育育育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はははは、、、、新新新新規規規規入入入入場場場場者者者者教教教教育育育育といいましてといいましてといいましてといいまして、、、、新新新新しくしくしくしく現現現現場場場場にににに来来来来らららられれれれたたたた方方方方にはにはにはには必必必必ずずずず現現現現場場場場のののの教教教教育育育育をいたしますをいたしますをいたしますをいたしますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここのとのとのとのときにきにきにきに徹底徹底徹底徹底的的的的なななな環境教環境教環境教環境教育育育育もさせもさせもさせもさせていていていていたたたただだだだいていていていておおおおりますしりますしりますしりますし、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション週週週週間間間間といといといというよううよううよううようななななもももものをのをのをのを設設設設けけけけてててて、、、、ああああるるるる時時時時期期期期にはにはにはには、、、、ななななぜこぜこぜこぜこののののようようようようななななここここととととにににに取取取取りりりり組組組組むむむむのかとかのかとかのかとかのかとか、、、、ゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとはははは何何何何だだだだとかとかとかとか、、、、こうこうこうこういいいいうこうこうこうことをとをとをとを、、、、仕仕仕仕事事事事のののの時間時間時間時間をををを少少少少しししし割割割割いていたいていたいていたいていただだだだいていていていて、、、、講講講講義義義義ののののようようようようなななな形形形形でででで教教教教育育育育ををををさせさせさせさせていていていていたたたただだだだいたいたいたいたこここことととともござもござもござもございますいますいますいます。。。。ああああるいるいるいるいはははは、、、、現現現現場場場場のののの中中中中でイでイでイでイベベベベントをントをントをントを打打打打ちちちちましてましてましてまして、、、、ここにここにここにここに「「「「ゼロゼロゼロゼロエミフエミフエミフエミファァァァイイイイブブブブ」」」」とととと書書書書いていていていてあああありますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ゼロエミゼロエミゼロエミゼロエミにににに関関関関するするするする標語標語標語標語のののの募募募募集集集集をしてをしてをしてをして、、、、いいいいいいいい標標標標語語語語にはにはにはには表表表表彰彰彰彰するといするといするといするというよううよううよううようなイなイなイなイベベベベントントントントもももも行行行行いましていましていましていまして、、、、意意意意識識識識をををを持持持持っっっっていたていたていたていただだだだくくくく。。。。そそそそのののの中中中中からからからからいいいいいいいい標語標語標語標語をををを 5 つつつつ選選選選びびびびましてましてましてまして、、、、「「「「ゼロエミフゼロエミフゼロエミフゼロエミファァァァイイイイブブブブ」」」」といといといというよううよううよううようななななもももものをつくりのをつくりのをつくりのをつくり、、、、毎週毎週毎週毎週金金金金曜曜曜曜日日日日にににに唱唱唱唱和和和和をしたとをしたとをしたとをしたと聞聞聞聞いていていていておおおおりますりますりますります。。。。ここここののののようようようようないないないないろろろろいいいいろろろろなななな方方方方法法法法をとりましてをとりましてをとりましてをとりまして、、、、全全全全員員員員参加参加参加参加、、、、すすすすべべべべてのてのてのての作業作業作業作業をしてくをしてくをしてくをしてくださださださださるるるる方方方方がががが同同同同じじじじ意意意意識識識識でででで取取取取りりりり組組組組むむむむといといといといううううシステムシステムシステムシステムづづづづくりがくりがくりがくりが最最最最もももも重重重重要要要要かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。 それそれそれそれからからからから、、、、もうもうもうもう一一一一点点点点、、、、意意意意識識識識のののの共共共共有有有有といといといというううう点点点点でででではははは、、、、今今今今回回回回ゼロエミッションといいますのゼロエミッションといいますのゼロエミッションといいますのゼロエミッションといいますのはははは建建建建設廃棄物設廃棄物設廃棄物設廃棄物をををを対対対対象象象象ににににしてしてしてし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、、、、現現現現場事場事場事場事務務務務所所所所でででで出出出出ますますます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、、、、一応一応一応一応ここここのゼロのゼロのゼロのゼロエミッションのエミッションのエミッションのエミッションの定定定定義義義義からからからからはははは外外外外しているしているしているしているんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、徹底徹底徹底徹底的的的的なななな意意意意識識識識をををを高高高高めめめめるといるといるといるといううううたたたためめめめにににに、、、、事事事事務務務務所所所所でででで発生発生発生発生するするするする廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にににについてついてついてついてもももも可能可能可能可能なななな限限限限りりりり取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行おうおうおうおう、、、、発生発生発生発生抑抑抑抑制制制制もももも図図図図るしるしるしるし、、、、分分分分別別別別もももも図図図図ろうろうろうろうといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。 今今今今ここにここにここにここに見見見見ていたていたていたていただだだだいていていていておおおおりますのりますのりますのりますのはははは、、、、職職職職長長長長さんさんさんさんがががが、、、、赤赤赤赤いいいい文文文文字字字字のののの入入入入っっっったたたた袋袋袋袋をををを持持持持っっっってててておおおおりりりりますますますますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、燃燃燃燃ええええるるるるごごごごみみみみはははは赤赤赤赤いいいい袋袋袋袋、、、、燃燃燃燃ええええないないないないごごごごみみみみはははは緑緑緑緑のののの袋袋袋袋といといといというよううよううよううようなななな形形形形でででで分分分分別別別別をしたをしたをしたをしたりりりり、、、、ああああるいるいるいるいはははは、、、、事事事事務務務務所所所所にににに戻戻戻戻りますとりますとりますとりますと、、、、ここここののののようにようにようにように、、、、事事事事務務務務所所所所でででで発生発生発生発生するするするする廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物もももも分分分分別別別別ででででききききるるるるようようようようななななごごごごみみみみ箱箱箱箱をををを用用用用意意意意してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。ああああるいるいるいるいはははは、、、、事事事事務務務務所所所所のののの中中中中でででではははは、、、、紙紙紙紙コップですとかコップですとかコップですとかコップですとか、、、、割割割割りりりりばばばばししししはははは使使使使わわわわないといないといないといないというこうこうこうことでとでとでとで、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック製製製製のコップとのコップとのコップとのコップとははははしをしをしをしを私私私私どどどどももももののののほほほほううううからからからから作業作業作業作業ををををしてくしてくしてくしてくださださださださるるるる方方方方々々々々にににに配配配配布布布布をしたりをしたりをしたりをしたりももももいたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。 それそれそれそれからからからから、、、、現現現現場場場場でででではははは膨膨膨膨大大大大なななな洗濯洗濯洗濯洗濯物物物物がががが出出出出るるるるわけわけわけわけですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、現現現現場場場場服服服服をクリーをクリーをクリーをクリーニニニニングングングングにににに出出出出しましてしましてしましてしまして、、、、戻戻戻戻していたしていたしていたしていただだだだくとくとくとくときにきにきにきに、、、、通通通通常常常常、、、、クリークリークリークリーニニニニングングングング店店店店といいますのといいますのといいますのといいますのはビニはビニはビニはビニールのールのールのールの袋袋袋袋にににに入入入入れれれれてててて戻戻戻戻してくしてくしてくしてくださださださださいますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここののののビニビニビニビニールのールのールのールの袋袋袋袋ももももややややめめめめていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、商品商品商品商品がががが汚汚汚汚れれれれるといるといるといるというこうこうこうことでとでとでとで、、、、クリークリークリークリーニニニニングングングング店店店店さんさんさんさん、、、、当初当初当初当初はははは非常非常非常非常にににに難難難難色色色色をををを示示示示されされされされたたたたようようようようななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここのののの現現現現場場場場のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを説説説説明明明明してしてしてして、、、、ビニビニビニビニールールールール袋袋袋袋なしでなしでなしでなしで納納納納品品品品をしていたをしていたをしていたをしていただだだだくとくとくとくといいいいうよううよううよううようななななここここととととももももしてしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。ここここののののようようようようなななな事事事事務務務務所所所所でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみもももも徹底徹底徹底徹底をしてをしてをしてをして、、、、意意意意識識識識のののの共共共共
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有有有有をををを図図図図るといるといるといるというこうこうこうことをいたしましたとをいたしましたとをいたしましたとをいたしました。。。。 意意意意識識識識のののの共共共共有有有有のシンのシンのシンのシンボボボボルルルル的的的的ななななもももものをのをのをのを最最最最後後後後にごにごにごに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。。。。現現現現場場場場でででではははは毎毎毎毎日日日日夕夕夕夕方方方方、、、、掃掃掃掃除除除除をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。そそそそのとのとのとのときにきにきにきに、、、、掃掃掃掃きごきごきごきごみといいましてみといいましてみといいましてみといいまして、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななごごごごみがまみがまみがまみがまざっざっざっざってててて発生発生発生発生をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。木木木木くくくくずずずずががががあっあっあっあったりたりたりたり、、、、くくくくぎぎぎぎがががが残残残残っっっっていたりていたりていたりていたり、、、、通通通通常常常常ですとですとですとですと、、、、量量量量的的的的にもにもにもにもほほほほかのかのかのかの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にににに比比比比べべべべますとますとますとますと掃掃掃掃きごきごきごきごみみみみはははは多多多多くくくくござござござございまいまいまいませんせんせんせんのでのでのでので、、、、混混混混合廃棄物合廃棄物合廃棄物合廃棄物としてとしてとしてとして捨捨捨捨ててててるのがるのがるのがるのが従従従従来来来来のやりのやりのやりのやり方方方方ですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここのののの現現現現場場場場でででではははは、、、、毎毎毎毎日日日日はきごはきごはきごはきごみとしてみとしてみとしてみとして集集集集ままままっっっったたたたももももののののをををを、、、、ままままずずずずふふふふるいるいるいるいににににかかかかけけけけましましましましてててて、、、、砂砂砂砂をををを全全全全部部部部落落落落としてしまとしてしまとしてしまとしてしまうううう。。。。そそそそしてしてしてして、、、、そそそそのののの次次次次にににに、、、、ここここののののふふふふるいるいるいるいにににに残残残残っっっったたたたもももものをのをのをのを大大大大ききききなななな箱箱箱箱にあけにあけにあけにあけてててて、、、、ここにここにここにここに見見見見ええええてててておおおおりますりますりますります青青青青いいいいももももののののはははは、、、、実実実実ははははパパパパチチチチンコンコンコンコ屋屋屋屋さんさんさんさんでででで使使使使っっっってててておおおおりますりますりますります、、、、床床床床にににに落落落落ちちちちたたたた玉玉玉玉をををを拾拾拾拾ううううマグネットですマグネットですマグネットですマグネットです。。。。これこれこれこれをををを買買買買っっっってまてまてまてまいりましていりましていりましていりまして、、、、金金金金属属属属をををを分分分分別別別別しましたしましたしましたしました。。。。非常非常非常非常によによによによくつくくつくくつくくつくそうそうそうそうですですですです。。。。おもおもおもおもししししろろろろいいいいようにようにようにように取取取取れれれれるといるといるといるというこうこうこうことですとですとですとです。。。。それそれそれそれからからからから、、、、残残残残っっっったたたたもももものをのをのをのをもうもうもうもう一一一一度度度度ふふふふるいるいるいるいにににに戻戻戻戻してしてしてして、、、、水水水水にににに浮浮浮浮かしてかしてかしてかして、、、、木木木木くくくくずずずずをををを分分分分別別別別するといするといするといするというううう方方方方法法法法をとをとをとをとっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 たたたただだだだ、、、、これはこれはこれはこれは、、、、私私私私どどどどもももも元元元元請請請請ののののほほほほううううからからからから協協協協力力力力会社会社会社会社さんにおさんにおさんにおさんにお願願願願いをしたいをしたいをしたいをしたわけわけわけわけででででははははなくてなくてなくてなくて、、、、現現現現場場場場のののの職職職職長長長長さんさんさんさんたたたたちちちちがががが自自自自ららららおおおお考考考考えにえにえにえにななななっっっってててて、、、、どどどどうせうせうせうせやるやるやるやるんだっんだっんだっんだったらたらたらたら徹底徹底徹底徹底してやしてやしてやしてやろうろうろうろうといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ここここのののの方方方方法法法法をををを編編編編みみみみ出出出出されされされされたたたたそうそうそうそうでででであああありますりますりますります。。。。当初当初当初当初はははは、、、、掃掃掃掃きごきごきごきごみみみみはははは、、、、敷敷敷敷きききき鉄鉄鉄鉄板板板板といいまといいまといいまといいましてしてしてして、、、、現現現現場場場場のののの鉄鉄鉄鉄板板板板のののの上上上上にばにばにばにばらまいてらまいてらまいてらまいて、、、、手手手手でででで分分分分別別別別をしていらをしていらをしていらをしていらっっっっししししゃゃゃゃっっっったたたたようようようようななななんんんんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これこれこれこれでででではははは非常非常非常非常にににに大大大大変変変変だだだだといといといというこうこうこうことでとでとでとで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ工工工工夫夫夫夫ををををされされされされてててて、、、、ここここののののふふふふるいるいるいるいににににまでまでまでまで到到到到達達達達されされされされたといたといたといたといううううふふふふうにうにうにうに聞聞聞聞いていていていておおおおりますりますりますります。。。。私私私私どどどどもももも、、、、ここここここここまでやまでやまでやまでやっっっってくてくてくてくださっださっださっださったたたたここここととととにににに、、、、現現現現場場場場のののの方方方方々々々々にににに非常非常非常非常にににに感感感感謝謝謝謝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。。。。 実実実実はははは、、、、ここここのののの方方方方法法法法はははは非常非常非常非常におもにおもにおもにおもししししろろろろいといいといいといいというこうこうこうことでとでとでとで、、、、メメメメディディディディアにもアにもアにもアにも載載載載りましてりましてりましてりまして、、、、幾幾幾幾つかのつかのつかのつかのテテテテレビレビレビレビででででもももも紹介紹介紹介紹介ををををされされされされましたましたましたました。。。。「「「「おはようおはようおはようおはよう日本日本日本日本」」」」といといといというううう NHK のののの番番番番組組組組でででで、、、、朝朝朝朝、、、、生中生中生中生中継継継継ををををされされされされたりたりたりたり、、、、テテテテレビレビレビレビ東京東京東京東京のののの「「「「ワワワワールールールールドドドドビビビビジネスサテライトジネスサテライトジネスサテライトジネスサテライト」」」」でででで紹介紹介紹介紹介されされされされたりしましてたりしましてたりしましてたりしまして、、、、現現現現場場場場でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでくでくでくでくださださださださいましたいましたいましたいました方方方方々々々々にもにもにもにも非常非常非常非常にににに励励励励みみみみににににななななっっっったといたといたといたというこうこうこうことをとをとをとを聞聞聞聞いていていていておおおおりますりますりますります。。。。竣竣竣竣工工工工間間間間近近近近までまでまでまで、、、、毎毎毎毎日日日日夕夕夕夕方方方方ここここのののの作業作業作業作業がががが続続続続けけけけらららられれれれましてましてましてまして、、、、十十十十数組数組数組数組あああありましたりましたりましたりましたここここののののふふふふるいのるいのるいのるいのセセセセットがットがットがットが、、、、今今今今いいいいろろろろいいいいろろろろなななな現現現現場場場場にににに引引引引きききき継継継継ががががれれれれていていていていっっっったとたとたとたと聞聞聞聞いていていてい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、、、、またどまたどまたどまたどここここかのかのかのかの現現現現場場場場でででで使使使使わわわわれれれれているのでているのでているのでているのではははは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。。。。 最最最最後後後後にににに、、、、数数数数字字字字的的的的ななななもももものでのでのでので少少少少しししし電通電通電通電通本社本社本社本社ビビビビルのルのルのルの成成成成果果果果をををを見見見見てみたいとてみたいとてみたいとてみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。1 つつつつはははは、、、、ままままずずずず混混混混合廃棄物合廃棄物合廃棄物合廃棄物のののの量量量量ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。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げげげましたましたましたましたようにようにようにように、、、、混混混混合廃棄物合廃棄物合廃棄物合廃棄物としてとしてとしてとして出出出出されされされされたたたたもももものがのがのがのが最終最終最終最終処処処処分分分分ににににつながるつながるつながるつながるこここことがとがとがとが非常非常非常非常にににに多多多多いといいといいといいというこうこうこうことでとでとでとで、、、、建建建建設業設業設業設業界界界界でででではははは、、、、ここここのののの混混混混合廃棄合廃棄合廃棄合廃棄物物物物のののの管理管理管理管理といといといといううううのをのをのをのを廃棄物管理廃棄物管理廃棄物管理廃棄物管理のののの 1 つのつのつのつのキキキキーーーーににににしていますしていますしていますしています。。。。今今今今、、、、ここここのののの一一一一番番番番上上上上にににに青青青青いいいい線線線線でででで出出出出てててておおおおりますのがりますのがりますのがりますのが、、、、当時当時当時当時といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、2001 年度年度年度年度のののの東京東京東京東京本社本社本社本社のののの目目目目標標標標値値値値でででであああありましたりましたりましたりました、、、、1 ㎡㎡㎡㎡当当当当たりたりたりたり 15kg といといといといううううグラフでグラフでグラフでグラフでござござござございますいますいますいます。。。。それにそれにそれにそれに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、ピピピピンクでンクでンクでンクで出出出出てててておおおおりますのがりますのがりますのがりますのが、、、、現現現現場場場場でででで当初当初当初当初目目目目標標標標値値値値としてとしてとしてとして持持持持ちちちちましたましたましたました 8kg／／／／㎡㎡㎡㎡といといといといううううグラフでグラフでグラフでグラフでござござござございますいますいますいます。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして、、、、現実現実現実現実にはにはにはには、、、、一一一一番下番下番下番下のののの黄色黄色黄色黄色いいいい線線線線ででででござござござございますいますいますいます、、、、1㎡㎡㎡㎡当当当当たりたりたりたり 4.6kg のののの混混混混合廃棄物合廃棄物合廃棄物合廃棄物のののの発生発生発生発生ででででおさおさおさおさまりままりままりままりましたしたしたした。。。。分分分分別別別別作業作業作業作業がががが非常非常非常非常にににに精精精精度度度度よよよよくでくでくでくでききききたといたといたといたというこうこうこうことかととかととかととかと思思思思いますいますいますいます。。。。 それそれそれそれからからからから、、、、もうもうもうもう一一一一点点点点、、、、冒冒冒冒頭頭頭頭ににににゼロエミシートのゼロエミシートのゼロエミシートのゼロエミシートのおおおお話話話話をををを申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、竣竣竣竣工工工工ししししたたたた後後後後、、、、私私私私どどどどもももも、、、、本社本社本社本社のののの方方方方でででで、、、、そそそそのシートをのシートをのシートをのシートを集集集集めめめめてててて、、、、一体一体一体一体どのどのどのどのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの項項項項目目目目にににについてついてついてついて実実実実施施施施ををををしてくしてくしてくしてくれれれれたたたたんだろうんだろうんだろうんだろうといといといというこうこうこうことでとでとでとで数数数数をををを数数数数ええええてみましたとてみましたとてみましたとてみましたところころころころ、、、、梱梱梱梱包包包包材材材材関係関係関係関係でででではははは 165 のののの項項項項目目目目
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にににについてついてついてついて対策対策対策対策をををを打打打打っっっっててててあああありましたりましたりましたりました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、各各各各工事工事工事工事ごごごごととととにににに出出出出しますのでしますのでしますのでしますので、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん同同同同じじじじ空空空空調工事調工事調工事調工事ででででもももも、、、、いいいいろんろんろんろんなななな業業業業者者者者さんさんさんさんがやらがやらがやらがやられれれれるとるとるとると複数出複数出複数出複数出ててててききききますのでますのでますのでますので、、、、同同同同じじじじ方方方方法法法法論論論論がカがカがカがカウウウウントントントントさささされれれれてててておおおおりますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、165 のののの項項項項目目目目でででで削減削減削減削減がががが行行行行われわれわれわれていましたていましたていましたていました。。。。ここここのののの 165 のののの項項項項目目目目をををを出出出出すたすたすたすためにめにめにめに、、、、285 のののの項項項項目目目目にににについてついてついてついて検討検討検討検討がながながながなされされされされてててておおおおりましたりましたりましたりました。。。。同同同同じじじじようにようにようにように、、、、仮仮仮仮設資設資設資設資材材材材もももも含含含含んだんだんだんだ余剰余剰余剰余剰資資資資材材材材のののの削減削減削減削減にににに関関関関してしてしてしてはははは、、、、70 項項項項目目目目のののの実実実実施施施施ががががされされされされてててておおおおりりりり、、、、検討検討検討検討のたのたのたのためにはめにはめにはめには 173 項項項項目目目目上上上上ががががっっっっていていていていたといたといたといたというううう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りますりますります。。。。そそそそののののほほほほかかかか、、、、余剰余剰余剰余剰材材材材ですとかですとかですとかですとか、、、、型型型型枠枠枠枠材材材材のののの削減削減削減削減にもにもにもにも少少少少ししししアアアアイデイデイデイデアアアアがががが出出出出てててておおおおりましたりましたりましたりました。。。。 最終最終最終最終的的的的にににに、、、、ここここののののようようようようなななな努力努力努力努力をいたしましてをいたしましてをいたしましてをいたしまして、、、、電通電通電通電通本社本社本社本社のののの現現現現場場場場でででではははは 100％％％％のののの再再再再資源資源資源資源化化化化がががが達達達達成成成成でででできききき、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの総総総総排出排出排出排出量量量量もももも、、、、2001 年度年度年度年度のののの東京東京東京東京本社本社本社本社のののの現現現現場場場場のののの平平平平均均均均値値値値とととと比比比比べべべべますとますとますとますと、、、、約約約約 25％％％％削削削削減減減減ででででききききましたましたましたました。。。。後後後後ろにろにろにろに、、、、「「「「コンクリートがらをコンクリートがらをコンクリートがらをコンクリートがらを除除除除くくくく」」」」とととと書書書書いていていていてあああありますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここのののの現現現現場場場場はははは、、、、逆逆逆逆打打打打ちちちち工工工工法法法法といといといというううう特特特特殊殊殊殊なななな工工工工法法法法をとりましたのでをとりましたのでをとりましたのでをとりましたので、、、、コンクリートがらコンクリートがらコンクリートがらコンクリートがらはははは、、、、通通通通常常常常のののの工工工工法法法法よよよよりりりり非常非常非常非常ににににたくたくたくたくさんさんさんさん出出出出ますのでますのでますのでますので、、、、比比比比較較較較がでがでがでができきききまままませんせんせんせんのでのでのでので、、、、コンクリートがらをコンクリートがらをコンクリートがらをコンクリートがらを除除除除いたいたいたいた数数数数字字字字でででで比比比比較較較較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。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、コンクリートがらコンクリートがらコンクリートがらコンクリートがらももももリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルははははしてしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。それそれそれそれかかかからららら、、、、混混混混合廃棄物合廃棄物合廃棄物合廃棄物のののの排出排出排出排出量量量量もももも、、、、先先先先ほほほほどグラフでどグラフでどグラフでどグラフで見見見見ていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたましたようにようにようにように、、、、東京東京東京東京本社本社本社本社のののの目目目目標標標標値値値値のののの 3 分分分分のののの 1ににににまでまでまでまで減減減減らすらすらすらすこここことがでとがでとがでとができきききましたましたましたました。。。。 そそそそのののの結果結果結果結果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、、、、昨昨昨昨年年年年秋秋秋秋、、、、平平平平成成成成 15 年度年度年度年度のののの「「「「リデリデリデリデュュュューーーースススス、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進功功功功労労労労者等者等者等者等表表表表彰彰彰彰」」」」といといといというううう表表表表彰彰彰彰制制制制度度度度でででで、、、、内内内内閣閣閣閣総理大臣総理大臣総理大臣総理大臣賞賞賞賞をををを受受受受賞賞賞賞させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたました。。。。関関関関係係係係者一者一者一者一同同同同、、、、非常非常非常非常にににに喜喜喜喜んだんだんだんだとととところころころころででででござござござございますいますいますいます。。。。 それそれそれそれでででではははは、、、、最最最最後後後後にににに、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション手手手手法法法法のののの全全全全国国国国展展展展開開開開といといといというおうおうおうお話話話話をををを簡簡簡簡単単単単にさせにさせにさせにさせていたていたていたていただだだだききききますますますます。。。。電通電通電通電通本社本社本社本社ををををははははじじじじめモめモめモめモデルデルデルデル現現現現場場場場でででで得得得得らららられれれれましたましたましたました手手手手法法法法をマをマをマをマニュアニュアニュアニュアルルルルににににしてしてしてして社社社社内内内内にににに配配配配布布布布しししし、、、、全全全全国国国国でででで展展展展開開開開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。。。。ここにここにここにここに 4 つつつつほほほほどマどマどマどマニュアニュアニュアニュアルがルがルがルがござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、これこれこれこれらすらすらすらすべべべべてててて社社社社内内内内のネットのネットのネットのネットにににに載載載載せせせせてててて、、、、どどどどここここからでからでからでからでもももも見見見見らららられれれれるるるるようようようようなななな方方方方法法法法をとをとをとをとっっっってててておおおおりますりますりますります。。。。 それそれそれそれからからからから、、、、もうもうもうもう一一一一点点点点、、、、モモモモデルデルデルデル現現現現場場場場といといといというもうもうもうものをのをのをのを全全全全国国国国にににに展展展展開開開開いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、昨昨昨昨年年年年のののの末末末末現在現在現在現在でででで 106 ののののモモモモデルデルデルデル現現現現場場場場をををを全全全全国国国国にににに設設設設けけけけてててておおおおりますりますりますります。。。。ここここののののモモモモデルデルデルデル現現現現場場場場とととと申申申申しますのしますのしますのしますのはははは、、、、通通通通常常常常のののの現現現現場場場場よよよよりりりり高高高高いいいい目目目目標標標標値値値値をををを持持持持っっっってててて、、、、よよよよりゼロエミッションりゼロエミッションりゼロエミッションりゼロエミッション、、、、ゼロゼロゼロゼロにににに近近近近いいいいこここことをとをとをとを目指目指目指目指していしていしていしていこうこうこうこうとととといいいいうううう現現現現場場場場ででででござござござございますいますいますいます。。。。ここここののののモモモモデルデルデルデル現現現現場場場場はははは、、、、本社本社本社本社のののの方方方方もももも数数数数字字字字をををを追追追追っっっっかかかかけけけけましてましてましてまして、、、、各各各各地地地地域域域域、、、、地地地地域域域域でどのでどのでどのでどのようようようようなななな課課課課題題題題ががががああああるのかるのかるのかるのか、、、、ああああるいるいるいるいはははは今今今今までまでまでまで考考考考ええええていなかていなかていなかていなかっっっったたたたようようようようなななな方方方方法法法法論論論論がががが出出出出ててててくくくくればればればれば、、、、それそれそれそれをまたフィーをまたフィーをまたフィーをまたフィードドドドバックをしてバックをしてバックをしてバックをして、、、、全全全全社社社社にににに紹介紹介紹介紹介をするといをするといをするといをするというよううよううよううようなななな形形形形のたのたのたのためにめにめにめに設設設設けけけけているているているている現現現現場場場場ででででござござござございますいますいますいます。。。。 ここにここにここにここに、、、、2002 年度年度年度年度にににに竣竣竣竣工工工工したしたしたしたモモモモデルデルデルデル現現現現場場場場のののの結果結果結果結果をををを載載載載せせせせてててておおおおりますりますりますりますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、2002 年度年度年度年度ににににはははは、、、、モモモモデルデルデルデル現現現現場場場場ののののうちうちうちうちのののの 14 がががが竣竣竣竣工工工工してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。電通電通電通電通本社本社本社本社でででではははは物理的物理的物理的物理的なゼロなゼロなゼロなゼロにこだわっにこだわっにこだわっにこだわってててて到到到到達達達達ををををさせさせさせさせましたましたましたましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、実実実実はははは、、、、ここここのののの物理的物理的物理的物理的なゼロなゼロなゼロなゼロににににするするするするにはにはにはにはコストコストコストコストアアアアップップップップににににつながるつながるつながるつながる要要要要素素素素もござもござもござもございますしいますしいますしいますし、、、、もっもっもっもっとととと大大大大ききききななななここここととととはははは、、、、地地地地域域域域によっによっによっによっててててはははは再再再再資源資源資源資源化化化化施施施施設設設設ががががあああありまりまりまりませんせんせんせん。。。。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げげげましたましたましたましたガガガガスススス化化化化溶溶溶溶融融融融炉炉炉炉などなどなどなどももももままままだだだだ地地地地方方方方にござにござにござにございまいまいまいませんせんせんせんのでのでのでので、、、、物理的物理的物理的物理的なゼロなゼロなゼロなゼロはははは基本的基本的基本的基本的にににに不不不不可能可能可能可能ででででござござござございますいますいますいます。。。。そうそうそうそういいいいうこうこうこうことととともあもあもあもありましてりましてりましてりまして、、、、達達達達成成成成基準基準基準基準といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、目目目目標標標標をををを設設設設けけけけてててておおおおりますりますりますります。。。。最終最終最終最終処処処処分分分分率率率率がががが 5％％％％以以以以下下下下、、、、ないしないしないしないしはははは最終最終最終最終処処処処分分分分量量量量がががが 5kg／／／／㎡㎡㎡㎡以以以以下下下下にににに到到到到達達達達したしたしたしたももももののののはははは、、、、社社社社内内内内としてとしてとしてとしてははははゼロエミがゼロエミがゼロエミがゼロエミが達達達達成成成成ででででききききたといたといたといたというううう解解解解釈釈釈釈をしをしをしをしようようようようででででははははないかといないかといないかといないかというこうこうこうことでとでとでとで、、、、ここここのののの達達達達成成成成基準基準基準基準をををを設設設設けけけけててててモモモモデルデルデルデル現現現現場場場場のののの判断判断判断判断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。。。。 
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当初当初当初当初はははは、、、、実実実実はははは最終最終最終最終処処処処分分分分率率率率 5％％％％以以以以下下下下をををを達達達達成成成成といといといというこうこうこうことでとでとでとで考考考考ええええてててておっおっおっおったのですたのですたのですたのですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、最最最最初初初初にににに申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました発生発生発生発生抑抑抑抑制制制制といといといというこうこうこうことをとをとをとを非常非常非常非常ににににやりますとやりますとやりますとやりますと、、、、ここここのののの率率率率はははは逆逆逆逆にににに上上上上ががががっっっってまいりてまいりてまいりてまいりますますますます。。。。最終最終最終最終処処処処分分分分率率率率といいますのといいますのといいますのといいますのはははは、、、、排出排出排出排出したしたしたした廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを分分分分母母母母にににに、、、、最終最終最終最終処処処処分分分分量量量量をををを分子分子分子分子ににににしますしますしますしますもももものですからのですからのですからのですから、、、、発生発生発生発生抑抑抑抑制制制制をするとをするとをするとをすると、、、、最終最終最終最終処処処処分分分分率率率率はははは上上上上ががががっっっってしまてしまてしまてしまううううといといといというううう結果結果結果結果にににになりますなりますなりますなります。。。。現実現実現実現実にににに、、、、非常非常非常非常にににに廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを減減減減らしながららしながららしながららしながら、、、、最終最終最終最終処処処処分分分分率率率率がががが 5％％％％をををを超超超超ええええたといたといたといたというううう現現現現場場場場がががが出出出出ててててききききましましましましたのでたのでたのでたので、、、、5％％％％だけだけだけだけでででではははは判断判断判断判断としてとしてとしてとして正正正正しくないといしくないといしくないといしくないというこうこうこうこととととにににに気気気気がつがつがつがつききききましてましてましてまして、、、、ここここのののの最終最終最終最終処処処処分分分分量量量量
5kg／／／／㎡㎡㎡㎡以以以以下下下下といといといというもうもうもうものをのをのをのを設設設設けけけけましたましたましたました。。。。ここここのどのどのどのどちちちちらかをらかをらかをらかを満満満満たたたたせばせばせばせばいいといいといいといいと。。。。現実現実現実現実にににに、、、、最終最終最終最終処処処処分分分分率率率率がががが 5％％％％をををを超超超超ええええていてていてていてていてもももも、、、、最終最終最終最終処処処処分分分分量量量量 5kg／／／／㎡㎡㎡㎡以以以以下下下下をクリをクリをクリをクリアアアアしているしているしているしている現現現現場場場場はははは幾幾幾幾つかつかつかつかござござござございまいまいまいますすすす。。。。たたたただだだだ、、、、ごごごご覧覧覧覧いたいたいたいただだだだいていていていてわわわわかりますかりますかりますかりますようにようにようにように、、、、14 ののののモモモモデルデルデルデル現現現現場場場場ののののうちうちうちうちのののの 4 つつつつはははは基準基準基準基準をををを満満満満たたたたしてしてしてしておおおおりまりまりまりませんせんせんせん。。。。これこれこれこれがががが、、、、ままままだだだだ私私私私どどどどももももがががが取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる現実現実現実現実ででででござござござございますいますいますいます。。。。 最最最最後後後後にににに、、、、電通電通電通電通本社本社本社本社ビビビビルのルのルのルの現現現現場場場場のののの成成成成果果果果をまとをまとをまとをまとめめめめてみますとてみますとてみますとてみますと、、、、私私私私どどどどももももとしてとしてとしてとして初初初初めめめめてゼロてゼロてゼロてゼロエミエミエミエミッションッションッションッションにににに取取取取りりりり組組組組んんんんでででで、、、、そそそそのののの目目目目標標標標はははは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。。。。そそそそしてしてしてして、、、、ここここのののの現現現現場場場場にににに関関関関与与与与してくしてくしてくしてくだだだだささささいましたいましたいましたいました、、、、作業作業作業作業にににに従従従従事事事事してくしてくしてくしてくださださださださいましたいましたいましたいました方方方方々々々々はははは 2 万万万万 5,000 人人人人をををを超超超超ええええてててておおおおりますりますりますります。。。。ゼロエゼロエゼロエゼロエミをミをミをミを達達達達成成成成したといしたといしたといしたというこうこうこうこととととよよよよりりりりもももも、、、、ここここのののの 2 万万万万 5,000 人人人人のののの方方方方がががが全全全全員員員員参加参加参加参加をしてくをしてくをしてくをしてくださっださっださっださってててて、、、、またまたまたまた次次次次のののの現現現現場場場場ででででそそそそのののの意意意意識識識識でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでくでくでくでくださっださっださっださっているているているている、、、、ここここのののの波波波波及及及及効効効効果果果果のののの方方方方ががががはははは大大大大ききききいのかなといのかなといのかなといのかなといいいいううう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。。。。そそそそしてしてしてして、、、、そそそそのののの結果結果結果結果をををを今今今今全全全全国国国国へへへへ、、、、全全全全社社社社へへへへ展展展展開開開開をしてをしてをしてをして、、、、努力努力努力努力をしをしをしをしているとているとているとているところころころころででででござござござございますいますいますいます。。。。 最最最最初初初初にににに、、、、建建建建設設設設現現現現場場場場ででででははははゼロエミッションがやりゼロエミッションがやりゼロエミッションがやりゼロエミッションがやりににににくいとくいとくいとくいと、、、、そそそそのののの理理理理由由由由はははは幾幾幾幾つかつかつかつかござござござございますいますいますいますといといといというこうこうこうことでとでとでとで説説説説明明明明をををを差差差差しししし上上上上げげげげましたましたましたましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、今終今終今終今終わっわっわっわってみててみててみててみて、、、、振振振振りりりり返返返返っっっってみますとてみますとてみますとてみますと、、、、ああああのののの建建建建設設設設現現現現場場場場におにおにおにおいてマイいてマイいてマイいてマイナナナナスでスでスでスであっあっあっあったたたた要要要要素素素素がががが、、、、逆逆逆逆にににに、、、、違違違違っっっったたたた形形形形でのでのでのでの成成成成功功功功をををを導導導導いてくいてくいてくいてくれれれれたのたのたのたのかなといかなといかなといかなといううううふふふふうにもうにもうにもうにも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。。。。膨膨膨膨大大大大なななな数数数数のののの方方方方がががが一一一一人人人人一一一一人人人人努力努力努力努力するするするするこここことがとがとがとが、、、、結果結果結果結果としとしとしとしてててて大大大大ききききなななな成成成成果果果果にににに結結結結びびびびつくつくつくつく。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ああああるるるる意意意意味味味味でででではははは、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題のののの解解解解決決決決にににに共共共共通通通通したしたしたした 1 つのテーつのテーつのテーつのテーマでマでマでマでははは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ますりますりますります。。。。そうそうそうそういいいいうううう意意意意味味味味でででではははは、、、、私私私私どどどどもももももももも、、、、現現現現場場場場でででで努力努力努力努力をしてくをしてくをしてくをしてくださださださださいましたいましたいましたいましたここここのののの 2 万万万万 5,000 人人人人をををを超超超超ええええるるるる方方方方々々々々にににに、、、、非常非常非常非常にににに頭頭頭頭がががが下下下下がるがるがるがる思思思思いでいでいでいでござござござございますいますいますいます。。。。 たたたただだだだ、、、、一方一方一方一方でででで、、、、今今今今日日日日おおおお話話話話ををををさせさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたました例例例例はははは、、、、私私私私どどどどももももののののベベベベストプラクティスストプラクティスストプラクティスストプラクティス、、、、最最最最もうもうもうもうまくいまくいまくいまくいききききましたましたましたました 1 現現現現場場場場のののの例例例例ででででござござござございますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、竣竣竣竣工工工工したしたしたしたモモモモデルデルデルデル現現現現場場場場のののの例例例例ででででおおおお見見見見せせせせしましたしましたしましたしましたようにようにようにように、、、、ままままだだだだ私私私私どどどどもももものののの会社会社会社会社でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと 1,000 をををを超超超超ええええるるるる現現現現場場場場がががが今今今今動動動動いているいているいているいているわけわけわけわけですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここのすのすのすのすべべべべてのてのてのての現現現現場場場場をををを考考考考ええええますとますとますとますと、、、、ゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションといゼロエミッションというううう言葉言葉言葉言葉にはにはにはにはほほほほどどどど遠遠遠遠いいいい、、、、非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい道道道道のりをのりをのりをのりを感感感感じじじじてててておおおおりますりますりますります。。。。正正正正直直直直なとなとなとなところころころころ、、、、私私私私どどどどもはもはもはもは、、、、ここここここここまででまででまででまででききききたとたとたとたといいいいうううう気気気気持持持持ちもござちもござちもござちもございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ままままだこれだこれだこれだこれしかでしかでしかでしかでききききないないないないんだんだんだんだといといといというううう気気気気持持持持ちもちもちもちも持持持持っっっってててておおおおりりりりますますますます。。。。むむむむししししろこれろこれろこれろこれがががが偽偽偽偽ららららざざざざるるるる心心心心境境境境ででででござござござございますいますいますいます。。。。これこれこれこれかかかかららららもももも継継継継続続続続してしてしてして行行行行っっっっていくていくていくていくこここことしかとしかとしかとしかないといないといないといないといううううふふふふうにうにうにうに今今今今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。。。。 ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション活活活活動動動動にににに限限限限ららららずずずず、、、、私私私私どどどどもももものののの受受受受注注注注産産産産業業業業といといといというううう形形形形のののの建建建建設設設設現現現現場場場場のののの環境環境環境環境保全活保全活保全活保全活動動動動とととと申申申申しますのしますのしますのしますのはははは、、、、発発発発注注注注者者者者のののの皆様皆様皆様皆様ののののごごごご理解理解理解理解ととととごごごご協協協協力力力力、、、、一一一一緒緒緒緒にににに仕仕仕仕事事事事をしてくをしてくをしてくをしてくださださださださいますいますいますいます協協協協力力力力会会会会社社社社のののの方方方方々々々々ののののごごごご努力努力努力努力、、、、そそそそしてしてしてして、、、、現現現現場場場場周辺周辺周辺周辺のののの一一一一般般般般のののの市民市民市民市民のののの方方方方々々々々ののののごごごご協協協協力力力力ととととごごごご理解理解理解理解、、、、ここここののののようようようようななななもももものがのがのがのがあっあっあっあってててて初初初初めめめめてててて達達達達成成成成ででででききききるとるとるとる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。。。。 これこれこれこれからからからからもももも皆様皆様皆様皆様ののののごごごご協協協協力力力力、、、、ごごごご指指指指導導導導をををを賜賜賜賜るるるるこここことをとをとをとを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げげげてててて、、、、私私私私のののの本日本日本日本日のののの報告報告報告報告をををを終終終終わわわわららららせせせせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。どどどどうもごうもごうもごうもご清清清清聴聴聴聴あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 
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 司司司司会会会会 塩塩塩塩田田田田様様様様、、、、どどどどうもあうもあうもあうもありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。電通電通電通電通本社本社本社本社ビビビビルのルのルのルの現現現現場場場場におけにおけにおけにおけるるるる、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる全全全全員員員員参加参加参加参加型型型型のゼロエミッションののゼロエミッションののゼロエミッションののゼロエミッションの取取取取りりりり組組組組みといみといみといみというこうこうこうことでとでとでとでごごごご紹介紹介紹介紹介をいたをいたをいたをいただきだきだきだきましたましたましたました。。。。     それそれそれそれでででではははは、、、、塩塩塩塩田田田田様様様様にににに、、、、何何何何かかかかごごごご質質質質問問問問ががががござござござございましたらいましたらいましたらいましたら、、、、どどどどううううぞぞぞぞ。。。。 

 質質質質問問問問 環境経営研環境経営研環境経営研環境経営研究究究究会会会会のののの小池小池小池小池とととと申申申申しますしますしますします。。。。一一一一般般般般的的的的ななななここここととととにににになるかとなるかとなるかとなるかと思思思思うんうんうんうんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、建建建建設設設設リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法でででで分分分分別別別別がががが求求求求めめめめらららられれれれているているているているわけわけわけわけですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、そそそそのののの中中中中でででで、、、、木木木木材材材材ががががござござござございますいますいますいますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、ここここのののの木木木木材材材材にににに関関関関してしてしてしてはははは、、、、原原原原則則則則埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて。。。。50 キキキキロロロロ以内以内以内以内でででであればあればあればあれば縮縮縮縮減減減減がががが認認認認めめめめらららられれれれるといるといるといるというううう、、、、そうそうそうそういいいいううううリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法ななななんんんんででででござござござございますいますいますいますけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここのののの電通電通電通電通本本本本社社社社にににに関関関関してしてしてしてはははは、、、、ああああまりまりまりまり木木木木材材材材等等等等はははは出出出出ててててここここないとないとないとないとはははは思思思思うんうんうんうんですですですですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、木木木木くくくくずずずず等等等等、、、、ああああるいるいるいるいははははパパパパレレレレットットットット等等等等のののの木木木木材材材材にににに関関関関しましてしましてしましてしまして、、、、排出者排出者排出者排出者としましてとしましてとしましてとしまして最終最終最終最終処処処処分場分場分場分場までまでまでまでチェチェチェチェックするといックするといックするといックするというううう必要必要必要必要ががががござござござございますのでいますのでいますのでいますので、、、、木木木木材材材材のののの縮縮縮縮減減減減とととと、、、、それそれそれそれからからからから埋埋埋埋めめめめ立立立立てとのてとのてとのてとの割割割割合合合合とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういいいいうこうこうこうことがとがとがとがももももししししおわおわおわおわかりかりかりかりににににななななっっっったらたらたらたら教教教教ええええていたていたていたていただければだければだければだければとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 塩塩塩塩田室長田室長田室長田室長 大大大大変変変変申申申申ししししわけわけわけわけないですないですないですないですけけけけどどどど、、、、数数数数字字字字はははは今今今今手元手元手元手元にはにはにはには持持持持っっっってててておおおおりまりまりまりませんせんせんせんのでのでのでので、、、、割割割割合合合合はごはごはごはご返返返返事事事事ででででききききないですないですないですないですけれけれけれけれどどどどもももも、、、、たたたただだだだ、、、、木木木木材材材材にににに関関関関してしてしてしてもももも、、、、ごごごご存存存存じじじじののののようにようにようにように、、、、チチチチップップップップににににするとかするとかするとかするとか、、、、リサリサリサリサイクルのイクルのイクルのイクルの方方方方法法法法ががががござござござございましていましていましていまして、、、、オフィスオフィスオフィスオフィスビビビビルですのでルですのでルですのでルですので、、、、確確確確かかかかにそれにそれにそれにそれほほほほどどどど木木木木材材材材はははは発生発生発生発生してしてしてしておおおおりまりまりまりませんけれせんけれせんけれせんけれどどどどもももも、、、、ここここのののの現現現現場場場場のののの場合場合場合場合はははは、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処処処処分分分分にはにはにはには回回回回したしたしたしたももももののののはござはござはござはございまいまいまいませんせんせんせん。。。。 

 司司司司会会会会     よろよろよろよろしいでししいでししいでししいでしょうょうょうょうかかかか。。。。ほほほほかかかかにごにごにごにご質質質質問問問問ござござござございますでしいますでしいますでしいますでしょうょうょうょうかかかか。。。。     それそれそれそれでででで、、、、きょうきょうきょうきょう、、、、3 つのつのつのつの事事事事例例例例ををををごごごご紹介紹介紹介紹介させさせさせさせていたていたていたていただきだきだきだきましたましたましたましたけれけれけれけれどどどどもももも、、、、ここここのののの 3 つのつのつのつの事事事事例例例例にににに対対対対してしてしてしてもごもごもごもご質質質質問問問問をををを受受受受けけけけ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。。。。ちょっちょっちょっちょっとととと聞聞聞聞きききき忘忘忘忘れれれれたといたといたといたというよううよううよううようななななこここことがとがとがとがござござござございまいまいまいましたらしたらしたらしたら。。。。     よろよろよろよろしいでししいでししいでししいでしょうょうょうょうかかかか。。。。それそれそれそれでででではははは、、、、塩塩塩塩田田田田様様様様、、、、あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手））））     それそれそれそれでででではははは、、、、3 つのつのつのつの事事事事例例例例のののの紹介紹介紹介紹介をををを終終終終わわわわららららせせせせていたていたていたていただきだきだきだきますますますます。。。。講講講講師師師師のののの方方方方々々々々ののののごごごご協協協協力力力力をををを得得得得ましてましてましてまして、、、、ほほほほぼぼぼぼ時時時時間間間間どどどどおおおおりりりりにににに終終終終了了了了するするするするこここことがでとがでとがでとができきききましたましたましたました。。。。大大大大変変変変、、、、ごごごご協協協協力力力力あああありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。     それそれそれそれでででではははは、、、、総合総合総合総合司司司司会会会会ののののほほほほうにうにうにうにバトンタッバトンタッバトンタッバトンタッチチチチ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。。。。 

 司司司司会会会会（（（（松本松本松本松本）））） 以上以上以上以上ををををもちもちもちもちましてましてましてまして、、、、ゼロエミッションフォーラム・イン・みやゼロエミッションフォーラム・イン・みやゼロエミッションフォーラム・イン・みやゼロエミッションフォーラム・イン・みやぎぎぎぎのののの講演講演講演講演のののの一一一一切切切切をををを終終終終了了了了いいいいたしますたしますたしますたします。。。。 ななななおおおお、、、、県県県県内企内企内企内企業業業業紹介展紹介展紹介展紹介展にににに関関関関するするするする展展展展示示示示ににににつつつつききききましてましてましてましてはははは、、、、5 時時時時 30 分分分分までまでまでまで行行行行いますのでいますのでいますのでいますので、、、、おおおお時時時時間間間間のののの許許許許すすすす限限限限りりりり、、、、ごごごごららららんんんん願願願願いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、アアアアンンンンケケケケートートートート用紙用紙用紙用紙にににに関関関関しましてしましてしましてしましてはははは、、、、会場会場会場会場出口出口出口出口でででで係員係員係員係員におにおにおにお渡渡渡渡しししし願願願願いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 
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    おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、ごごごご来来来来場場場場いたいたいたいただきだきだきだきましてましてましてまして、、、、ほほほほんんんんととととうにあうにあうにあうにありがとりがとりがとりがとうござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 ――――――――    了了了了    ―――――――― 

                                                 
    

    


